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『PCA商魂Ⅹ』『PCA商管Ⅹ』 

『売上じまんⅩ』『仕入じまんⅩ』 

補足説明 

THR140211 
本紙では、『PCA 商魂 X』『PCA 商管 X』『売上じまん X』『仕入じまん X』のバージョン 1.0、リビジョン 4.00
のプログラムでの仕様変更点をまとめております。操作方法などの詳細につきましては、オンラインヘルプ

をご覧ください。 
※オンラインヘルプにも機能変更文書が書かれています。その文書のリンクから詳細文書を見ることがで

きます。 
※ご利用のシステムにより、一部搭載されていない機能があります。 
※旧製品からの変更点ではありませんので、ご注意ください。 

 
本リビジョンは 2014 年 4 月の消費税改正に対応したものです。新税率（8％）で運用できるように一部の処

理を修正しています。また、いくつかの機能追加・変更も行っております。 
 
 
次のページに「機能変更一覧表」を記載しています。主に処理名しか書いていませんので変更内容は当該ペ

ージを参照してください。表中の「○、－」が付いているソフト名列は、機能の有無を意味します。お使い

のソフトに無い機能のページは読み飛ばしてください。「売上」は『売上じまん』、「仕入」は『仕入じまん』

を意味します。 
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■機能変更一覧表 

機能変更項目（処理） 商 
魂 

商 
管 

売 
上 

仕 
入 

ページ 

≪改正消費税対応による機能変更≫     3 
新税率の登録 ○ ○ ○ ○ 3 
伝票入力 ○ ○ ○ ○ 3 
専用帳票（見積書、納品書、請求書、仕入伝票、支払明細書） ○ ○ ○ ○ 3 
売上伝票の自動作成（契約）、仕入伝票の自動作成、 
引当発注伝票の作成 

○ ○ ○ ○ 4 

請求書、支払明細書 ○ ○ ○ ○ 4 
管理資料の税率出力 ○ ○ ○ ○ 4 
汎用データの作成、汎用データの受入 ○ ○ － － 5 
仕訳データの作成 ○ ○ － － 5 
フリーフォーマット ○ ○ － － 7 

≪その他の機能変更 ソフト全体≫     9 
EB ソフト『EBNext2DX』との連動強化 ○ ○ ○ ○ 9 
スペック変更 ○ ○ ○ ○ 10 
伝票№の付番機能強化 ○ ○ ○ ○ 10 
在庫金額の評価方法に「月次移動平均法」を追加 － ○ － ○ 10 
商品に有効期間を追加 ○ ○ ○ ○ 11 
受注と発注の「納期」の明細単位管理 ○ ○ － － 12 
伝票入力時のチェック機能強化 ○ ○ ○ ○ 13 
回収予定日・支払予定日の休日除外 ○ ○ ○ ○ 13 
マスター参照の条件保存 ○ ○ ○ ○ 14 
オプション（設定メニュー） ○ ○ ○ ○ 14 

≪その他の機能変更 処理固有≫     15 
データの保守 ○ ○ ○ ○ 15 
住所録 ○ ○ ○ ○ 15 
商品の登録 ○ ○ ○ ○ 15 
得意先別期間単価の登録（新規処理） ○ － ○ － 15 
見積伝票入力 ○ － － － 15 
伝票入力全般 ○ ○ ○ ○ 15 
売上伝票の自動作成（受注）（新規処理） ○ － － － 16 
納品書の一括発行、出荷ラベル、送り状 ○ － ○ － 16 
売上集計表、売上順位表、売上行列表 ○ － ○ － 16 
請求書 ○ － ○ － 16 
仕入集計表、仕入順位表、仕入行列表 － ○ － ○ 16 
振込一覧表 － ○ － ○ 17 
売掛金残高表、買掛金・未払金残高表 ○ ○ ○ ○ 17 
取引価格表（新規処理） ○ ○ ○ ○ 17 
汎用データの受入 ○ ○ － － 17 
拡張汎用データの作成（新規処理） ○ ○ － － 17 
仕訳データの作成 ○ ○ － － 18 
フリーフォーマット ○ ○ － － 18 
処理レベルの設定 ○ ○ ○ ○ 18 
操作履歴の確認 ○ ○ ○ ○ 18 
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≪改正消費税対応による機能変更≫ 
 

消費税の仕様をまとめた『導入編』マニュアルの抜粋がこの説明書にも記載されています。機能変更の内

容もそのページをご覧になれば理解いただけると思います。機能変更点ごとに参照するページを記載して

いますので、そのページも合わせてご覧ください。 
 

◆新税率の登録 
旧ソフトのデータをコンバートする『データコンバート』処理、X シリーズの旧リビジョンデータをコン

バートする『自動コンバート』処理で、『会社基本情報』の税率表に「実施日 2014/04/01 税率 8%」を追

加します。ただし、初期提供の税率表がお客様で変更されているときは何もしません。このときはお客様

に登録していただく必要があります。 
追加された税率表は次の画面のようになっています。 

 

 

◆伝票入力 
①明細行に税率の表示を可能にしました。 
②合計欄を税率別に表示可能にしました。 

→①②とも＜P.24 消費税－4.伝票入力＞ 
③前回単価を適用するとき、税込単価で税率が前回と違えば適用しないことにしました。 

→＜P.46 消費税－9.税率改正時の一時的な注意点＞ 
④以下の操作時に伝票日付時点の税率が基データと異なるとき、新旧どちらの税率も適用可能にしました。 

連動入力時（受注→売上など）、伝票日付変更時、伝票複写時 
→＜P.19 消費税－1.会社基本情報の登録＞ 

→＜P.46 消費税－9.税率改正時の一時的な注意点＞ 
 
 

◆専用帳票（見積書、納品書、請求書、仕入伝票、支払明細書） 
①明細の税率を出力可能にしました。 
②合計行のタイトル名を変更可能にしました。 
③消費税合計などを税率別に出力可能にしました。 

→①②③とも＜P.38 消費税－8.専用帳票の消費税表示＞ 
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◆売上伝票の自動作成（契約）、仕入伝票の自動作成、引当発注伝票

の作成 
作成伝票の伝票日付時点の税率を適用できるようにしました。 

※以下の説明は『売上伝票の自動作成（契約）』で行っています。 
条件指示画面の「作成時の適用税率」で指示します。 
［売上日時点の税率］：売上日時点の税率を適用し消費税を計算します。 
［契約伝票のまま］ ：契約伝票の税率のままとします。 

 

 

◆請求書、支払明細書 
期間消費税の調整を税率別に行うようにしました。これまでの“合計”でも可能です。『会社基本情報の

登録』の「請求書（支払明細書）の端数調整方法」で設定します。 
→＜P.19 消費税－1.会社基本情報の登録＞ 

→＜P.28 消費税－5.期間消費税の調整＞ 
 
 

◆管理資料の税率出力 
以下の管理資料に明細税率を出力します。 

見積明細表、受注明細表、売上明細表、発注明細表、仕入明細表 
売上帳、仕入帳・購買帳 
見積伝票チェックリスト、受注伝票チェックリスト、売上伝票チェックリスト、個別発注伝票チェック

リスト、仕入伝票チェックリスト 
「出力項目の設定」画面で［税率］を選択することで出力できます。 
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◆汎用データの作成、汎用データの受入 
①伝票明細データに「税率別消費税額データ」レコードを設けました。税率別の消費税合計を別レコード

で出力します。このレコードを出力しないこともできますので、「出力項目」の指定によって旧リビジ

ョンのレイアウトでも出力できます。 
②『汎用データの受入』では明細データを「項目選択式」で受け入れを行うときの「税率」の扱いを修

正しました。「税率」が入力データに無い場合、旧仕様では「5％」として扱い消費税を計算しました。

新仕様では、入力データの「売上日」と「税区分」で『会社基本情報』の税率表を参照して税率を決

定します。 
※「税区分」も入力データに無ければ「税区分＝2」として参照します。 

 
データのレイアウトについては、オンラインヘルプ、または、プログラム CD-ROM の「Doc」フォルダ

の PDF ファイルをご覧ください。 
 
 

◆仕訳データの作成 
『PCA 会計』の税区分が、新税率 8％用に追加されます。たとえば、「課税売上 8％」の税区分が“B4”

で追加されます。この『PCA 会計』の新税区分に対応するための修正を行いました。 
※会計税区分は「課税売上 5％＝“B3”」のように 2 桁目で税率を表現しています。 

 
■仕訳方法の設定 

「仕訳方法の設定」画面に、税率と会計税区分の対応表を登録する「税区分設定」を追加しました。

初期値として税率 8％までの 4 行が登録されています。この表を基にして、売上伝票や仕入伝票の税率

から会計税区分を決定し仕訳データを作成します。 
5 行目以降は入力が可能です。将来、新税率が施行されるたびにこの表に税率と会計税区分を登録し運

用して行くという考え方です。 
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【留意点】 

入金伝票と支払伝票の「値引」と「その他」は「代表科目の設定」画面で税区分を指定します。 
税率を特定するのが困難なため、会計税区分を 2 桁で指定する仕様を残しています。 
2014 年 3 月までは会計税区分の 2 桁目を「3」、4 月以降は「4」という設定で運用し、不都合な税

区分で仕訳データが作成されたら、作成後のデータを手修正するという運用をお考えください。 

 

■補助汎用データの作成 
商品補助データ（売上と仕入）を作成するときに、税区分を指定できるようにしました。 
旧リビジョンでは税率 5％の税区分を内部ロジックで付与していました。 
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◆フリーフォーマット 
①明細の税率を印字可能にしました。 

明細部に「税率」を追加していますので、それを配置して印刷します。 
②明細部の金額項目を使って、消費税合計などを税率別に印字可能にしました。 

※税率別に印字する場合、項目タイトル（印字内容）に“##.#”のように編集記号を入れることで税

率を代入できます。 
→代入の詳細は＜P.38 消費税－8.専用帳票の消費税表示＞ 

 
■見積書 

明細部の「金額」で税率別消費税合計を出力可能にしました。 
○「合計行の配置方法」が［自由設計］の場合 

「金額」の設定画面で［消費税行］ボタンをクリックすると次の画面が開きます。 

 

「税率別消費税計の印字」にチェックマークを付けると、明細行に続けて税率別の消費税合計を出力

します。 
 

○「合計行の配置方法」が［明細行と同期］の場合 
「金額」の設定画面で［合計行］ボタンをクリックすると次の画面が開きます。 

 

「消費税計の印字」で［税率別］を選択すれば、見積書下段に印字する「消費税計」を税率別に出力

できます。 
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■受注伝票、納品書、注文書 

明細部の「売上金額」で税率別消費税合計を出力可能にしました。 
「売上金額」の設定画面で［消費税行］ボタンをクリックすると次の画面が開きます。 

 

「税率別消費税計の印字」にチェックマークを付けると、明細行に続けて税率別の消費税合計を出力

します。 
 

■請求書、支払明細書 
明細部の「伝票消費税」「売上合計 1～4」で税率別の金額を出力可能にしました。 

 

「出力内容」で［合計］か［税率別］かを指示できます。 
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≪その他の機能変更 全体的≫ 
 

◆EB ソフト『EBNext2DX』との連動強化 
専用フォルダを介したデータの受渡しを行うようにしました。 
■入金伝票の受入（EB 連携） 

条件指示画面の「読込先の選択」で［EBNext2DX 連携フォルダ］を選択することで専用フォルダでの

受け渡しが行えます。 

 

■振込一覧表 
総合振込データの作成画面の「出力指定」で［EBNext2DX と連動］を選択することで専用フォルダに

総合振込データを作成します。 
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◆スペック変更 
■入数と箱数のスペックを整数 5～整数 5 小数 4 に変更しました。 

『商品の登録』処理に「入数小数桁」「箱数小数桁」「数量端数」の 3 項目が追加されました。 

 

入数・箱数・数量についてまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.49 入数、箱数、数量＞ 

■伝票で入力する値引率を小数 4 桁まで可能にしました。 
『商品の登録』処理で値引商品の「数量小数桁」を指定して運用します。 

 
■『在庫の登録』処理の「発注単位」「最高点」「注文点」の最大桁数を 5 桁から 7 桁に増やしました。 

 
 

◆伝票№の付番機能強化 
①スタンドアロン版でも「伝票登録時」の付番をできるようにしました。 
②以下の伝票№について、「年度別」「月別」「部門別」の付番を可能にしました。売上伝票№は「得意先

別」の付番も可能にしました。 
売上伝票№、入金伝票№、仕入伝票№、支払伝票№ 

伝票№自動付番についてまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.51 伝票№の自動付番＞ 

 
 

◆在庫金額の評価方法に「月次移動平均法」を追加 
『会社基本情報の登録』処理の「在庫金額の評価方法」に［月次移動平均法］を追加しました。 
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以下に『導入編』マニュアルの抜粋を載せます。 

評価方法 評価単価の求め方 
月次移動平均法 総平均法の計算を月単位に行い最終月に求まった単価を評価単価とします。 

当月評価単価＝(前月末在庫高＋当月仕入高)÷(前月末在庫数＋当月仕入数) 

 
○計算方法・対象とする伝票の注意点は総平均法と同様です。 
○当月仕入高＝0 かつ 当月仕入数＝0 なら前月評価単価を当月評価単価にしま

す。 
○分母か分子が 0 なら前月評価単価を当月評価単価にします。 
○“月次”の判定は「在庫締切日」の翌日を月初めとしています。 

例 1）在庫締切日＝3/31 なら、翌月は 4/1～4/30、翌々月は 5/1～5/31 
例 2）在庫締切日＝3/20 なら、翌月は 3/21～4/20、翌々月は 4/21～5/20 

期間終了日に半端な日が指定されたら次のように扱います。 
例 1）在庫締切日＝2014/03/31 で期間終了日＝2015/03/20 とされたら、 

最終月を 2015/03/01～2015/03/20 として計算します。 
例 2）在庫締切日＝2014/03/20 で期間終了日＝2015/03/31 とされたら、 

13 か月目として最終月を2015/03/21～2015/03/31として計算します。 

 
 

◆商品に有効期間を追加 
①商品マスターに有効期間を設定し、伝票入力で有効期限切れの商品を入力できなくするなどの機能追加

を行いました。 
『商品の登録』画面の「使用区分」の下で「有効期間」を入力します。 

 

商品の有効期間についてまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.61 マスターの管理－商品の有効期間＞ 

 
②期限切れ商品の在庫を確認する、『期限切れ在庫一覧表』（新規処理）を『在庫処理』に追加しました。 

仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅱ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.63 期限切れ在庫一覧表＞ 
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◆受注と発注の「納期」の明細単位管理 
■受注伝票入力、個別発注伝票入力 

「入力項目の指定」画面で［納期を明細単位に入力する］にチェックマークを付けることで明細行での

入力が可能になります。 

 

「受注伝票入力」では明細納期を入力するときは最低でも 3 段表示になります。 

 

「個別発注伝票入力」では 2 段表示に収まって入力できます。 

 

伝票入力での仕様・注意点をまとめた『操作編Ⅱ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.65 受注伝票入力、個別発注伝票入力＞ 

 
■受注伝票チェックリスト、個別発注伝票チェックリスト 

明細納期の出力を可能にしました。「出力項目」で選択することで出力できます。 
■受注明細表、受注集計表、発注明細表、発注集計表、手配明細表 

条件指示の納期判定は明細納期で行い、明細納期を出力します。 
■引当発注伝票の作成 

作成条件に［納期別に伝票をまとめる］を追加し、“まとめない”ときは納期の違う明細を 1 伝票で作

成することを可能にしました。 
■注文書の一括発行 

明細欄の納期には明細納期を出力するようにしました。 
■汎用データの作成、汎用データの受入 

「作成」で明細納期をレイアウトに追加しました。「受入」で明細納期を受入可能にしました。 



13 

 
■受注伝票のフリーフォーマット 

明細納期を項目追加して出力可能にしました。 
■注文書のフリーフォーマット 

明細部の配置項目にある「納期」を「明細納期」と名称変更して、明細納期を出力するようにしました。 
 
 

◆伝票入力時のチェック機能強化 
伝票入力時のチェック機能を追加・強化しました。 

原価割れチェック、最低利益率割れチェック、与信限度額超えチェック、在庫割れチェック 
伝票入力時のチェックについてまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。便宜上、変更の無

い機能の説明も記載されています。 
→＜P.66 伝票の保護と入力制限＞ 

 
 

◆回収予定日・支払予定日の休日除外 
回収予定日・支払予定日を算出する際に、休日を除外する機能を追加しました。 
①『前準備』の『休日カレンダーの登録』（新規処理）で休日を登録します。 

仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅰ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.82 休日カレンダーの登録＞ 

 
②『得意先の登録』『仕入先の登録』で使用するカレンダーを設定します。 

（得意先の登録画面） 

 

○休日対応 
回収予定日を算出するとき、「休日カレンダー」を使って営業日で求めるときに設定します。 

［0：しない］ ：休日カレンダーを使わず、「回収日」で指定した「日」がそのまま回収予定日と

なります。 
［1：前営業日］：休日カレンダーを使い、求まった日付が休日なら前営業日を回収予定日とします。 
［2：翌営業日］：休日カレンダーを使い、求まった日付が休日なら翌営業日を回収予定日とします。 

○休日カレンダー 
休日対応をするときは、「休日カレンダー」に登録されたカレンダーを選択します。 

③『請求書』『支払明細書』で得意先（仕入先）ごとに予定日を算出します。 
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◆マスター参照の条件保存 
参照条件を保存できるようにしました。参照条件画面で「参照条件を保存する」にチェックマークを付け

ます。保存することで次回のマスター参照でも前回絞り込んだ内容で表示できます。 

 

 
 

◆オプション（設定メニュー） 
以下の項目も IME 設定可能にしました。 

見積 No2、受注 No2、伝票 No2（売上）、注文 No2、伝票 No2（仕入） 
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≪その他の機能変更 処理固有≫ 
 

◆データの保守 
『商品マスターの一括削除』機能を追加しました。不要となった商品マスターを強制的に削除する機能で

す。伝票等で使われている商品でも削除します。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅰ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.90 データの保守－商品マスターの一括削除＞ 
 

◆住所録 
得意先・仕入先の住所録に先方担当者を出力可能にしました。 
直送先・出荷先では住所録を出力可能にしました。 
 
 

◆商品の登録 
商品台帳に在庫単価を出力可能にしました。 
 
 

◆得意先別期間単価の登録（新規処理） 
得意先別に期間単価を登録できるようにしました。 
『前準備』の『得意先別期間単価の登録』処理で登録します。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅰ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.93 得意先別期間単価の登録＞ 
 

◆見積伝票入力 
コメントを入力可能にしました。入力したコメントは「フリーフォーマット」帳票で印刷することができ

ます。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅱ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.104 見積伝票入力－コメントの入力＞ 
 

