
かるがるできる青色申告の申告機能
個人事業者のための､下記の申告処理機能を搭載しています。

｢所得税青色申告決算書(一般用/不動産用)｣を作成できます。簡易
簿記は「貸借対照表」の提出義務はないため、自動作成機能はあり
ません。最高で１０万円の「青色申告特別控除」が受けられます。
※農業所得用および現金主義用の決算書には対応していません。
※「総勘定元帳」等の作成や６５万円の「青色申告特別控除」には対応しません。

●青色申告（簡易簿記）

白色申告の｢収支内訳書(一般用/不動産用)｣を作成できます。
※農業所得用の内訳書には対応していません。

●白色申告

｢所得税の確定申告書Ｂ｣の作成プログラムを弊社ウェブサイト
より無料ダウンロードして､ご利用いただけます。
※国税当局の確定申告書の様式決定後に､提供を開始いたします｡(２０１5年２月上旬の予定)作成
プログラムのダウンロードには､インターネット接続環境が必要です。ＣＤ-ＲＯＭをご希望の場合には､
別途有償にてご提供いたします。

●確定申告

※電子申告(ｅ-Ｔａｘ)には対応していません。法人の申告処理には対応しません。
※消費税申告書の作成機能はありません。
※本製品の仕様は､平成２6年１１月時点の法律に基づいています。

青色申告

◎青色申告･白色申告･確定申告これ１本ですべてＯＫ!!
◎簿記がわからなくても大丈夫!!簡単･手軽に申告できる!!
◎出納帳形式だから家計簿のように簡単入力!!
◎わかりやすい操作マニュアル付き!!
◎白色申告の記帳義務化も安心!!
◎各社クラウドストレージを利用して運用可能!!

ＢＳＬの業務ソフトは２０年以上、３０万社の実績｡ 簡単･便利･安心の青色申告ソフト!!

はじめてでも
かんたん、やさしい 平成２6年分申告版

無期限・無料サポート0円
業務ソフトに欠かせないサポートサービス
ＢＳＬなら電話・ＦＡＸ・Ｅメールの問い合わせが
※通話･通信費用はご負担ください。詳細は弊社Webサイトをご覧下さい｡

※

かるがるできる青色申告2015
円 +税3,800標準価格：本体

個人事業者専用
簡易簿記

青色申告対応
白色申告対応

確定申告書B対応
平成26年分申告対応

兼業対応
家事按分対応

対応OS：Windows 8.1/8/7/ Vista

平成27年10月に施行予定の10％消費税の記帳に対応！
（未実施の場合には更新プログラムをダウンロード提供）

あんしん対応！
消費税

%
も
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かるがるできる青色申告
２０１5

－平成２6年分申告版－

Windows 8.1/8 / 7/Vista対応

青色申告2015
平成２6年分申告版

■65万円控除を目指したい･･･そんな方へお薦めの複式簿記ソフト!!

2015
平成２6年分申告版

（一般･不動産対応）
青色申告対応

（一般･不動産収支内訳書対応）
白色申告対応

（法人には非対応）
個人事業者専用

（一般･不動産の兼業に対応）
兼業対応

（無償ダウンロード提供）
確定申告書Ｂ対応

（平成27年分の記帳も可能）
平成２6年分申告対応

（事業･家事の按分処理機能付き）
家事按分対応

（青色申告特別控除最高10万円）
簡易簿記方式

簿記がわからなくても大丈夫!!初めての方でも簡単･安心!! 

標準価格：本体3,800円+税

標準価格：本体9,000円+税

自動転記で簡単作成!!

１ 入力操作が簡単!!
手書きの出納帳のように､日付や入･出金額を
入力するだけの簡単操作!! ｢貸方･借方｣など
難解な簿記用語は一切ありませんので､初めて
の方でも安心です。

毎日コツコツ入力する方も､年末にまとめて
一気に入力する方も､入力操作は簡単です!!

電卓入力･数式入力に対応

残高は自動で計算

日付順に自動で並べ替え

明細行に付箋と付箋メモを設定可能

行挿入･行複製･行入換などの編集機能

科目をリストから選択

取引の内容を摘要に記入

２ 決算･申告が簡単!!
帳簿に記帳した内容はすべて､決算書･申告書
に自動転記!! あっという間に作成できます!!

10万円控除OK
確定申告書OK

簡易簿記対応

□簿記(仕訳入力)に慣れている方
□６５万円の青色申告特別控除を目指す方
□Ｂ/Ｓ・Ｐ/Ｌを見て経営状況を把握したい方

こんな方にオススメします!!

