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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（Rev4.10） 

THR141210 
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 4.10
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。 

 
 
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 

≪電子記録債権への対応≫      
処理名の変更 ○ ○ ○ ○ 3 
会社基本情報の登録 ○ ○ ○ ○ 3 
得意先の登録、仕入先の登録 ○ ○ ○ ○ 3 
請求書、支払明細書 ○ ○ ○ ○ 3 
回収予定表、支払予定表 ○ ○ ○ ○ 4 
入金伝票入力、支払伝票入力 ○ ○ ○ ○ 4 
領収証の一括発行 ○ － ○ － 4 
入金明細表、支払明細表 ○ ○ ○ ○ 4 
債権明細表、債務明細表 ○ ○ ○ ○ 5 
入金伝票の受入（電債） ○ － ○ － 5 
発生記録請求データの作成（電債） － ○ － ○ 5 
得意先元帳、買掛金／未払金元帳 ○ ○ ○ ○ 5 
売掛金残高表、買掛金／未払金残高表 ○ ○ ○ ○ 5 
仕訳集計表 ○ ○ ○ ○ 5 
汎用データの作成、汎用データの受入 ○ ○ － － 6 
拡張汎用データの作成 ○ ○ － － 6 
電子記録債権データの管理 ○ ○ ○ ○ 6 
仕訳データの作成 ○ ○ － － 6 
フリーフォーマット ○ ○ － － 6 

≪その他の機能変更≫      
数量別の単価設定 ○ ○ ○ ○ 7 
予約伝票機能 ○ ○ ○ ○ 7 
会社基本情報の登録 ○ ○ ○ ○ 7 
個別式マスター登録 ○ ○ ○ ○ 7 
一覧式マスター登録 ○ ○ ○ ○ 7 
振込先を 5 組 － ○ － ○ 8 
マスターのコメント ○ ○ ○ ○ 9 
伝票入力の検索条件に税率 ○ ○ ○ ○ 9 
見積書、見積書のフリーフォーマット ○ － － － 9 
見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力（入力制限） ○ － ○ － 10 
見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力（原価端数処理） ○ － ○ － 10 
受注伝票入力、売上伝票入力、仕入伝票入力、完成伝票入力 ○ ○ ○ ○ 11 
入金伝票入力、支払伝票入力 ○ ○ ○ ○ 11 
汎用データの受入 ○ ○ － － 11 
受注伝票のフリーフォーマット ○ － － － 11 
データ領域の作成、データ領域の削除 ○ ○ ○ ○ 12 
データ領域のバックアップ、データ領域のリカバリ ○ ○ ○ ○ 12 
データ領域の一括バックアップ ○ ○ ○ ○ 12 
システムツール ○ ○ ○ ○ 12 



3 

 

≪電子記録債権への対応≫ 
 

電子記録債権での入金・支払を伝票に入力し、関係する処理でその伝票を集計・出力することが主な対応

内容です。 
→＜P.21 電子記録債権＞ 

 

◆処理名の変更を行いました 
受取手形明細表→債権明細表（手形・電債） 
支払手形明細表→債務明細表（手形・電債） 
また、メニューの位置を変更し、『債務明細表（手形・電債）』を『振込一覧表』の上に移動しました。 
 

 

◆会社基本情報の登録 
「でんさいネット」の利用者番号を登録するようにしました。 

 
 
 

◆得意先の登録、仕入先の登録 
回収種別／支払種別に「電債」を追加しました。 
 
 

◆請求書、支払明細書 
手形と同様に、電子記録債権の入金（支払）明細を出力するときに「電子記録債権」という種別名を出力

します。 
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◆回収予定表、支払予定表 
電債種別を追加する関係で、「種別毎表示」形式の出力では、1 種別 1 列で出力するようにしました。 
 
 

◆入金伝票入力（伝票式、一覧式）、支払伝票入力（伝票式、一覧式） 
○入力画面に電債種別の金額欄・支払期日・記録番号を追加して入力します。 

【入金伝票入力（伝票式）の画面】 

 

○領収証（入金伝票のみ） 
発行方法の「出力対象入金種別」に「電債」を追加し、電子記録債権伝票の領収証を発行します。 

○チェックリストに電子記録債権項目を出力します。 
 
 

◆領収証の一括発行 
条件指示の「出力対象入金種別」に「電債」を追加しました。 
 
 

◆入金明細表、支払明細表 
電債種別を追加する関係で以下の変更も行いました。 
①「種別毎表示」形式の出力では、現金と小切手を別列で出力するようにしました。 
②「種別毎表示」形式の出力では、指示しない種別は列自体を出力しないようにしました。 
③分類項目と出力範囲に「摘要コード」「摘要名」「会社口座」を追加しました。 
④「同列表示」の「罫線無し」で最後に出力される「種別毎合計額」が「罫線有り」と形式が異なってい

ました。これを「罫線有り」の形式に合わせました。 
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◆債権明細表（手形・電債）、債務明細表（手形・電債） 
①手形だけでなく電子記録債権も対象にします。 
②6 種類の帳票を保存できるようにしました。 

 
 
 

◆入金伝票の受入（電債）＜新規処理＞ 
電子記録債権データから入金伝票を作成します。 

→＜P.56 入金伝票の受入（電債）＞ 
 
 

◆発生記録請求データの作成（電債）＜新規処理＞ 
支払伝票から債務者請求の請求データを作成します。 

→＜P.60 発生記録請求データの作成（電債）＞ 
 
 

◆得意先元帳、買掛金／未払金元帳 
条件指示の「印字要不要」に「手形番号・記録番号」を追加しました。 
（電子記録債権の記録番号を出力するようにしたので、手形番号も出力するようにしました。） 
 
 

◆売掛金残高表、買掛金／未払金残高表 
出力項目の「入金内訳」に「電債」を追加しました。 
 
 

◆仕訳集計表（販売、仕入） 
「入金勘定／支払勘定」に電子記録債権の合計金額を出力します。 
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◆汎用データの作成、汎用データの受入 
以下のデータに電子記録債権項目が追加されています。 

仕入先マスター、入金データ、支払データ 
 
 