◆伝票入力全般 
①画面に表示している取引先情報に郵便番号を加えました。 
②訂正モードに入っても「伝票複写」を可能にしました。 
③訂正モードに入っても納品書などの伝票発行も可能にしました。ただし、データ内容を訂正した段階で

機能を無効にしています。 
④ズーム機能で呼び出された伝票から「伝票複写」入力ができるようにしました。 
⑤検索項目を増やしました。数量や金額などを追加しました。 

また、コード（得意先コードなど）は範囲指定に変更しました。 
⑥「得意先（仕入先）情報の照会」機能を追加しました。 

請求（精算）履歴や売上（仕入）実績を伝票入力画面から照会できます。 
仕様・操作方法をまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.105 得意先（仕入先）情報の照会＞ 
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⑦摘要名と備考を入力した伝票から参照できるようにしました。 

仕様・操作方法をまとめた『導入編』マニュアルの抜粋をご覧ください。 
→＜P.107 摘要名と備考の参照（伝票から）＞ 

⑧行削除のとき確認画面の表示を可能にしました。 
 
 

◆売上伝票の自動作成（受注）（新規処理） 
新規処理を追加しました。受注伝票から売上伝票を一括作成します。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅱ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.108 売上伝票の自動作成（受注）＞ 
 
 

◆納品書の一括発行、出荷ラベル、送り状 
出力条件に「担当部門」を追加しました。伝票に入力した「部門」で判定します。 

 
 

◆売上集計表、売上順位表、売上行列表 
①仮納品伝票と契約売上伝票も集計可能にしました。 
②伝区別に集計可能にしました。 

 

◆請求書 
社名欄を使って回収予定日を印字可能にしました。 
『前準備』の『社名欄の登録』処理で、請求書社名に編集文字を埋め込むことで「回収予定日」を印刷す

ることができます。 
編集文字（半角大文字） 出力形式 

%YYMMDD% 99 年 99 月 99 日 または 9999 年 99 月 99 日 

%YYMM% 99 年 99 月 または 9999 年 99 月 

%MMDD% 99 月 99 日 
※『会社基本情報』の「使用する暦」が“西暦”で、「伝票の西暦桁数」が“4 桁”のとき、年は

4 桁で印字されます。 
※登録例)“お振込は%YYMMDD%までにお願いいたします。” 

フリーフォーマット帳票では社名欄を印刷できませんが、「回収予定日」を設計時に配置することで印

刷できます。 
 
 

◆仕入集計表、仕入順位表、仕入行列表 
①契約仕入伝票も集計可能にしました。 
②伝区別に集計可能にしました。 
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◆振込一覧表 
「総合振込依頼書」に振込手数料を印字するようにしました。 
また、「ご依頼人名」欄に会社電話番号を印字するようにしました。 

 
 

◆売掛金残高表、買掛金・未払金残高表 
入金（支払）内訳に含める種別を指示できるようにしました。「出力項目の選択」画面で［集計種別］を

選択します。［項目名称］も変更可能にしています。 

 

 

◆取引価格表（新規処理） 
得意先別に商品の最新売上単価を出力する処理を追加しました。仕入先別の最新仕入単価も出力します。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅲ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.113 取引価格表＞ 
 

◆汎用データの受入 
①会社口座マスターで、必須項目となっていた以下の項目を必須ではないようにしました。 

金融機関名、金融機関名ﾌﾘｶﾞﾅ、支店名、支店名ﾌﾘｶﾞﾅ 
②明示的にデータバージョンを指示した受入ができるようにしました。 

受入処理は指示されたデータバージョンのレイアウトであることを前提として汎用データを扱いま

す。旧ソフトからレイアウト変更の無い汎用データで、データバージョンレコードも利用していない

ときに有用な選択肢です。 
 

 

◆拡張汎用データの作成（新規処理） 
各種伝票データの内容に、得意先や商品などのマスター項目（名称、住所など）を付加した汎用データを

出力します。必要な項目だけの出力や出力位置の指定も可能です。 
データレイアウトについては、オンラインヘルプ、または、プログラム CD-ROM の「Doc」フォルダ

の拡張汎用データに関する PDF ファイルをご覧ください。 
仕様・操作方法をまとめた『操作編Ⅲ』マニュアルの抜粋をご覧ください。 

→＜P.115 拡張汎用データの作成＞ 
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◆仕訳データの作成 
①作成する仕訳データの、科目名称・補助名称に名称を入れるようにしました。 

これにより補助名称については、PCA 会計の「汎用データの受入」処理で補助科目の自動登録に利用す

ることができます。 
②自動仕訳リストを改善しました。 

横幅を抑えるために、部門・科目・補助のそれぞれのコードを、設定した桁数分の幅で出力するように

しました。 
 
 

◆フリーフォーマット 
①「年」の印字で「西暦・和暦」の選択を可能にしました。 
②取引先マスターの「企業コード 1」「企業コード 2」を出力可能にしました。 
③以下の項目についてカッコを付けて出力できるようにしました。 

請求書  ：伝票消費税、納入先計、売上合計 1～4 
支払明細書：伝票消費税、入荷先計、仕入合計 1～4 

④用紙サイズを「A4（縦）」等のサイズから選択可能にしました。 
⑤電話番号・FAX 番号で、番号が空なら「TEL」「FAX」という文字も印字しないようにしました。 
⑥「ゼロの場合は印字しない」と設定した項目で、「項目タイトル」を指示できる項目は、「項目タイトル」

も印字しないようにしました。 
⑦他の機能追加によりフリーフォーマットも変更された内容があります。 

・見積書でコメントを印字する。 
・受注・注文書で明細納期を印字する。 
・請求書で回収予定日を印字する。 
・改正消費税対応で税率を印字する。合計項目を税率別に印字可能にする。 
 
 

◆処理レベルの設定 
以下の 2 処理を設定からはずしました。 

プリンタの一括設定：どのユーザーでも処理を可能にするためです。 
出力条件等のコピー：領域責任者しか実行できないため設定不要でした。 
 
 

◆操作履歴の確認 
納品書など、伝票入力で都度発行したときの情報（売上日、伝票番号、得意先）を操作履歴に残すように

しました。 
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  消費税 

1.会社基本情報の登録 

『前準備』－『会社基本情報の登録』処理で、消費税率表などを登録します。 

 

■消費税率 
消費税の計算に使う税率表です。初期値としてこれまでの改正履歴が登録されています。 
改正があった場合、実施日・税率を新しい行に追加します。 

 
項 目 項目の説明 

実施日 新税率の施行日を登録します。 
税率 1～9 ○税率 1～9 まで登録できます。 

この“1～9”を商品マスターの「税区分」に登録して当該商品の税率とします。 
税率は整数 2 小数 1 桁で入力します。 

○「税率 1」は消費税施行当初の車関係の税率(6%)で使っていたものです。当時

から『商魂』『商管』をお使いの方のために残しています。 
○「税率 2」は当初 3%で、その後 5%、8%と変遷してきた区分です。 

したがって、課税商品の税区分は 2 をお使いください。 

 
入力例 1)2015 年 10 月 1 日に、税率が 8%から 10%に変更された場合 

実施日 税率 1 税率 2 

2015/10/01 10.0 10.0 
入力例 2)2015 年 10 月 1 日に、8％はそのままで 10%の税率が追加された場合 

実施日 税率 1 税率 2 税率 3 

2014/04/01 8.0 8.0 8.0 
2015/10/01 8.0 8.0 10.0 
2015/10/01 の行を追加し、上記のように税率 3 を 10.0%にします。2014/04/01 の行の税率

3 に 8.0%を登録します。そうしないと税率 3 の商品は 2015/10/01 より前の日付では消費

税を計算しないからです。 
10%になった商品は、商品マスターの「税区分」を“3”に変更します。8%のままの商品

は、商品マスターを変更する必要はありません。 
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■請求書（支払明細書）の端数調整方法 

※ここでは「請求書」で説明しています。「支払明細書」も同様ですので読み替えてください。 
請求書では請求期間の売上から消費税を計算することができます。そのときの小数以下の端数処理を

税率別に行うか合計で行うかを指示します。 
例）5%消費税＝22.6 円、8%消費税＝34.7 円があり、小数以下切捨ての場合。 

税率別：22 円＋34 円＝56 円（小数以下を切捨ててから合計） 
合計 ：22.6 円＋34.7 円＝57 円（合計してから小数以下を切捨て） 

 
【参考】 
税率が 1 種類のときは意味のない設定ですが、税率改正時に請求期間が施行日をまたがる場合や、

将来、複数税率になったときに意味を持ちます。 
 

 
■連動入力時の適用税率 
受注伝票から売上伝票を入力する場合など、連動入力時の消費税率をどの時点の税率にするかを指示

します。税率改正時、施行日前の受注伝票から施行日以降に売上伝票を入力するときに意味を持つ設

定です。 
○売上伝票の設定 
入力時に指示： 

売上日時点の税率と比較し、異なる明細があれば確認画面を表示します。 
売上日時点の税率： 

売上日時点の税率を適用します。 
見積・受注伝票のまま： 

見積伝票・受注伝票の税率をそのまま適用します。 
 
※ここでは、見積・受注伝票からの「売上伝票」で説明しています。見積伝票からの「受注伝票」、

発注伝票からの「仕入伝票」も同様ですので読み替えてください。 
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2.商品マスター 

『前準備』－『商品の登録』処理（個別式、一覧式）で、商品ごとに「税区分」と「税込区分」を登録

します。 
 

 

○税区分 
『会社基本情報の登録』の税率 1～税率 9 を選択します。通常は“2”を選択します。 
税率が変更されても商品マスターの「税区分」を変更する必要はありません。 
ただし、税率が細分化され「税率 3」などを設けた場合、当該する商品は“3”に変更する必要があ

ります。 
※非課税商品は“0”を選択します。 
※選択肢には、本日日付で適用できる税率が表示されます。 
例えば税区分 2 には、2014/03/31 なら「5.0%課税」が、2014/04/01 なら「8.0%課税」が表示

されます。 
 
○税込区分 
登録する単価が「税抜」なのか「税込」なのかを選択します。 

0：税抜 
1：税込 
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3.得意先マスター、仕入先マスター 

『前準備』－『得意先の登録』処理（個別式、一覧式）と『仕入先の登録』処理（個別式、一覧式）で、

取引先ごとに消費税に関する項目を登録します。 
 
■得意先マスター 

(請求情報) 

 

(販売情報) 

 

 
設定項目 内 容 

消費税通知 消費税の確定方法と得意先への通知方法を登録します。 

 0：免税 消費税は計算しません。 
1：請求書一括 伝票単位に確定し、さらに請求書で期間消費税を再計算します。 

※納品書には消費税を印字しません。 
2：納品書毎 伝票単位に確定します。 

請求書では伝票単位に確定した合計となります。 
3：明細単位 明細単位に確定します。 

納品書／請求書では明細単位に確定した合計となります。 
消費税端数 消費税計算時の円未満の端数処理を登録します。 

0：切捨て、1：切上げ、2：四捨五入 
税換算 得意先に対して、商品単価の「税込区分」を統一するために使います。 

0：計算不要、1：税込計算、2：税抜計算 
例)[1：税込計算]とした場合、商品マスターの単価が“税抜”でも“税

込”に換算し直して伝票を作成します。 
売単価換算 チェーンストア伝票で使う売単価について税抜・税込換算を行う設定

です。この項目についての詳細は「システムの基本仕様」－「チェー

ンストア伝票」をご覧ください。 
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■仕入先マスター 

(支払情報) 

 

(仕入情報) 

 

 
設定項目 内 容 

消費税計算 消費税の確定方法と仕入先への通知方法を登録します。 

 0：免税 消費税は計算しません。 
1：明細書一括 伝票単位に確定し、さらに支払明細書で期間消費税を再計算します。 
2：仕入伝票毎 伝票単位に確定します。 

支払明細書では伝票単位に確定した合計となります。 
3：明細単位 明細単位に確定します。 

支払明細書では明細単位に確定した合計となります。 
4：しない 消費税を計算しませんが、伝票単位の消費税を手入力できます。 

消費税端数 消費税計算時の円未満の端数処理を登録します。 
0：切捨て、1：切上げ、2：四捨五入 

税換算 仕入先に対して、商品単価の「税込区分」を統一するために使います。 
0：計算不要、1：税込計算、2：税抜計算 

例)[1：税込計算]とした場合、商品マスターの単価が“税抜”でも“税

込”に換算し直して伝票を作成します。 
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4.伝票入力 

伝票入力での消費税に関する項目を説明します。 
 

(売上伝票の入力画面) 

 

（売上伝票の入力項目の設定画面） 
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■明細欄の税込区分と税率表示 
備考欄の横に「税込区分」を表す文字を表示します。 

抜：税抜明細です。 
込：税込明細です。 
非：非課税明細です。 

また、「入力項目の設定」で「明細に税率を表示する」にチェックマークを付けると、備考欄のそば

に税率を表示します。 

 

 
■合計欄の表示内容 

今後の消費税改正で複数税率になり、伝票内に税率が混在することを考慮し税率別に消費税を表示し

ています。「入力項目の設定」で表示する行数を指定できます。したがって、単一税率のあいだは 1
行表示で運用できます。 
見積伝票・受注伝票・売上伝票の合計欄を以下で説明します。 
○1 行表示の場合 

 

○2 行表示の場合 

 

○2 行表示で総合計も表示した場合 
「総合計を表示する」にチェックマークを付けると、全税率を合計した行を表示します。 

 

※表示行数を超える税率種類があればスクロールボタンを表示します。 
※「原価合計」「粗利益」「利益率」は税率別には表示しません。合計で表示されます。 
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項 目 項目説明 
税率 明細に存在する税率を表示します。 

非課税明細があると「非課税」と表示します。 
税抜合計 消費税を除いた金額合計です。 

税込明細分は、まず内税額を求めてから「税込合計(内税明細分)」－「内税」

で計算しています。 
外税 外税合計です。税抜明細がある場合に表示されます。 
内税 内税合計です。税込明細がある場合に表示されます。 
税込合計 消費税を含んだ金額合計です。 

「税抜合計」＋「外税」＋「内税」となります。 
※得意先の「税額通知」が「請求書一括」の場合でも、画面には消費税を表示しています。 

 
【参考】「原価合計」：外税は含みませんが内税は含んでいます。 

「粗利益」 ：消費税は含んでいません。 
 
 

個別発注伝票・仕入伝票の画面は「原価合計」等の行が無いだけで、消費税の表示内容は売上伝票と

同様になります。 
（2 行表示の例） 

 

※完成伝票入力の画面は、製品 1 明細を対象としますので 1 行だけの表示です。 

 

※出荷伝票入力では「内税」は求めていません。「外税」は入力時の指定で計算できます。 
合計欄の表示も税率別ではなく合計だけを表示します。 
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■税率と税込区分の変更 

伝票入力中に、商品明細の「税率」と「税込区分」を変更することができます。 
変更したい明細にフォーカスを置き、メニューバーの「編集」－「税区分の変更」を選択します。表

示された画面で「税率」や「税込区分」を変更します。 

 

※「税区分の変更」についての詳細は、この説明書の「共通操作（伝票入力）」－「税区分の変更」

をご覧ください。 
 

 
■消費税の訂正 
計算された消費税（外税）を伝票入力中に訂正することができます。 
「外税(T)」欄をクリックするか、「Alt+T」キーを押してフォーカスを「外税」欄に移動させ入力しま

す。 

 

※「消費税の訂正」についての詳細は、この説明書の「共通操作（伝票入力）」－「消費税の訂正」

をご覧ください。 
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5.期間消費税の調整 

得意先マスターの「消費税通知」を“請求書一括”、仕入先マスターの「消費税計算」を“明細書一括”

としますと、請求書・支払明細書発行時に期間消費税を再計算します。 
この場合、消費税は伝票単位に確定されていますが、その合計では端数処理の関係で、請求期間・支払

期間の売上合計・仕入高合計に税率を掛けたものとは違ってくる可能性があります。 
このため、再計算をして期間消費税を求め直しています。 

 
 
 
 
 
■調整方法 
発生した差額分は期間の最後の伝票に書き込みます。 
次の例のように最終売上(仕入)伝票の消費税に過不足分を加えて調整します。 

 
例)■請求前の売上伝票                   ■請求後の売上伝票 

 日付 売上 外税   《消費税の再計算》   日付 売上 外税  
 5.10 2,600 <130>  請求    5.10 2,600 <130>  
 15 3,550 <177>   8,020×5％＝<401>   15 3,550 <177>  
 18 1,870 <93>   1 円加算  18 1,870 <94>  
 合計 8,020 <400>   1 円不足！    合計 8,020 <401>  

 
※請求後に生じた(+1)円の調整税額を、最終売上伝票(5.18 分)の消費税額に加えて確定します。調整

した税額には、「＊」を付けて元帳や売上帳に表示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、この再計算は“外税”分のみ行います。“内税”は伝票単位に確定され、請求書や支払明細

書に表示される税額は伝票を積み上げた額となります。 

この調整方法は、『会社基本情報の登録』の「請求書（支払明細書）の端数調整方法」の設定によ

り、税率別調整か合計調整になります。 
税率別調整の場合、税率ごとに調整額を求め、その税率を持つ最終伝票に調整額を加算します。

したがって、調整伝票が複数できる可能性があります。 
合計調整の場合でも、税率別に調整するところまでは同じ仕組みです。合計調整の結果、税率別

調整と差異が出たときは税額が多いほうの税率に差異を加算します。 
 

税率が 1 種類のときはどちらの調整方法でも結果は同じです。税率改正時に請求期間が施行日を

またがる場合や、将来、複数税率になったときに違いが出てきます。 
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■運用上の留意点 
請求時に消費税を調整しますので、自社の会計上の残高(売掛残高、買掛残高)との関係に注意が必要

です。例をあげて説明します。 
例)請求締日「20 日締」と「末締」があり、5 月末の元帳を出力する場合。 
①20 日締の 4/21～5/20 の請求が済んでいること。 

※5/21～5/31 までの調整は翌月に回ります(＊1)。 
②末締の 5/1～5/31 の請求が済んでいること。 
※請求が済んでいないと調整額が元帳に反映されません。 

③5/31 で元帳出力 
 

＊1：最終伝票の日付による調整方法 
20 日締の場合、翌月の請求は 5/21～6/20 となります。 
この期間の最終伝票が 6/1～6/20 の日付なら調整額は 6/30 の元帳に載ります。 
5/21～5/31 の日付なら元帳出力の済んだ伝票に調整されてしまいます。 
もし、5/31 付けの元帳を再出力した場合、前回の残高と違いが生じます。 
この現象を回避するため、調整伝票に請求期間を保持し、元帳・残高表が正しく出力されるよう

考慮しています。(調整額を翌月に回します) 
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6.会計資料の消費税調整額表示 

消費税調整額が発生した際の、会計資料での調整額の扱いを例を挙げて説明します。 
※得意先の「消費税通知」が[請求書一括]、「消費税端数」が[切捨て]、「税率」が[5％]、「請求締日」