操作挫折ゼロの実績！
複式簿記なのに超簡単！

※電子申告(ｅ-Ｔａｘ)には対応していません。法人の申告処理には対応しません。
※消費税申告書の作成機能はありません。
※本製品の仕様は､平成２6年１１月時点の法律に基づいています。

個人事業者のための､下記の申告処理機能を搭載しています。

｢所得税の確定申告書Ｂ｣の作成プログラムを弊社ウェブ
サイトより無料ダウンロードして､ご利用いただけます。
※国税当局の確定申告書の様式決定後に､提供を開始いたします｡
　(２０１5年２月上旬の予定)作成プログラムのダウンロードには､インターネット
   接続環境が必要です。ＣＤ-ＲＯＭをご希望の場合には､別途有償にてご提供
   いたします。

●確定申告

｢所得税青色申告決算書(一般用/不動産用)｣を作成できます。
最高で６５万円の｢青色申告特別控除｣が受けられます。
※農業所得用および現金主義用の決算書には対応していません。
※複式簿記による仕訳処理や決算処理など､簿記の基本的な知識が必要です。

●青色申告

白色申告のための｢収支内訳書(一般用/不動産用)｣を作成
できます。
※農業所得用の内訳書には対応していません。

●白色申告

青色申告らくだの申告機能

パッケージ内容：CD-ROM,操作マニュアル
＊製品の内容および仕様は､改良のため予告なしに変更する場合がありますので
　あらかじめご了承ください。
＊記載されている会社名､製品名は各社の登録商標または商標です。

個人事業者専用
複式簿記
出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳

総勘定元帳
仕訳帳

固定資産台帳
残高試算表

青色申告対応
白色申告対応

確定申告書B対応
兼業対応

家事按分対応

★今までは手書きで、または申告処理がはじめての方
★簡単にパパッと申告を済ませたい方
★｢Ｂ/Ｓ･Ｐ/Ｌなどの専門用語は難しい｣と感じる方

こんな方にオススメします!!

安心保証

無期限・無料サポート
挫折買取/災害支援

3つの信頼
お客様のお声を第一に
サービス向上を目指します

シリーズ導入実績

万社308.1
Windows

対 応
32 /64bit

挫折時は

返品OK
サポートを受けても操作に
挫折した場合は弊社判断に
より｢挫折買取サービス｣が
適用されます。
詳細は裏面をご覧ください。

販売･在庫9年連続
顧客5年連続達成!!

おかげさまで
年連続9

●運用対象：個人事業者専用（一般･不動産）（兼業対応）
●記帳方式：簡易簿記（単式簿記）
●複数申告者：対応（データファイル数無制限）
●決算･申告：青色申告（一般用･不動産所得用）
　　　　　　白色申告（一般用･不動産所得用）
　　　　　　所得税確定申告書B（対応版プログラム必須）
●帳簿：　　出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･補助帳
　　　　　　固定資産台帳
●帳簿数：　出納帳100冊･売掛帳,買掛帳各200冊
●明細行数：無制限（月平均1,000明細以内を推奨）
●科目数：　一般：51科目（うち16項目名称変更可）
　　　　　　不動産：51科目（うち23項目名称変更可）
●補助科目数：無制限（1科目につき100件以内を推奨）
●科目･補助科目名称：全角12文字（全角5文字以内を推奨）
●摘要文字数：全角50文字（全角20文字以内を推奨）
●金額：　　整数10桁（1明細10億円未満を推奨）
●集計金額：整数11桁
●消費税集計方式：税込集計･税抜集計
●消費税率： 5%,8%,10%
●消費税端数処理：切捨て･切上げ･四捨五入
●消費税入力方式：税込入力
●使用可能文字：シフトJISコードの文字
●データ量：データファイル1つにつきファイルサイズは1GB以内
●データ移行：旧バージョンの｢かるがるできる青色申告
　　　　　　2014｣のデータを移行可能
　　　　　　（ExcelやCSV等の外部データの取込は不可）
●データ出力：Excel ,CSV,TSV
●ネットワーク利用：ネットワーク共有による同時利用
　　　　　 （マルチクライアント）には非対応
※実際に印刷できる文字数･桁数･項目数は用紙の型番により
異なります。※パッケージ1つに付き最大2台のコンピューター
でご利用いただけます。（ただし2台目はユーザー登録者が
占有するコンピューターに限ります。同一データファイルの
同時利用はできません）※データの安全性確保のため､他の
｢かるがるできる｣シリーズとのデータ連動はしておりません。
※本製品は個人事業者専用の簡易簿記方式による申告ソフト
です。複式簿記ではありませんので仕訳伝票での入力や貸借
対照表の作成機能等はありません。決算･申告の処理は平成
26年（2014年）分のみ対応します。平成27年分の記帳も
可能です。会計期間は1月～12月で固定です。
※確定申告書を作成する場合､および申告書類の様式が改定
された場合には､｢対応版プログラム｣のダウンロードが必要
です。平成26年（2014年）分の対応版のダウンロードは無償
です。CD-ROMをご希望の場合は有償にてご提供いたします。
※農業所得の申告､電子申告（e-Tax）､および法人の申告には
非対応です。消費税申告書の作成機能はありません。

