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1
WindowsでもMacでも※
すべての機能を利用でき
ます。
※対応ブラウザ・・・Edge、
chrome、Safari　

手元にあるパソコンです
ぐに利用できます。

5
画面と印刷物では見やすいデザ
インは違います。
出力帳票は、画面に表示する場
合と印刷の場合で、それぞれ最適
なデザインで出力されます。

出力帳票はすべてCSV形式で
出力可能。Excelなどに読み込
んで、自由自在にアレンジするこ
とが可能です。
自社特有の形式の帳票がないと
悩むことはもうありません。

どこからでも、どんなパソコ
ンからでもすべての機能
を利用できます。
ソフトのインストールが不
要なので、家庭のパソコ
ンでも、買い換えた新しい
パソコンでも、すぐに業務
開始。

4
インターネットに接続できる環境さえあれば、どこでもすべての機能が利用
可能！

社外に持ち出したノートパソコンからでも、インターネットに接続できれば、オフィス
と同様に使えます。

2
機能アップや制度改正
時の対応は、サーバー
側で行われ、パソコンで
の操作は一切不要で、
すぐに利用できます。

バージョンアップの費
用はかかりません。常に
最新の機能を利用でき
ます。

長期間にわたる改正や
時期の決まっていない
変化にも確実に対応し
つづけることをお約束し
ます。

3
経費精算、個人出納帳
などの入力を行うユー
ザーのアカウントは無
制限。

使用するユーザーに合
わせて使える機能を制
限できます。

支社や営業所からも直
接すべての機能を利用
できます。

6
すべてのデータ通信は
暗号化された状態
（SSL）で安全に行わ
れ、第三者による不正
な改ざんや盗聴から大
切な情報を守ります。

データは自動で関東と関西の2つのサーバーに日次、週次、月次でバック
アップされます。
万が一の際にもデータが消えてしまうようなことはありません。

7
スイートシリーズで作成したデータを取り込んで会計データとして利用で
きます。

スイート建設会計は、消費税が改定されてもバージョンアップの手間
はかかりません。サーバー側で自動的に最新の消費税の制度に合
わせた対応が行われますから、いつものとおりログインするだけで最
新税率、制度に則った会計処理を行うことができます。

PDF
出力

スイート
建設会計

スイート
積算

スイート
固定資産

スイート
給与計算・
出面管理

入力する取引の日付に
合わせて、消費税率を
自動的に設定しますの
で、税率のミスなく入力
作業を行えます。もちろ
ん、手動での税率選択
も可能です。

同一勘定科目、補助科
目でも取引ごとに税率を
設定できますので、軽減
税率の取引にも柔軟に
対応できます。

出力帳票には税率が表
示されていますから、効
率よくチェック作業を進
めることができます。

消費税改正の今後

免税事業者等
からの課税仕
入れに係る経
過措置がさらに
６年間継続

2020.3 2021.10 2023.10
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消費税申告書
様式変更

適格請求書
発行事業者
登録制度の
申請開始

適格請求書
等保存方式
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充実の会計機能

ユーザーや会社の設定、勘定科目や開始残高の設定などの登録に関する操作を行います。

基本情報の設定

ユーザー情報を変更します。
ユーザー情報

本店・支店など、会計単位を設定します。会計単位
ごとの仕訳入力と帳票管理が可能になります。

会計単位

部門情報の設定を行います。部門ごとの仕訳
入力と損益の部門別集計が可能になります。

部門

勘定科目・補助科目の登
録、変更、表示順の設定を
行います。

勘定科目

利用頻度の高い仕訳の形
をあらかじめ登録しておき、
仕訳入力の際に利用できま
す。

仕訳パターン

決算および年次繰越に関する操作を行います。

年次決算業務

期末整理表

会計年度を翌年度に繰り越す処理を行います。

決算整理仕訳を加味する前後の残高を集計し、科目別に表示します。

年次繰越処理
決算報告書として「貸借対照表」「損益計算書」「完成工事原価報
告書」「販売費・一般管理費内訳書」「株主資本等変動計算書」「個
別注記表」を作成できます。