が[20 日締]を想定しています。 
※『商魂』を例に挙げ説明していますが、『商管』も同様となります。 

 
■調整額が発生するまで 
次のような売上伝票が 2 枚あったとします。 

売上日 商品 売上金額 外税額 

10/22 A 商品 430 21 
10/23 B 商品 390 19 

 
請求書を 10/21～11/20 の請求期間で出力します。 
税別御買上計 820 
消費税等  41 
合計 861 
調整額が 1 円発生し、10/23 の伝票消費税に加算されます。 
このとき、請求期間の終了側(上記例ですと 11/20)を「調整日」として記憶し、会計資料の出力時

に参照して消費税の表示を制御します。 
 
■調整額の表示仕様 

調整額の表示仕様を会計資料ごとに説明します。 
調整額の加算された売上伝票の売上日・調整日と、会計資料の集計期間を比較して出力方法を変えて

います。上記例ですと以下の 3 パターンに分類されます。 
①集計期間が 10/1～10/31 の場合 
売上日は集計期間内ですが、調整日が集計期間後となる場合です。 
調整額は集計対象となりません。 
「売上帳」「仕訳集計表」では、調整額を[ ]付きで参考表示します。 

②集計期間が 11/1～11/30 の場合 
売上日は集計期間前で、調整日だけが集計期間内となる場合です。 
調整額だけが集計対象となります。 
「売上帳」「仕訳集計表」では、外税に含まれる調整額を｛ ｝付きで参考表示します。 

③集計期間が 10/1～11/30 の場合 
売上日・調整日とも集計期間内となる場合です。 
伝票消費税・調整額とも集計対象となります。 
「元帳」「売上帳」では、調整伝票に「＊」印をつけて表示します。 

 
 
 
 
 

【重要】 
売上資料(売上明細表、売上集計表など)では、調整日を参照せずに集計します。 
売上日が集計期間内なら調整額も集計対象としています。 
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■得意先元帳 
①集計期間が 10/1～10/31 の場合 
調整額は翌月に回します。 

売上日 品名 売上金額 差引残高 

 繰越残高  0 
10/22 A 商品 

消費税等 
430 
21 

 
451 

10/23 B 商品 
消費税等 

390 
19 

 
860 

 期間合計 860 860 
 
 

②集計期間が 11/1～11/30 の場合 
調整額を「消費税調整額」として 1 行に表示します。 
売上日には調整日を表示します。 

売上日 品名 売上金額 差引残高 

 繰越残高  860 
11/20 消費税調整額 1 861 
 期間合計 1 861 

 
 
 

③集計期間が 10/1～11/30 の場合 
10/23 の伝票消費税に調整額を含んで表示し、調整の有ったことを示す「＊」印を表示します。 

売上日 品名 売上金額 差引残高 

 繰越残高  0 
10/22 A 商品 

消費税等 
430 
21 

 
451 

10/23 B 商品 
消費税等 

390 
20＊ 

 
861 

 期間合計 861 861 
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■売掛金残高表 
①集計期間が 10/1～10/31 の場合 
調整額は翌月に回します。 

繰越残高 税抜売上高 消費税等 差引残高 

0 820 40 860 
 

②集計期間が 11/1～11/30 の場合 
調整額を「消費税等」欄に表示し、「差引残高」に含めます。 

繰越残高 税抜売上高 消費税等 差引残高 

860 0 1 861 
 

③集計期間が 10/1～11/30 の場合 
調整額を「消費税等」欄に表示し、「差引残高」に含めます。 

繰越残高 税抜売上高 消費税等 差引残高 

0 820 41 861 
 
 
■売掛金の明細表 
金額欄に消費税額を含んで表示していますが、調整額を足しこむ仕様は残高表と同様です。 

 
■売上帳 
①集計期間が 10/1～10/31 の場合 
外税額は調整額を含まず表示し、調整額を別途[ ]付きで表示します。 
【品名版】 

売上日 品名 売上 <外税額> 備考 

10/22 A 商品 
伝票計 

430 
430 

<21> 
<21> 

0 

10/23 B 商品 
伝票計 

390 
390 

<19> 
<19> 

 
[1] 

 期間合計 820 <40> [1] 

 
【伝票版、日計版】 

売上日 外税売上 外税額 合計 

10/22 430 21 451 
10/23 390 19 

[1] 
409 

期間合計 820 40 
[1] 

860 

 



33 

 
 

②集計期間が 11/1～11/30 の場合 
外税額は調整額を含んで表示し、調整額も別途｛ ｝付きで表示します。 
売上日には調整日を表示します。 
【品名版】 

売上日 品名 売上 <外税額> 備考 

11/20 消費税調整額  <1> {1} 
 期間合計  <1> {1} 

 
【伝票版】 

売上日 外税売上 外税額 合計 

11/20  {1} 1 
期間合計  1 

{1} 
1 

 
【日計版】 

売上日 外税売上 外税額 合計 

11/20  1 
{1} 

1 

期間合計  1 
{1} 

1 

 
 

③集計期間が 10/1～11/30 の場合 
外税額は調整額を含んで表示し、調整の有ったことを示す「＊」印を表示します。 
※「＊」印は「日計版」では表示しません。 
【品名版】 

売上日 品名 売上 <外税額> 備考 

10/22 A 商品 
伝票計 

430 
430 

<21> 
<21> 

 

10/23 B 商品 
伝票計 

390 
390 

<19> 
<20>＊ 

 

 期間合計 820 <41>  
 

【伝票版、日計版】 
売上日 外税売上 外税額 合計 

10/22 430 21 451 
10/23 390 20＊ 410 

期間合計 820 41 861 
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■仕訳集計表 
①集計期間が 10/1～10/31 の場合 
外税額は調整額を含まず表示し、調整額を別途[ ]付きで表示します。 

税率 外税売上 外税額 
5.0％ 820 40 
課税合計 820 40 

[1] 

 
②集計期間が 11/1～11/30 の場合 
外税額は調整額を含んで表示し、調整額も別途｛ ｝付きで表示します。 

税率 外税売上 外税額 
5.0％ 0 1 
課税合計 0 1 

{1} 
 

③集計期間が 10/1～11/30 の場合 
外税額は調整額を含んで表示します。 

税率 外税売上 外税額 
5.0％ 820 41 
課税合計 820 41 
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7.管理資料の消費税表示 

本章では、販売管理資料・仕入管理資料の消費税の出力方法について説明しています。 
 
■明細表関係 
以下の資料の出力方法になります。 
『商魂』…見積明細表、受注明細表、売上明細表 
『商管』…発注明細表、仕入明細表 

※手配明細表、出荷明細表は消費税を出力しません。 
 

○出力項目の指定 
消費税を出力するには、「出力項目の選択」画面で「消費税」にチェックマークを付けます。 

 

 
○出力方法 

 金額  消費税 
税抜明細の場合 2,000 < 100> 
税込明細の場合 1,050 (  50) 

合計 3,050 < 100> 
  (  50) 
 

外税は“< >”付き、内税は“( )”付きで出力します。 
合計も税抜・税込を別々に出力します。1 伝票内で税抜・税込が混在すれば 2 行出ます。 

 
○消費税合計の注意点 
消費税合計は伝票単位に確定されたものを出力します。したがって、円未満の端数がある場合、出

力した明細消費税の合計と違う可能性があります。 
※「消費税通知」が“明細単位”の場合は、“明細消費税の合計＝合計”となります。 

また、明細表では分類項目・出力範囲で商品区分や商品コードを指定できます。これらの項目を指

定すると、1 伝票が分かれて出力されてきます。この場合、伝票単位に確定した消費税を使うこと

はできませんので、「明細消費税の合計」を出力します。 
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■集計表関係 
以下の資料の出力方法になります。 

『商魂』…見積集計表、受注集計表、売上集計表、売上順位表、売上行列表 
『商管』…発注集計表、仕入集計表、仕入順位表、仕入行列表 
共通………取引集計表 

 
○出力項目の指定と出力方法 

  

①消費税の列を出力するには、「出力項目の選択」画面で「消費税」にチェックマークを付けます。 
「消費税」には外税・内税を合計した値を出力します。 
※「消費税」列を出力できる帳票は以下のものだけです。 

受注集計表、売上集計表、発注集計表、仕入集計表 
②「金額表示」で売上高(仕入高)に消費税を含むか含まないかを指定できます。 
[税抜]：消費税を含みません。 
[税込]：外税・内税とも含んだ金額を出力します。 

 
○集計値の注意点 
集計表では分類項目・出力範囲で商品区分や商品コードを指定できます。これらの項目を指定する

と、1 伝票が分かれて集計されてきます。消費税は伝票単位に確定していますので、明細が分かれ

て集計されると合計が違ってきます。 
◇1 伝票が分かれず集計できる場合 
金額・消費税とも、伝票単位に確定したものを使います。 

◇1 伝票が分かれて集計される場合 
金額・消費税とも、対象となった明細の合計を出力します。 

 
※売上集計表の「売上高」～「諸雑費」は、いずれの場合でも明細から集計されます。 
「取引合計」「消費税」は上記仕様に従います。(仕入集計表も同様です) 

 
【参考】得意先別に出力した資料で、明細が分かれる指定をしなければ、請求資料・会計資料と消

費税は一致します。 
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■月次資料 

 
以下の資料の出力方法になります。 
『商魂』…当月実績の照会、月次実績の照会、月次売上表、比較売上表 

予算・実績対比表、予算・実績推移表 
『商管』…当月実績の照会、月次実績の照会、月次仕入表、比較仕入表 

 
○出力項目の指定と出力方法 

  

「金額表示」で売上高(仕入高)に消費税を含むか含まないかを指定できます。 
[税抜]：消費税を含みません。 
[税込]：外税・内税とも含んだ金額を出力します。 

 

※「当月実績の照会」と「月次実績の照会」では、「照会条件」画面で設定します。 
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8.専用帳票の消費税表示 

本章では、納品書や請求書等の消費税の出力方法について説明しています。 
 
■明細行の税率出力 
明細行に商品明細の税率を出力することができます。以下の帳票で出力できます。 

見積書、納品書、請求書、仕入伝票、支払明細書 
 
○出力項目の指定 
発行方法の画面の、「出力項目」の中に［税率］項目があります。ここにチェックマークを付ける

と出力できます。 

 

○出力方法 
品名欄の右側を使って、品名よりもやや小さいフォントサイズで税率を出力します。品名欄を使い

ますので品名の文字数が多いと品名が縮小されて出力されます。帳票によって異なりますが、半角

31～33 文字以上で縮小されます。 
 
※請求書・支払明細書では、照会画面でも税率を表示します。このときの出力位置は品名欄ではな

く最終列に単独列で出力します。 
 
■項目タイトルへの税率代入 
後述する「消費税等」などの合計項目は税率別に出力することができます。このため、税率を判別で

きるように「項目タイトル」を訂正可能にし、その文字列内に「#」編集記号を埋め込むことで税率

を代入するようにしています。 
例）“消費税等##.#%”と項目タイトルを設定すれば、8%消費税のタイトルは“消費税等 8.0%”

と出力されます。 
編集の仕様は下表のようになります。「%」は文字列に含まないと出力されません。 
編集記号 税率 出力結果 説明 

##.# 8 △8.0 整数部分の「#」が 2 桁で税率が 1 桁のときは前にスペー

スを出力します。 10 10.0 
#.# 8 8.0 整数部分の「#」が 1 桁で税率が 2 桁のときでも、2 桁で出

力します。 10 10.0 
## 8 △8 小数以下を出力したくないときは「.#」を取ります。ただ

し、税率に小数以下があっても出力されなくなります。 12.5 12 
※「△」はスペース 1 文字を意味します。 
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■見積書の消費税 
見積書では、明細行の下段数行を使って消費税合計や金額合計を出力します。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 
合       計 10,000 
消 費 税 等##.#% 800 
税 込 合 計 10,800 
・合計 
見積金額の合計です。外税は含みません。税込明細がある場合、その内税金額も含みます。 

・消費税等 
外税の合計です。内税は含みません。設定によって税率別に出力できます。 

・税込合計 
「合計」＋「消費税等」を出力します。 
 

※税込明細しか無い場合、「税込合計」行だけが出力されます。 
 

○合計行の設定 
「見積書の発行方法」画面で［合計行］ボタンをクリックし、開いた「合計の設定」画面で、上記

合計行の出力設定を行うことができます。 

 

チェックマークを付けることによって、それぞれの合計行が出力できます。 
「消費税計の印字」には、［合計］と［税率別］の選択肢があり、［税率別］を選択することで税率

別に消費税計を出力することができます。その場合、「#」編集記号を項目タイトルに埋め込むこと

によって税率を代入できます。 
項目タイトルは全角 18（半角 36）文字以内で入力します。 
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■納品書の消費税 
納品書では、明細行に続けて消費税合計を出力します。 

※合計行は用紙下段に設けられていて位置は固定です。 
単価欄（項目タイトル） 金額欄 備考欄 

 
消費税等##.#% 

 
800 

課税対象額 
10,000 

合 計  
10,800 

内消費税等 
(    800） 

・消費税等 
外税の合計です。内税は含みません。設定によって税率別に出力できます。 

・課税対象額 
税抜明細の合計です。外税は含みません。 

・合計 
消費税（外税＋内税）を含んだ伝票合計金額です。 

・内消費税等 
消費税の合計です（外税＋内税）。出力項目の設定により出力しないこともできます。 

 
○消費税行の設定 
「納品書の発行方法」画面で［消費税行］ボタンをクリックし、開いた「消費税の設定」画面で、

上記「消費税等」行の出力設定を行うことができます。 

 

［合計］と［税率別］の選択肢があり、［税率別］を選択することで税率別に消費税計を出力する

ことができます。その場合、「#」編集記号を項目タイトルに埋め込むことによって税率を代入でき

ます。 
項目タイトルは全角 18（半角 36）文字以内で入力します。ただし、納品書では単価欄にタイトル

を印字しますので、長いタイトルを入力しますと縮小印字されます。 
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■請求書の消費税 
請求書では、得意先マスターの「消費税通知」によって出力内容が異なります。また、「品名版」「伝

票版」「合計版」によっても異なりますが、ここでは「品名版」で説明しています。「伝票版」の出力

内容は「品名版」とほぼ同様です。「合計版」はコメント付きで「内消費税等」と「税抜御買上額」

を出力しているだけですので、ここでの説明は省略します。 
 
◇消費税通知が請求書一括の場合 
明細行に続けて消費税合計や金額合計を出力します。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 合計設定画面の指示項目名 
【税別御買上計##.#%】 10,000 外税売上合計 
消費税等##.#% 800 外税消費税計 

【税込御買上計##.#%】 5,400 内税売上合計 
（内消費税等##.#%） (400) 内税消費税計 
【非課税御買上計】 2000 非課税売上合計 
【合    計】 18,200 総合計 
・税別御買上計 

税抜明細の合計です。外税は含みません。設定によって税率別に出力できます。 
・消費税等 
税抜明細の外税の合計です。設定によって税率別に出力できます。 

・税込御買上計 
税込明細の合計です。内税も含みます。設定によって税率別に出力できます。 

・内消費税等 
税込明細の内税の合計です。設定によって税率別に出力できます。出力項目の設定により出力し

ないこともできます。 
・非課税御買上計 
非課税明細の合計です。 

・合計 
「税別御買上計」＋「消費税等」＋「税込御買上計」＋「非課税御買上計」 

 
◇消費税通知が納品書毎・明細単位の場合 
消費税は伝票ごとに出力します。明細行に続けて消費税合計や金額合計を出力します。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 合計設定画面の指示項目名 
消費税等##.#% 800 伝票外税消費税合計 

【合    計】 18,200 総合計 
（内消費税等##.#%） (1,200) 消費税計 
・消費税等 
伝票ごとに税抜明細の外税合計を出力します。設定によって税率別に出力できます。 

・合計 
消費税（外税＋内税）を含んだ御買上合計です。 

・内消費税等 
消費税（外税＋内税）の合計です。設定によって税率別に出力できます。出力項目の設定により

出力しないこともできます。 
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○合計行の設定 
「条件指示」画面で［合計行］ボタンをクリックし、開いた「合計の設定」画面で、上記合計行の

出力設定を行うことができます。設定は「請求書一括」と「納品書毎」で別々に行います。 

 

［合計］と［税率別］の選択肢がある項目は、［税率別］を選択することで税率別に項目合計を出

力することができます。その場合、「#」編集記号を項目タイトルに埋め込むことによって税率を代

入できます。 
項目タイトルは全角 18（半角 36）文字以内で入力します。 
「共通の合計行」にある「納入先計」は、「請求書一括」と「納品書毎」で共通設定です。 
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■仕入伝票の消費税 

仕入伝票では、明細行に続けて消費税合計を出力します。納品書と違い、「課税対象額」や「内消費

税等」は出力しません。 
※合計行は用紙下段に設けられていて位置は固定です。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 
消費税等##.#% 800 
合 計 10,800 
・消費税等 
外税の合計です。内税は含みません。設定によって税率別に出力できます。 

・合計 
消費税（外税＋内税）を含んだ伝票合計金額です。 

 
○消費税行の設定 
「仕入伝票の発行方法」画面で［消費税行］ボタンをクリックし、開いた「消費税の設定」画面で、

上記「消費税等」行の出力設定を行うことができます。 

 

［合計］と［税率別］の選択肢があり、［税率別］を選択することで税率別に消費税計を出力する

ことができます。その場合、「#」編集記号を項目タイトルに埋め込むことによって税率を代入でき

ます。 
項目タイトルは全角 18（半角 36）文字以内で入力します。 
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■支払明細書の消費税 

支払明細書では、仕入先マスターの「消費税計算」によって出力内容が異なります。 
 
◇消費税計算が明細書一括・手入力の場合 
明細行に続けて消費税合計や金額合計を出力します。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 合計設定画面の指示項目名 
【税別仕入計##.#%】 10,000 外税仕入合計 
消費税等##.#% 800 外税消費税計 

【税込仕入計##.#%】 5,400 内税仕入合計 
（内消費税等##.#%） (400) 内税消費税計 
【非課税仕入計】 2000 非課税仕入合計 
【合    計】 18,200 総合計 
・税別仕入計 
税抜明細の合計です。外税は含みません。設定によって税率別に出力できます。 

・消費税等 
税抜明細の外税の合計です。設定によって税率別に出力できます。 

・税込仕入計 
税込明細の合計です。内税も含みます。設定によって税率別に出力できます。 

・内消費税等 
税込明細の内税の合計です。設定によって税率別に出力できます。出力項目の設定により出力し

ないこともできます。 
・非課税仕入計 
非課税明細の合計です。 

・合計 
「税別仕入計」＋「消費税等」＋「税込仕入計」＋「非課税仕入計」 

 
◇消費税計算が仕入伝票毎・明細単位の場合 
消費税は伝票ごとに出力します。明細行に続けて消費税合計や金額合計を出力します。 
品名欄（項目タイトル） 金額欄 合計設定画面の指示項目名 
消費税等##.#% 800 伝票外税消費税合計 