■主な仕様

●出納帳･売掛帳･買掛帳：A4普通紙･B5普通紙
　　　　　　　 BS-3001･BS-3002･BS-3004
●経費帳･補助帳：A4普通紙･B5普通紙･BS-3004
●固定資産台帳･不動産所得の内訳：A4普通紙
●所得税青色申告決算書：A4普通紙･OCR用紙
●収支内訳書：A4普通紙･OCR用紙
●所得税確定申告書B：A4普通紙･OCR用紙
●各種集計表･台帳：A4普通紙
※上記｢普通紙｣とは､市販のコピー用紙等（白紙）への印刷
　です。｢OCR用紙｣とは､税務署で配布している用紙です。
※上記｢普通紙｣の印刷内容は､PDFへの出力も可能です。
※お使いのプリンター機種により使用可能な用紙は異なります。
※申告書は平成26年（2014年）分のみ対応します。

■対応用紙

●対応OS：Windows 8.1/ 8 /7（SP1）/ Vista（SP2）
（日本語版）※7ではSP1、VistaではSP2が必要です。
※Windows 8.1/8/7は32bit版と64bit版に対応して
います。Vistaの64bit版は非対応です。※WindowsRTは
非対応です。※アップグレードインストールしたWindows
には非対応です。●コンピューター本体（CPU）：上記OSが
稼動するコンピューター 800MHz以上のCPU（1GHz以上
を推奨）（キーボードおよびマウス等の使用を推奨）●メモリ：
512MB以上（1GB以上を推奨）●ハードディスク：セット
アップのために200MB以上の空き容量 実行時に作業領域
として500MB以上の空き容量※上記はシステムドライブ
（Cドライブ）に必要な空き容量です。セットアップ先はシス
テムドライブ固定で､変更はできません。●ディスプレイ：
XGA（1024×768）以上の解像度（HighColor（16bit）
以上を推奨）●プリンター：上記OSに対応したプリンター
（余白を上下左右5mm以下に設定可能なプリンターを
推奨）●セットアップ方法：CD‐ROMまたはダウンロード
※製品同梱のCD‐ROMでセットアップする場合は､CD‐ROM
ドライブ等が必要です。ドライブの無いコンピューターの場合
は､ダウンロードによるセットアップが可能です。●動作に
必要なソフトウェア：本製品はMicrosoft Access2010
Runtimeの32bit版を使用しています。インストール済みで
ない場合はセットアップの際に自動的にインストールされ
ます。その際､ハードディスクに2.0GBの空き容量が別途
必要です。Office2010の64bit版がインストールされて
いる場合､Access 2010 Runtimeの64bit版のダウン
ロードが必要です。また本製品は .NET Framework 2.0
を使用しています。Windows 7 / Vistaにはあらかじめ
インストールされています。Windows 8.1/ 8でインス
トール済みでない場合は､ダウンロードが必要です。その際､
ハードディスクに最大980MBの空き容量が別途必要です。

※Access2010以外の他のバージョンのAccessをご利用
の場合には､動作に影響を与えることがあります。※各種
プログラム等のダウンロードにはインターネット接続環境
が必要です。※諸般の事情により､製品の仕様･対応用紙･
デザイン･動作環境等は変更することがあります。※記載
されている会社名､製品名は各社の登録商標または商標です。
※製品内容や動作環境の詳細､印刷見本､およびサポートサー
ビスの詳細については､弊社ウェブサイトをご覧ください。
（http: / / www. bsl - jp . com）

■動作環境（運用に必要なシステム要件）