◆拡張汎用データの作成 
以下のデータに電子記録債権項目が追加されています。 

入金伝票データ、支払伝票データ 
 
 

◆電子記録債権データの管理＜新規処理＞ 
電子記録債権データをデータベースに保存し管理します。 

→＜P.78 電子記録債権データの管理＞ 
 
 

◆仕訳データの作成 
「代表科目の設定」と「振込科目の設定」に電子記録債権の設定項目を追加しました。 
 
 

◆フリーフォーマット（請求書、支払明細書） 
①鏡部の「入金額 1」と「入金額 2」の集計条件に「電債」チェックボックスを追加しました。 
②明細部の「入金種別」の印字内容に「電債」を追加しました。 
③明細部の配置項目名称を変更しました。 

手形期日→手形期日・支払期日 
手形番号→手形番号・記録番号 

 
【重要】 
入金伝票と支払伝票で電子記録債権種別を入力されるお客様は以下の事柄に注意してください。 
上記①と②の項目は、自動コンバートを行うことができません。 
したがって、Rev4.10 へアップしたあとに設計画面を開いて電子記録債権の設定を行ってください。 
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≪その他の機能変更≫ 
 

◆数量別の単価設定を可能にしました。＜新規処理が 4 処理＞ 
『数量別単価の登録』、『得意先別数量別単価の登録』、『数量別期間単価の登録』、『得意先別数量別期間

単価の登録』 
→＜P.13 単価＞ 

→＜P.23 数量別単価の登録＞ 
→＜P.30 得意先別数量別単価の登録＞ 

→＜P.38 数量別期間単価の登録＞ 
→＜P.46 得意先別数量別期間単価の登録＞ 

 
 

◆予約伝票機能を追加しました。＜新規処理が 2 処理＞ 
『予約伝票の登録』、『予約確認と本伝票作成』 

→＜P.65 予約伝票の登録＞ 
→＜P.75 予約確認と本伝票作成＞ 

 
 

◆会社基本情報の登録 
機能追加により、タブ追加・タブ分割・項目のタブ間移動が行われています。 
 
 

◆個別式マスター登録 
一覧画面の列幅保存が項目名称幅より小さくできませんでしたが、これを改善しました。 
以下の処理が修正されています。 

得意先の登録（個別式）、直送先の登録（個別式）、仕入先の登録（個別式）、出荷先の登録（個別式）、

商品の登録（個別式） 
 
 

◆一覧式マスター登録 
指定した列までを横スクロールの対象からはずす機能を追加しました。 
以下の処理が修正されています。 

得意先の登録（一覧式）、仕入先の登録（一覧式）、商品の登録（一覧式） 
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◆振込先を 5 組持てるようにしました。 
○『仕入先の登録』で振込先を 5 組登録します。 

 

○『支払伝票入力』で振込先の選択ができます。 

 

○『振込一覧表』で、選択した振込先への振込データを作成します。 
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◆マスターのコメント 
○商品マスターでもコメントの入力を可能にしました。 
○マスター登録の検索条件にコメントを追加しました。 

商品の登録（個別式）、得意先の登録（個別式）、仕入先の登録（個別式）、直送先の登録、出荷先の

登録 
○マスター参照の参照条件にコメントを追加しました。 
○『汎用データの作成』でコメントを出力可能にしました。また、『汎用データの受入』でもコメントの

受け入れを可能にしました。 
 
 

◆伝票入力の検索条件に「税率」を追加しました。 
見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力、個別発注伝票入力、仕入伝票入力、完成伝票入力 

※出荷伝票入力は「税率」での検索はできません。 
また、『拡張汎用データの作成』の出力条件にも「税率」を追加しました。 
 
 

◆見積書、見積書のフリーフォーマット 
税込合計行のタイトル名を 3 種類登録できるようにしました。 
これにより、非課税伝票の見積書合計欄に“税込”という文字を出力しない運用ができます。 
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◆見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力 
「原価割れチェック」「最低利益率割れチェック」「与信限度チェック」に“チェックしない”選択肢を設け

ました。「与信限度チェック」では見積伝票と受注伝票でもチェック可能にしました。 

 
 
 

◆見積伝票入力、受注伝票入力、売上伝票入力 
○原価の端数処理方法を選択可能にしました。仕入先の「金額端数」を使うこともできます。 

→＜P.19 金額計算時の端数処理＞ 
○計算された原価の訂正を可能にしました。 
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◆受注伝票入力、売上伝票入力、仕入伝票入力、完成伝票入力 
連動入力時に、下記 4 項目の転送要否を指定可能にしました。 

伝票 No2、摘要、プロジェクト、フセン 

 
 
 

◆入金伝票入力、支払伝票入力 
「請求先（支払先）情報の照会」機能を追加しました。 
 
 

◆汎用データの受入 
①各種明細データの受入で、「税区分」と「税込区分」の列がデータに無いときは、商品マスターを見て

セットするようにしました。 
また、「税率」列が無いときは、「税区分」と伝票日付で税率表を見て決定するようにしました。 
旧 Rev では、固定値（税区分は 2、税込区分は税抜、税率は 5%）で処理をしていました。 

②受入パターンファイルを「インポート」「エクスポート」できるようにしました。 
 
 

◆受注伝票のフリーフォーマット 
納品書用紙に合わせて設計した 9 フォームを初期提供しました。 
ただし、既存のデータ領域には追加されませんので、製品ディスクに保存された CSV ファイルをインポ

ートする必要があります。 
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◆データ領域の作成、データ領域の削除 
データ領域の使用容量を表示するようにしました。 
 
 

◆データ領域のバックアップ、データ領域のリカバリ 
最大表示件数の変更機能を追加しました。 
 
 

◆データ領域の一括バックアップ 
バックアップリストの作成機能を追加しました。 
 
 

◆システムツール 
①領域ユーザー情報を別領域にコピーできるようにしました。 
②汎用データ受入パターンファイルを別の領域へコピーできるようにしました。 
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  単価 

