
 

 

 

 

Win10は 

右下に表示 

 

Windows 8.１ の場合 

Windows ７ / Vista の場合 

 

タップして、このディスクに対して行う操作を選ん 

でください。 

法人税･地方税 

 

 

１. プログラムのインストール方法 

２. 魔法陣の起動 

デスクトップ画面に魔法陣アイコンが無い場合 

2015.11.11 表面 

Windows 7 / Vista の場合 Windows 10 / 8.１ / 8 の場合 

自動的にインストールのオプションプログラムが起動します。 

お使いのパソコンのスペックや環境により時間を要する場合がありますので、下記画面が表示 

されるまでしばらくお待ち下さい。（操作はOS毎に異なりますので以下を参照して下さい。） 

３ 

本CD－ROMをCD(DVD)－ROMドライブにセットします。 

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。 
起動中のアプリケーションは全て終了しておいて下さい。 

１ 

２ 

1. 下記の画面が表示されたら 

  「InstMenu.exeの実行」を 

  クリックします。 

1. デスクトップ画面に表示された 

   下記のメッセージを 

   クリックします。  

2.「InstMenu.exeの実行」を 

  クリックします。 

2. [ユーザーアカウント制御]画面 

  が表示されたら「はい(Y)」 

  又は「許可(A)」をクリックし 

  ます。 

Vista 
3. [ユーザーアカウント制御]画面 

  が表示されたら「はい(Y)」を 

  クリックします。 

Windows 7 

４ 

 インストールプログラムが起動して下記の画面が表示されたら 

「次へ」をクリックします。 

６ 

７ 

「完了」をクリックして、インストールを終了します。 ８ 

５ 

インストール先のフォルダ選択画面で「次へ」をクリックします。 

「インストール」をクリックして、インストールを開始します。 

⑴ 「ファイル」メニューの 

              を選択します。 

次のいずれかの方法で魔法陣を終了します。 

❶ デスクトップ画面の左下の「スタートボタン」    をクリックします。 

❷ スタート画面の左下の「矢印ボタン」    をクリックします。 

❷ スタート画面で「魔法陣のアイコン」     を探し、 

  クリックすると魔法陣が起動します。 

❷ スタートメニューの          をクリックします。 

デスクトップ画面のアイコンをダブルクリック 

して魔法陣を起動します。 

❶ デスクトップ画面の左下の角にマウス 

  カーソルを合わせて「スタートアイコン」 

  を表示した状態でクリックします。 

❶ デスクトップ画面の左下の「スタートボタン」    を 

  クリックします。 

  ※又はキーボードの    キーを押します。 

⑵  タイトルバー右端の         

   をクリックします。 

デスクトップ画面に魔法陣のアイコンが無い場合、下記の       

                      をご参照

下さい。操作はOS毎に異なります。 

デスクトップ画面に魔法陣アイコンが無い場合 

Windows ロゴキー 

 

メッセージが自動的に表示されない、または消

えてしまった場合、裏面         を参照

して下さい。 

<CHECK> 

メッセージが自動的に表示されない、または消

えてしまった場合、裏面         を参照

して下さい。 

<CHECK> 

同年度のプログラムを上書きインス

トールする場合は、「次へ」をク

リックした後、インストールが始ま

り手順❽に進みます。 

●プログラムのインストール先フォ 

 ルダは、あらかじめ自動的に設定 

 されています。 

●インストール先を変更したい場合 

 は、     をクリックして 

 フォルダを変更して下さい。 

 その際、他のプログラムと同じ 

 フォルダやルート(C:¥など)は指定 

 しないで下さい。 

Windows 10 の場合 

3. 魔法陣の終了 

Windows 8.1 の場合 

Windows 8 の場合 

Windows 7 / Vista の場合 

❸ プログラム一覧から「魔法陣アイコン」を探し、 

  クリックすると魔法陣が起動します。 

Win8.1とWin8 

は右上に表示 

Windows ７ / Vista の場合 
❷ スタートメニューの         をクリックします。 

❶ デスクトップ画面の左下の「スタートボタン」    を 

  クリックします。 

❸ プログラム一覧から「魔法陣アイコン」を探し、 

  クリックすると魔法陣が起動します。 

DVD RW ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(F:) GENKA○○ 

 インストールのオプションプログラムが起動したら 

「減価償却 ○訂版」をクリックします。 

❸ アプリ画面で「魔法陣アイコン」        を探し、 

  クリックすると魔法陣が起動します。 

●「○訂版」は、画面上では当該製 

 品の年度が表示されます。（以 

 下、当インストールガイドにおい  

 て同じ） 

●同年度のプログラムを再度インス 

 トールする場合は、インストール 

 済みのプログラムに上書きされま 

 す。作成したデータはそのまま残 

 ります。 

●インストールプログラムが終了す 

 ると、手順❹の画面に戻ります。 

●デスクトップ画面に「減価償却 

 ○訂版」のアイコンが作成されま 

 す。 

 

