
 

 

2019 年 10 月より消費税が 10%になります。 ペットクルーカルテ６自体は消費税の変更に対応している

ため、ユーザーが設定を変更するだけで対応可能ですが、変更時に注意が必要ですのでご一読ください。 

 

 消費税の変更までの作業手順 

実際に消費税の設定を変更するのは、2019 年 9 月 30 日の診療が終わってから翌日の診療が始まる前ま

でですが、当日に慌てないために前もって準備をしておいてください。 

以下は、対応のための手順です。 

 

① 現在の消費税の設定を確認 

｢領収処理初期設定｣画面の｢印刷/消費税/その他｣タブ

にて現在の消費税設定(内税、外税)に関して確認して

おきます。 

 

 

 

② 10月１日以降の料金について方針を決めておく 

増税後の料金をどうするのか？について貴院の方針を下記のように決めておいてください。 

方針 a. 増税分をそのまま料金に転嫁する 

方針 b. 料金を据え置く 

方針 c. 料金は据え置く訳ではないが、これを機会に料金や項目などを変更する。 

  もしくは「内税」から「外税」への変更。 

 

③ 方針が決まったら行う作業 － 前準備 

方針によって料金の変更をするかしないかが決まります。 料金表の変更が必要なケースは以下の２

つです。 
 

消費税の設定： 現在の設定は「内税」 

方針 a、c： 10月 1日から増税分を転嫁する(料金や項目の変更を含む)場合 
 

消費税の設定： 現在の設定は「外税」 

方針 b：  10月 1日以降も料金を据え置く場合 

 

料金表の変更が必要になるケースの場合、あらかじめ現在の料金リストを印刷しておいたり、CSVフ

ァイルで書き出して MS Excelなどの表計算ソフトで修正するなどの準備をしてください。 

料金項目の数にもよりますが、新しい料金の決定と変更の作業を当日に同時に行うにはかなりの手間

と時間がかかりますのでお勧めしません。 

 

④ 9月 30日までに終わらせておく作業 

明細を作成したまま入金処理をせず保留中の明細がある場合、9 月 30 日までに入金処理もしくは保

留中の明細の削除などの作業を必ず終了させておく必要があります。 

 

⑤ 当日に行う作業 

9月 30日の業務終了後、もしくは 10月 1日の業務開始前、(必要であれば)料金表の変更、および消

費税率の設定を変更します。 

  

【Ｖｅｒ６用】 ペットクルーカルテ６における消費税率の変更に関する設定について 



 方針が決まったら行う作業内容のまとめ 

10月 1日以降の方針が決まったら、現在の消費税の設定を確認してから準備を進めてください。 

現在、「内税」で明細を作成している病院様の場合 

現在、内税にて明細を作成している場合は以下のように設定を行ってください。 増税分をそのまま料

金に転嫁する場合、料金表の変更などの手順が多く時間がかかりますのでご注意ください。 

 

Ａ． 増税分の 2%を料金に転嫁する場合 

料金表で設定されている項目別の料金は税込価格です。 したがって、消費税率を変更後も税抜き価格

を維持するには 10%の税額を含む税込金額に変更する必要があります。 

 

 

前準備 あらかじめ、消費税が 10%になった場合の新料金を計算し決めておく。 
計算式： 新料金 ＝ 現料金 ÷ 1.08 × 1.10 

CSV形式で料金ファイルで書き出してからMS Excelなどの表計算ソフトで変更す
ることをお勧めします。(別ページ参照) 

いつ設定変更する？ 10月 30日の診察が終わった後、もしくは 10月 1日の診察が始まる前 

何を設定する？ ① ｢領収処理初期設定｣画面の｢印刷/消費税/その他｣タブにて、消費税率として
「8%」と設定されている数値を「10%」に変更します。 

② 料金ファイルによる一括読み込みを行います。(別ページ参照) 
一括読み込みを行わない場合は、あらかじめ決めておいた新料金表に基づき、
すべての料金を一項目ずつ変更します。 

 
 

Ｂ． 料金を据え置きにする場合 

料金表で設定されている項目別の料金は税込価格です。 したがって、消費税率を変更しても税込価格

は変わらず、税抜価格と税額が変わるだけです。 この場合、病院側の利益が少なくなります。 

 

 

前準備 不要 

いつ設定変更する？ 9月 30日の診察が終わった後、もしくは 10月 1日の診察が始まる前 

何を設定する？ ｢領収処理初期設定｣画面の｢印刷/消費税/その他｣タブ
にて、消費税率として「8%」と設定されている数値を
「10%」に変更します。 
それだけで終了です。 

 

Ｃ． 「外税」に税率表示を変更し、税率も 10%に変更する場合 

今回の消費税率が 10%になる事を機会に、現在｢内税｣表示している料金を｢外税｣に変更する場合は、「Ａ」

と同じ作業が必要です。 

つまり、現在内税にて税込価格で登録されている料金をすべて税抜価格の料金へ変更したうえで表示方

式を｢外税｣に変更し、さらに消費税率も 10%に変更すれば設定が終わります。 

  

税込料金表（\1,080）の場合： 税抜価格\1,000 ＋ 税額\80(税率 8%) = \1,080 

     ： 税抜価格\982 ＋ 税額\98(税率 10%)   = 総額\1,080 

現料金（\1,080）の場合 ： 税抜価格\1,000＋税額\80(税率 8%) = \1,080 

新料金（\1,100）に変更 ： 税抜価格\1,000＋税額\100(税率 10%) = \1,100 

10% 



現在、「外税」で明細を作成している病院様の場合 

現在、外税にて明細を作成している場合は以下のように設定を行ってください。 増税分をそのまま料

金に転嫁するなら設定は簡単です。 

 