■商品マスターの単価 

『商品の登録』処理で登録できる単価の説明です。 
 

項  目 項目説明 

標準価格 商品の定価(上代)です。 

原価 粗利益を計算するための原価です。 
見積伝票／受注伝票／売上伝票の原価に使われます。 

売価 1～5 売価を 5 種類まで持つことができます。 
得意先マスターに「適用売価№」と「掛率」を登録することにより、得意先別の

売価を決定することができます。 
仕入単価 仕入時の単価です。発注伝票／仕入伝票の単価に使われます。 
在庫単価 在庫金額を求めるために使います。 

この単価だけは「税抜」で登録します。 
在庫評価方法が「標準原価法」の場合、この在庫単価が使われます。 
「最終仕入原価法」、「総平均法」、「月次移動平均法」の場合、『在庫の締切』処理

を行った時に、求められた単価に書き換わります。 
出荷伝票／振替伝票の単価は、この在庫単価が使われます。 

 

■単価設定処理 

『商品の登録』処理とは別に単価を登録できる処理があります。『前準備』－『単価設定』の中に 8
処理用意されています。 
 
マスター（処理名） 設定内容 

期間単価 特定期間の単価(売価)を設定します。 
得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 

得意先別期間単価 特定期間の単価(売価)を得意先別に設定します。 
得意先別単価 単価(売価)を得意先別に設定します。 
仕入先別単価 仕入単価を仕入先別に設定します。 
数量別単価 数量別に単価を設定します。 

標準価格・原価・売価 1～5・仕入単価の設定が行えます。 
得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 

得意先別数量別単価 得意先別に数量別単価を設定します。設定できるのは単価（売価）だけです。 
数量別期間単価 特定期間の数量別単価を設定します。 

標準価格・原価・売価 1～5・仕入単価の設定が行えます。 
得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 

得意先別数量別期間

単価 
特定期間の数量別単価を得意先別に設定します。設定できるのは単価（売価）

だけです。 
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■売価の適用方法(商魂) 

 

１.数量別単価の適用 

数量別単価が登録されていれば最優先で数量別単価を適用します。 
【重要】 
商品コードが入力された時点では数量はまだ不明です。このとき表示される単価は“数量別単

価が無い”ときの適用順序で参照された単価になります。数量が入力されたときに数量別単価

を適用して表示します。 
 
数量別単価の適用順序は次のようになります。 

①得意先別数量別期間単価マスターを参照します。 
売上日と得意先・商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であれ

ばその単価を適用します。 
②数量別期間単価マスターを参照します。 
売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単

価を適用します。適用する単価は得意先マスターの「適用売価№」が指すものを用い、「掛率

計算をする」設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計算を行います。 
③得意先別数量別単価マスターを参照します。 
得意先・商品でマスターを参照します。 

④数量別単価マスターを参照します。 
商品でマスターを参照します。適用する単価は得意先マスターの「適用売価№」が指すものを

用い、「掛率計算をする」設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計算を行

います。 
 

【注意】 
○適用した単価が「0」の場合、単価を「0」とぜず、“数量別単価が無い”と判定します。 
○後述の「入力項目の設定」に関係なく、数量別単価が優先されて適用されます。 
○「入力項目の設定」を[前回売価]に設定して、数量別期間単価も使う運用をする場合は注意が

必要です。有効期間以降の伝票を入力した時に、数量別期間単価を適用した前回の伝票から単

価を適用してしまいます。 
○見積伝票・受注伝票では、数量別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、「数量別期間単価マスター」や「得意先別数量別期間単価マスター」の「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。 
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2.期間単価の適用 

数量別単価が適用されなければ次に期間単価を参照します。（下記①②の順に） 
①得意先別期間単価マスターを参照します。 
売上日と得意先・商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であれば

その単価を適用します。 
②期間単価マスターを参照します。 
売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単価

を適用します。「掛率計算をする」設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計

算を行います。 
 

【注意】 
○後述の「入力項目の設定」に関係なく、期間単価が優先されて適用されます。 
○「入力項目の設定」を[前回売価]に設定して、期間単価も使う運用をする場合は注意が必要で

す。有効期間以降の伝票を入力した時に、期間単価を適用した前回の伝票から単価を適用して

しまいます。 
○見積伝票・受注伝票では、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、期

間単価マスターや得意先別期間単価マスターの「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。 
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3.「入力項目の設定」での適用 

数量別単価や期間単価を使用しない場合または、それらの単価が適用されなかった場合は「入力項

目の設定」によって適用順序が決まります。 
①前回売価を適用する。 
その得意先に同じ商品の売上が以前にもあれば、最新の売上伝票から単価(売価)を適用します。 

②得意先別単価マスターを適用する。 
得意先別単価マスターが登録されていれば、その単価(売価)を適用します。 

③単価(売価)を計算する。 
商品マスターの「標準価格」「原価」「売価 1」～「売価 5」と、得意先マスターの「適用売価№」

「掛率」から計算します。 
単価(売価)＝基となる売価×掛率 

 
どの方法を使うかは、見積／受注／売上伝票入力時の「入力項目の設定」で指定します。 

 

単価の選択欄には[前回売価]と[適用売価]があります。 
[前回売価]...上記①を適用します。もし以前に売上がなければ②③の順で適用します。 
[適用売価]...②③の順で適用します。 

 
■前回売価取得の詳細 

入力した得意先と商品で売上伝票を検索し最も新しい明細を取得します。 

そのとき、以下の伝票・明細は対象外とします。 

○仮納品伝票、契約売上伝票 

○マスター区分＝（値引き、記事）、区＝単価訂正 

取得した明細で以下をチェックします。相違がなければ単価を適用します。相違があればなら単価

を適用しません。（前回売価を適用できなかったことになります）。 

○マスター区分が同じであること。 

○単価小数桁が同じであること。 

○税込区分が同じであること。 

得意先マスターの「税換算」と商品単価マスターの「税込区分」から決定した税込区分と取

得した明細の税込区分を比較します。 

○税込単価のとき、税率が同じであること。 

今回適用する税率と前回の税率を比較します。 

 
※後述の「仕入単価の適用方法」の「前回単価」も同様の仕様になります。 
※「品名」で設定できる「前回品名」も「前回売価」と同様な仕様になります。適用できなければ

商品マスターの品名を適用します。 
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■原価の適用方法(商魂) 

