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Ⅰ．入力シート使用の基本説明

この説明書では例として、『畜産経営体質強化支援資金（酪農・肉用牛）』で『令和元年度計画』の『中畜太郎』を新規作成する場合
を説明しています。年次更新を行った場合は、各入力シートの過去の実績・前年度計画が灰色となり、閲覧のみ可能になります。

【注意】システムの起動中は、他にエクセルを起動しないようにして下さい。
　　計画書エクセルシステム以外にエクセルが起動していると、正常に動作しない場合があります。
　　必ず他にエクセルが起動していない事を確認してから使用して下さい。

１．入力可・不可の説明
１）表頭・表側は基本的に入力できません。
２）灰色の部分は自動計算項目のため入力できません。
　　　年次更新を行った場合は、各入力シートの過去の実績・前年度計画が灰色となり、閲覧のみ可能になります。

３）黄色の部分は入力することができます。

４）入力できない場所に入力しようとすると、以下のメッセージが表示されます。

２．数値を入力する際の注意事項
１）数値を入力する際は、直接その値を入力してください。

２）「数式」を入力した場合、計算結果が正しく表示されなくなる可能性があります。

３）自動計算項目の算式は数式バーにも表示されますが、詳細は『算式説明書』を参照してください。

－1－



３．「数式バー」と「見出し」
１）数式バーが表示します。計算式の参考にしてください。

２）計算式の補助として「見出し」が表示します。

４．各シートの[印刷]ボタン
各シートの入力内容を[印刷]ボタンでも印刷できます。
複数シートを同時に印刷する場合はメインメニューへ戻り「データ入力印刷」をお使いください。
また、「計画書印刷」では提出用形式での印刷が行えます。

５．コピーペーストする際の注意事項
コピーペーストする際には、貼り付け時に「形式を選択して貼り付け」を選択し、
「値」を選択し、貼り付けを行ってください。

－2－



６．スクロールバーの操作説明
入力シートによっては、画面に全てを表示しきれないものがあります。
その場合はスクロールバーを使用し、上下左右に動かしてください。

例）１．畜産経営体質強化促進計画 (1)畜産経営体質強化の計画

スクロールバーを矢印の方向に
動かしてください。

－3－



７．シート切り替えの操作説明
シート名を選択することで、表示するシートを切り替えることができます。
ここでは例として、「1-2生活の計画」シートから「1-3新規投資所要資金内訳」シートへ表示の切り替えを行います。

１）下図では、「1-2生活の計画」シートを表示しています。 ２）「1-3新規投資所要資金内訳」シートに表示が切り替わりました。
その状態から「1-3新規投資所要資金内訳」シートを選択します。

－4－



Ⅱ．畜産経営体質強化促進計画　入力シートの説明
1.畜産経営体質強化促進計画 (1)畜産経営体質強化の計画

１．畜産経営体質強化の計画 の「1畜産経営体質強化の計画」ボタンを選択すると、
以下の入力シート（シート名：1-1経営体質強化の計画）が表示されます。

入力できます。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

－5－



１．畜産経営体質強化促進計画　(2)生活の計画
１．畜産経営体質強化促進計画の「生活の計画」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：1-2生活の計画）が表示されます。

※法人経営の際はシートが表示されません。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

－6－



１．畜産経営体質強化促進計画　(3)新規投資所要資金内訳
１．畜産経営体質強化促進計画の「新規投資所要資金内訳」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：1-3新規投資所要資金内訳）が

表示されます。

シート名

－7－



１．畜産経営体質強化促進計画　(4)買掛未払金（営農勘定・預託勘定等の貸越額を含む。）
　 １．畜産経営体質強化促進計画の「買掛未払金」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：1-4買掛未払金）が表示されます。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

年月（見込）は入力可能項目です。

※見込み年月は手入力です、年次更新処理で自動変更されません
のでご注意ください。

－8－



１．畜産経営体質強化促進計画　(5)家畜・飼料の棚卸額
１．畜産経営体質強化促進計画の「家畜・飼料の棚卸額」ボタンを選択すると、

以下の入力シート（シート名：1-5家畜・飼料の棚卸額）が表示されます。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

年月（見込）は入力可能項目です。

※見込み年月は手入力です、年次更新処理で自動変更されません
のでご注意ください。

－9－



１．畜産経営体質強化促進計画　(6)流通資産
　 １．畜産経営体質強化促進計画の「流通資産」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：1-6流通資産）が表示されます。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