決算報告書
株主資本等変動計算書に必要な変動理由を
登録します。

変動理由設定

決算報告書に表示される勘定科目の要約や表示設定を行います。
決算報告書表示設定

工事に関する様々な管理や集計を行います。

工事機能

工事の情報を登録します。

工事管理

工事別の原価予算を登録します。

実行予算管理

共通工事として入力した原価額を各工事へ配賦
します。

共通工事原価の配賦

仕訳データを工事別に集計してPDF出力しま
す。

工事台帳

登録した予算と入力されている実績データを比
較して差額や進捗率を工事別に表示します。

進捗率計算表

工事別の原価額を予算との対比、または完成工
事高とともに一覧でPDF出力します。

工事原価一覧表

工事別の原価額や受入金、完成工事高を月別
に一覧でPDF出力します。

月別工事原価推移表

予算と実績額を集計して未消化の予算残額を
工事別にPDF出力します。

工事別予算実績対比表

Suite積算から送信された積算データを工事別
に取り込みます。

Suite積算連携

工事別の期首残高を登録します。

繰越工事原価

メモや画像を工事別の日記形式で登録します。

工事日記

仕訳データの入力および出力に関する操作を行います。

日次処理／月次処理

複合仕訳入力
仕訳データを入力します。

元帳入力
元帳のレイアウトに仕訳データを入力します。

通帳入力
通帳のレイアウトに仕訳データを入力します。

経費精算入力
経費精算の入力（小口現金）を行います。

仕訳検索
入力されている仕訳データの中から様々な条件で検
索を行います。

付箋（共通入力機能）
紙の付箋と同じイメージで、入力した仕訳データに設
定することができ、備忘記録として文章や画像を登
録できます。

入力

仕訳帳
入力されている仕訳データを月別に一覧表示し
ます。

出納帳
入力されている現金や預金の残高を出納帳形
式で一覧表示します。

総勘定元帳
入力されている仕訳データを勘定科目ごとに一
覧表示します。

補助元帳
入力されている仕訳データを補助科目ごとに一
覧表示します。

合計残高試算表
一定期間の取引発生額、残高を勘定科目ごとに
確認します。

補助科目合計残高表
一定期間の取引発生額、残高を補助科目ごとに
確認します。

消費税課税区分別集計表
消費税発生額を課税区分ごとに、売上・仕入・貸
倒等・事業区分に分けて集計します。

月次比較財務諸表
年間の残高推移を一覧表示します。

個人出納帳
入力されている経費精算データを一覧表示しま
す。

出力会計期間、消費税の課税情報を設定します。
会計基本情報登録

弥生会計や表計算ソフトなどで加工した
仕訳を取り込みます。

データ読み込み
経費精算入力で使用する担当者の
「経費科目」を設定します。

経費精算設定

開始時点の勘定科目・補助
科目の残高を登録します。

開始残高

摘要の新規登録と変更を行
います。

摘要

会社情報を編集します。
会社情報

建設業特有の項目が仕訳入力により入力できます。
工事名・発注者・請負金額・工期・予算などの工事情報を登録することで、豊富な工事関係帳票が出力でき、日々の経営管理をサポートします。
簡単な操作で仕訳伝票・各種帳簿から決算書・分析資料まで出力できます。
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紙の付箋と同じイメージで、入力した仕訳デー
タに設定することができ、備忘記録として文章
や画像を登録できます。出力画面では、付箋
の内容が簡易的に表示されます。

付箋入力
勘定科目を固定し、仕訳を連続して入力することができます。
相手科目のみの入力、金額の入力も1回のみで済みます。また残高の確認をしながら入力できるので、
入力ミスが減るメリットがあります。

現金預金科目を固定し、仕訳を連続入力することができます。通帳入力では、預金通帳とレイアウトを
合わせているため、水道光熱費等の経費の引き落とし等、預金通帳を参照しながら入力する際に便
利です。

通帳入力

現預金入力では、出納帳のレイアウトを採用しています。

部門検索

会計基本情報登録で設定した
勘定科目に対応する消費税情
報が表示されます。

消費税区分

勘定科目コードを直接入力する
か、［F1：検索］ボタンで「勘定科
目検索」画面が表示されるの
で、マウスで選択するか、科目
コードの一部の入力で表示を絞
り込んで選択できます。

勘定科目・補助科目検索

選択した勘定科目に補助科目
が登録されている場合は、勘定
科目を入力すると、補助科目欄
に自動的に移動します。勘定科
目の操作と同様に補助科目
コードを入力します。

仕訳番号は自動採番されます。
仕訳番号

「月タブ」で月を選択し、日付だけ
を入力します。

日付入力

利用頻度の高い仕訳の形を
あらかじめパターンとして登録
しておき、仕訳入力の際に利
用することができます。（公共
料金や給与の仕訳など。）

仕訳パターンからの入力
会計単位を登録している場合に
選択します。登録していない場
合は［全社］となります。

会計単位

工事番号検索
工事番号を直接入力する
か、［F1：検索］ボタンで
「工事番号検索」画面が
表示されるので、マウスで
選択するか、工事番号の
一部の入力で表示を絞り
込んで選択できます。