 
原価も同じような適用方法があります。 
●数量別単価の適用 
数量別単価が登録されていればその「原価」を優先して適用します。 
①数量別期間単価マスターを参照します。 
売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその原

価を適用します。 
②数量別単価マスターを参照します。 
商品でマスターを参照します。マスターが有ればその「原価」を適用します。 
 

※適用した原価が「0」の場合、原価を「0」とぜず、“数量別単価が無い”と判定します。 
 

●「入力項目の設定」での適用 
数量別単価を使用しない場合または、その原価が適用されなかった場合は「入力項目の設定」に

よって適用順序が決まります。 
①[前回原価]...前回売価と同様な考え方です。なければ②を適用します。 
②[標準原価]...商品マスターの原価を適用します。 
③[仕入単価]...『商管』を使用している場合、最終仕入単価を適用します。 
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■仕入単価の適用方法(商管) 

 
●数量別単価の適用 
数量別単価が登録されていればその「仕入単価」を優先して適用します。 
①数量別期間単価マスターを参照します。 
仕入日と商品でマスターを参照します。仕入日と有効期間が比較され、期間内であればその仕

入単価を適用します。 
②数量別単価マスターを参照します。 
商品でマスターを参照します。マスターが有ればその「仕入単価」を適用します。 

 
※適用した仕入単価が「0」の場合、仕入単価を「0」とぜず、“数量別単価が無い”と判定します。 
 

●「入力項目の設定」での適用 
数量別単価を使用しない場合または、その仕入単価が適用されなかった場合は「入力項目の設定」

によって適用順序が決まります。 
①前回仕入単価を適用する。 
その仕入先に同じ商品の仕入が以前にもあれば、最新の仕入伝票から仕入単価を適用します。 

②仕入先別単価マスターを適用する。 
仕入先別単価マスターが登録されていれば、その仕入単価を適用します。 

③商品マスターの仕入単価を適用する。 
 

どの方法を使うかは、発注／仕入伝票入力時の「入力項目の設定」で指定します。 

 

単価の選択欄には[前回単価]と[マスター単価]があります。 
[前回単価]...上記①を適用します。もし以前に仕入がなければ②③の順で適用します。 
[ﾏｽﾀｰ単価]...②③の順で適用します。 

 
※「品名」で設定できる「前回品名」も「前回単価」と同様な仕様になります。適用できなければ

商品マスターの品名を適用します。 
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  金額計算時の端数処理 
 
「数量×単価」で売上金額や仕入金額を計算するときの円未満端数処理についての説明です。 
 
■見積金額・受注金額・売上金額・原価（商魂）、発注金額・仕入金額（商管） 
マスター登録処理で得意先別・仕入先別に設定することができます。 

（得意先の登録画面） 

 

得意先マスター、仕入先マスターとも「金額端数」項目で設定します。 
0：切捨て、1：切上げ、2：四捨五入 

※得意先に請求先が設定されていれば、請求先側で設定します。仕入先も同様に支払先側で設定し

ます。 
 
登録の手間を省く機能として「初期値の設定」があります。マスター登録の「初期設定」画面で、「金

額端数」の初期値を登録しておきます。マスターを追加する際に、この初期値が代入されます。 

 

 
■出荷金額・振替金額・在庫資料の在庫金額（商管） 
『商管』の出荷伝票入力での出荷金額、振替伝票入力での振替金額、在庫資料の在庫金額計算では『会

社基本情報の登録』で設定した「在庫金額計算時の円未満端数」が使われます。 
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■原価（商魂） 
「数量×原単価」で求められる原価の円未満端数処理は、『会社基本情報の登録』処理の「原価端数」

で設定します。 
 

 

「原価端数」のリストから処理方法を選択します。 
0：得意先の金額端数 

得意先マスターに設定された金額端数を使います。 
1：主仕入先の金額端数 

以下の優先順位で求めた金額端数を使って端数処理します。 
①商品の在庫マスターに設定された主仕入先の金額端数。 
②商品マスターに設定された主仕入先の金額端数。 
③得意先の金額端数。 
※『商管』を利用されていない場合、この選択肢はリストに表示されません。 

2：切捨て 3：切上げ 4：四捨五入 
指定された方法で端数処理します。 

 
※得意先に請求先が設定されていれば、請求先の「金額端数」を使います。仕入先も同様に支払先

の「金額端数」を使います。 
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  電子記録債権 
 
この章では、「電子記録債権」を回収または支払で使うときの手順・留意点を説明します。 
○対応している電子債権記録機関 
「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」が運営している「でんさいネット」が扱う電子記録債権に

対応しています。 
○窓口金融機関 
お客様は、窓口となる金融機関を通して「でんさいネット」を利用することになります。したがって、

金融機関が扱っている電子記録債権サービスの契約が必要になります。各金融機関で電子記録債権サ

ービスの利用規程が異なりますのでご注意ください。 
 

1.『商魂』での手順  

①『得意先の登録』 
必要であれば回収種別で「電債」（電子記録債権）を選択します。 

②窓口金融機関から「電子記録債権データ」を受け取ります。 
③入金伝票の入力 
二通りの方法があります。 
1．『入金伝票入力』で、「電債」種別で入金額を手入力します。「支払期日」と「記録番号」も入力で

きます。 
2．『随時処理』－『電子記録債権データの管理』で、「電子記録債権データ」をデータベースに保存

します。『回収処理』－『入金伝票の受入（電債）』で保存した電子記録債権データから入金伝票を

自動作成します。 
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2.『商管』での手順  

①『会社基本情報の登録』 
自社の「でんさいネット利用者番号」を登録します。「発生記録請求データ」を作成するときに必要

です。 
②『仕入先の登録』 
必要であれば支払種別で「電債」（電子記録債権）を選択します。 
支払先が「電子記録債権」の決済で使っている口座を「振込先」に登録します。「振込先」は 5 個ま

で登録できますので、「振込」で使っているものと異なる口座も登録できます。支払先の「でんさい

ネット利用者番号」も登録します。「振込先」の情報は「発生記録請求データ」を作成するときに必

要です。 
③『支払伝票入力』 
「電債」種別で支払額を入力します。「支払期日」も入力します。「記録番号」はこの時点で不明です

ので入力しません。「振込先」は「電子記録債権」のものを選択入力します。 
④『支払処理』－『発生記録請求データの作成（電債）』で、入力した支払伝票から、債務者請求デー