【合    計】 18,200 総合計 
（内消費税等##.#%） (1,200) 消費税計 
・消費税等 
伝票ごとに税抜明細の外税合計を出力します。設定によって税率別に出力できます。 

・合計 
消費税（外税＋内税）を含んだ仕入合計です。 

・内消費税等 
消費税（外税＋内税）の合計です。設定によって税率別に出力できます。出力項目の設定により

出力しないこともできます。 
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○合計行の設定 
「条件指示」画面で［合計行］ボタンをクリックし、開いた「合計の設定」画面で、上記合計行の

出力設定を行うことができます。設定は「明細書一括」と「仕入伝票毎」で別々に行います。 

 

［合計］と［税率別］の選択肢がある項目は、［税率別］を選択することで税率別に項目合計を出

力することができます。その場合、「#」編集記号を項目タイトルに埋め込むことによって税率を代

入できます。 
項目タイトルは全角 18（半角 36）文字以内で入力します。 
「共通の合計行」にある「入荷先計」は、「明細書一括」と「仕入伝票毎」で共通設定です。 
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9.税率改正時の一時的な注意点 

税率改正があり施行日以降しばらくの間は注意することがあります。 
 
 
 
 

 
 
 
 
■連動入力時の適用税率 

※受注と売上で説明しますが、見積と受注・見積と売上・発注と仕入も同様です。 
 

施行日以降、新税率を適用して消費税を計算しますが、経過措置により旧税率のままで計算したいこ

とがあります。旧税率の受注伝票から売上伝票を作成するとき、設定により新旧どちらの税率も適用

できるようにしています。 
①『会社基本情報の登録』処理で「連動入力時の適用税率」を設定しておきます。 
②売上伝票入力時、その設定により次のようになります。 
○入力時に指示 
受注№を入力したときに受注明細が展開されます。そのとき、各明細について「税区分」を基に

売上日時点の税率を求めます。求まった税率と受注明細の税率に相違があれば次の画面を表示し

ます。 

 

［はい］で売上日時点の税率を適用します。［いいえ］で受注伝票の税率のままとします。 
○売上日時点の税率 
売上日時点の税率を適用します。 

○見積・受注伝票のまま 
見積伝票・受注伝票の税率をそのまま適用します。 
 

【留意点】 
○非課税明細を税率変更の対象にすることはありませんが、伝票入力中の「税区分の変更」機能で

課税明細を非課税明細に変更した明細は税率変更の対象になってしまいます。元々が課税明細で

あれば変更の対象にしているからです。 
○消費税の計算は新税率の適用有無に関係なく行います。得意先マスターの「消費税通知」や「消

費税端数」が受注伝票入力以降に変更された場合を考えての仕様です。マスターを変更していな

ければ結果は同じになります。ただし、消費税を手修正した伝票は元に戻ってしまいますのでご

留意ください。 

【重要】 
ここで説明している、「新税率を適用」したとき、税込明細の単価・金額を新税率で換算

することはしていません。たとえば、税率 5％で税込 105 円の明細は税率 8％で税込 105
円となります。 
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■伝票日付の変更 
※売上伝票で説明しますが、他の伝票も同様です。 

 
伝票入力中に売上日を変更したときの動作を説明します。変更前と変更後の適用税率が変わるときの動

作です。 
売上日が変更されたとき、入力された各明細について「税区分」を基に売上日時点の税率を求めます。

求まった税率と入力済み明細の税率に相違があれば次の画面を表示します。 

 

［はい］で売上日時点の税率を適用します。［いいえ］で税率はそのままとします。 
 
この仕様は次のようなときに利用できます。施行日を 4/1、旧税率を 5％、新税率を 8％と仮定したとき

の例です。 
○施行日前に税率 8％の見積書を作成したいとき。 

①4 月の日付で見積伝票を入力していきます。消費税は 8％で計算されます。 
②見積日に戻り、3 月の日付を入力します。 
③税率変更の確認画面が出ますので［いいえ］を選択します。 

これで 8％消費税の伝票が作成できます。 
○施行日後に税率 5％の売上伝票を作成したいとき。 

①3 月の日付で売上伝票を入力していきます。消費税は 5％で計算されます。 
②売上日に戻り、4 月の日付を入力します。 
③税率変更の確認画面が出ますので［いいえ］を選択します。 

これで 5％消費税の伝票が作成できます。 
 
【留意点】 

○連動伝票（受注から売上した伝票など）では、『会社基本情報』処理の「連動入力時の適用税率」

の設定を優先します。この設定が「見積・受注伝票のまま」なら、売上日を変更しても上記動作

はしません。 

○消費税の計算は税率の変更が有ったときだけ行われます。その場合、消費税を手修正した伝票は

元に戻ってしまいますのでご留意ください。 
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■伝票複写 
伝票入力時の「伝票複写」機能についての説明です。売上伝票で説明しますが、他の伝票も同様です。 
伝票複写を実行したとき、売上日を本日日付（または最終伝票日付）に変更して新規入力モードに入

ります。このとき、前項の「伝票日付の変更」と同じ動作をします。 
複写された各明細について「税区分」を基に売上日時点の税率を求めます。求まった税率と複写され

た明細の税率に相違があれば次の画面を表示します。 

 

［はい］で売上日時点の税率を適用します。［いいえ］で税率はそのままとします。 
 
【留意点】 

○消費税の計算は税率の変更が有ったときだけ行われます。その場合、消費税を手修正した伝票は

元に戻ってしまいますのでご留意ください。 

 
 
■前回売価の取得 

※売上売価で説明していますが、仕入単価も同様です。 
 
伝票入力時、単価を決める設定が「前回売価」になっていますと、商品コードを入力した後に入力済み

の売上伝票から最新の売上単価を取得しています。 
税込単価の場合、前回の税率と今回適用される税率に違いがあるとき前回売価を適用せず、マスターか

ら単価を取得します。たとえば、前回が税込 5％で今回が税込 8％になるような場合です。 
※「前回売価」についての詳細は、この説明書の「システムの基本仕様」－「単価」－「売価の適用

方法」をご覧ください。 
 
 
■伝票自動作成処理での適用税率 

以下の処理においても前項の「連動入力時の適用税率」で説明した内容と同じようなことを行っていま

す。 
売上伝票の自動作成（受注）：受注伝票から売上伝票を作成する処理です。 
売上伝票の自動作成（契約）：契約売上伝票から売上伝票を作成する処理です。 
仕入伝票の自動作成   ：契約仕入伝票から仕入伝票を作成する処理です。 
引当発注伝票の作成   ：受注伝票から発注伝票を作成する処理です。 

これらの処理では、「会社基本情報の登録」で設定した「連動入力時の適用税率」を参照するのではな

く、それぞれの条件指示画面で適用する税率を指示します。たとえば、「売上伝票の自動作成（契約）」

処理の場合、［売上日時点の税率］と［契約伝票のまま］という選択肢があります。 
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  入数、箱数、数量 
 

■商品の登録 

『商品の登録』処理（個別式と一覧式）で以下の項目を登録します。 
入数、入数小数桁、箱数小数桁、数量小数桁、数量端数 

 
○入数 
その商品が“何個入り”かを表すために用います。必要なければ登録しません。 
伝票入力時に訂正も可能ですので、入数が数種類有っても代表的なものを登録しておきます。ただし、

入数別に在庫管理をする場合は商品コードを分けて登録します。 
 
伝票入力の例 

商品 入数 箱数 数量 単位 備考 
A 商品 10  50 個 10 個入りで合計 50 個（5 箱） 
〃 10 5 50 個 10 個入りを 5 箱 
〃 50 1 50 個 50 個入りを 1 箱（入数を 50 に訂正） 
〃   45 個 バラにして 45 個（入数なしに訂正） 

B 商品 50  2 ｾｯﾄ  
C 商品 200  3 ｾｯﾄ  

A 商品は“バラ数量”で在庫管理するのでひとつの商品コードで運用します。 
B 商品と C 商品は同じ商品ですが“セット”で在庫管理したいので商品コードを分けて登録します。 
 

○入数小数桁、箱数小数桁、数量小数桁 
それぞれの数量が小数以下何桁まで入力可能かを登録します。 
登録桁数により伝票入力での入力可能桁数は下表のようになります。数量は小数桁を増やすと整数桁

が減ります。 
登録桁数 入数、箱数 数量 
整数 整数 5 整数 7 

小数 1 桁 整数 5 小数 1 整数 6 小数 1 
小数 2 桁 整数 5 小数 2 整数 5 小数 2 
小数 3 桁 整数 5 小数 3 整数 4 小数 3 
小数 4 桁 整数 5 小数 4 整数 3 小数 4 

 
○数量端数 

「入数×箱数」で計算される数量の端数処理方法を登録します。 
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■伝票入力 

入出荷伝票入力処理で入数・箱数・数量を入力します。 
入数は商品マスターの内容を表示しますが、訂正も可能です。 
入数が入力されていると箱数も入力可能になります。箱数を入力すると数量は自動計算されます。 

数量＝入数×箱数 
入数や箱数が小数なら数量小数桁未満を数量端数の指定により端数処理します。 
自動計算された数量は訂正できなくなります。 

 

■留意事項 

 
1.入数や箱数を小数で運用される場合 

①出力帳票の入数・箱数が縮小される可能性があります。 
桁数の最大（整数 5 小数 4）を考慮した項目幅を用意しますと帳票全体の幅が広がり、帳票全体の縮

小率が大きくなります。このため、項目幅を 6 文字に抑えています。（カンマ、ピリオドを含む） 
したがって、入数・箱数の値によっては帳票全体が縮小されなくても、入数・箱数項目だけが縮小さ

れることがあります。 
②セット商品入力 

伝票入力において、「セット商品」を入力した際の箱数と数量は以下のように計算されます。 
伝票箱数＝セット商品マスターの箱数×セット数量 
伝票数量＝セット商品マスターの構成数量×セット数量 

計算された伝票箱数と入数を掛けて伝票数量を求めていませんので、セット商品マスターの箱数が小

数の場合、「入数×箱数＝数量」にならない可能性があります。 
※セット商品マスターを登録した後、商品マスターの入数を変更してしまうと、箱数が小数でなく

ても「入数×箱数＝数量」にならない可能性があります。 
 

2.伝票入力において、「数量＝0」の明細は入力できません。入力中にエラーメッセージを表示します。 
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  伝票№の自動付番 
 

1.自動付番の概要 

 
■自動付番の時期 
伝票入力処理で伝票№を自動付番する時期（タイミング）を選択できます。 
［伝票№入力時］と［伝票登録時］から選択します。詳細については後述の「2.2.伝票№自動付番タ

ブ」と「3.付番時期による操作の違い」をご覧ください。 
 
■伝票№の種類と自動付番する処理 
伝票№の種類とそれぞれを自動付番する処理を表に示します。伝票入力処理以外でも付番を行ってい

ることにご留意ください。 
 

伝票番号 付番する処理 

見積№ 見積伝票入力 
受注№ 受注伝票入力 
売上伝票№ 売上伝票入力、売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約） 

売上仮伝№ 売上伝票入力 
売上契約№ 売上伝票入力 

入金伝票№ 入金伝票入力（伝票式）、入金伝票入力（一覧式）、領収証の一括発行 
入金伝票の受入、入金伝票の受入（EB 連携）、入金消込 

注文№ 個別発注伝票入力、一括発注伝票入力、引当発注伝票の作成 
在庫補充伝票の作成 

手配№ 一括発注伝票入力 
仕入伝票№ 仕入伝票入力、完成伝票入力、仕入伝票の自動作成 

同時入荷伝票の作成 
仕入契約№ 仕入伝票入力 

支払伝票№ 支払伝票入力（伝票式）、支払伝票入力（一覧式）、支払消込 
出荷伝票№ 出荷伝票入力、完成伝票入力、棚卸調整伝票の作成 
仮出荷伝票№ 仮出荷伝票入力 
振替伝票№ 振替伝票入力 
預り品伝票№ 預り品伝票入力 
※「汎用データの受入」処理でも更新されます（手配№・仮出荷伝票№・預り品伝票№は除く）。 
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■伝票№の付番属性 
伝票№ごとの付番属性を表に示します。 
 

伝票番号 重複 付番方法 付番基準 

見積№ 不可 通番 全体 
受注№ 不可 通番 全体 
売上伝票№ 可能 ＊1 通番、月別、年度 全体、部門別、得意先別 

売上仮伝№ 不可 通番 全体 
売上契約№ 不可 通番 全体 

入金伝票№ 可能 ＊1 通番、月別、年度 全体、部門別 
注文№ 不可 通番 全体 
手配№ 不可 通番 全体 
仕入伝票№ 可能 ＊1 通番、月別、年度 全体、部門別 

仕入契約№ 不可 通番 全体 
支払伝票№ 可能 ＊1 通番、月別、年度 全体、部門別 
出荷伝票№ 可能 通番 全体 
仮出荷伝票№ 不可 通番 全体 
振替伝票№ 可能 通番 全体 
預り品伝票№ 不可 通番 全体 

 
○重複 
不可：伝票№だけを「キー」としていますので重複を許可していません。 
可能：伝票№は「キー」の一つとなっていて他の「キー」が違えば重複可能としています。 

例えば、売上伝票なら「売上日、伝票№、得意先コード」を「キー」としていますので、得

意先コードが違えば伝票№が同じでも登録可能にしています。 
＊1：重複を許可しない設定ができます。「付番方法・付番基準」内で重複チェックを行い、同じ番

号を持つ伝票があれば登録を制限します。 
 

○付番方法 
通番：年度・月に関係なく付番します。データ領域内で通番になるということです。 
月別：月単位で付番をします。 
年度：年度単位で付番をします。 

 
○付番基準 
全体： 部門や得意先に関係なく全体で付番します。 

設定時の選択肢は［なし］と表現しています。 
部門別： 部門別に付番をします。 
得意先別：得意先別に付番をします。 

※入金伝票の「得意先別」、仕入伝票と支払伝票の「仕入先別」は対応していません。 
 
※付番方法と付番基準は、付番時期が［伝票登録時］のときに指定可能です。［伝票№入力時］のと

きは指定できず、常に、付番方法が［通番］で付番基準が［全体］で付番されます。 
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2.会社基本情報の登録 

『前準備』－「会社基本情報の登録」処理で自動付番の設定を行います。 
※伝票№の桁数（6 桁か 8 桁）も「会社基本情報の登録」処理で行います。この設定については「操

作編Ⅰ」→「前準備」→「会社基本情報の登録」をご覧ください。 
 

2.1．基本情報タブ 
 

 

「自動付番基準日」を設定します。 
後述する「伝票№自動付番」タブで次の設定をしたときは必ず指定する必要があります。 

「付番時期」が［伝票登録時］で、「付番方法」が［月別］または［年度］ 
上記以外のときは設定不要です。 
「自動付番基準日」は、“月度”と“年度”を判定するために使います。ただ、会計年度のように年

度ごとに日付を変更する必要はありません。“月度”や“年度”の始まりを変えたいときだけ変更し

ます。 
判定された“月度”と“年度”は付番開始№を保存する「キー」として使われます。「会社基本情報

の登録」処理内で付番開始№を変更できますが、そのときに表示される「対象年月」がこれに当たり

ます。 
 
○判定の例 
例 1）2014/04/01 としたとき 

4/1～4/30 が 4 月度、5/1～5/31 が 5 月度・・・ 
2014/04/01～2015/03/31 が 2014 年度、2015/04/01～2016/03/31 が 2015 年度・・・ 

例 2）2014/04/21 としたとき 
4/21～5/20 が 5 月度、5/21～6/20 が 6 月度・・・ 
2014/04/21～2015/04/20 が 2014 年度、2015/04/21～2016/04/20 が 2015 年度・・・ 

例 3）2014/10/01 としたとき 
10/1～10/31 が 10 月度、11/1～11/30 が 11 月度・・・ 
2014/10/01～2015/09/30 が 2014 年度、2015/10/01～2016/09/30 が 2015 年度・・・ 

 
自動付番基準日の「日」が“1 日”なら、指定した「月」が“月度”になり、それ以外なら指定

した「月」プラス 1 が“月度”になります。“年度”は指定した「年」がそのまま使われます。 
 

通常、「自動付番基準日」は会社年度の期首日を指定します。「自動付番基準日≦伝票入力可能期間開

始日」という制限を設けていますので、伝票入力可能期間を期首日より前にして運用される場合は、

「自動付番基準日」を 1 年前の期首日に設定して運用します。 
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2.2．伝票№自動付番タブ 
 

 

 
■付番時期 
自動付番する時期（タイミング）を指定します。 
［伝票№入力時］：伝票入力中に付番し伝票№欄に付番された番号を表示します。 
［伝票登録時］： 伝票を登録するときに付番します。付番された番号は次の伝票入力前にメッセージ

欄に表示します。伝票入力中の伝票№欄には“自動”という文字が表示されます。 
 
※この章の「3.付番時期による操作の違い」に操作や注意点が書かれていますのでご参照ください。 
 

 
■重複伝票№ 
以下の伝票№については、伝票№の重複可否を伝票№ごとに指定できます。 

売上伝票№、入金伝票№、仕入伝票№、支払伝票№ 
 

［許可する］ ：重複を可能にします。 
［許可しない］ ：重複を不可にします。 
 

重複を不可にしても、次項で説明する「付番方法・付番基準」が異なれば同じ伝票№は使えます。 
例 1）付番方法が［月別］のとき、4 月で「100 番」、5 月で「100 番」が登録できます。 
例 2）付番基準が［部門別］のとき、01 部門で「100 番」、02 部門で「100 番」が登録できます。 

 
 
【注意点】 
○［許可しない］設定のとき、付番方法や付番基準を変更すると登録済みの伝票に重複状態が発生

する可能性がありますが、変更の制限は行っていません。重複状態は、『監査』－「伝票番号チ

ェックリスト」で確認することができます。 
○同様に、「担当者の登録」処理で部門を変更したときや、「得意先の登録」や「仕入先の登録」処

理で主担当者を変更したときに、部門別に管理している入金伝票№や支払伝票№に重複状態が発

生する可能性があります。 
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■付番方法・付番基準の選択 
※付番方法と付番基準は、付番時期が［伝票登録時］のときに指定可能です。［伝票№入力時］のと

きは指定できません。 
 
付番方法では［通番］［月別］［年度］から選択します。付番基準では、「売上伝票№」は［なし］［部

門別］［得意先別］から選択します。他の 3 つの伝票№は［なし］［部門別］から選択します。 
 
※付番方法と付番基準については「1.自動付番の概要」にも説明がありますのでそちらもご覧くだ

さい。 
 
 