利用頻度の多い摘要を予め
登録しておけば、検索して選
択できます。

摘要検索

元帳入力

経費精算入力

画像、PDF

入力者

宛先

色

メモ

タイトル

経費精算（小口現金）の入力をします。
特定の経費科目を選択して、金額などを入力するだけで、簡単に入力できます。

複合仕訳入力 他の入力方法

仕訳入力

建設業特有の項目が仕訳起票時に入力でき、使い易さを追求した画面構成で、簿記の知識がない方でもスムーズに効率よく登録することができます。
通帳入力、経費精算入力などの仕訳入力画面により、仕訳に不慣れな方でも直感的に入力することができます。
利用頻度の高い仕訳のパターン登録や付箋を活用することにより、入力作業の負荷を削減することができます。
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工事毎に、以下の工事情報を登録します。「会計単位」「工事番号」「工事名称」「工事略称」「工事場所」「発注者
名」「発注者住所」「契約金額」「着工日」「完成予定日」「完成工事区分」（未成・完成）「工事進行基準」「共通費
配賦」「完成工事原価振替」（自動・手動）

登録した工事は、一覧表示で確認できます。
個別、一覧のPDF出力も可能です。

工事台帳 共通工事原価の配賦計算

実行予算の管理

工事ごとの利益や損益管理が簡単に把握できる｢工事台帳｣工事番号を任意の10桁で管理。仕訳伝票入力で工事番号を指定することで工事の原
価が細かく管理できます。工事に関する取引データは、材料費・労務費・外注費・経費の区分ごとに自動集計され、工事別原価としてリアルタイムに反
映しますので、原価状況の把握がタイムリーに行えます。

特定の工事費目として判断しにくい原価は、共通工事原価として入力します。共通工事原価として入力された金額は、月末もしくは年度末に各工事へ
配賦します。スイート建設会計では、直接原価などの割合を配賦基準として配賦計算します。配賦基準となる直接原価は任意に設定することが可能
で、100分率で独自設定することもできます。配賦される金額は、自動仕訳されます。各月の共通工事原価配賦額をPDF出力可能です。

工事現場ごとに予算を設定可能。勘定科目ごと予算を設定する「科目別管理」と材料費・労務費・外注費・経費といった項目で管理する「概算管理」、
いずれの方法でも予算管理ができます。

材料費・労務費・外注費・経費のそれ
ぞれを入力すると、工事原価合計が表
示されます。

概算管理

科目別管理を選択した場合各費目
別、勘定科目（補助科目）別に金額を
入力します。入力された金額の合計
が、各費目合計欄と工事原価合計欄
に表示されます。

科目別管理

配賦割合の独自設定

項目

直接総原価

直接材料費

直接労務費

直接外注費

直接経費

請負金額

月次配賦結果例説明

各費目の配賦割合設定

直接原価の総額から各工事の計上割合を基準(配賦率)に共通費を配賦します。
原価総額 = 直接材料費 ＋ 直接労務費 ＋ 直接外注費 ＋ 直接経費
直接材料費の総額から各工事の直接材料費の計上割合を基準に
共通費を配賦します。
直接労務費の総額から各工事の直接労務費の計上割合を基準に
共通費を配賦します。
直接外注費の総額から各工事の直接外注費の計上割合を基準に
共通費を配賦します。
直接経費の総額から各工事の直接経費の計上割合を基準に
共通費を配賦します。

請負金額の総額から各工事の請負金額の割合を基準に共通費を配賦します。

工事管理

建設業独特の勘定科目に対応しているので、工事ごとに仕訳、台帳作成、原価集計、財務諸表作成が行え、工事進行基準や間接工事配賦にも対
応しています。「UC-1 Engineer's Suite積算」とのデータ連携により、設計から積算、会計まで一連の業務がスムーズに行えます。
また、「スイート給与計算 -出面管理-」との連携で給与支払まで効率化できます。
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◉設定した予算と、仕訳入力されている実績データを比較して、工事別に材料費・労務費・外注費・経費の差額や進捗率を表示します。
　PDF出力も可能です。
◉予算額・実行額・差異・進捗率を一覧で表示し、短時間で工事の状況を把握可能です。
◉工事進行基準を採用している場合の工事進捗度の計算として利用できます。