年月（見込）は入力可能項目となっています。

※見込み年月は手入力です、年次更新処理で自動変更されません
のでご注意ください。

－10－



２．経営収支計画(個人)・償還財源算出表(資金繰り)  
借受者情報入力画面で、経営区分を「１．家族」に設定している場合、２．経営収支計画の「償還財源算出表」ボタンを選択すると
　以下の入力シート（シート名：2-1経営収支計画・個人）が表示されます。
　　借受者情報入力画面については、『(体質強化)マニュアル_操作説明書[新規入力者用]』の「Ⅵ.借受者情報入力」を参照してください。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

修正入力欄は「修正償還財源」の値を直接入力するこ

とができます。

※修正入力では、空白と０入力の意味は異なりますの

でご注意ください。

①修正入力欄が空白の場合

計算で求めた値が「修正償還財源」となります。

②修正入力欄に０を入力した場合

０が「修正償還財源」の値となります。

「3-1借換後の計画」提出様式でもある「5-2経営の概況」
からも参照している項目です。
値を変更すると「3-1、5-2」の値にも反映されます。

詳細は、中畜ホームページ掲載の「算式説明書」参照してください。

－11－



２．経営収支計画（法人）・償還財源算出表（資金繰り）
借受者情報入力画面で、経営区分に「2 法人」を選択した場合、２．経営収支計画の「償還財源算出表」ボタンを選択すると
　以下の入力シート（シート名：2-1経営収支計画・法人）が表示されます。
　　借受者情報入力画面については、『(体質強化)マニュアル_操作説明書[新規入力者用]』の「Ⅵ.借受者情報入力」を参照してください。

「3-1借換後の計画」提出様式でもある「5-2経営の概況」
からも参照している項目です。
値を変更すると「3-1、5-2」の値にも反映されます。

詳細は、中畜ホームページ掲載の「算式説明書」参照してください。

修正入力欄は「修正償還財源」の値を直接入力することができます。

※修正入力では、空白と０入力の意味は異なりますのでご注意ください。

①修正入力欄が空白の場合

計算で求めた値が「修正償還財源」となります。

②修正入力欄に０を入力した場合

０が「修正償還財源」の値となります。

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

シート名
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３．資金計画･(1)借換後の計画
３．資金計画の「借換後の計画」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：3-1借換後の計画）が表示されます。

① ②

「2-1経営収支計画」からも参照している項目です。
値を変更する場合は「2-1経営収支計画」を修正してください。

詳細は「算式説明書」参照してください。

シート名

■修正入力について

修正入力に入力がある場合、修正入力の値が参照されます。
修正入力に入力がない場合、計算の値で求めた値が参照されます。

※修正入力では、空白と０入力の意味は異なりますのでご注意ください。
・修正入力欄が空白の場合

計算で求めた値が参照されます。
・修正入力欄に０を入力した場合

０が参照されます。

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

③ ④

表側に表示されている年度は貸付年度です。
上段の黄色部分は前年度計画です。
今年度計画は下段に入力して下さい。

■償還額の自動計算のための入力方法

図の①～④を入力すると、各年の

償還額が自動計算されます。

①利率を入力してください。

②償還額を入力してください

③償還期間を入力してください
④据置期間を入力してください

－13－



３．資金計画・(2)畜産経営体質強化支援資金借換額の内訳
３．資金計画の「借換額内訳」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：3-2借換額内訳）が表示されます。

シート名

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。
表側に表示されている
年度は貸付年度です。

－14－



４．既往借入金年次別約定償還表(借換前)
　 ４．既往借入金年次別約定償還表(借換前)の「年次別約定償還表」ボタンを選択すると、
　 以下の入力シート（シート名：4借換前償還表）が表示されます。

借入資金が全て入力しきれない場合、
残りの資金は「4-1借換前償還表(その他)」
シートに入力してください。
そこに入力した値は、各資金のその他計に集計されます。

公庫資金の小計を計算しています。
非対象を選択していない入力は「小計（対象資金）」
非対象を選択した入力は「小計（非対象資金）」
で合計値を計算しています。

シート「4-1借換前償還表(その他)」で
公庫資金を選択したものの合計値を計算しています。
非対象を選択していない入力は「その他計（対象資金）」、
非対象を選択した入力は「その他計（非対象資金）」
に反映されます。

