
CASH RADAR PBシステム 「会計」基本仕様一覧

データ量

コード桁数

入力文字数

入力桁数

その他

決算予測

仕訳数

科目数

補助科目数

摘要数

取引先数

定時取引数

部門＆階層

配賦パターン数

受取手形数

支払手形数

監査項目

勘定科目コード 

補助科目コード

摘要コード

取引先コード

部門コード

勘定科目名 

補助科目名

摘要名

取引先名

定時取引先パターン名

部門名

部門略称

配賦パターン名

カナ/ローマ字検索

証No

手形番号

監査項目名

監査内容

監査内容詳細

仕訳金額桁数 

残高金額桁数

付箋機能 

帳票印刷

キャッシュフロー計算書

予算策定

入出金予定表

決算予測 

仮決算項目

消費税額予測

上限なし

500件/年（削除された科目も含む）

5,000件/年（削除された科目も含む）

5,000件

5,000件

上限なし

200部門（大分類・中分類・小分類　3階層）

任意の10パターン

上限なし

上限なし

任意設定可　83項目

4桁（数字）

4桁（数字）

4桁（自動採番）

4桁（自動採番）

3桁（数字）

全角12文字/半角24文字

全角15文字/半角30文字

全角20文字/半角40文字

全角20文字/半角40文字

全角40文字/半角40文字

全角10文字/半角20文字

全角3文字

全角10文字/半角20文字

半角英数10文字

4文字（半角英数）

半角英数8文字

全角10文字

全角50文字

全角250文字

12桁

12桁

あり/メモ書き込み可（全角100文字）

PDFを使用

あり

部門別の予算管理可

年間12パターンの資金繰りシミュレーションが可

10パターン可

あり

あり

CASH RADAR PBシステム 「給与計算」基本仕様一覧
給与処理可能回数

賞与処理可能回数

処理可能社員数

支給日・時間外・勤怠パターン 

部門数

支給形態

社員区分

給与支払元銀行

給与振込先銀行

給与・賞与明細書パターン

給与明細項目

賞与明細項目

支給項目

控除項目

勤怠項目

残業手当計算

時間の入力形式

給与賞与入力方法

所得税

交通費

有給休暇管理

社会保険届出書類

銀行振込用データ

データの入出力

帳票印刷

ロック機能

会計データ作成

社員コード 文字数

パターン名 文字数

部門名 文字数

支給項目名 文字数

控除項目名 文字数

各月2回（通常・臨時）　24回/年

6回/年（ただし、年4回以上分の社会保険への反映不可）

最大1,000人 

30パターン（NMCサンプルパターン含む）

200部門

月給、日給、時給 

7区分（代表・役員・兼務役員・一般社員・パートタイマー・アルバイト・その他）

10口座

社員1人について2口座まで設定可

99パターン（給与明細書サンプル1パターン／賞与明細書サンプル1パターン含む）

支給項目：25項目・控除項目：25項目

支給項目：25項目・控除項目：25項目

登録件数制限なし

登録件数制限なし

日数項目9項目・時間項目11項目

掛け率計算・個人別単価計算・手入力 

10進法・60進法

社員別入力（明細書形式）　社員一覧入力（全項目/勤怠項目/支給項目/控除項目）

甲欄・乙欄・手入力可（電算式を使用）

社員1人につき通勤手段、3種類設定可（非課税限度額自動計算）日払い通勤費対応

有給残日数管理（有給繰越処理可能） 

報酬月額算定基礎届/算定基礎届総括表　報酬月額変更届・賞与支払届

全銀協統一フォーマット 

CSV形式データでの取り込み、出力が可能

PDFを使用

あり 

集計結果を仕訳データとして作成可 

英数6桁

全角15文字/半角30文字

全角15文字/半角30文字（略称：全角6文字/半角12文字）

全角7文字/半角14文字

全角7文字/半角14文字

CASH RADAR®
 PBシステム

通常版 1社、1ライセンス付き 月額 4,212円

1ライセンス 追加毎に 月額 2,160円/台　　 （税込）

【ランタイムライブラリ】Microsoft 「.NET Framework」 3.5 SP1以上 

【印刷ファイル閲覧】Adobe reader
必須ソフトウェア

CASH RADAR PBシステム 動作環境

通常版 1社、1ライセンス付き 月額 3,024円

1ライセンス 追加毎に 月額 2,160円/台　　 （税込）

通常版 1社、1ライセンス付き 月額 3,024円

1ライセンス 追加毎に 月額 2,160円/台　　 （税込）

PBシステム経理
（財務会計のみ）

PBシステム給与
（給与計算のみ）

PBシステム財務
（会計＋給与）

CASH RADAR PBシステム 価格

1GB以上を推奨

Windows 8 （Windows RT除く）

Windows 7 （Starter Edition除く）

Windows Vista 32/64bit版

1024 × 768 以上　必須µ 

50MB以上の空き容量

（ただし、「.Net Framework」「Adobe reader」インストール済の場合）

Microsoft IME

ADSL以上

メモリ容量

日本語OS

ディスプレイ解像度

HDD容量

日本語入力システム

インターネット接続

　1ライセンスでパソコン（端末）1台のみでご利用になれ

ます。複数のパソコンでご利用される場合はライセンス

を追加してください。

20年間にわたりお客様の声を反映して進化しつづけるシステム
キャッシュレーダーは簿記会計の知識がなくても、誰でも簡単に、帳簿の作成や給与計算ができる画期的なシステムです。1992年の