 

 

 

減価償却 

減価償却 ○訂版 

 

マイナンバースタートガイド 

別紙参照 



 

  

❹                              
  をクリックして選択します。 

４. プログラムのアンインストール ５. 過年度版のインストール 

６. .NET Framework 3.5 のインストール 
ドットネットフレームワーク 

7. Adobe Reader のインストール 
リーダー アドビ 

オプションプログラムが自動的に起動しない場合 <CHECK>  

裏面 

❶ デスクトップ画面左下の「スタート 

  ボタン」をクリックします。 

❶ デスクトップ画面の左下の角を右ク 

  リックしてメニューを表示します。   

❷ スタートメニューから「コントロー  
  ルパネル」をクリックします。 

❷ メニューから「コントロールパネル」 

  をクリックします。 

 

※又は      ＋ 

キーボードの

「Windows ロゴキー」

を押しながら「Xキー」

を押します。 

 

 

マウス 右クリック 

 

CD－ROMをセットしてもインストールのオプションプログラムが自動的に起動しない場合は、

以下の方法により起動させて下さい。 

※上記の「フォルダアイコン」「コンピュータ」が非表示の場合は、デスクトップ画面の左下の角を右クリックして表示されるメニューから 

 「エクスプローラー」又は「エクスプローラーを開く」をクリックして下さい。                                                         

❶ デスクトップ画面の左下の「フォルダ

アイコン」をクリックします。 

 

 

❶ デスクトップ画面の左下の「スタート 

ボタン」でスタートメニューを表示
し、「コンピュータ」をクリックします。 

本CD－ROMには当年度のプログラムの他に過年度版

が収録されています。 

●過去５年分のプログラムが収録されています。 

●過年度版をインストールしても、当年度版プログラムは上書きされませ 

 ん。作成したデータもそのまま残ります。 

❶「過年度版」の文字を  
  クリックします。 

❷ インストールする 

  年度をクリックします。 

※OSがWindows 8 以降の場合・・・ 

過年度版（平成23年度版以前）をインストールするには、 

まず「.NET Framework 3.5」のインストールが必要です。
（下記の「6. .NET Framework 3.5 のインストール」を参照して下さい。） 

Windows 8 以降のOSに過年度版をインストールする

際に「.NET Framework 3.5」が必要になる場合があ

ります。その場合に「.NET Framework 3.5」をイン

ストールするためのメニューです。 

インターネットに接続できない環境だと「.NET Framework 3.5」がインス

トールすることできない場合がありますので、その場合には以下の対処方法で

インストールして下さい。 

＜対処方法＞ 

WindowsのインストールメディアDVDをCD(DVD)-ROMドライブにセットし

て管理者権限でコマンドプロンプトから 

 

 

 

と入力して作業を進めて下さい。 

※上記コマンド中「E:¥」は仮のドライブ名になりますので、ご使用のパソコ 

 ンのCD(DVD)-ROMドライブ名に読み替えて下さい。 

Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /

Source:E:¥sources¥sxs /LimitAccess 

文字をクリックしてしばらく経ってもインストールが開始しない場合は、既

に「.NET Framework 3.5」がインストールされています。 

ヘルプをご覧になる場合は、お使いのパソコンにAdobe Reader がインストールされてい

る必要があります。 

❹ ポップアップメニューの 

               をクリックします。 

❷ 左側のウィンドウの          

   又は 

をクリックします。 

❸ 右側のウィンドウの 

 

 

を選択して右クリックします。 

❺                   をダブルクリック 

します。 

表面手順❹の画面が表示されますので続け

てインストールを行って下さい。 

Windows 7以降 Vista 

❻ [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら

「はい(Y)」又は「許可(A)」を 
クリックします。 

❺              をクリックします。 

❻            をクリックします。 

❼ [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら 

    「はい(Y)」又は「許可(A)」を 

    クリックします。 

●プログラムを削除する場合はこの方法で行って下 

 さい。エクスプローラーなどでフォルダを削除さ 

 れても、消去されないものも有りますのでご注意 

 下さい。 

●作成したデータは削除されず、そのまま残ります。 

※     をクリックすると 

     アンインストールを中止します。 

❸ コントロールパネルの 

         又は    を 

  クリックします。 

Windows 7以降 Vista 

Windows 10 / 8.１ / 8 / ７ の場合 Windows Vista の場合 

Windows 10 / 8.１ / 8 の場合 Windows 7 / Vista の場合 

※ コントロールパネルの表示方法が 

     カテゴリ表示の場合は 

     をクリックします。 

インストールされているAdobe Readerの

バージョンによって魔法陣のヘルプを起動

したときにエラーが発生する場合がありま

す。 

その場合は、このメニューからインストー

ルして下さい。 

ハードディスクから減価償却のプログラムを削除します。 