タを作成します。 
⑤窓口金融機関に「発生記録請求データ」を送ります。 
⑥数日後に、窓口金融機関から「電子記録債権データ」を受け取ります。 
⑦『随時処理』－『電子記録債権データの管理』で、「電子記録債権データ」をデータベースに保存し

ます。 
⑧『支払伝票入力』 

上記③で入力した支払伝票を呼び出し、決定した「記録番号」を入力します。上記⑦で保存した「電

子記録債権データ」を参照して入力することもできます。 
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  数量別単価の登録 

概要  

数量別の単価を商品ごとに登録します。 
販売数量によって単価を変えたいときに利用します。仕入数量による仕入単価の設定もできます。 
 
○設定可能な商品は以下の商品になります。 
・マスター区分が「一般商品」 
・使用区分が「許可」 
・有効期間内であること（マシン日付と比較） 

○数量範囲は 10 段階まで設定可能です。 
 
※伝票入力時の数量別単価の適用規則は、「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。 
 
 

画面  

最初に「商品コード」を入力します。 
「数量範囲」で境界線となる数量を入力し、「標準価格」から順に単価を入力していきます。 
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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 表示している商品の数量別単価を削除します。 
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。 
複写入力 登録済みのマスターを利用して新規マスターを登録します。 
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。 
前移動 表示中のコードより前の（小さい）コードのマスターを表示します。 
次移動 表示中のコードより後の（大きい）コードのマスターを表示します。 
検索 マスターを検索して画面に表示します。 
検索一覧 検索一覧画面に戻ります。 
参照 入力項目のコード参照画面を開きます。 

設定 入力項目の設定 入力する項目を設定します。 

移動方向 Enter キー押下後のフォーカス移動を「縦移動」「横移動」から選択

します。 

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.入力項目の設定 
数種類ある単価項目の中で、入力が必要な単価だけを登録画面に表示することができます。 
登録画面から、[入力項目]をクリックすれば「入力項目の設定」画面が表示されます。 

 

入力する項目にはチェックマークを付けます。入力しない項目はチェックマークを外します。 
[全選択][全解除]をクリックすると、すべてのチェックマークを付けたり、外したりすることができま

す。 
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2.新規登録 
 

2.1. 新規入力 
 
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「商品コード」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商品コードを選択

します。 
※数量別単価マスターに登録済みの商品を指定すると、マスター内容が表示され参照モードにな

ります。 
②「掛率計算」を指定します。 
掛率計算を「する」に設定すると、伝票入力時の単価は、適用した数量別単価と得意先マスターに

登録されている「売価掛率」で計算されます。 
③「数量範囲」と単価項目を入力します。 
数量範囲は小さい順に入力し、最終行には何も入力しません。 
 
＜入力例：4 段階での設定、単位を「個」とした商品＞ 

数量範囲 標準価格 
0 個以上 100 個未満 800 

100 個以上 200 個未満 780 
200 個以上 300 個未満 760 
300 個以上   750 

※「～個以上」：1 行目は「0 個以上」、2 行目以降は前行で入力した数量が表示されます。 
 
 

2.2. 複写入力 
登録済みの商品を基にして、別の商品の数量別単価を登録できます。 

 
①基になる商品のマスターを登録画面に表示させます。 

※表示方法は後述の「3.変更・削除」をご覧ください。 
②[複写]ボタンをクリックします。 

※参照モードの状態でクリックできます。修正モードに入るとクリックできません。 
③「商品コード」が空白になり新規入力モードに移行します。 
④新しい商品コードを入力し、変更する項目だけを修正入力していきます。 
⑤入力完了後、[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複写を中止することができます。 
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3.変更・削除 
 
①登録済みのマスターを以下の方法で画面に表示します。 
・当該商品コードを直接入力するか、［参照］ボタンをクリックして開いた参照画面で商品を選択

します。 
・［前移動］と［次移動］ボタンで登録済み商品を昇順または降順で表示する。 
・［検索］ボタンで検索画面を表示し指示した条件で抽出された商品を表示する。 

②当該商品のマスター内容が表示されたら、変更・削除を行います。 
○変更の場合 
変更したい箇所にフォーカスを移動しながら訂正していきます。 
訂正が終了したら［登録］ボタンをクリックして登録します。 

○削除の場合 
［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。 

 

③検索をして複数のマスターが対象となっている場合、変更登録・削除が終了したあとは、次に対象

となるマスターを表示しますので、連続して操作ができます。 
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4.検索 
 
登録済みの数量別単価マスターを検索することができます。 
新規入力モードのときに［検索］ボタンをクリックすると、「検索条件」画面が開きます。 
条件入力の仕様は、伝票入力や他のマスター登録の「検索」と同様です。 

 

［検索結果を一覧表示する］にチェックマークを付けると、該当したマスターを一覧表示すること

ができます。 

 

行を選択して［設定］ボタンをクリックすれば、そのマスターの内容を登録画面に表示します。 
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5.登録台帳 
登録した数量別単価マスターの台帳を印刷します。 
登録画面から[印刷等]ボタンをクリックします。 

 

①[出力項目] 
出力する単価にチェックマークを付けます。 

②[範囲指定] 
印刷する範囲を指定します。 
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  得意先別数量別単価の登録 

概要  

当処理は、「数量別単価」を得意先別に登録する処理となります。 
○設定可能な商品は以下の商品になります。 
・マスター区分が「一般商品」 
・システム区分が「共用」か「売上専用」 
・使用区分が「許可」 
・有効期間内であること（マシン日付と比較） 

○数量範囲は 10 段階まで設定可能です。 
 
※伝票入力時の数量別単価の適用規則は、「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。 
 
 

画面  

最初に「得意先コード」と「商品コード」を入力します。 
「数量範囲」で境界線となる数量を入力し、次に「単価」を入力します。 
［得意先別／商品別］ボタンで「得意先コード」と「商品コード」の入力順序を変更できます。 
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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 表示している 1 件のマスターか、得意先（または商品）の全マスタ