■開始№ 
自動付番の「開始№」を伝票№ごとに登録します。 
付番方法・付番基準が指定できない伝票№はここで登録します。指定できる伝票№でも、付番方法が

［通番］で付番基準が［なし］の設定ならここで登録します。 
付番方法で［月別］［年度］、付番基準で［部門別］［得意先別］を設定した場合は、設定画面の開始

№欄に［設定］ボタンが表示されます。このボタンをクリックして登録画面を開きそこで登録します。 
 
【参考】 
開始№の初期値は「1」です。「1」以外の番号から伝票№を振りたいときだけ開始№を登録します。 
 

付番方法・付番基準ごとに入力画面を説明します。 
○通番・部門別 
部門一覧が表示されますので「開始№」を登録していきます。 

 

 
○通番・得意先別 

「表示条件」で得意先区分などの条件を指定します。［表示］ボタンをクリックして得意先一覧を

表示して「開始№」を登録していきます。 
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○月別・全体（なし） 

「表示条件」で対象年月の範囲を指定します。［表示］ボタンをクリックして年月一覧を表示して

「開始№」を登録していきます。 

 

 
○月別・部門別 
「表示条件」で対象年月を指定します。［表示］ボタンをクリックして部門一覧を表示して「開始

№」を登録していきます。 

 

 
○月別・得意先別 

「表示条件」で対象年月と得意先区分などの条件を指定します。［表示］ボタンをクリックして得

意先一覧を表示して「開始№」を登録していきます。 

 

 
○年度別・全体（なし） 

「表示条件」で対象年度の範囲を指定します。［表示］ボタンをクリックして年度一覧を表示して

「開始№」を登録していきます。 
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○年度別・部門別 

「表示条件」で対象年度を指定します。［表示］ボタンをクリックして部門一覧を表示して「開始

№」を登録していきます。 

 

 
○年度別・得意先別 

「表示条件」で対象年度と得意先区分などの条件を指定します。［表示］ボタンをクリックして得

意先一覧を表示して「開始№」を登録していきます。 
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3.付番時期による操作の違い 

「付番時期」の設定による伝票入力処理での動作を説明します。 
また、［伝票№入力時］では≪スタンドアロン版≫と≪ネットワーク版≫で動作が異なりますので分け

て説明しています。 
 

3.1．伝票№入力時≪スタンドアロン版≫ 
 
付番の方法は次のようになります。 
①伝票№欄にフォーカスが来た時(*1)に開始№を表示します。 
表示された番号は変更することもできます。 

②登録した伝票には、表示または変更した番号をそのまま書き込みます。 
開始№は、表示または変更した番号＋1(*2)で更新されます。 

③一度登録した伝票を訂正する場合、伝票№の変更もできますが、この場合、開始№は更新しません。 
 

＊1：伝票入力処理で、伝票№の入力を“しない”とすることもできます。 
その場合、フォーカスは伝票№欄に止まりませんが表示方法は①と同様です。 

＊2：表示された伝票№を変更した場合も、開始№が更新されることに注意してください。 
次に入力する伝票は、その開始№から付番されることになります。 

 
 

3.2．伝票№入力時≪ネットワーク版≫ 
 
付番された伝票№を訂正する可能性があるならこの方法にします。 
欠番の発生を防ぐには、運用上の注意が必要となります。 
伝票№を入力する場合と、入力しない場合で付番の方法が異なります。 
【参考】 
○以下の伝票入力は必ず伝票№を入力します。 
『商魂』…見積伝票入力、受注伝票入力 
『商管』…個別発注伝票入力、一括発注伝票入力、仮出荷伝票入力、預り品伝票入力 

○以下の伝票入力は、「入力項目の設定」によって伝票№の入力をしないように設定できます。 
『商魂』…売上伝票入力、入金伝票入力、 
『商管』…仕入伝票入力、完成伝票入力、支払伝票入力、出荷伝票入力、振替伝票入力 
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■伝票№を入力する場合 
『売上伝票入力』を例にとり説明します。 
①メニューから呼び出した直後は、最初の入力項目にフォーカスが止まります。 

 

※伝票№までの入力項目が“入力不可”になっていると、最初に「伝票№」にフォーカスが

止まります(→②)。 
②入力が進んで、伝票№にフォーカスが止まった時は何も表示されていません。 

 

③[Enter]キーを押すと、「会社基本情報」の開始№が表示されます。 
この時点で、開始№はプラス 1 されて更新されます。 

 

 
■伝票№を入力しない場合 

伝票№欄にフォーカスが止まりませんので、次の入力項目に進む前に「会社基本情報」の開始№を

表示します。この時点で、開始№はプラス 1 されて更新されます。 
※伝票№までの入力項目が“入力不可”になっていると、伝票№も“入力不可”なので、自

動付番が行われ伝票№の次の項目に進みます。 
 

【伝票№入力時に自動付番する場合の注意】 
○欠番の発生 
伝票№の自動付番が行われた時点で、「会社基本情報」の開始№が書き換わります。 
したがって、自動付番されたあと伝票入力をキャンセルすると、その番号は欠番になります。 
特に、伝票№までの入力項目をすべて“入力不可”にしますと、メニューから呼ばれた直後や、

伝票を登録した後、次の伝票画面に切り替わった時に、自動付番が行われてしまいます。 
欠番を発生させないためには、「入力項目の設定」で伝票№を“入力可能”にするか、伝票№よ

り前の入力項目をどれか一つでも“入力可能”にしておいてください。 
○伝票№を変えた場合 
自動付番された伝票番号を別の番号に変えても、「会社基本情報」の開始№は更新されません。 
開始№は「会社基本情報」でしか変更できません。 
※一度登録した伝票を訂正する場合、伝票№の変更もできますが、この場合も「会社基本情報」

の開始№は更新しません。 
○『一括発注伝票入力』『完成伝票入力』では、部品展開によって資材の伝票を作成します。 
この場合も伝票№は付番されて表示され、「会社基本情報」の開始№は更新されます。 

○伝票を自動作成する処理において、作成条件で「開始伝票№」を指定できます。この「開始伝票

№」には「会社基本情報」の開始№が初期表示されます。もし、この番号を変更して伝票を自動

作成すると、変更した番号から伝票は作成されます。この場合に限り、「会社基本情報」以外で

開始№を変更したことになります。 
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3.3．伝票登録時 
 
欠番の発生を防ぐなら、この方法をお勧めします。 
①伝票№欄にフォーカスは止まりません。「自動」と表示されています。 
※伝票入力処理で、伝票№の入力を“する”としていても、伝票№の入力はできません。 

 
②伝票登録時に、「会社基本情報」の開始№を伝票№に付番し登録します。「会社基本情報」の開始№

は、付番した番号＋1 で更新されます。 
自動付番した伝票№は、次の伝票を入力する前に、メッセージ欄に表示し知らせます。 

 

 
③一度登録した伝票を訂正する場合、伝票№の変更もできますが、この場合、「会社基本情報」の開

始№は更新しません。 
 

【伝票登録時に自動付番する場合の注意】 
○新規登録の場合、伝票№を入力することはできませんが、『入金伝票入力』だけは例外です。 
『入金伝票入力』では、回収用に印刷した領収証を基に伝票を入力できます。 
この領収証には付番した伝票№がすでに印字されています。領収証と入金伝票の伝票№を一致さ

せるために、『入金伝票入力』では伝票№を入力できるようにしています。 
○『一括発注伝票入力』『完成伝票入力』では、部品展開によって資材の伝票を作成します。 
この場合も伝票№は表示されず、登録時に付番されます。ただし、複数の伝票を作成しますので、

付番した伝票№を後で表示していません。 
○伝票を自動作成する処理において、作成条件で開始伝票№を指定できますが、“伝票登録時”の

場合は、この条件を指定できません。「会社基本情報」の開始伝票№から付番されて伝票は作成

されます。 
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  マスターの管理 

4.商品の有効期間  

商品マスターでは「有効期間」を登録することができます。 
商品の発売開始予定日を「有効期間開始日」に登録したり、賞味期限を「有効期間終了日」に登録し

たりして利用します。 
 
※伝票入力処理では、伝票日付が有効期間外ならその商品を登録できないようにしています。しか

し、見積伝票入力や受注伝票入力では発売前の商品を登録したいときがあります。そのときは次

のように操作すれば登録できるようにしています。 
①有効期間内の日付を見積日・受注日に入力します。 
②商品を入力します。 
③見積日・受注日に戻り本来の日付を入力します。 
④有効期間外であることの警告画面が表示されますが、［続行］して登録します。 

 
 

有効期間に関する処理別の仕様を下表に示します。 
処理 仕様 

マスター参照 伝票入力では、有効期限切れ商品を登録できないので参照窓に表示しませ

ん。その他の場面では、有効期限切れ商品でも表示します。 
セット商品の登録 
部品展開の登録 

明細に有効期限切れ商品を入力できません。マシン日付でチェックします。 
有効期限の切れた商品を把握できるように、台帳に禁止マークを出力しま

す。 
在庫の登録 「倉庫別・商品順」表示のとき、一覧画面に有効期限切れ商品を表示しま

せん。ただし、登録済み商品であれば表示します。 
「商品別・倉庫順」表示のとき、画面上部で入力する商品コードは有効期

限切れ商品も入力できます。登録済み倉庫を確認可能にするためです。 
期間単価の登録 
得意先別期間単価の登

録 

単価有効期間内で有効期限切れの商品は一覧画面に表示しません。ただし、

登録済み商品であれば表示します。 
 

得意先別単価の登録 
仕入先別単価の登録 

「得意先別・商品順」表示のとき、一覧画面に有効期限切れ商品を表示し

ません。ただし、登録済み商品であれば表示します。 
「商品別・得意先順」表示のとき、画面上部で入力する商品コードは有効

期限切れ商品も入力できます。登録済み得意先（仕入先）を確認可能にす

るためです。 
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処理 仕様 

伝票入力 ○有効期限切れ商品の入力はできません。 
伝票日付でチェックしますが、受注・発注は納期でもチェックします。 
商品を入力後に伝票日付を変更したときは確認メッセージを表示します

が、続行すれば有効期限切れ商品でも登録することができます。 
預り品伝票では「預り」ではチェックしますが「戻し」ではチェックし

ません。仮出荷伝票では「出荷」ではチェックしますが「戻り」ではチ

ェックしません。 
○セット商品入力時や部品展開時に有効期限切れ商品をチェックし、有れ

ば確認メッセージを表示し、続行・中止を指示できます。 
○伝票複写時に有効期限切れ商品をチェックし、有れば確認メッセージを

表示し、続行・中止を指示できます。 
○連動入力では有効期限切れ商品をチェックしません。基の伝票に有効期

限切れ商品が有っても登録できてしまいますのでご留意ください。 
（見積→受注・売上、受注→売上、発注→仕入） 
売上伝票の「仮納品伝票」を本売上にするときも同様です。 

売上伝票の自動作成 
（受注） 

基となる受注伝票に有効期限切れ商品があっても売上伝票を作成しますの

でご留意ください。 
売上伝票の自動作成 
（契約） 
仕入伝票の自動作成 

基となる契約伝票に有効期限切れ商品があっても売上伝票・仕入伝票を作

成しますのでご留意ください。 

引当発注伝票の作成 
同時入荷伝票の作成 

基となる受注伝票・売上伝票に有効期限切れ商品があっても発注伝票・仕

入伝票を作成しますのでご留意ください。 
在庫補充伝票の作成 有効期限切れ商品の発注伝票は作成しません。 

条件指示画面で指定した「発注日」と「納期」でチェックします。 
棚卸調整伝票の作成 有効期限切れ商品でも調整伝票を作成可能としています。 
汎用データの受入 
（随時処理） 

伝票の受入では、有効期限切れ商品があればエラーとして受入を行いませ

ん。セット商品マスター等の受入では、有効期限切れ商品が有ればエラー

として受入を行いません。 
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  期限切れ在庫一覧表 

概要  

有効期限切れ商品の在庫一覧表を各種分類して出力します。また、使用禁止とした商品の在庫一覧表も

出力できます。 
数量欄には「現在庫数」を出力します。現在庫数＝0 の商品は出力しません。単価欄には商品マスター

の「在庫単価」を出力します。 
 
『前準備』の『会社基本情報の登録』で“倉庫別在庫管理する”に設定した場合、倉庫毎に印刷します

が倉庫合計でも印刷できます。 
 

※共通の操作・項目は説明を省略している部分があります。 
「導入編」－「共通操作(全般)」－「管理資料の操作」を合わせてご覧ください。 
 

照会画面と条件指示画面  
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入力する項目  

項 目 項目の説明 

集計条件 ○有効期間終了日 
商品マスターの有効期間終了日が、指定した日付以前（指定日を含む）の商品

が対象になります。 
○使用禁止マスターは除外する 

チェックマークを付けた場合、商品マスターの「使用区分」が［禁止］と設定

されている商品を対象から外します。 
チェックマークを付けない場合、使用禁止商品すべてが対象になります。 

表示順*1 出力順を以下から選択します。 
[倉庫別・商品順]…倉庫ごとに商品の一覧を表示します。 
[商品別・倉庫順]…商品ごとに倉庫の一覧を表示します。 

倉庫集計*1 商品明細出力方法を倉庫別に行うか全倉庫で行うかを選択します。 
[倉庫毎]…倉庫ごとに出力します。 
[倉庫計]…全倉庫の合計だけを出力します。 

※ロケーション№は出力されなくなります。 
※出力範囲の指定で、倉庫の範囲指定をすると、指定した倉庫の合 
計になります。 

分類項目 ○別(商品コード順) 
指定された分類項目で明細部を分類します。以下の項目が指定できます。 

商品区分 1～5、主仕入先 
分類しない場合は[※指定なし]を選択します。 

出力条件 ○行間隔 
明細行の印字間隔を指定します。 

0：間隔なしで印刷します。 
1：1 行間隔で印刷します。 

※表形式の場合、1 明細 2 行で印字されるのでこの指定は意味を持ちません。 
出力項目 ○規格・型番、色、サイズ 

規格・型番、色、サイズの出力有無を設定します。 
印字するとした場合、品名の下に 1 行で印字されます。 

出力範囲 出力範囲を特定する場合、項目(最大 3 項目)を選び、その範囲を指定します。 
以下の項目が指定できます。 
商品、倉庫*1、商品区分 1～5、主仕入先 

範囲を指定しない場合は[※指定なし]を選択します。 

＊1：“倉庫別在庫管理をする”場合に選択できます。 
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  受注伝票入力、個別発注伝票入力 

納期の入力  

「納期」はヘッダー欄と明細欄で入力することができます。明細欄で入力するには「入力項目の設定」

画面で［納期を明細単位に入力する］にチェックマークを付けます。明細欄で入力するように設定して

もヘッダー欄の納期は入力できます。 
※以降、ヘッダー欄の納期を「ヘッダー納期」、明細欄の納期を「明細納期」と表現します。 

 
■納期を明細単位に入力する場合（チェックマーク有り） 
入力画面の明細行に明細納期入力欄が表示されます。 
商品コードを入力した後、最初はヘッダー納期と同じ日付が表示されます。ヘッダー納期が入力され

ていなければ明細納期には何も表示されません。 
納期管理する明細の明細納期を入力・訂正します。納期管理しない明細は明細納期の日付を“無し”

にします。ヘッダー納期が入力されていても日付を“無し”にすればその明細は納期管理しないこと

になります。 
 

■納期を明細単位に入力しない場合（チェックマーク無し） 
明細納期入力欄は表示されず、入力できなくなります。 
明細納期はヘッダー納期と同じ日付で伝票に登録されます。ヘッダー納期が入力されていなければ明

細納期も“無し”で登録されます。 
 

■留意点 
①明細行が入力された後にヘッダー納期を変更したとき、明細納期が変更前のヘッダー納期と同じ明

細があれば次のメッセージを表示し明細納期の書き換え可否を確認します。 
“納期が変更されました。変更前と同じ納期の明細を変更後の納期に書き換えますか？” 

この動作は新規伝票入力時だけでなく伝票訂正時も同様になります。また、ヘッダー納期を“有り”

から“無し”に変更したときやその逆のときも同様の動作になります。 
明細単位に入力していた運用を途中でやめたとき、登録済みの伝票には納期が異なる明細が存在し

ます。その伝票のヘッダー納期を変更してもすべての明細納期が書き換わらないことに注意してく

ださい。 
②出力資料で納期を参照するとき、明細に保存された明細納期だけを参照し、ヘッダー納期を参照す

ることはありません。したがって、ヘッダー納期は明細納期の入力作業簡易化のためだけに使われ

ることになります。 
例外として、受注伝票・注文書の印刷ではヘッダー納期と明細納期の両方を出力できます。 
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  伝票の保護と入力制限 
 
各種伝票を登録・訂正・削除する際に、以下のチェックを行い伝票を保護します。 

○請求済み(精算済み)の伝票をチェックし請求漏れ・支払漏れを防ぐ。 
○在庫締切済みの伝票をチェックし在庫が確定した期間の入出荷を防ぐ。 
○原価割れの伝票をチェックし取引を防ぐ。 
○最低利益率を割った伝票をチェックし取引を防ぐ。 
○与信限度額を超えた伝票をチェックし取引を防ぐ。 
○在庫割れのチェックをし在庫の無い商品の取引を防ぐ。 
○承認された伝票の更新を防ぐ。 
承認機能の詳細は『監査処理』の『伝票の承認』処理をご覧ください。 

○登録・訂正・削除の権限が無いユーザーの更新を防ぐ。 
『セキュリティ処理』の『処理レベルの設定』処理で権限を設定します。 
伝票入力では、この情報を見てチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』処理では「更新猶予日数」の指定が行えます。 
 
※処理レベルと承認に関連した制限が「8.処理レベルと承認による制限」に書かれています。 

 
 

1.会社基本情報の登録  

『前準備』－『会社基本情報の登録』で、「処理選択」の中から「伝票入力制限」を選択します。 
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項 目 項目の説明 

伝票登録・更新時の制限 
請求／精算が済

ん だ 伝 票 は 登

録・更新できない 

請求／精算が済んだ伝票を更新・削除しようとしたときや、その期間の伝票を

登録しようとしたときに制限がかかります。 
チェックマーク有り：その伝票の登録・更新・削除はできません。 
チェックマーク無し：確認画面を表示しますが登録・更新・削除はできます。 

詳細は「2.請求／精算済み伝票の保護」をご覧ください。 
在庫締切が済ん

だ伝票は登録・更

新できない 

「在庫締切日」より前の伝票を更新・削除しようとしたときや、その日より前

の伝票を登録しようとしたときに制限がかかります。 
チェックマーク有り：その伝票の登録・更新・削除はできません。 
チェックマーク無し：確認画面を表示しますが登録・更新・削除はできます。 

詳細は「3.在庫締切済み伝票の保護」をご覧ください。 
原価割れの伝票

は登録・更新でき

ない 

原価を割った明細を登録・更新しようとしたときに制限がかかります。 
チェックマーク有り：その伝票の登録・更新はできません。 
チェックマーク無し：確認画面を表示しますが登録・更新はできます。 

