
 

 

 

 

 

 かるがるできる青色申告 22 青色申告らくだ 22 会計らくだ 22 

標準価格 4,180 円（税込） 

（本体価格 3,800 円） 

9,900 円（税込） 

（本体価格 9,000 円） 

13,200 円（税込） 

（本体価格 12,000 円） 

主な機能 

運用対象 個人事業者専用 

（一般・不動産）（兼業対応） 

個人事業者専用 

（一般・不動産）（兼業対応） 

法人専用 

記帳方式 簡易簿記 複式簿記 複式簿記 

会計期間 1 月～12 月で固定 1 月～12 月で固定 期首日付は任意設定可能 

帳簿 出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産

台帳 

現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・

経費帳・総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳 

出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・

総勘定元帳・仕訳帳 

お知らせ機能 ○ ○ ○ 

補助科目 ○ ○ ○ 

消費税処理 ○ ○ ○ 

消費税率 10％，8％（軽減税率），8％，5％ 10％，8％（軽減税率），8％，5％ 10％，8％（軽減税率），8％，5％ 

集計表の種類 入出金集計表 

残高確認表 

総括表（月次・年間） 

期間集計表 

年間収支推移グラフ 

補助科目集計表 

補助科目年間集計表 

消費税集計表 

残高試算表 

残高推移表 

補助残高集計表 

補助残高推移表 

前期比較推移表 

現預金明細表 

税区分集計表 

残高試算表 

残高推移表 

補助残高集計表 

補助残高推移表 

消費税額試算表 

決算・申告 

（令和 3 年分） 

青色申告決算書（一般用・不動産所得用） 

（青色申告特別控除 最大 10 万円） 

白色申告 

（収支内訳書 一般用・不動産所得用） 

所得税確定申告書 B 

（電子申告（e-Tax）・電子帳簿保存・農業所

得用・現金主義用・法人の処理には非対応） 

青色申告決算書（一般用・不動産所得用） 

（青色申告特別控除 最大 55 万円） 

白色申告 

（収支内訳書 一般用・不動産所得用） 

所得税確定申告書 B 

（電子申告（e-Tax）・電子帳簿保存・農業所

得用・現金主義用・法人の処理には非対応） 

－ 

 

 

金額 整数 10 桁 整数 11 桁 整数 11 桁 

PDF 出力 ○（普通紙のみ 専用用紙は不可） ○（普通紙のみ 専用用紙は不可） ○（普通紙のみ 専用用紙は不可） 

対応用紙 

出納帳・売掛帳・買掛帳 普通紙: A4・B5 普通紙 

BSL 用紙： BS-3001・BS-3002・BS-3004 

普通紙: A4・B5 普通紙 

BSL 用紙： BS-3001・BS-3002・BS-3004 

普通紙: A4・B5 普通紙 

BSL 用紙： BS-3001・BS-3002・ 

 BS-3004 

経費帳 普通紙: A4・B5 普通紙 

BSL 用紙： BS-3004 

普通紙： A4・B5 普通紙 

 

普通紙： A4・B5 普通紙 

補助帳 普通紙： A4・B5 普通紙 

BSL 用紙： BS-3004 

－ － 

総勘定元帳 － 普通紙: A4・B5 普通紙 

BSL 用紙: BS-3001・BS-3002・BS-3004 

普通紙： A4・B5 普通紙 

BSL 用紙: BS-3001 ・ BS-3002 ・

BS-3004 

仕訳帳 － 普通紙: A4・B5 普通紙 普通紙： A4・B5 普通紙 

入金伝票・出金伝票・ 
振替伝票 

－ 普通紙: A4 普通紙 

BSL 用紙： A4HF2 

普通紙: A4 普通紙 

BSL 用紙： A4HF2 

固定資産台帳・ 
不動産所得の内訳 

A4 普通紙 A4 普通紙 － 

各種集計表・台帳 A4 普通紙 

 

A4 普通紙 

A3 普通紙(前期比較集計表、残高推移表) 

A4 普通紙（残高推移表を除く） 

A3 普通紙（残高推移表のみ） 

データ等 

データファイル数 複数申告者対応 

（データファイル数無制限） 

複数申告者対応 

（データファイル数無制限） 

事業所数無制限 

（データファイル数無制限） 

クラウドストレージ連携 ○ ○ ○ 

データ移行 旧バージョンの「かるがるできる青色申告 21」

のデータを移行可能（過去の決算書・申告書

は参照のみ編集不可） 

（Excel, CSV 等の外部データの取込不可） 

旧バージョンの「青色申告らくだ 21」のデータ

を移行可能（過去の決算書・申告書は参照の

み編集不可） 

（Excel, CSV 等の外部データの取込不可） 

旧バージョンの「会計らくだ 6」のデ

ータを移行可能 

データ取込（インポート） － － 会計インポート形式、汎用インポー

ト形式 

データ出力 

（エクスポート） 

○（Excel，CSV，TSV） ○（Excel，CSV，TSV） ○（Excel，CSV，TSV，会計インポ

ート形式，汎用インポート形式） 

※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。※データの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズおよび「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。
※上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。※「かるがるできる青色申告 21」のユーザー登録をされたお客様に、登録日より 1年間（2022年 2月 28日までに登録のお客様に限り
2023 年 3 月 31 日まで）の「無償保守サービス」をご提供いたします。保守サービス期間中に発売予定の 2022 年分（令和 4 年分）の決算・申告処理に対応した次期バージョンを、追加料金なしでダ
ウンロードしていただけます。※「青色申告らくだ 21」のユーザー登録をされたお客様に、登録日より 15 ヵ月間（2021 年 11 月 30 日までに登録のお客様に限り 2023 年 3 月 31 日まで）の「無償保守
サービス」をご提供いたします。保守サービス期間中に発売予定の 2022年分（令和4年分）の決算・申告処理に対応した次期バージョンを、追加料金なしでダウンロードしていただけます。※法改正
等により製品プログラムに変更が必要と弊社にて判断した場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードしていただけます。詳しく
はパッケージ裏面または弊社ウェブサイトをご覧ください。※各用紙のレイアウトおよびフォントは固定です。※上記「普通紙」とは、市販のコピー用紙等（白紙）への印刷です。「BS シリーズ」は、弊社
の専用サプライ用紙です。「OCR 用紙」とは、税務署で配布している用紙です。※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。※上記｢普通紙｣の印刷内容は､PDF への出力も可能
です。※対応用紙および書式仕様は変更することがあります。 

「かるがるできる青色申告 22」・「青色申告らくだ 22」 

「会計らくだ 22」 機能比較表 
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