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

シート名

資金名を入力してください。

－15－



４．既往借入金年次別約定償還表(借換前)
　　４．既往借入金年次別約定償還表(借換前)の「その他入力」ボタンを選択すると、
　　以下の入力シート（シート名：4借換前償還表（その他））が表示されます。

シート名

資金名を入力してください。

【▼】のボタンを押すと資金区分がリストで表示されます。

※「4借換前償還表」シートに入力しきれない

資金のみを入力してください。

指定した資金区分ごとに値を集計し、「4借換前償還表」

シートの「その他計」に計上します。

資金区分リストで「空白」「農業近代化資金」「畜産特別資金」以外を選択時、

チェックボックスの切替が可能になります。

非対象を選択していない入力はシート「4借換前償還表」の「その他計（対象資金）」、

非対象を選択した入力はシート「4借換前償還表」の「その他計（非対象資金）」

に反映されます。
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４．既往借入金年次別約定償還表(借換後)
　 ４．既往借入金年次別約定償還表(借換後)の「年次別約定償還表」ボタンを選択すると、
　 以下の入力シート（シート名：4借換後償還表）が表示されます。

借入資金が全て入力しきれない場合、
残りの資金は「4-1借換後償還表(その他)」
シートに入力してください。
そこに入力した値は、各資金のその他計に集計されます。

公庫資金の小計を計算しています。
非対象を選択していない入力は「小計（対象資金）」
非対象を選択した入力は「小計（非対象資金）」
で合計値を計算しています。

シート「4-1借換後償還表(その他)」で
公庫資金を選択したものの合計値を計算しています。
非対象を選択していない入力は「その他計（対象資金）」、
非対象を選択した入力は「その他計（非対象資金）」
に反映されます。

灰色の部分は、
自動計算項目のため

入力できません。

シート名

資金名を入力してください。
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４．既往借入金年次別約定償還表(借換後)
　　４．既往借入金年次別約定償還表(借換後)の「その他入力」ボタンを選択すると、
　　以下の入力シート（シート名：4借換後償還表（その後））が表示されます。

シート名

資金名を入力してください。

【▼】のボタンを押すと資金区分がリストで表示されます。

※「4借換後償還表」シートに入力しきれない

資金のみを入力してください。

指定した資金区分ごとに値を集計し、「4償還表」

シートの「その他計」に計上します。

資金区分リストで「空白」「農業近代化資金」「畜産特別資金」以外を選択時、

チェックボックスの切替が可能になります。

非対象を選択していない入力はシート「4借換後償還表」の「その他計（対象資金）」、

非対象を選択した入力はシート「4借換後償還表」の「その他計（非対象資金）」

に反映されます。
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５．畜産経営体質強化計画　（１）経営体の概要
借受者情報入力画面で経営区分に「1 家族」を選択した場合、５．畜産経営体質強化計画の
「経営体の概要」ボタンを選択すると、以下の入力シート（シート名：5-1経営体の概要）が表示されます。

シート名

黄色の部分は入力できます。

計画書印刷「畜産経営体質強化計画(総括表)」が
プレビュー（PDF出力）されます。

経営主の家族は続柄、それ以外は性別を

入力してください

借受者情報入力画面で登録した内容を参照しているため、

入力できません。

修正する場合は、借受者情報入力画面から行ってください。

－19－



５．畜産経営体質強化計画　（２）法人の概要
借受者情報入力画面で経営区分に「2 法人」を選択した場合、５．畜産経営体質強化計画の「法人の概要」ボタンを選択すると、
以下の入力シート（シート名：5-1法人の概要）が表示されます。

借受者情報入力画面で登録した内容を参照しているため、

入力できません。

修正する場合は、借受者情報入力画面から行ってください。

計画書印刷「畜産経営体質強化計画(総括表)」が
プレビュー（PDF出力）されます。

シート名

黄色の部分は入力できます。

性別を入力してください
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５．畜産経営体質強化計画　（２）経営の概況
借受者情報入力画面で経営区分に「1 家族」を選択した場合、５．畜産経営体質強化計画の「経営の概況」ボタンを選択すると、
以下の入力シート（5-2経営の概況・個人）が表示されます。