詳細は「4.原価割れ伝票のチェック」をご覧ください。 
最低利益率割れ

の伝票は登録・更

新できない 

利益率の下限を設けることで下限を割った伝票の登録・更新を制限することが

できます。この機能を利用するときは［最低利益率］の数字を入力します。 
例）20％を下限にしたいときは「20.0」と入力します。 

［最低利益率］を入力しないとチェックは行われません。そのときはチェック

マークの有無も関係なくなります。 
チェックが行われるときのチェックマーク有無による動作は次のようになり

ます。 
チェックマーク有り：その伝票の登録・更新はできません。 
チェックマーク無し：確認画面を表示しますが登録・更新はできます。 

詳細は「5.最低利益率割れ伝票のチェック」をご覧ください。 
与信限度額を超

え た 伝 票 は 登

録・更新できない 

得意先マスターで「与信限度額」を登録しておくと、伝票登録時に与信限度を

超えていないかチェックをします。「与信限度額」の登録が無いとチェックは

行われません。 
チェックが行われるときのチェックマーク有無による動作は次のようになり

ます。 
チェックマーク有り：その伝票の登録・更新はできません。 
チェックマーク無し：確認画面を表示しますが登録・更新はできます。 

与信限度額のチェックとは別に、与信限度額の何パーセントを超えたら警告画

面を出す機能があります。その機能を利用する場合［警告ライン］に数字を入

れておきます。 
詳細は「6.与信限度額のチェック」をご覧ください。 
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項 目 項目の説明 

在庫割れチェッ

ク 
伝票登録時の商品の在庫確認に関する設定です。対象伝票ごとに設定します。 

［チェックしない］ 
在庫確認をしません。 

［チェックする］ 
在庫確認をし不足があれば確認画面を表示しますが登録・更新はできま

す。 
［登録・更新できない］ 

在庫確認をし不足があればその伝票の登録・更新はできません。 
 

［警告ライン］を指定することで、「注文点」を割ったときに警告画面を表示

することができます。 
例）注文点の値でチェックするときは「100.0」を入力します。 

詳細は「7.在庫割れチェック」をご覧ください。 
伝票承認時の制限 
自分が登録した

伝票は承認でき

ない 

伝票を承認する権限があっても、自分が登録した伝票は承認できないようにす

る設定です。チェックマークを付けると承認できなくなります。 
承認権限は『セキュリティ処理』の『領域ユーザーの登録』処理で、ユーザー

ごとに設定します。 
伝票の更新猶予 
更新猶予日数 伝票を登録できるが、訂正・削除はできないと設定されたユーザーのためにあ

る設定項目です。 
この状況ですと、入力ミスに気づいてもすぐに訂正できなくなるため、更新猶

予日数を設定して回避します。 
1 は当日まで、2 は翌日まで訂正可能という意味になります。7 日まで設定可

能です。 
登録・訂正・削除の権限は、『セキュリティ処理』の『処理レベルの設定』処

理で設定し、『領域ユーザーの登録』処理でユーザーに割り当てます。 
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2.請求／精算済み伝票の保護 

『商魂』の「請求書」、『商管』の「支払明細書」の発行が済んだ伝票を保護します。 
『会社基本情報の登録』で［請求／精算が済んだ伝票は登録・更新できない］にチェックマークを付

けると登録・更新を防ぐことができます。 
○請求済み伝票 
『売上伝票入力』『入金伝票入力』でチェックが行われます。 

○精算済み伝票 
『仕入伝票入力』『完成伝票入力』『支払伝票入力』でチェックが行われます。 

 
 
 
 
 
 

※本章では「請求書」発行済みのチェックを例に挙げ説明しています。「支払明細書」発行済みの

伝票も同様のチェックとなります。 
 

■入力画面でのメッセージ 
伝票を更新・削除しようとして検索機能で画面に呼び出したとき、請求済みの伝票なら入力画面上

に“警告！！＜請求済み＞です。”とメッセージを表示します。 
(売上伝票の画面例) 

 

新規に登録する伝票でも、請求が済んだ期間の日付なら得意先コード入力後に“この伝票は＜請求

済み＞になります。日付を確認。”とメッセージを表示します。 

【注意】 
請求済みの伝票を更新した場合、請求書の再発行をお勧めします。 
再発行しなくても、次回の請求で請求残高は正しく計算されますが、請求実績が更新されず請

求一覧表などの資料に古いままの値が表示されます。 
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■登録時のメッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にもチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の

判断を促します。[はい]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

 
“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[OK]を押すと、入力画面に戻ります。[入力前]ボタンをクリックして入力をキャンセルするしか

ありません。 

 

 
 
■伝票一括作成処理での保護 
以下の処理では「請求／精算済み」のチェックを行っていません。複数の得意先が作成対象となる

ため、請求期間がそれぞれで異なるためです。運用面で考慮してください。 
売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約） 
仕入伝票の自動作成、同時入荷伝票の作成 
汎用データの受入 
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3.在庫締切済み伝票の保護 

『商管』を使用している場合、「在庫締切日」より前の日付を持つ伝票を保護します。「在庫締切日」

より前の伝票を更新すると、確定した「繰越在庫数」「評価単価」に影響が出るためです。 
『会社基本情報の登録』で［在庫締切が済んだ伝票は登録・更新できない］にチェックマークを付け

ると登録・更新を防ぐことができます。 
 
※「在庫締切日」は、導入時に『会社基本情報の登録』で登録します。 
『在庫処理』の『在庫の締切』処理を実行すると、指定した日付で「在庫締切日」は書き換わり

ます。 
※「在庫締切日」より前の伝票を更新した場合、「在庫マスター」の「繰越在庫数」は伝票登録時

に更新しますが、評価単価(在庫単価)は再計算しませんのでご注意ください。 
 

在庫締切済みチェックは以下の伝票入力で行われます。 
○『商魂』…売上伝票入力 
○『商管』…仕入伝票入力、完成伝票入力、出荷伝票入力、振替伝票入力、仮出荷伝票入力 

 
■入力画面でのメッセージ 

伝票を更新・削除しようとして検索機能で画面に呼び出したとき、在庫締切済みの伝票なら入力画

面上に“警告！！＜在庫締切済み＞です。”とメッセージを表示します。 
(仕入伝票の画面例) 

 

新規に登録する伝票でも、在庫締切日より前の日付を入力した際に“この伝票は＜在庫締切済み＞

になります。日付を確認。”とメッセージを表示します。 
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■登録時のメッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にもチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の

判断を促します。[はい]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

 
“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[OK]を押すと、入力画面に戻ります。[入力前]ボタンをクリックして入力をキャンセルするしか

ありません。 

 

 
 

■伝票一括作成処理での保護 
以下の処理での「在庫締切済み」チェック方法を説明します。 
売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約） 
仕入伝票の自動作成、同時入荷伝票の作成 

 
実行時、指定した「売上伝票に登録する売上日」を見てチェックします。『会社基本情報の登録』

で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の判断を促します。 

 

“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行できません。 

 

 
※『汎用データの受入』処理はチェックを行っていません。運用面で考慮してください。 
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4.原価割れ伝票のチェック 

『商魂』の伝票入力時に“原価を割った明細”をチェックします。 
『会社基本情報の登録』で［原価割れの伝票は登録・更新できない］にチェックマークを付けると登

録・更新を防ぐことができます。 
 
※チェックは明細単位に行い、「金額＜原価」となる明細を探します 
※一般商品の売上・返品の明細、雑売上の明細を対象にします。一般商品の単価訂正明細、諸雑費

の明細、値引きの明細は対象外とします。 
 

原価割れチェックは以下の伝票入力で行われます。 
見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力 

以下の処理ではチェックを行っていません。運用面で考慮してください。 
売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約）、汎用データの受入 
 

 
■入力画面でのメッセージ 
明細を入力中に“原価割れ”があると、入力画面上に“警告！！ 原価割れです。”とメッセージ

を表示します。 
(売上伝票の画面例) 
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■登録時のメッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にもチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の

判断を促します。[続行]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

 
“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[閉じる]を押すと、入力画面に戻ります。 
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5.最低利益率割れ伝票のチェック 

『商魂』の伝票入力時に、設定した「最低利益率」を割った伝票をチェックします。 
『会社基本情報の登録』で［最低利益率割れの伝票は登録・更新できない］にチェックマークを付け

ると登録・更新を防ぐことができます。 
 
※チェックは伝票合計で行います。 
※「最低利益率 ＜ 粗利益 ÷ 金額 × 100」の伝票が制限対象になります。 
※諸雑費の明細しかない伝票は対象外とします。 
※最低利益率を設定していない場合はこのチェックは行われません。 

 
最低利益率割れチェックは以下の伝票入力で行われます。 

見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力 
以下の処理ではチェックを行っていません。運用面で考慮してください。 

売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約）、汎用データの受入 
 

 
■登録時のメッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の

判断を促します。[はい]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

 
“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[OK]を押すと、入力画面に戻ります。 
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6.与信限度額のチェック 

売上伝票入力時に、入力中の売上金額(掛売上)を含む未収残高と与信限度額のチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で［与信限度額を超えた伝票は登録・更新できない］にチェックマークを付

けると登録・更新を防ぐことができます。また、［警告ライン］に数字を入れることで、与信限度額

の何パーセントを超えたときに警告画面を表示することもできます。 
 
※得意先マスターの「与信限度額」を登録していなければこのチェックは行われません。 

 
与信限度額のチェックは以下の伝票入力で行われます。 

売上伝票入力（見積伝票入力・受注伝票入力では行っていません） 
以下の処理ではチェックを行っていません。運用面で考慮してください。 

売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約）、汎用データの受入 
 

 
■与信限度額チェックの登録時メッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で“更新できる”と設定されているときは以下の画面が表示され、続行の

判断を促します。[続行]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

[与信限度額]…得意先マスターの内容です。 
[売掛残高]……これから登録する伝票の売上高を除いた未収残高です。 

 
“更新できない”と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[OK]を押すと、入力画面に戻ります。 
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■警告ラインチェックの登録時メッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にチェックを行います。 
警告ラインを超えたときは以下の画面が表示されます。メッセージの中に計算された与信限度警告

額（与信限度額 × 警告ライン％）を表示しています。［続行］ボタンで登録ができます。登録を

中止できるように［入力に戻る］ボタンも用意しています。 
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7.在庫割れチェック 

伝票入力時に、商品の在庫数を確認して伝票登録を制限する機能です。 
『会社基本情報の登録』の「在庫割れチェック」で［チェックする］と［登録・更新できない］を選

択したときにチェックを行います。 
また、［警告ライン］に数字を入れることで、注文点の何パーセントを下回ったときに警告画面を表

示することもできます。 
 
※「有効在庫数 ＜ 入力数量」となったものを“在庫割れ”とします。 

有効在庫数 ＝（現在庫数 － 引当在庫数 ＋（発注残数 － 引当発注数）－ 受注残数 
※注文点警告チェックは以下の式で判定しています。 

（注文点 × 警告ライン％） ≧ （有効在庫数 － 入力数量） 
※注文点警告チェックは在庫マスターの「注文点」を登録していなければ行われません。 

 
在庫割れチェックは以下の伝票入力で行われます。 

見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力、出荷伝票入力、振替伝票入力、仮出荷伝票入力 
以下の処理ではチェックを行っていません。運用面で考慮してください。 

売上伝票の自動作成（受注）、売上伝票の自動作成（契約）、汎用データの受入 
 

 
■在庫割れチェックの入力画面でのメッセージ 

明細を入力中に“在庫割れ”があると、入力画面上に“警告！！ 在庫数が不足しています。”と

メッセージを表示します。 
(売上伝票の画面例) 
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■在庫割れチェックの登録時メッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にチェックを行います。 
『会社基本情報の登録』で［チェックする］と設定されているときは以下の画面が表示され、続行

の判断を促します。[続行]を選択すれば伝票を登録することができます。 

 

 
［登録・更新できない］と設定されているときは以下の画面が表示され、登録できません。 
[閉じる]を押すと、入力画面に戻ります。 

 

 
 

■注文点警告チェックの登録時メッセージ 
[登録]ボタンが押されて、伝票を登録する直前にチェックを行います。 
注文点警告ラインを下回ったときは以下の画面が表示されます。［続行］ボタンで登録ができます。

登録を中止できるように［キャンセル］ボタンも用意しています。 
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8.処理レベルと承認による制限 

『処理レベルの設定』処理で設定された伝票の入力制限と、承認済・未承認の違いによる制限をここで

まとめて説明します。 
 
 
■「登録のみ」に制限されたユーザー 
基本として、新規登録のみ可能です。 
訂正・削除は承認済・未承認に関係なくできませんが、以下の例外があります。 

 
○「更新猶予日数」内の伝票 
未承認......自分が登録した伝票なら訂正・削除ができます。 
承認済......訂正・削除できません。 

 
○見積伝票の決定欄 
未承認......決定欄が「未成約」で、自分が登録した伝票なら訂正・削除ができます。 

「キャンセル」「成約」となった伝票は訂正・削除ができません。 
承認済......決定欄が「未成約」で、自分が登録した伝票なら、決定欄だけを「キャンセル」か「成

約」に変更できます。 
承認または否認された見積の決定状況を変更するための考慮です。 
※承認権レベルに関係なく変更できます。 
※変更しても承認情報は残ります(承認済のままです)。 

 
○売上伝票の伝区＝仮納品 
未承認......自分が登録した伝票なら訂正・削除ができます。 
承認済......自分が登録した伝票なら、伝区だけを訂正できます。 

仮納品を掛売などに変更して本伝票にするための考慮です。 
※承認権レベルに関係なく変更できます。 
※伝区を訂正した場合、売上日や伝票№も変更されることになりますので承認情報は

クリアされ、未承認伝票に戻ります。 
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■「登録」と「訂正・削除」ができるユーザー 

基本として、新規登録もできますし、未承認伝票であれば訂正・削除も可能です。 
承認済伝票は訂正・削除ができませんが、以下の例外があります。 

 
○承認権レベル 
伝票の承認者よりも、自身の承認権レベルが高ければ訂正・削除が可能です。 
訂正した場合、承認情報はクリアされ、未承認伝票に戻ります。 
※伝票の「フセン」だけを更新した場合、承認情報はそのまま残ります(承認済みのままです)。 

 
○見積伝票の決定欄 

決定欄が「未成約」で、自分が登録した伝票なら、決定欄だけを「キャンセル」か「成約」に変更

できます。 
承認された見積の決定状況を変更するための考慮です。 
※承認権レベルに関係なく変更できます。 
※変更しても承認情報は残ります(承認済のままです)。 

 
○売上伝票の伝区＝仮納品 

伝区だけを訂正できます。 
仮納品を掛売などに変更して本伝票にするための考慮です。 
※承認権レベルに関係なく変更できます。 
※伝区を訂正した場合、売上日や伝票№も変更されることになりますので承認情報はクリアされ、

未承認伝票に戻ります。 
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  休日カレンダーの登録 

概要  

当処理は、休日を登録したマスター（以降、「休日カレンダー」と記述します）を作成する処理です。

複数の休日カレンダーが登録できます。登録した休日カレンダーを得意先マスターと仕入先マスターに

割り当て、回収予定日と支払予定日の算出に使います。 
※回収予定日（支払予定日）が休日となっても良ければ休日カレンダーを登録する必要はありません。 

 
■処理の流れ 
○休日カレンダーの登録 
振込を利用しての回収・支払であれば、金融機関営業日を判定するためのカレンダーを 1 種類登録

すれば良いと思われます。集金で取引先に伺うことがあれば取引先の休日を登録したカレンダーを

用意して対応します。 
○得意先の登録、仕入先の登録 
「休日対応」項目で［前営業日］か［翌営業日］を選び、使用する「休日カレンダー」を設定しま

す。回収予定日が休日にあたる場合、前営業日か翌営業日を回収予定日にできます。 
○請求書、支払明細書 
得意先（仕入先）ごとに回収日（支払日）の設定と「休日カレンダー」から営業日である回収予定

日（支払予定日）を求めます。 
 
 

※共通の操作は本説明書の「前準備の共通操作」－「一覧表示個別式入力」のページをご覧ください。 
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画面  

≪一覧表示画面≫ 
処理を起動するとこの画面が表示されます。 
[新規]ボタンや[詳細]ボタンをクリックして「個別表示画面」を開き、マスターの登録・修正を行い

ます。 

 

 
≪個別表示画面≫ 
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操作手順  

 

1.祝祭日等の登録 
 

最初に、すべてのカレンダーで共通な休日を登録しておきます。ここで登録した休日がすべてのカレン

ダーに反映されますが、カレンダーごとに、反映する休日を選択・解除することもできます。 
初期値として日本の祝日が登録されていますので、「休日カレンダー」の利用方法によっては、ここで

の登録作業を行わなくて構いません。 
○休日カレンダーを多く作成する。 

休日パターンにもよりますが、土曜・日曜・年末年始などをここで登録することを薦めます。 
○休日カレンダーを数件しか作成しない。 

ここでは何もせず、休日カレンダー作成時に「その他の休日」として、土曜・日曜・年末年始など

を追加する。 
○日本の祝日が変更されたとき。 

ここで当該する祝日を登録・変更・削除します。 
 

「一覧表示画面」で[祝祭日等]ボタンをクリックすると、「祝祭日の登録」画面が開きます。 

 

［作成］ボタンで新しい休日を作成します。［修正］ボタンで選択した休日を修正します。［削除］ボ

タンで選択した休日を削除しますが、“※”のついた「システム定義の祝日」は削除できません。 
作成・修正では「祝祭日等の入力」画面が開きます。その操作方法は「その他の休日」を作成・修正

する操作と同様ですのでそちらで説明します。 
 
【参考】 
初期登録されている「振替休日」は、自動算出した振替休日をすべて含みます。したがって、個々の

振替休日を登録する必要はありません。また、「国民の休日」も同様です。「国民の休日」は「2 つの

祝日に挟まれた平日」が該当します。 
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2.休日カレンダーの登録・修正 
 
2.1. 個別表示画面 
「一覧表示画面」で次の操作をして「個別表示画面」を表示させます。 

登録：［新規］ボタンをクリックします。 
修正：修正対象の「休日カレンダー」を選択して[詳細]ボタンをクリックします。[Enter]キーの

押下または、ダブルクリックでも操作できます。 

 

■コード（休日カレンダーコード） 
新規登録のときは数字 4 桁以内で入力します。 
修正のときは表示されるだけで変更はできません。コードを変更するときは、メニューバーの［編集］

