
                                      令和元年 8 月 吉日 
 お得意様各位 

株式会社 タテムラ 
システムサービス課 
T E L ： 0 4 2 - 5 5 3 - 5 3 1 1 

財務プログラム等 新消費税率 対応について 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はタテムラ製品をご利用いただきまして、誠

にありがとうございます。  
 さて、令和元年 10 月 1 日から新消費税率に変更となりますが、弊社各システムの対応についてご案内いた

します。 
 
 

・各プログラムの保守にご加入の場合は、保守対象内容としてプログラムを発送いたします。  
・保守にご加入でないプログラムにつきましては、別途ご注文が必要となります。 

 
 
 今後とも倍旧のお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

    各システムの対応 

【財務】 
  登録・仕訳入力・各財務帳表において、新消費税率対応を致します。 

※令和元年６月の元号対応版が、弊社よりリリースされる諸プログラムの動作の基本になっております。   
新元号対応になっていない場合はご購入が必要となります。更新を行わない場合、以降にリリースされ 
るプログラムは動作しませんので注意してください。 

 
【税務】 
  [120]消費税申告書において、新消費税率対応を致します。 

消費税申告書は正式様式がまだ発表になっていない為、10 月下旬から 1２月にかけての対応を予定して 
おります。個人の消費税申告書に関しては確定申告時期に対応予定です。 

 
【販売管理】 

対応についてのご案内を発送しております。詳しくは令和元年８月１日発送の販売管理新消費税率対応ご

案内をご参照ください。なお、同封のアンケートにご協力いただけますようお願い申し上げます。 
 
【自計塾・標準財務会計】 

 サポートを行いません。 
 

上記の弊社対応内容をご確認いただき、お客様の運用にて支障が発生する場合は、お手数ですがシステム 
サービス課までご一報いただけますようお願い申し上げます。 

                以上  



財務プログラム 新消費税率対応について 

 

■対応内容 

 システム内のすべての消費税にかかる処理を、新消費税率に対応致します。 

 

■対応プログラム発送時期 

【仕訳入力】 

    9 月下旬頃の出荷を予定しています。 

 

【帳票・その他】 

10 月下旬頃の出荷を予定しています。 

 

 

■料金について 

・財務プログラム保守にご加入されている場合、更新料金は発生しません。 

・保守非加入でもコンピュータ買換時に新消費税対応契約されている場合、更新料金は発生しません。 

 

・【財務プログラム保守非加入のお客様： 新消費税率対応版ご提供価格】 

新消費税率 対応価格 108,000 円（税込）/ １台 ～ 

  別紙「財務プログラム 新消費税率価格表及びご注文書」をご覧ください。 

 

 

※※今回の対応版は、元号対応版を既にお持ちの方が対象となります※※ 
 

  



財務プログラム 新消費税率価格表及びご注文書 

＜財務プログラム新消費税率価格＞ ※下段( )内は税抜き価格 
                                             （税８％） 

108,000 151,200 172,800 194,400 216,000
(100,000) (140,000) (160,000) (180,000) (200,000)

コンピュータまたは端末の台数

非保守

ご利用中の会計プログラム

　財務新消費税率対応

　※財務プログラム保守ご加入の場合、ご注文は不要です※

1台 2台 3台 4台 5台以降

 
 
※令和元年 10 月以降にご注文の場合は価格表の消費税が 10％となります。 

※今回の新消費税率改正を機会に財務プログラム保守のご加入をおすすめ致します。ご検討いただけ

ますよう、よろしくお願い致します。 
※保守料金に関しましては別紙保守価格表をご参照ください。 
 
 

 
ご使用のコンピュータまたは端末の全台数・・・    台 
※財務プログラム  新消費税率は端末ごとの申し込みはできませんのでご注意ください 

 

合計金額         円(税込) 

 
※財務・税務プログラムの 新消費税率対応についてもっと詳しく聞きたい、財務保守を申し込みたい 
等、システムサービス課から連絡をご希望される場合はチェックを付けてください。 

 
 

 