Ａ． 増税分の 2%を料金に転嫁する場合 

現在料金表で設定されている項目別の料金は税抜価格です。 したがって、消費税率を変更するだけで
総額が変わります。 

現料金（\1,000）の場合： 

 
 

前準備 不要 

いつ設定変更する？ 9月 30日の診察が終わった後、もしくは 10月 1日の診察が始まる前 

何を設定する？ ｢領収処理初期設定｣画面の｢印刷/消費税/その他｣タブ
にて、消費税率を｢8%｣から｢10%｣に変更します。 
それだけで終了です。 
 
 
 
 
 

 

Ｂ． 診察料金を据え置きする場合 

現在料金表で設定されている項目別の料金は税抜価格です。 したがって、8%の消費税の場合と 10%
の場合の総額を同じにする場合は税抜価格を値下げする必要があります。 

 

 

前準備 あらかじめ、新料金に対する税抜き金額を計算し決めておく。 
CSV形式で料金ファイルで書き出してから MS Excel などの表計算ソフトで変更す
ることをお勧めします。(別ページ参照) 

いつ設定変更する？ 9月 30日の診察が終わった後、もしくは 10月 1日の診察が始まる前 

何を設定する？ ① ｢領収処理初期設定｣画面の｢印刷/消費税/その他｣タ
ブにて、消費税率として「8%」と設定されている数
値を「10%」に変更します。 

 
 
 
 
 
 
② 料金ファイルによる一括読み込みを行います。(別ページ参照) 

一括読み込みを行わない場合は、あらかじめ決めておいた新料金表に基づき、
すべての料金を一項目ずつ変更します。 

 

  

 税抜価格\1,000＋税額\80(税率 8%)  = 総額\1,080 

 税抜価格\1,000＋税額\100(税率 10%)  = 新総額\1,100 

10% 

現料金（\1,000）の場合 ： 税抜価格\1,000＋税額\80(税率 8%)  = 総額\1,080 

新料金（\982）に変更 ： 税抜価格\982＋税額\98.2(税率 10%)  = 総額\1,080 

10% 



 料金表をＣＳＶファイルに出力してＥｘｃｅｌによる一括修正 

現在の料金表を CSVファイルで出力(書き出し)しておき、MS Excelなどの表計算ソフトを使用して料金

を修正しておき、変更当日にペットクルーカルテの初期設定画面で CSVファイルを一括で読み込めば、

ペットクルーカルテの料金表設定画面でひとつずつ修正する手間がなくなります。 
 
操作方法： 
領収処理初期設定の料金データタブにある[ファイル操作]ボタンをクリックして、ファイルの書き
出し、ファイルの読み込みを行います。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＭＳ Ｅｘｃｅｌを使った作業の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ファイルの書き出し」機能で料金表を CSV ファイルで書き出し保存 

 

表計算ソフト（MS Excel など）で料金を変更 

 

変更したテーブルを「CSV(カンマ区切りテキスト)」形式で保存 

 

「ファイルの読み込み」機能で変更した料金表のファイルを読み込み （9 月 30 日もしくは 10 月 1 日） 

表計算ソフトで修正する

際の注意事項、CSV形式

での出力方法は、HELPを

ご覧ください。 

③ 

④ 

ＭＳ Excelなどの表計算ソフトで新

料金の計算をする一例として以下の

ように行います。 

 

① CSVファイルを書き出し保存。 

② ファイルを MS Excelで開く。 

③ 現在の料金を別の列へコピー。 

④ コピーした現料金をもとに｢料

金｣列を計算。 

例：内税 8%→内税 10% 

  新料金＝現料金÷1.08×1.10 

⑤ 端数処理はここで金額を修正 

⑥ CSVファイルで書き出し。 

⑦ 初期設定で読み込み。 

 
注 1:同一の PCで作業している場合

は⑥で CSVファイルを書き出
した後に必ずMS Excelを終了
してから⑦で読み込む事 

コピー後の列の

名前は任意 

｢No｣から｢ポイント｣までの列の名前(タイ

トル)は絶対変更しない事。 



 

9月 30日までに必ずしなければならない事 

 

保留中の明細がある場合： 

9月３0日の時点で、明細保存しただけで入金処理をせずに保留状態になっている明細は、消費税を

10%に変更する前に入金処理を済ませてください。 消費税の設定を 10%に変更したあとに入金処

理した場合、9月中に入力した明細であっても消費税に関する金額は 10%で計算されますのでご注

意ください。 

入金予定がないまま明細保存されている保留明細について、不要であれば削除しておいてください。 

 

 
9月から 10月にかけて入院した場合の明細作成について： 

9月分の末から 10月にかけて入院した場合、9月分の診療明細は 9月中に清算し入金処理をしてく

ださい。 つまり、入院が月をまたぐ恐れがある場合は、消費税の設定を変更する前に入金処理を

済ませる必要があります。 

飼い主様へも、消費税が変わることを説明したうえで分割処理することを了承のうえ清算するか、

未入金処理をしたうえでまとめて処理をする必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

支払いを 2回に 
分ける場合 

支払いを退院時 
の一度にする場合 

9 月中の診療明細 10 月中の診療明細 

9/30に清算（入金処理） 
その後、消費税の変更 

退院時に 10 月分を清算 
（入金処理） 

入院 

9 月中の診療明細 10 月中の診療明細 

9/30に清算（未入金として入金処理） 
その後、消費税の変更 

退院時に未入金も 
含めて清算 
（入金処理） 

入院 

未入金処理する際、その時点での明細書を
印刷し保管しておくことをお勧めします。 
退院時の清算時に 9 月までの明細と 10 月
以降の明細を別々にお渡しください。 