ーを削除します。 
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。 
複写入力 登録済みのマスターを利用して新規マスターを登録します。 
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。 
前移動 表示中のコードより前の（小さい）コードのマスターを表示します。 
次移動 表示中のコードより後の（大きい）コードのマスターを表示します。 
検索 マスターを検索して画面に表示します。 
検索一覧 検索一覧画面に戻ります。 
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 得意先別・商品別

の切り替え 
得意先別に商品を連続して入力するか、商品別に得意先を連続して

入力するかを選択します。 

移動方向 Enter キー押下後のフォーカス移動を「縦移動」「横移動」から選択

します。 

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.得意先別／商品別の切り替え 
 
得意先コードと商品コードの入力順序を変えることができます。 
先に入力した一つのコードに対して、後から入力するコードを連続して入力することができます。た

とえば、得意先コードが先なら、ひとつの得意先に対して複数の商品を連続して入力できます。 
登録画面の［得意先別／商品別］ボタンをクリックすることで表示を切り替えることができます。 
 

商品別（商品コードが先）の画面例 
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2.新規登録 
 

2.1. 新規入力 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 
 

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「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参照画面で得意先コードを

選択します。 
②「商品コード」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商品コードを選択

します。 
※登録済みの商品を入力すると登録内容が表示され「参照モード」に移行します。 

③「数量範囲」と「単価」を入力します。 
入力方法は『数量別単価の登録』と同様ですのでそちらのページをご覧ください。 

④［登録］ボタンをクリックして登録します。 
⑤登録後は、空になった「商品コード」欄にフォーカスが移ります。 
別商品の入力を続けるなら②～④を繰り返します。 

 
 

2.2. 複写入力 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 

 
登録済みの商品を基にして、別の商品の数量別単価を登録できます。 

 
①基になる商品のマスターを登録画面に表示させます。 

※表示方法は後述の「3.変更」をご覧ください。 
②[複写]ボタンをクリックします。 

※参照モードの状態でクリックできます。修正モードに入るとクリックできません。 
③「商品コード」が空白になり新規入力モードに移行します。 
④新しい商品コードを入力し、変更する項目だけを修正入力していきます。 

※登録済みの商品を入力すると“登録済みのコードと重複しています。”というメッセージが入

力欄の下に表示されます。内容を訂正しても登録できませんので、未使用の商品コードを入力

するか、［入力前］ボタンをクリックして複写入力を中止します。 
⑤入力完了後、[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複写を中止することができます。 
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3.変更 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 

 
①登録済みのマスターを以下の方法で画面に表示します。 
・先に得意先コードを入力し、次に商品コードを入力します。［参照］ボタンをクリックして開い

た参照画面で得意先や商品を選択することもできます。 
・［前移動］と［次移動］ボタンで登録済みマスターを昇順または降順で表示する。 
・［検索］ボタンで検索画面を表示し指示した条件で抽出された商品を表示する。 

②当該マスターの内容が表示されたら、数量範囲や単価を訂正します。 
③訂正が終了したら［登録］ボタンをクリックして登録します。 
④検索をして複数のマスターが対象となっている場合、変更登録が終了したあとは、次に対象となる

マスターを表示しますので、連続して操作ができます。 
 

 

4.削除 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 

 
■商品 1 件を削除する場合 
前述の「3.変更」で説明した方法で登録済みマスターを画面に表示します。 
［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。 

 

検索をして複数のマスターが対象となっている場合、削除が終了したあとは、次に対象となるマス

ターを表示しますので、連続して操作ができます。 
 

■得意先の全商品を削除する場合 
得意先コードだけを入力し、商品コードが空の状態を作ります。前述の「3.変更」で説明した方法

で登録済みマスターを画面に表示したときは、商品コードを Delete キーで空にします。 
［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。 
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5.検索 
 
登録済みの得意先別数量別単価マスターを検索することができます。 
新規入力モードのときに［検索］ボタンをクリックすると、「検索条件」画面が開きます。 
条件入力の仕様は、伝票入力や他のマスター登録の「検索」と同様です。 

 

［検索結果を一覧表示する］にチェックマークを付けると、該当したマスターを一覧表示すること

ができます。 

 

行を選択して［設定］ボタンをクリックすれば、そのマスターの内容を登録画面に表示します。 
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6.一括複写 
 
ある得意先に登録した数量別単価を、別の得意先に複写する方法の説明です。登録画面から、[一括

複写]ボタンをクリックすれば「一括複写」画面が表示されます。 
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。 

 

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[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。 

 

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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7.登録台帳 
登録した得意先別数量別単価マスターの台帳を印刷します。 
登録画面から[印刷等]ボタンをクリックします。 
 
■得意先別・商品順 

 

①[出力順] 
「得意先別・商品順」を選択します。 

②得意先毎に改ページ 
チェックマークを付ければ得意先ごとに改ページします。 

③[範囲指定] 
印刷する範囲を指定します。 

 
■商品別・得意先順 

 

①[出力順] 
「商品別・得意先順」を選択します。 

②商品毎に改ページ 
チェックマークを付ければ商品ごとに改ページします。 

③[範囲指定] 
印刷する範囲を指定します。 
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  数量別期間単価の登録 

概要  

数量別の期間単価を商品ごとに登録します。 
数量別単価をさらに特定期間で変えたいときに利用します。仕入単価の設定もできます。 
 
○設定可能な商品は以下の商品になります。 
・マスター区分が「一般商品」 
・使用区分が「許可」 
・有効期間内であること（商品の有効期間と単価有効期間を比較） 

○数量範囲は 10 段階まで設定可能です。 
 
※伝票入力時の数量別単価の適用規則は、「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  

期間情報（期間単価コード、期間単価名、単価有効期間）と商品を登録します。一つの期間情報に対し

て複数の商品を登録できます。 
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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 期間単価の削除または、表示中の商品だけを期間単価から削除しま

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。 
複写入力 登録済みの商品を利用して別の商品を登録します。 
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。 
前移動 表示中の商品コードより前の（小さい）商品コードの単価情報を表