工事別の原価額を予算との対比、または完成工事高とともに一覧でPDF出力します。

工事別の原価額や受入金、完成工事高を月別に一覧でPDF出力します。

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇〇〇〇〇

予算と実績額を集計して未消化の予算残額を工事別にPDF出力します。

〇〇〇〇〇
〇 〇
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クラウド建設会計のシステムに工事日記を登録することが可能です。日記には画像ファイルを添付することができます。工事の進捗状況を写真で報告
するという使い方のほか、急な支払いが発生した場合にレシートを撮影して日記に添付することで、支払いのメモとして使用することもできます。

スイート建設会計は、積算ソフトウェア「UC-1 Engineer’s Suite 積算」と連携してご利用頂けます。
「UC-1 Engineer’s Suite 積算」の積算データを、工事別に簡単に取り込むことができます。
取り込まれたデータは、実行予算に反映されます。

「スイート給与計算（出面管理）」「スイート固定資産」とのデータ連係が可能です。
スイート給与計算での給与や賞与のデータは仕訳データとしてスイート建設会計にインポートすることが可能です。またスイート固定資産で計算した減
価償却費は仕訳データとしてスイート建設会計にインポートする事が可能です。

会計データをCSV出力することが出来るので、Excelなどに取り込んで加工することにより、報告書作りや営業集計などを迅速に行うことが可能です。

スイート建設会計にボタン一つで
連携データを送信できます。

ＰＤＦ ＣＳＶ

帳票出力

ＣＳＶ

仕訳入力
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建設業会計では通常の会計ソフトで扱える勘定科目に加えて、下記の科目の扱いが可能です。
建設業会計に特有な科目

高価な会計ソフトでも機能やデータがローカルのPCに有り、OSが
Windowsに限定されていることが多いですが、スイート建設会計では
全ての機能やデータがクラウド上にあります。したがってブラウザさえあ
ればどのような環境下でもご利用頂けます。お使いの端末がWindows
のデスクトップやモバイルノート、またはMacのPCやタブレット、Android
のタブレットでもお使い頂けることが可能です。

マルチプラットフォーム
工事日記機能・付箋機能を使って複数利用者間での双方向コミュニ
ケーションが可能です。文章の他、画像やPDF も添付できますので多
様な使い方が出来ます。またクラウド上で一元管理されていますので未
読・既読管理、一覧表での表示などコミュニケーションの取りこぼしがな
い上、元データは一つですので情報の多重化を防ぐことが出来ます。

双方向コミュニケーション

領収書、レシート等をお預かりして、伝票入力
を代行します。面倒な入力作業の手間を省
き、コストを削減できます。

入力支援サービス
スイート会計シリーズの操作や不明点などに対応します。
公認会計士サポート

工事番号で管理しているため、工事別の会計帳簿を作成できます。また、すべての出力は、CSVで出力できますので、Excel等で再利用できます。
会計帳簿を工事別に出力

会計単位の設定で、本支店会計や本社工場会計
を実現できます。
設定することで会計単位ごとに仕訳入力と帳票管
理が可能になり、本社と支店・工場などの独立した
会計処理ができます。同一法人内での会計単位で
すので、決算書の作成は、すべての会計単位を合
計した財務諸表が作成されます。

本支店会計を可能にする会計単位

すべての勘定科目に対し部門を設定することができます。損益科目に部門を設定することで、部門別の損益計算書や完成工事原価報告書を作成す
ることができます。未成工事支出金や完成工事未収入金など勘定科目に部門を設定することで、工事代金の発生や支払・回収等を部門ごとに集計し
管理することも可能です。また、登録した部門にグループ設定することによって、グループ単位での集計も可能となり、グループ別・部門別の帳表が作
成できます。

すべての科目で設定できる部門設定

未成工事支出金（資産）

完成工事未収入金（資産） 

工事未払金（負債）

未成工事受け入れ金（負債）

工事損失引当金（負債）

完成工事高（収益）

完成工事原価（費用）

工事
Ｃ工事

Ｂ工事
Ａ

仕訳帳 総勘定元帳 補助元帳 合計残高試算表 月次比較財務諸表

工事
Ｃ工事

Ｂ工事
Ａ

工事
Ｃ工事

Ｂ工事
Ａ

工事
Ｃ工事

Ｂ工事
Ａ

本社 管理グループ 総務部

経理部

事業統括部

東京支店

管理グループ

東京管理部

営業グループ

東京営業部

施工グループ

東京第一事業部

東京第二事業部

会計単位 部門グループ 部　門

例）スイート建設会計で管理できる組織の階層構造

工事日記

付箋機能

￥
￥

ユーザ ＦＯＲＵＭ８

スイート建設会計

スイート法人会計スイート給与計算

スイート固定資産

ＦＯＲＵＭ８

+
スイート給与計算

+
・人件費の直接費管理
・出面管理

スイート固定資産
+

・固定資産の使用履歴に
  よる管理機能
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■スイート建設会計機能一覧