－［コード変更］で行います。 
■カレンダー名 

カレンダー名称を全角 15（半角 30）文字以内で入力します。 
■プレビュー表示 

「祝祭日等」タブ・「その他の休日」タブで登録した休日を、過去 5 年分、未来 10 年分を表示します。

リストから表示する年を選択します。 
 

「祝祭日等」タブ・「その他の休日」タブで休日を追加し、[登録]ボタンをクリックすれば登録が始

まります。 
 

※[入力前]ボタンをクリックすることで入力前の状態に戻ることができます。 
※「祝祭日等」タブ・「その他の休日」タブの操作は次項で説明します。 
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2.2. 祝祭日等の選択 
「祝祭日等」タブの操作説明です。 
一覧画面に「1.祝祭日等の登録」で登録した休日が表示されます。 
［すべての祝祭日等を使用する］にチェックマークが付いていると、表示されているすべての休日

をカレンダーに登録します。 

 

個別に設定したいときはチェックマークをはずします。 
一番左の列にチェックボックスが現れます。登録する休日にはチェックマークを付け、登録しない

休日はチェックマークをはずします。 
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2.3. その他の休日の登録 
「その他の休日」タブの操作説明です。 
※「1.祝祭日等の登録」で登録する「祝祭日」も同様の画面・仕様になります。ただし、「祝祭日

等の登録」には「自動計算」という設定項目があります。 
 
毎週土曜・毎週日曜・年末年始休日・お盆休日などを登録します。 
タブ内に有る、［作成］ボタンで新しい休日を作成します。［修正］ボタンで選択した休日を修正し

ます。［削除］ボタンで選択した休日を削除します。 

 

作成・修正の場合、「その他の休日の入力」画面が開きます。 

 

■休日名 
休日名称を全角 25（半角 50）文字以内で入力します。 

■基本設定 
登録する日を［休日］にするか［営業日］にするかを選択します。通常は［休日］を選択します。

祝日に営業するときに［営業日］を選択します。休日カレンダーから休日を判定するときに［営

業日］とした「日」は休日と判定されることはありません。 
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■日付設定－期間 
登録する休日の適用期間を設定します。 
期間を設定しないときは毎年適用されることになります。 
例 1）年始休日が 2015 年から 1 月 4 日までになったので 1 月 4 日を追加するとき 

「2015/01/04～指定なし」と設定します。 
例 2）8 月 15 日が 2015 年から休日では無くなった。 

「指定なし～2014/08/15」と設定します。（2014 年までは休日と判定される） 
【参考】 
「1.祝祭日等の登録」で説明した「システム定義の祝日」は削除できません。この日付設定を利

用し適用期間を設けることで対処します。 
例）祝日法改正により「子供の日」が 2020 年から無くなった。 

「子供の日」の期間を「指定なし～2019/05/05」と設定変更します。 
 

■日付設定－条件から指定 
定期的な休日を、条件を指定して登録します。 
○日付指定 
「月」は［毎月、1 月、・・・12 月］から選択、「日」は［1 日、2 日、・・・31 日、末日］か

ら選択します。 
○曜日指定 
「月」は［毎月、1 月、・・・12 月］から選択、「曜日」は［毎週、第 1、・・・第 5］の［月曜

日、・・・日曜日］から選択します。 
○振替 
その日が他の休日と重なっていたときに平日（営業日）に振り替えることができます。 
［なし］  ：振り替えをしません。 
［前営業日］：前営業日を振替休日にします。 
［翌営業日］：翌営業日を振替休日にします。 

【参考】 
「システム定義の祝日」では［なし］を選択しています。これは、「振替休日」という休日を

登録して振替休日を自動判定しているからです。 
 
■日付設定－個別指定 
その日限りの休日を登録します。この休日には「日付設定－期間」の設定は適用されません。 

 
■日付設定－自動計算 
「祝祭日等の登録」にだけある設定項目です。「その他の休日の登録」には表示されません。 
毎年日付の異なる休日や、日付は一定だが毎年ではない休日を登録します。 
選択肢として［春分の日］［秋分の日］［振替休日］［国民の休日］があります。 
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3.休日カレンダーの削除 
 

①「一覧表示画面」で削除対象の休日カレンダーを選択して[削除]ボタンをクリックします。 
②削除確認画面が表示されますので[はい]を選択して、削除を行います。 

 

※得意先マスターや仕入先マスターに設定された休日カレンダーは削除できません。 
※[Shift][Ctrl]キーを使用して複数マスター選択して削除を行うこともできます。 
※「個別表示画面」の［削除］ボタンでも削除できます。 
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  データの保守 
 

11.商品マスターの一括削除 
 

不要となった商品マスターを強制的に削除する機能です。 
『商品の登録』処理では、伝票データに使われている商品を削除することはできません。当機能では、

削除する商品コードを別の商品コードに置き換えることで、伝票データに使われている商品でも削除

可能にしています。 
 
 
■留意点 
○削除可能な商品は「一般商品」（マスター区分＝0）だけです。 
○伝票データで使われている商品を削除した場合、指示した商品コードに置き換わります。 
○商品関連のマスターで使われている場合、削除商品をそのマスター内から削除します。以下のマ

スターが該当します。 
セット商品マスター、部品展開マスター、得意先別単価マスター、仕入先別単価マスター、 
期間単価マスター、得意先別期間単価マスター 

○繰越在庫数などの在庫情報を「置換後の商品」に集約します。 
集約する必要が無ければ「置換後の商品」に“在庫管理しない商品”を指定します。 

○月次資料の作成に使われる「月次データ」も「置換後の商品」に集約されます。 
 
 
■処理の流れ 
①指示画面で「置換後の商品コード」を入力し、一覧表示する条件を指示します。 
②[実行]ボタンをクリックします。 
【注意】 
当機能は、商品関係のマスターを削除したり登録された伝票の商品コードを変更するため排他処

理となります。このため、他の処理が起動していると実行できません。 
③データのバックアップを促す画面が表示されます。 
バックアップを取っていなければ処理を中止し、取っていれば処理を続行させます。 

④条件に合致した商品コードが一覧画面に表示されます。 
削除する商品コードを選択し[実行]ボタンをクリックします。 

⑤一括削除が始まります。 



91 

 
 

■指示画面 

 

○置換後の商品 
削除される商品コードが伝票データで使われている場合、ここで指定した商品コードに置き換え

ます。 
○検索条件 
リストの中から条件項目を選択します。10 個まで条件項目にすることができます。 
条件項目を選択したら、その右の入力欄で検索内容を入力します。 
文字項目(コードを除く)は入力した文字を“どこかに含む”ものが対象になります。 
条件項目を毎回変更することがなければ、「選択項目のロック」にチェックマークを付けておき

ます。フォーカスが条件項目に移動しなくなり、入力欄だけを移動することになります。 
○表示項目ボタン 
一覧表示する商品の表示項目を指示できます。開いた画面で、表示する項目にチェックマークを

付けます。 
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■商品一覧画面 

 

指示画面で指定した条件に該当した商品がコード順に表示されます。 
削除する商品に対して「削除」列にチェックマークを付けます。 
[実行]ボタンをクリックしたら処理が開始します。 
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  得意先別期間単価の登録 

概要  

得意先別の期間単価を商品ごとに登録します。 
ここで登録した商品の単価は、伝票入力時に最優先で適用されます。 
※『期間単価の登録』処理で登録した単価よりも優先されます。 

伝票入力時に適用される単価の優先順位は、「導入編」→「システムの基本仕様」→「単価」のペ

ージをご覧ください。 
 
※期間が重なるマスターも登録できますが、同一商品を期間の重なるマスターに登録できません。 
※見積・受注を使う場合、期間単価の適用は見積日・受注日で判定されます。したがって、「単価有効

期間」の開始日を見積・受注を考慮した日付にする必要があります。 
 
 

画面  

登録画面は 2 種類(得意先別・商品順と商品別・得意先順)あります。 
※切り替えは[表示条件]ボタンをクリックして行います。 

画面左部分にマスターの内容が表示され、入力するのは[単価]だけです。 
 
■得意先別・商品順 
得意先コードを入力して、商品一覧を表示します。 
「適用売価№」と「掛率」は得意先マスターの内容を参考表示します。 
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■商品別・得意先順 

商品コードを入力して、得意先一覧を表示します。 
「標準価格」～「原価」は商品マスターの内容を参考表示します。 
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■機能の説明 
メニューバーの順番で機能を説明しています。「ヘルプ」の説明は省略します。 
メニュー 機能 機能の説明 
ファイル 登録 入力・訂正した内容でマスターを登録します。 

印刷等 台帳印刷の条件画面を開き、指示後印刷等を行います。 
閉じる 処理を終了します。 

編集 最新の情報に更新 最新のマスター内容で再表示します。 
削除 期間単価の削除、得意先全件・商品全件を削除します。 
切り取り 
コピー 
貼り付け 

入力画面上の入力項目について、文字のコピー＆ペースト操作を行

います。 

新規入力 参照モード・修正モードから新規モードに移行します。 
修正入力 参照モードから修正モードに移行します。 
入力前に戻る 入力・変更した内容を破棄し最初の状態に戻ります。 
行コピー フォーカスのある行をクリップボードにコピーします。 
すべて選択 表示行をすべて選択状態にします。その後、「行コピー」すればす

べての行がクリップボードにコピーされます。 
表示条件 登録画面の切り替えと、表示する商品・得意先の条件を入力します。 
検索訂正 登録済みの得意先または商品だけを一覧表示します。 
期間変更 期間単価名と単価有効期間の変更を行います。 
一括複写 ある得意先に設定した内容を、他の得意先へ複写します。 

請求先に設定した内容を、属する得意先(売上先)すべてに複写する

こともできます。 
参照 入力項目のコード参照画面を開きます。 

設定 登録確認 [登録]ボタンをクリックしたときに「登録確認メッセージ」の表

示・非表示を制御します。 
表示 メニュー 当ソフトのメニューを開きます。 

更新履歴の確認 更新履歴があればクリックでき、表示しているマスターの更新履歴

を表示します。 
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操作手順  

 

1.表示条件 
登録画面から、[表示条件]をクリックすれば「表示条件の指定」画面が表示されます。 
 
■得意先別・商品順の場合 
[表示順]から“得意先別・商品順”を選択します。 

 

 
[参考表示する適用売価№] 

商品一覧に表示する単価を選択します。 
「標準価格」、「売価 1」～「売価 5」、「原価」から選択します。 

 
[期間単価マスター未登録商品の表示] 

チェックマーク有り 
得意先別期間単価マスター未登録商品(商品マスターだけ登録済み)も表示します。 
新規の期間を作成するときや単価を設定する得意先を追加する場合は、こちらにしてください。 
登録済み商品も表示されますので、単価の訂正・削除も同時に行えます。 

チェックマーク無し 
得意先別期間単価マスター登録済みの商品だけを表示します。 
単価の訂正・削除の場合は、こちらにしてください。 
初めて登録する得意先では、「チェックマーク無し」でも未登録の商品を表示します。 

 
[範囲指定] 

表示する商品を限定する場合、その条件を指定します。 
「品名」以外の条件は範囲指定ができます。 
「品名」は全角 8(半角 16)文字以内で指定します。 
※条件を 2 項目以上入力しますと、すべての条件を共に満たす商品が対象になります。 
※条件に何も入力しなければ、全商品が対象になります。 

条件入力後、[設定]ボタンをクリックすれば登録画面に戻ります。 
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■商品別・得意先順の場合 

[表示順]から“商品別・得意先順”を選択します。 

 

[期間単価マスター未登録得意先の表示] 
チェックマーク有り 

得意先別期間単価マスター未登録の得意先も表示します。 
新規の期間を作成するときや単価を設定する商品を追加する場合は、こちらにしてください。 
登録済みの得意先も表示されますので、単価の訂正・削除も同時に行えます。 

チェックマーク無し 
得意先別期間単価マスター登録済みの得意先だけを表示します。 
訂正・削除の場合は、こちらにしてください。 
初めて登録する商品では、「チェックマーク無し」でも未登録の得意先を表示します。 

 

[範囲指定] 
表示する得意先を限定する場合、その条件を指定します。 
「得意先名」以外の条件は範囲指定ができます。 
「得意先名」は全角 8(半角 16)文字で指定します。 
※条件を 2 項目以上入力しますと、すべての条件を共に満たす得意先が対象になります。 
※条件に何も入力しなければ、全得意先が対象になります。 

条件入力後、[設定]ボタンをクリックすれば登録画面に戻ります。 
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2.期間部分の登録・変更・削除 
 
ここでは、期間部分（期間単価コード・期間単価名・単価有効期間）の登録・変更・削除操作を説明

します。単価設定の操作方法は次項で説明します。 
 
■新規登録 
処理を起動した直後は新規登録モードになっています。 
いろいろな操作をしてから新規登録モードに移るときは［新規］ボタンをクリックします。 

 

①「期間単価コード」を入力します。 
半角英数カナ 10 桁以内で入力します。一度登録した「期間単価コード」を変更することはでき

ません。 
②「期間単価名」を入力します。 
全角 20(半角 40)文字以内で入力します。 
※期間単価コードと名称は、マスター登録の便宜をはかるために設けています。他の処理で操

作・参照することはありません。 
③「単価有効期間」を入力します。 
単価を適用する期間を入力します。期間の制限はありません。 

④この時点で［登録］ボタンをクリックすれば期間部分を登録できます。 
※単価を設定したあとに［登録］ボタンをクリックしても、単価部分と同時に期間部分も登録で

きます。 
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■変更 
［期間変更］ボタンをクリックすることで「期間単価名」と「単価有効期間」を変更することがで

きます。「期間単価コード」は変更することができません。 
①「期間単価コード」に期間単価コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた参照

画面で期間単価コードを選択します。登録済みの期間が呼び出されます。 
②［期間変更］ボタンをクリックします。 

次の画面が開きますので、それぞれを変更して［登録］ボタンをクリックします。 

 

単価有効期間を変更したとき、他の得意先別期間単価マスターで同じ得意先・商品が登録されてい

て有効期間が重なってしまうと、エラーメッセージを表示し変更できないようにしています。 
 
 

■削除 
①「期間単価コード」に期間単価コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた参照

画面で期間単価コードを選択します。登録済みの期間が呼び出されます。 

 

②［削除］ボタンをクリックします。次の画面が開きますので［はい］を選択すれば削除されます。 

 

期間部分が削除されますので、登録されている得意先別単価もすべて削除されます。 
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3.単価部分の登録・変更・削除 
 
ここでは、単価部分（得意先・商品・単価）の登録・変更・削除操作を説明します。 
表示条件で［得意先別・商品順］を選択したときの操作で説明しますが、［商品別・得意先順］も同

様な操作となります。 
 
■登録・変更 
前項の「期間部分の登録・変更・削除」をご覧になり、期間部分の登録をしておきます。 
 
①「期間単価コード」に期間単価コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた参照

画面で期間単価コードを選択します。登録済みの期間が呼び出されます。 
②フォーカスが「得意先コード」欄に移ります。 
得意先コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた得意先参照画面で得意先を選

択します。 
※登録済みの得意先を確認または選択する方法が用意されています。後述の「得意先・商品の

検索」をご覧ください。 
③商品一覧が表示されます。登録済みのマスターは、コード欄の右に[＊]を表示します。 
商品ごとに「単価」を入力・訂正していきます。 

 

④入力・訂正が終わったら［登録］ボタンをクリックします。表示されている商品を一度に登録・

更新します。 
⑤登録・更新が終わったら「得意先コード」欄に戻りますので、別の得意先の操作を行います。 
⑥別の期間の単価を登録したいときは［新規］ボタンをクリックします。 
新規登録モードに移りますので、上記①の操作から始めます。 

 



101 

 
 

■削除 
①「期間単価コード」に期間単価コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた参照

画面で期間単価コードを選択します。登録済みの期間が呼び出されます。 
②フォーカスが「得意先コード」欄に移ります。 
得意先コードを入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた得意先参照画面で得意先を選

択します。 
※登録済みの得意先を確認または選択する方法が用意されています。後述の「得意先・商品の

検索」をご覧ください。 
③商品一覧が表示されます。登録済みのマスターは、コード欄の右に[＊]を表示します。 
○商品 1 件を削除するとき 
「単価」を 0 に訂正して［登録］ボタンをクリックします。 

○商品をすべて（得意先 1 件）削除するとき 
［削除］ボタンをクリックします。次の画面が表示されますので［はい］を選択します。 

 

④削除が終わったら「得意先コード」欄に戻りますので、別の得意先を削除するなら操作を繰り返

します。 
 
 

■得意先・商品の検索 
「得意先コード」欄（商品別のときは商品コード欄）で［検索訂正］ボタンをクリックすることに

より、登録済みの得意先（商品）を確認することができます。 
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4.一括複写 
 
得意先別に登録した単価を、他の得意先に複写することができます。 
期間単価を呼び出して、「得意先コード」欄で［一括複写］ボタンをクリックします。 
複写する方法は 2 通りありますので分けて説明します。 
 
■請求先の内容を属する得意先すべてに複写 
本支店関係のある得意先については、請求先に設定した内容を、その請求先に属するすべての得意

先(売上先)に複写することができます。 

 

【手順】 
①「複写方法」で[請求先の内容を属する得意先すべてに複写]を選択します。 
②「複写条件」で[請求先コード]を入力します。 
③[実行]ボタンをクリックします。 
複写処理が開始されます。終了すると“処理が終了しました”と表示されます。 
他の請求先も複写するなら、②～③を繰り返します。 

 
■複写元、複写先を指示して複写 
ある得意先に設定した内容を、他の得意先に複写します。“請求先”と“売上先(得意先)”という

条件に関係なく、複写元と複写先に指示した得意先間で複写を行います。 

 

【手順】 
①「複写方法」で[複写元、複写先を指示して複写]を選択します。 
②「複写条件」で[複写元得意先コード]と[複写先得意先コード]を入力します。 
③[実行]ボタンをクリックします。複写処理が開始されます。 
終了すると“処理が終了しました”と表示されます。 
他の得意先も複写するなら、②～③を繰り返します。 
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5.登録台帳 
登録した得意先別期間単価マスターの台帳を印刷します。 
[得意先別・商品順]と[商品別・得意先順]の 2 種類あります。 
登録画面から[印刷等]ボタンをクリックします。 

 
■条件指示画面（得意先別・商品順の場合） 

 

①[出力順] 
「得意先別・商品順」または［商品別・得意先順］を選択します。 

②得意先毎に改ページ（商品毎に改ページ） 
得意先別期間単価ごとに改ページしますが、ここにチェックマークを付けるとさらに得意先（商品）

ごとにも改ページします。 
③[範囲指定] 
印刷する範囲を指定します。 
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  見積伝票入力 
 

5. コメントの入力 
 
見積書に案内文や注意書きなどを載せるための「コメント」を入力できます。 

※「フリーフォーマット」処理で設計した見積書用紙でコメントを印刷できます。標準用紙の「応

用紙」にコメントを印刷することはできません。 
※コメントを入力できる伝票は見積伝票だけです。他の伝票入力（売上伝票など）ではコメントを

入力できません。 
※見積書以外の出力資料にコメントを出力することはできません。また、汎用データにも出力でき

ませんし、汎用データから受け入れることもできません。 
 

■コメントの入力方法 
新規入力または訂正入力中に、メニューバーの[設定]－[コメント]をクリックします。 
※[コメント]ボタンのクリックでも動作します。 

   