御 社 名  
ご担当者名  
ご 住 所  
電話番号  

システムサービス課より連絡を希望  

ご注文 FAX：042-553-9901 

<< 財務プログラム 新消費税率ご注文書 >> 



税務 消費税申告書プログラム 価格表及びご注文書 

＜消費税申告書プログラム価格＞ ※下段( )内は税抜き価格 
                                            （税１０％） 

33,000 39,600 46,200 52,800 59,400
(30,000) (36,000) (42,000) (48,000) (54,000)

コンピュータまたは端末の台数

非保守

ご利用中の消費税プログラム

　消費税申告書(新消費税率)

　※保守ご加入の場合、ご注文は不要です※

1台 2台 3台 4台 5台以降

 
※消費税申告書は正式様式がまだ発表になっていない為、令和元年 10 月下旬から 12 月にかけてのリ

リースを予定しております。ご注文の場合は価格表の通り、消費税は 10％となります。 

※今回の新消費税率改正を機会に消費税申告書プログラム保守のご加入をおすすめ致します。ご検討

いただけますよう、よろしくお願い致します。 
※保守料金に関しましては別紙保守価格表をご参照ください。 
 
 

 
ご使用のコンピュータまたは端末の全台数・・・    台 
※消費税申告書プログラムをご使用の端末名を記載お願いします。 

   
端 末 機 名 

     

合計金額         円(税込) 

 
※財務・税務プログラムの 新消費税率対応についてもっと詳しく聞きたい、財務保守を申し込みた 
い等、システムサービス課から連絡をご希望される場合はチェックを付けてください。 

 
 

 

御 社 名  
ご担当者名  
ご 住 所  
電話番号  

システムサービス課より連絡を希望  

ご注文 FAX：042-553-9901 

<< 消費税申告書プログラム ご注文書 >> 



【別紙】財務・税務プログラム保守価格表 
今回の新消費税率を機会に財務プログラム保守、税務 [120]消費税申告書プログラム保守へのご加入を

おすすめ致します。ご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。 
 
※諸保守の途中加入は Zn シリーズ（2016 年 8 月発売）以降のシステムご利用のお客様となります 
※途中加入の場合は、加入申し込み時にご使用いただいているシステムの無償保証期間終了の翌月か、 
再度加入される場合は前回解約の翌月からとなります。 

 
＜財務プログラム保守・価格表＞                    (税 8％) 
 
 
 
 
 
 
※リモートサポートを含みます（10,800 円/年） 

 
＜税務 消費税申告書プログラム(単独・セット)保守・価格表＞ 

(税 8％) 

基本単価 (税抜価格) 基本単価 (税抜価格)

  税務総合Proｾｯﾄ 178,848 165,600 14,904 13,800
  税務申告Proｾｯﾄ 168,480 156,000 14,040 13,000
　所得税関連セット 51,840 48,000 4,320 4,000
　青色申告決算書 19,440 18,000 1,620 1,500
　確定申告書 38,880 36,000 3,240 3,000
　法人税関連セット 97,200 90,000 8,100 7,500
　法人税申告書 38,880 36,000 3,240 3,000
　消費税申告書 25,920 24,000 2,160 2,000
　事業概況説明書 38,880 36,000 3,240 3,000
　勘定科目内訳書 12,960 12,000 1,080 1,000
　届出書・登記用紙 12,960 12,000 1,080 1,000
　資産税関連セット 25,920 24,000 2,160 2,000
　贈与税申告書 12,960 12,000 1,080 1,000
　相続税申告書 19,440 18,000 1,620 1,500
　償却関連セット 12,960 12,000 1,080 1,000
(減価償却,償却資産)

　　　　
   税務プログラム名

   　年　額    　月　額

 
 
 
 
 
 
 
 
※令和元年 10 月 1 日以降の消費税は 10%になります。 
 
 

38,880 54,432 62,208 69,984 77,760
(36,000) (50,400) (57,600) (64,800) (72,000)

3,240 4,536 5,184 5,832 6,480

(3,000) (4,200) (4,800) (5,400) (6,000)

4台 5台以降

（年額)

（月額)
　　財務プログラム保守

コンピュータまたは端末の台数
1台 2台 3台

　　　　税務プログラム セット掛率

１セット 1
２セット 1.2
３セット 1.4
４セット 1.6
５セット以降 1.8

　セット

　割引表