示します。 
次移動 表示中の商品コードより後の（大きい）商品コードの単価情報を表

示します。 
検索 期間単価に登録されている商品を検索して画面に表示します。 
検索一覧 検索一覧画面に戻ります。 
期間変更 期間単価名と単価有効期間の変更を行います。 
参照 入力項目のコード参照画面を開きます。 

設定 入力項目の設定 入力する項目を設定します。 

移動方向 Enter キー押下後のフォーカス移動を「縦移動」「横移動」から選択

します。 

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.入力項目の設定 
数種類ある単価項目の中で、入力が必要な単価だけを登録画面に表示することができます。 
登録画面から、[入力項目]をクリックすれば「入力項目の設定」画面が表示されます。 

 

入力する項目にはチェックマークを付けます。入力しない項目はチェックマークを外します。 
[全選択][全解除]をクリックすると、すべてのチェックマークを付けたり、外したりすることができま

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。 
※『得意先別期間単価の登録』とは異なり、期間部分だけでの登録操作はできませんのでご注意く

ださい。 
 
■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。 

 
以上で期間部分の入力は終了ですが、登録するには商品単価情報の入力も必要です。 
 
④商品コードを入力し、数量範囲や単価項目を入力します。 
⑤［登録］ボタンをクリックして、期間部分と商品 1 件の単価情報を登録します。 
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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、他の数量別期間単価マスターで同じ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、登録されている数量別期間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（商品・掛率計算・数量範囲・単価項目）の登録・変更・削除操作を説明します。 
 
■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「商品コード」欄に移ります。 
新規登録または訂正したい商品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

画面で商品を選択します。 
※登録済みの商品を確認または選択する方法が用意されています。後述の「商品の検索」をご

覧ください。 
※［前移動］［次移動］ボタンで表示商品を切り替えることができます。検索中は検索対象と

なった商品間で移動します。 
③「数量範囲」と「単価項目」を入力・訂正します。 
入力方法は『数量別単価の登録』と同様ですのでそちらのページをご覧ください。 

④入力・訂正が終わったら［登録］ボタンをクリックします。 
⑤登録・更新が終わったら「商品コード」欄に戻りますので、別の商品の操作を行います。 
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。 

 
 

■複写入力 
登録済みの商品を基にして、別の商品の数量別単価を登録できます。 
①基になる商品のマスターを登録画面に表示させます。 
②[複写]ボタンをクリックします。 

※参照モードの状態でクリックできます。修正モードに入るとクリックできません。 
③「商品コード」が空白になります。 
④新しい商品コードを入力し、変更する項目だけを修正入力していきます。 

※登録済みの商品を入力すると“登録済みのコードと重複しています。”というメッセージが

入力欄の下に表示されます。内容を訂正しても登録できませんので、未使用の商品コードを

入力するか、［入力前］ボタンをクリックして複写入力を中止します。 
⑤入力完了後、[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複写を中止することができます。 
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■削除 
上記「登録・変更」の手順①と②を行い、当該マスターを表示します。 
③［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「商品コード」欄に戻りますので、別の商品を削除するなら操作を繰り返しま

す。 
 
 

4.商品の検索 
 
一つの期間単価に登録されている商品を検索することができます。 
参照モードのときに「商品コード」欄で［検索］ボタンをクリックすると、「検索条件」画面が開き

ます。条件入力の仕様は、伝票入力や他のマスター登録の「検索」と同様です。 

 

［検索結果を一覧表示する］にチェックマークを付けると、該当したマスターを一覧表示すること

ができます。 

 

行を選択して［設定］ボタンをクリックすれば、そのマスターの内容を登録画面に表示します。 
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5.登録台帳 
登録した数量別期間単価マスターの台帳を印刷します。 
登録画面から[印刷等]ボタンをクリックします。 

 

①［期間単価毎に改ページ］ 
チェックマークを付ければ期間単価コードごとに改ページします。 

②[出力項目] 
出力する単価にチェックマークを付けます。 

③[範囲指定] 
印刷する範囲を指定します。 
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  得意先別数量別期間単価の登録 

概要  

得意先ごとに数量別期間単価を登録します。 
 
○設定可能な商品は以下の商品になります。 
・マスター区分が「一般商品」 
・システム区分が「共用」か「売上専用」 
・使用区分が「許可」 
・有効期間内であること（商品の有効期間と単価有効期間を比較） 

○数量範囲は 10 段階まで設定可能です。 
 
※伝票入力時の数量別単価の適用規則は、「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  

期間情報（期間単価コード、期間単価名、単価有効期間）と得意先／商品を登録します。一つの期間情

報に対して複数の得意先／商品を登録できます。 
［得意先別／商品別］ボタンで「得意先コード」と「商品コード」の入力順序を変更できます。 
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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 期間単価の削除または、表示中の得意先／商品の全部を削除また

は、表示中のマスターだけを削除します。 
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。 
複写入力 登録済みのマスターを利用して新規マスターを登録します。 
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。 
前移動 表示中のコードより前の（小さい）コードの単価情報を表示します。 
次移動 表示中のコードより後の（大きい）コードの単価情報を表示します。 
検索 期間単価に登録されている得意先／商品を検索して画面に表示し

ます。 
検索一覧 検索一覧画面に戻ります。 
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 得意先別・商品別

の切り替え 
得意先別に商品を連続して入力するか、商品別に得意先を連続して

入力するかを選択します。 

移動方向 Enter キー押下後のフォーカス移動を「縦移動」「横移動」から選択

します。 

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.得意先別／商品別の切り替え 
 
得意先コードと商品コードの入力順序を変えることができます。 
先に入力した一つのコードに対して、後から入力するコードを連続して入力することができます。た

とえば、得意先コードが先なら、ひとつの得意先に対して複数の商品を連続して入力できます。 
登録画面の［得意先別／商品別］ボタンをクリックすることで表示を切り替えることができます。 
 

商品別（商品コードが先）の画面例 
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2.期間部分の登録・変更・削除 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 

 
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。 
※『得意先別期間単価の登録』とは異なり、期間部分だけでの登録操作はできませんのでご注意く