DOS版でのリリース以降、利用していただいたお客様の声を反映し続け、1999年にはウィンドウズ版、そして2010年にはクラウド版をリ

リース。

自宅にいても
オフィスにいても
旅先からでも

あなたの会社に合わせたオリジナルの

クラウド型会計給与システムがお手伝いします

クラウドコンピューティング
システムで

理想の経営スタイル

実現

東京都中野区本町2‐46‐1 中野坂上サンブライトツイン 26F

TEL：03‐5354‐5201（代） / FAX：03‐5354‐5231　

http://www.nmc-van.co.jp/

株式会社エヌエムシイ

NMC co., Ltd For a success of
your corporate management.



システム活用事例

（1）財務会計と給与計算のシステム分散利用

（経理担当者が複数いる会社様におすすめ）

（2）内部けん制を確立するための利用メニュー制限機能

（従業員の不正防止を検討の会社様におすすめ）

（3）多店舗展開企業の多拠点でのシステム利用

（多店舗展開しているチェーン店様などへおすすめ）

経営に活かせる利用して

便利なメニュー

（1）部門別予算管理

商品ごと・営業マンごとに管理することで、売上

状況など必要な経営データが把握できます。売

上の予測や予算進捗率の把握が可能です。

（2）資金繰り管理

会社に、今どのくらいの資金があるか、売上や仕

入のサイクルは、資金繰りを圧迫していないか、

パターン別に管理することができます。

（3）売上・利益計画管理

今月の売上は予定通りか、商品別の利益は予

定通りかなど、売上や利益の予測から

四半期ごとの対策を検討できます。

「財務会計」の特長 「私書箱」の特長

クラウド型会計給与システムの特長

重要書類を
保管する

KVH東京 データセンタ ー

簡単操作で会計帳簿作成！

インターネットさえあればどこでも使える！

誰でも使いこなせる会計・給与ソフトの定番！

CASH RADAR PBシステム

いつでも、どこでも

経営データが入力・確認可能

インターネット環境さえあれば、ご自宅でも、出

張先でも最新の経営データが入力・確認でき

ます。

自動バージョンアップ

ソフトのバージョンアップならびに法令改定な

どは常に自動更新されますので、安心してご

利用できます。

マルチ入力が可能

複数のパソコンで、同時に利用可能なシステ

ムです。

震災、火災、もしものときでも安心です。

お客様のデータは世界標準のデータセンターで24時間365

日の運用・管理・バックアップを行っています。

経理初心者でも簡単入力

表示される画面をクリックするだけで

仕訳が自動的にできるため、初心者

でも帳簿が簡単に作れます。

たとえば「ガソリン代の現金支払」の

取引内容を選択するだけで、「借

方：車両経費」、「貸方：現金」が自

動的に連動されます。簿記を知らず

とも、誰でも、簡単に、帳簿の作成が

できます。

申告書や各種届出書、定款、議事

録、謄本など、重要書類を保管できま

す。

いつでも、どこでも、閲覧、印刷が可能です。

すべてデータとして保存できるので、ペー

パーレスを実現できます。

※「私書箱」サービスのご利用には、会計事務所との

契約が必要です。詳しくはサポート事務所までお

問い合わせください。

「給与計算」の特長 データセンターの特長

＊他ソフトからの移行可能
他社の会計ソフトをお使いの方でも、帳簿

データを移行することができるため、再入力

の手間が省けます。

様々な給与パターンに対応

月給・日給・時給のほか、残業代や各種手当、欠勤控除や遅刻・早退

など、給与の計算式は複雑です。給与明細のパターンを社員単位で

作成することができ、すばやく正確に処理できます。

社会保険料率・税率は自動バージョンアップ

健康保険、厚生年金の料率や源泉所得税の税率は、法改正の都度、

自動メンテナンスされます。改正のたびに設定変更は不要です。

携帯電話で給与明細が確認できます。

給与明細を携帯電話で確認できます。用紙印刷、封筒への封入にか

かっていた手間と時間がゼロになり、大幅なコストダウンが実現します。

※この機能はオプションサービスになります。 データセンター概要

■世界標準の信頼性と安全性
金融関連企業へのサービス提供、豊富な経験と実績

24時間365日体制のサポート

■国際標準及び国内標準の取得
ISO 27001／JIS Q 27001の取得

情報に関するセキュリティを管理する仕組の標準規格

■地盤改良、液状化現象対策
液状化現象対策として、直径2.5mの杭130本を深さ13m

に打ち土壌改良工事を行っており大規模な地震にも耐え

うる構造