【スイート給与計算-出面管理-】

【スイート固定資産】

スイート固定資産
-建設業版-

スイート給与計算
-出面管理-

・数量の自動算出
・概算コスト比較
・干渉チェック、設計ミスの軽減
・構造物イメージの明確化

UC-1製品による数量算出の効果 UC-1 Engineer’s Suite 
積算

スイート建設会計

維持
管理

調査・
計画 設計

施工
（工事）

スイート
固定資産

スイート給与計算

スイート法人会計

一般企業向け
ラインナップ

機能 詳細
 複合仕訳入力
 元帳入力
 通帳入力
 現預金入力
 経費精算入力
 仕訳検索
 仕訳帳
 出納帳
 総勘定元帳
 補助元帳
 合計残高試算表
 補助科目合計残高表
 消費税課税区分別集計表
月次比較財務諸表 モバイル表示対応

工事管理
実行予算管理
共通工事原価配賦
工事日記

月別工事推移表
工事別予算実績対比表
Suite積算連携
繰越工事原価
期末整理表
年次繰越処理
決算報告書表示設定
変動理由設定
決算報告書 決算情報設定
　　　　　 注記設定
　　　　　 変動理由詳細設定

工事台帳

工事原価一覧表

会計基本情報登録
会社情報
ユーザー情報
勘定科目

開始残高
仕訳パターン
経費精算設定
データ読み込み

摘要
部門
会計単位

経費精算入力
工事日報

データ入力 各種帳票のPDF出力
各種帳票のCSV出力

基本情報設定

工事機能設定

年次決済

目次処理出力

目次処理入力
工事機能管理

工事機能出力

機能 詳細 機能 詳細

◉仕訳帳、出納帳、総勘定元帳の出力
◉法人向け決算書の作成
◉部門別の損益管理
◉レシートの撮影画像データで領収書整理が可能
◉弥生会計から出力した会計データのインポート

◉固定資産台帳の管理
◉減価償却費の自動仕訳、申告用帳票(青色申告減価償却)の出力

◉スイート給与計算の機能に加え、人件費の直接管理や出面管理の
機能を搭載

◉給与明細、年末調整作成、社会保険、労働保険等の細かな設定に
対応
◉従業員の多様な勤務体系（月給、日給など）の管理が可能

【スイート法人会計】

【スイート給与計算】

※初年度サブスクリプション契約は新規価格に含まれます。
※レンタルライセンスは通常製品同様の提供となります。
※ライセンスは入力無制限、出力はライセンス数のみ。
※表示は、1ライセンスの価格です。
※入力はライセンス数にかかわらず、ユーザー数無制限でご利用いただけます
が、出力はライセンス数と同数のユーザー数でのご利用となります。

〒108-6021 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟21F　 TEL.03-6894-1888   FAX.03-6894-3888　E-mail forum8@forum8.co.jp
ショールーム：東京・大阪・名古屋 ／セミナールーム：東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄／上海・青島・台北・ハノイ・ヤンゴン

ISO27001/27017 ISMS　 ISO22301 BCMS　 ISO9001 QMS　 ISO14001 EMS

U
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■製品価格

■スイート会計シリーズラインナップ
製品名 価格

スイート法人会計
通常版

¥165,000（税抜¥150,000）
サブスクリプション1年：
  ¥66,000（税抜  ¥60,000）スイート給与計算

Pro版 ¥385,000（税抜¥350,000）（無償保証5年）

スイート給与計算 
―出面管理―

通常版
¥275,000（税抜¥250,000）
サブスクリプション1年：
¥110,000（税抜¥100,000）

スイート固定資産

製品名 価格

スイート建設会計
通常版

¥275,000（税抜¥250,000）
サブスクリプション1年：
¥110,000（税抜¥100,000）

Pro版 ¥660,000（税抜¥600,000）（無償保証5年）

Pro版 ¥660,000（税抜¥600,000）（無償保証5年）

価格はすべて［税込］表記です
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