次の画面が開きます。 

 

全角と半角に関係なく 2048 文字以内で入力します。改行は Ctrl＋Enter キーで挿入できます。 
入力後、［登録］ボタンをクリックして登録します。コメントを消すときは文字をすべてクリアして

［登録］ボタンをクリックします。 
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  得意先（仕入先）情報の照会 
 
※この機能は、見積伝票・受注伝票・売上伝票・個別発注伝票・仕入伝票・完成伝票でのみ操作可能で

す。 
 
得意先(仕入先)の請求（精算）履歴や月次の売上（仕入）実績を照会します。 

機能名称は、見積伝票・受注伝票・売上伝票の場合は「得意先情報の照会」、発注伝票・仕入伝票・完

成伝票の場合は、「仕入先情報の照会」となります。「仕入先情報の照会」では仕入実績を「仕入」と「仕

入以外」に分けて表示します。 

ここでは「得意先情報の照会」で説明していますが、「仕入先情報の照会」も同様の操作・仕様となり

ます。 

 

操作手順  

得意先コードが入力された後にこの機能が使えます。 
メニューバーの[表示]－[得意先情報の照会]をクリックします。 
※[得意先情報]ボタンのクリックでも動作します。 
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■照会画面 
その得意先に請求先がある場合は請求先名も表示します。その得意先自身が請求先であれば請求先欄

には何も表示されません。 
請求実績・売上実績ともに、前 36 回まで表示します。最下行が最新情報になります。 
売上実績は実績の無い月は表示されません。また、「金額表示」の指定で税抜金額と税込金額の切り

替えが行えます。 
 

○得意先情報の照会 

 
 

○仕入先情報の照会 
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  摘要名と備考の参照（伝票から） 
 
摘要名称と備考を、登録された伝票から参照してそれぞれの入力欄に代入できます。 
この機能が使えるのは伝票入力の摘要名入力欄と備考入力欄だけです。帳票出力などの条件指示項目で

使うことはできません。 
 
※参照に共通する操作は「参照画面の操作」ページをご覧ください。 
※ここでは摘要名参照で説明していますが、備考参照も同様の操作・仕様になります。 

 

画面  

■参照画面 
伝票に登録された摘要名が文字順で表示されます。全文字が同じものは 1 件で表示されます。 
「伝票日付」を指定することで、その日付以降の伝票だけを抽出対象にできます。 
各種伝票入力で利用できますが、表示対象となるのはその伝票で入力した摘要です。たとえば、売上

伝票入力で利用したとき、売上伝票に登録された摘要だけを表示します。見積伝票の場合、「要件」

や「有効期限」など 6 種類の摘要を別々に表示します。 
 

 

 
■留意点 
①登録されている伝票枚数が多いと表示に時間がかかることが予想されます。「伝票日付」を指定

すれば対象伝票が減りますので時間を短縮できる可能性があります。 
②選択後の伝票入力画面のフォーカス位置は次の入力項目に移動します。選択した摘要名を訂正し

たいときはフォーカスを戻す操作が必要になります。 
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  売上伝票の自動作成（受注） 

概要  

「受注伝票入力」で登録した受注伝票から売上伝票を自動作成します。 
受注伝票 1 件から売上伝票を 1 件作成します。 
 
○全明細を「全数出荷」しますので、「一部出荷」したい明細があればその伝票は「売上伝票入力」で

処理してください。 
○「一部出荷」された受注明細も対象にします。その際は、受注残数分を出荷します。 
○作成された売上伝票は、手入力した伝票と同じですから、必要に応じて、変更・削除できます。 

 
■作成上の留意点 
○「伝区」は“掛売”になります。 
○消費税について。 
得意先マスターの消費税端数処理方法・消費税通知方法が、「受注伝票」登録時と異なる可能性が

ありますので、現在のマスターから読み直して消費税を再計算します。マスターの内容が受注伝票

作成時と変わっていなければ計算結果は同じになります。ただし、消費税を手修正した伝票は修正

前の消費税に戻ります。 
※この再計算は、条件指示画面の「作成時の適用税率」の設定に関係なく行われます。［受注伝票

のまま］を選択していても税率確認をしないだけで、再計算は行われます。 
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照会画面と条件指示画面  

処理を起動すると、照会画面とその上に条件指示画面が表示されます。 
条件指示画面の「対象受注伝票の確認画面を表示する」にチェックマークを付けて、[画面出力]ボタン

をクリックすると集計・抽出が始まり、照会画面(確認画面)を一旦表示します。 
チェックマークを付けないと照会画面(確認画面)は表示されず、すぐに伝票作成が始まります。 
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入力する項目  

項 目 項目の説明 

受注伝票の指定 ○受注日、受注№ 
基にする受注伝票を「受注日」と「受注№」で指定します。範囲指定が可能

です。 
売上伝票に登録す

る値 
売上伝票に登録する値を指定します。 
(他の項目内容は「受注伝票」の内容になります。) 
○売上日 
作成する売上伝票は、すべて指定された「売上日(＝請求日)」になります。 

○伝票№ 
伝票№の自動付番設定内容によって表示内容が変わります。 
・付番時期が［伝票№入力時］の場合 
自動付番用の「開始№」が表示されます。変更も可能です。 

・付番時期が［伝票登録時］の場合 
付番方法が［通番］で付番基準が［なし］のときだけ、自動付番用の「開

始№」を表示しますが、変更はできません。 
その他の設定では「自動」と表示します。 
 

※伝票№に関する詳細は「導入編」→「システムの基本仕様」→「伝票№の

自動付番」をご覧ください。 
 
○入荷マーク 
作成する売上伝票に入荷指示マークを付ける場合は［作成する］を選択しま

す。付けない場合は［作成不要］を選択します。 
入荷指示をした売上明細は、『商管』側で仕入伝票を自動作成することができ

ます。これによって『商管』にて仕入伝票を手入力する手間が省けます。 
○作成時の適用税率 
税率変更があり、受注日と売上日で適用税率が異なる場合に有効な設定項目

です。 
［売上日時点の税率］：売上日時点の税率を適用し消費税を計算します。 
［受注伝票のまま］ ：受注伝票の税率のままとします。 

納品書の同時発行 売上伝票を作成すると同時に、納品書を発行する場合にチェックマークを付け

ます。以下の納品書に関する条件も確認してください。 
納品書様式 印刷する納品書様式を選択します。 

売上伝票を同時に作成するため、『納品書の一括発行』のような、選択した様式

を持つ得意先だけを発行することはできません。 
選択した様式ですべての伝票を印刷しますので、得意先ごとに様式を変えるの

であれば、ここでは納品書を印刷せずに、『納品書の一括発行』で行ってくださ

い。 
続く 
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続き 

項 目 項目の説明 

納品書社名 印刷する自社名を選択します。 
[印字しない] 
自社名を印字しません。社名を刷り込んだ用紙を使う場合に選択します。 

[得意先設定で印字する] 
得意先マスターの「納品書社名」で設定した自社名を印字します。 

 
社名欄から社名を選択した場合、その社名が印字されます。 
※自社名は『社名欄の登録』で登録します。 
自社取扱口座が複数あり、得意先別に振込先を変える場合などに利用します。 

直送先を宛先にす

る 
受注伝票に直送先を登録している場合、直送伝票が作成されます。 

チェックマーク有り：直送伝票は宛先が直送先になります。 
チェックマーク無し：宛先は売上先のままです。 

出力項目 
消費税行 

『売上伝票の入力』の「納品書条件」と共通です。 
※詳細は『売上伝票の入力』のページをご覧ください。 

 



112 

 

照会画面の説明  

対象伝票を画面に表示した場合の操作方法は次のようになります。 

 

【留意点】 
伝票単位に表示しています。明細は表示しませんのでご留意ください。 
表示金額も伝票合計を表示しています。受注残数から再計算した金額ではありません。 

 
 
■作成対象伝票の選択と解除 

最初は全伝票が選択された状態で表示されます。 
「出力」列(一番左の列)のチェックマークを操作して、作成対象にするかしないかを指示します。 
全部選択と全部解除を[F4]・[F5]キーで行えます。 
 

■機能の説明 
メニューバーの順番で機能を説明しています。「ヘルプ」の説明は省略します。 

 
メニュー 機能 機能の説明 
ファイル 実行 「納品書の同時発行」にチェックマークが付いていれば、「印刷指

示画面を開きます。付いていなければ、伝票作成を実行します。 
閉じる 処理を終了します。 

編集 集計条件 条件指示画面を表示します。 
表示 メニュー 当ソフトのメニューを開きます。 
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  取引価格表 

概要  

特定期間内の売上伝票から、得意先・商品別に最新の売上単価を出力します。同様に、仕入伝票から最

新の仕入単価を出力します。 
※以下の伝票は集計対象外となります。 
・売上伝票の伝区が「仮納品」と「契約売上」。仕入伝票の伝区が「契約仕入」。 
・「値引」明細と「記事」明細。一般商品の「単価訂正」明細。 

※片方のソフトしか使用していない場合、使用していないソフトの伝票は出力できません。 
※共通の操作・項目は説明を省略している部分があります。 
「導入編」－「共通操作(全般)」－「管理資料の操作」を合わせてご覧ください。 

 

照会画面と条件指示画面  
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入力する項目  

項 目 項目の説明 

集計対象 売上単価を出力したいときは「売上伝票」を、仕入単価を出力したいときは「仕

入伝票」を選択します。 
集計条件 
・日付 

集計期間を伝票日付で範囲指定します。 
この期間内で売上・仕入をした商品が対象になります。 

分類項目 ○毎 
指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わる毎に改頁します。 
以下の項目が指定できます。 
得意先、仕入先、商品、主担当部門、主担当者、 
得意先区分 1～5、仕入先区分 1～5、商品区分 1～5 

分類しない場合は[※指定なし]を選択します。 
○別 
指定項目で明細部を分類します。以下の項目が指定できます。 
得意先、仕入先、商品 

指定した項目により出力される明細行は次のようになります。 
得意先：得意先別・商品明細 
仕入先：仕入先別・商品明細 
商品 ：商品別・得意先明細（売上伝票の場合） 

商品別・仕入先明細（仕入伝票の場合） 
 

※集計対象と分類項目には設定できない組み合わせがあります。 
・売上伝票から集計のとき、仕入先や仕入先区分は指定できません。 
・仕入伝票から集計のとき、得意先や得意先区分は指定できません。 
・毎に得意先を選択した場合、別では得意先しか選択できません。この場合、

明細行の出力は、得意先毎・商品明細になります。 
毎に仕入先や商品を選択した場合も同様です。 

出力範囲 出力範囲を特定する場合、項目(最大 3 項目)を選び、その範囲を指定します。 
以下の項目が指定できます。 
得意先、仕入先、商品、主担当部門、主担当者、 
得意先区分 1～5、仕入先区分 1～5、商品区分 1～5 

範囲を指定しない場合は[※指定なし]を選択します。 
 
※出力範囲はどの組み合わせでも指定可能としています。無意味な指定もできて

しまいますが、集計結果に影響することはありません。 
例)得意先区分の範囲指定を行った場合、売上伝票の集計には有効ですが、仕

入伝票の集計には無意味です。 
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  拡張汎用データの作成 

概要  

各種伝票データの内容に、得意先や商品などのマスター項目（名称、住所など）を付加した汎用デー

タを出力します。必要な項目だけの出力や出力位置の指定も可能です。 
※「汎用データの作成」処理で出力されるデータと区別するために「拡張汎用データ」と呼んでい

ます。 
 

以下の拡張汎用データを出力します。 

見積伝票データ、見積明細データ 

受注伝票データ、受注明細データ 

売上伝票データ、売上明細データ 

入金伝票データ 

発注伝票データ、発注明細データ 

仕入伝票データ、仕入明細データ 

出荷伝票データ、出荷明細データ 

支払伝票データ 

振替明細データ 

「伝票データ」とは、伝票のヘッダー部分の情報から出力し、1 伝票につき 1 データが作成されます。 
「明細データ」とは、伝票の明細部分の情報から出力し、1 伝票につき明細数分のデータが作成されま

す。「明細データ」には伝票のヘッダー部分も含めることができます。このとき、同じヘッダー内容が

明細数分出力されることになります。 
 
用意した出力項目の中から、必要な項目だけを選択して出力できます。マスター項目も出力するため、

出力項目が数多くあります。このため、伝票・明細・各マスターの項目をブロックという単位で分け、

別々に選択するようにしています。 
○売上伝票データと売上明細データの例 

売上伝票データ 売上明細データ 
売上伝票ブロック 売上伝票ブロック 
部門ブロック 部門ブロック 
担当者ブロック 担当者ブロック 
プロジェクトブロック プロジェクトブロック 
得意先ブロック 得意先ブロック 
請求先ブロック 請求先ブロック 
直送先ブロック 直送先ブロック 

 売上明細ブロック 
 倉庫ブロック 

 商品ブロック 
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「売上伝票データ」では、ヘッダー部分の情報である「売上伝票ブロック」と、ヘッダー部分に関

係するマスター（部門、担当者、プロジェクト、得意先、請求先、直送先）の各ブロックから出力

する項目を選択します。 
「売上明細データ」では、明細部分の情報である「売上明細ブロック」と、明細部分に関係するマ

スター（倉庫、商品）の各ブロックから出力する項目を選択します。また、ヘッダー情報も出力可

能としていますので「売上伝票データ」と同じブロックから出力項目を選択できます。 
 

各伝票データ・明細データで出力可能な項目やデータレイアウトについては、オンラインヘルプ、ま

たは、プログラム CD-ROM の「Doc」フォルダの拡張汎用データに関する PDF ファイルをご覧くだ

さい。 
 
 

画面  

作成処理は、『商魂／商管』で共通となります。 
運用していない(セットアップしていない)ソフトで使用する伝票データは選択できないようになって

います。 
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操作手順  
 

1．拡張汎用データを作成するには 
出力する形式や伝票を選択し、作成条件を指示して拡張汎用データを作成します。 

 
①以下の項目を設定します。 

・区切り文字：項目ごとの区切り文字を「1：カンマ区切り（CSV 形式）」「2：タブ区切り」 
から選択します。 

・出力先パス：拡張汎用データの出力先（ファイル名）を指定します。 
[参照]ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。 
ファイル名に拡張子を入力しなかった場合、「.txt」が付与されます。 

例）C:¥Hanyo¥Syouhin.txt 
 

②「伝票の選択」欄で出力する伝票を選択します。 
 

③「出力項目」ボタンをクリックして出力項目を指定します。 
最初はどの伝票も出力項目が何も選択されていない状態になっています。次項の「2.出力項目を選

択するには」をご覧になり設定を行ってください。設定内容は記憶されますので、この操作を毎回

行う必要はありません。項目の追加や削除を行うときにだけ操作します。 
 
④作成条件を指定します。 
条件項目を選択してコード範囲などを指示する 10 個の項目と、チェックボックスやコンボボッ

クスで指示する項目があります。 
「売上明細データ」を例にとり説明します。 
○10 個の条件項目 

 

・選択項目のロック 
条件項目を毎回変更することがなければ、ここにチェックマークを付けておきます。 
フォーカスが条件項目に移動しなくなり、入力欄だけを移動することになります。 

・検索条件 
リストの中から条件項目を選択します。10 個まで条件項目にすることができます。 
条件項目を選択したら、その右の入力欄で検索内容を入力します。 
文字項目(コードを除く)は入力した文字を“どこかに含む”ものが対象になります。 
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○チェックボックスやコンボボックス 

 

・伝区 
出力する「伝区」にチェックマークを付けます。 

・フセン 
※指定なし：フセンの有無を検索条件にしません。 
なし   ：フセンの付いていない伝票を対象にします。 
あり   ：フセンの付いている伝票を対象にします。 

・承認 
※指定なし：承認の有無を検索条件にしません。 
未承認  ：承認されていない伝票を対象にします。 
承認済  ：承認されている伝票を対象にします。 

・回収状況 
※指定なし：入金の有無を検索条件にしません。 
未入金  ：入金されていない伝票を対象にします。 
入金済  ：入金された伝票を対象にします。 

 
※指示した条件は、処理起動中は記憶していますが、次回起動時には初期値（条件の指示なし）

状態に戻りますのでご留意ください。ただし、選択した 10 個の条件項目は記憶しています。 
 

⑤「出力詳細設定」の「項目名を出力する」を指示します。 
項目名を出力する場合にチェックマークを付けます。出力した場合、拡張汎用データの 1 行目に

項目名レコードが出力されます。 
 

⑥設定した内容で拡張汎用データを作成する場合は、ツールバーの［出力］ボタンをクリックしま

す。 
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2．出力項目を選択するには 
伝票データごとに出力する項目を指示します。 
「売上明細データ」を例にとり説明します。 
 

 
 
①「項目種類」からひとつを選択します。 

「出力しない項目」欄にその「項目種類」に属する出力項目が表示されます。 
※項目種類は「概要」で説明した“ブロック”のことです。 

 
②「出力しない項目」から項目を選択し、「出力する項目」に移動させます。 

移動には以下の方法があります。 
・項目を選択して「選択ボタン」をクリックする。 
・項目を選択してマウスでドラッグ＆ドロップする。 
・「全選択」ボタンをクリックして全項目を移動する。 

「出力する項目」から「出力しない項目」に戻すには「削除」ボタンや「全削除」ボタンをクリ

ックします。 
※複数項目を選択して移動することも可能です。 

 
③上記の①と②を「項目種類」ごとに繰り返します。 

「出力する項目」にはすべての「項目種類」で追加された出力項目が残ります。 
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④「出力する項目」内で出力位置を変更できます。 

出力位置を変更したい項目を選択し、「上へ」または「下へ」ボタンをクリックします。目的の

位置に移動するまでクリックし続けます。 
※複数項目を選択しての位置変更はできません。 

 
⑤出力順を出力項目で指定できます。最大 5 項目まで指定できます。 

「出力する項目」の中から出力順に加えたい項目を選択し、「出力順に追加」ボタンをクリック

します。 
※複数項目を選択して追加することも可能です。 

複数の項目を出力順に入れた場合、上にある項目から分類されます。たとえば、「売上日＋伝票

№」で分類したいとき「売上日」を 1 行目に「伝票№」を 2 行目にします。「伝票№＋売上日」

なら「伝票№」を 1 行目に「売上日」を 2 行目にします。 
出力順を変更するときは、変更したい項目を選択し「上へ」または「下へ」ボタンをクリックし

ます。出力順からはずしたい項目は、その項目を選択し「削除」ボタンをクリックします。 
 
「登録順に出力する」にチェックマークを付けると、伝票を登録した順番（昇順と降順が指示可

能）で出力します。このとき、「出力順」で指示した順序は意味を持たなくなります。 
 

⑥設定終了後、「保存」ボタンをクリックします。 
 

 
 