灰色の部分は、自動計算項目のため入力できません。

修正する場合は、参照元の値を変更してください。

「1-1経営体質強化の計画」「2-1経営収支計画」「3-1借換後の計画」「4借換前償還表」

「4借換後償還表」からも参照している項目です。

値の詳しい参照場所については、『算式説明書』を参照してください。

黄色の部分は入力できます。

計画書印刷「畜産経営体質強化計画(総括表)」が

プレビュー（PDF出力）されます。

シート名
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５．畜産経営体質強化計画　（２）経営の概況
借受者情報入力画面で経営区分に「2 法人」を選択した場合、５．畜産経営体質強化計画の「経営の概況」ボタンを選択すると、
以下の入力シート（5-2経営の概況・法人）が表示されます。

計画書印刷「畜産経営体質強化計画(総括表)」が

プレビュー（PDF出力）されます。

黄色の部分は入力できます。

灰色の部分は、自動計算項目のため入力できません。

修正する場合は、参照元の値を変更してください。

「1-1経営体質強化の計画」「2-1経営収支計画」「3-1借換後の計画」「4借換前償還表」

「4借換後償還表」からも参照している項目です。

値の詳しい参照場所については、『算式説明書』を参照してください。

シート名
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５．畜産経営体質強化計画　（３,４）畜産経営体質強化支援資金で借り換える資金の契約内容
　 ５．畜産経営体質強化計画の「借換資金の内容・必要支出」ボタンを選択すると、

 　　以下の入力シート（5-3.4借換資金の内容・必要支出）が表示されます。

シート

計画書印刷「畜産経営体質強化計画(総括表)」が
プレビュー（PDF出力）されます。

計算結果を表示するため、入

力できません。
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５．畜産経営体質強化計画　（５）畜産クラスター計画における借入希望者の位置づけと役割
　 借受者情報入力画面で「①畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体」を選択した場合、
　　 ５．畜産経営体質強化計画の「借入希望者の位置づけと役割」ボタンを選択すると、
　　　 以下の入力シート（5-5借入希望者の位置づけと役割・①）が表示されます。

シート

計画書印刷「借入希望者の位置づけと役割」が
プレビュー（PDF出力）されます。

「セルの書式設定」が利用できるようになりました。Ｖ2.1
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５．畜産経営体質強化計画　（５）地域の畜産における借入希望者の位置づけと役割
　 借受者情報入力画面で「②認定農業者」を選択した場合、５．畜産経営体質強化計画の「借入希望者の位置づけと役割」ボタンを選択すると、
　 以下の入力シート（5-5借入希望者の位置づけと役割・②）が表示されます。

シート名

計画書印刷「借入希望者の位置づけと役割」が
プレビュー（PDF出力）されます。

「セルの書式設定」が利用できるようになりました。Ｖ2.1
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５．畜産経営体質強化計画　（６）畜産経営の収益性を向上させるための事業計画
５．畜産経営体質強化計画の「事業計画」ボタンを選択すると、以下の入力シート（5-6事業計画）が表示されます。

計画書印刷「事業計画」が
プレビュー（PDF出力）されます。

シート

「セルの書式設定」が利用できるようになりました。Ｖ2.1
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５．畜産経営体質強化計画　（７）地域の関係者、関係機関等による支援内容
５．畜産経営体質強化計画の「支援内容」ボタンを選択すると、以下の入力シート（5-7支援内容）が表示されます。

計画書印刷「支援内容」が
プレビュー（PDF出力）されます。

シート名

「セルの書式設定」が利用できるようになりました。Ｖ2.1
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５．畜産経営体質強化計画　（８）実現のための取組内容
５．畜産経営体質強化計画の「実現のための取組内容」ボタンを選択すると、以下の入力シート（5-8実現のための取組内容）が表示されます。

計画書印刷「実現のための取組内容」が
プレビュー（PDF出力）されます。

シート名

「セルの書式設定」が利用できるようになりました。Ｖ2.1
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Ⅲ．入力シートの説明(検算シート)
検算シート
　 メモ欄として使用する白紙のシート（シート名： 検算シート）があります。

「5-8実現のための取組内容」の後ろにあります。

年次更新を行った場合、
前年度で検算シートに入力された値および、数式はそのまま保持されます。
※算式の参照先が変わってしまう可能性があります。

エクセルの機能を制限することなく使用できる状態にします。
但し、シートの「追加」・「削除」「名前の変更」などは行えません。
その他に制限している機能はありません。

－29－
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