ださい。 
 
■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。 

 
以上で期間部分の入力は終了ですが、登録するには商品単価情報の入力も必要です。 
 
④得意先コードと商品コードを入力し、数量範囲や単価項目を入力します。 
⑤［登録］ボタンをクリックして、期間部分と得意先／商品 1 件の単価情報を登録します。 
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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、他の得意先別数量別期間単価マスターで同じ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数量別期間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 
※得意先コードを先に入力する場合で説明しています。 

 
ここでは、単価部分（得意先・商品・数量範囲・単価）の登録・変更・削除操作を説明します。 
 
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。 
「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。 
 

3.1. 新規入力 
 
①「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参照画面で得意先コードを

選択します。 
②「商品コード」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商品コードを選択

します。 
※登録済みの商品を入力すると登録内容が表示されます。 

③「数量範囲」と「単価」を入力します。 
入力方法は『数量別単価の登録』と同様ですのでそちらのページをご覧ください。 

④［登録］ボタンをクリックして登録します。 
⑤登録後は、空になった「商品コード」欄にフォーカスが移ります。 
別商品の入力を続けるなら②～④を繰り返します。 

 
 

3.2. 複写入力 
 
登録済みの商品を基にして、別の商品の数量別単価を登録できます。 

 
①基になる商品のマスターを登録画面に表示させます。 

※表示方法は後述の「3.3.変更」をご覧ください。 
②[複写]ボタンをクリックします。 

※参照モードの状態でクリックできます。修正モードに入るとクリックできません。 
③「商品コード」が空白になります。 
④新しい商品コードを入力し、変更する項目だけを修正入力していきます。 

※登録済みの商品を入力すると“登録済みのコードと重複しています。”というメッセージが入

力欄の下に表示されます。内容を訂正しても登録できませんので、未使用の商品コードを入力

するか、［入力前］ボタンをクリックして複写入力を中止します。 
⑤入力完了後、[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複写を中止することができます。 
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3.3. 変更 
 
①登録済みのマスターを以下の方法で画面に表示します。 
・先に得意先コードを入力し、次に商品コードを入力します。［参照］ボタンをクリックして開い

た参照画面で得意先や商品を選択することもできます。 
・［前移動］と［次移動］ボタンで登録済みマスターを昇順または降順で表示する。 
・［検索］ボタンで検索画面を表示し指示した条件で抽出された商品を表示する。 

②当該マスターの内容が表示されたら、数量範囲や単価を訂正します。 
③訂正が終了したら［登録］ボタンをクリックして登録します。 
④検索をして複数のマスターが対象となっている場合、変更登録が終了したあとは、次に対象となる

マスターを表示しますので、連続して操作ができます。 
 

 
3.4. 削除 
 
■商品 1 件を削除する場合 
前述の「3.3.変更」で説明した方法で登録済みマスターを画面に表示します。 
［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。 

 

検索をして複数のマスターが対象となっている場合、削除が終了したあとは、次に対象となるマス

ターを表示しますので、連続して操作ができます。 
 

■得意先の全商品を削除する場合 
得意先コードだけを入力し、商品コードが空の状態を作ります。前述の「3.3.変更」で説明した方

法で登録済みマスターを画面に表示したときは、商品コードを Delete キーで空にします。 
［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。 
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4.得意先／商品の検索 
 
一つの期間単価に登録されている得意先／商品を検索することができます。 
［検索］ボタンをクリックすると、「検索条件」画面が開きます。条件入力の仕様は、伝票入力や他

のマスター登録の「検索」と同様です。 

 

［検索結果を一覧表示する］にチェックマークを付けると、該当したマスターを一覧表示すること

ができます。 

 

行を選択して［設定］ボタンをクリックすれば、そのマスターの内容を登録画面に表示します。 
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5.一括複写 
 
ある得意先に登録した数量別期間単価を、別の得意先に複写する方法の説明です。登録画面から、[一

括複写]ボタンをクリックすれば「一括複写」画面が表示されます。 
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。 

 

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[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。 

 

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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6.登録台帳 
登録した得意先別数量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。 

 

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） 
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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  入金伝票の受入（電債） 

概要  

当処理では、『随時処理』の『電子記録債権データの管理』で取り込んだ電子記録債権データを基に、

『商魂』の入金伝票を自動作成します。 

 

■対象とする電子記録債権データ 
①権利者情報が自社情報のデータ 
以下の権利者情報すべてと一致する会社口座マスターが登録されていることが前提になります。 

取引銀行番号（金融機関コード）、取引支店番号（店番号）、預金種目、口座番号 
②取消区分が「0」 

ただし、記録番号が同じで取消区分が「1」のデータがある場合は対象外とします。 
③エラー区分が「0」 
 
※入金伝票を作成したデータは、重複作成を防ぐために対象外とします。 
ただし、作成後に入金伝票が削除されたデータは対象とします。 

 
■処理の流れ 
①処理を起動すると「条件指示画面」が表示されます。対象とするデータを指示して実行します。 
②「受け入れ確認画面」が開き、読み込んだ「電子記録債権データ」が一覧表示されます。 
③得意先との照合は「義務者名称」で行います。初めて電子記録債権支払が有った得意先は得意先

マスターと照合できません。「受け入れ確認画面」で義務者名称を確認して得意先コードを入力

します。 
④すべてのデータを得意先に照合させたら［転送］ボタンをクリックし、入金伝票を作成します。 
 
※運用を続けていくと、ほとんどの得意先は自動で照合できるようになります。照合できなかった

得意先だけを手作業で照合します。 
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条件指示画面  

処理が起動すると「条件指示画面」が表示されます。 
電子記録債権テーブルに保存されたデータの中で、入金伝票作成の対象とするデータを指示します。 

 

 
○読込名称 
『電子記録債権データの管理』で、電子記録債権データをテーブルに取り込んだ時に指示した「読

込名称」を指示します。指示すると、そのときに読み込んだデータだけを対象とすることができま

す。 
 

○通知作成日、支払期日、電子記録年月日 
三項目とも電子記録債権データの項目です。 
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受け入れ確認画面  

「条件指示画面」で［実行］ボタンがクリックされると、電子記録債権テーブルの中から対象となるデ

ータを読み込み、得意先と照合されたあとに転送のための確認画面が表示されます。 
 

 
 

■機能の説明 
メニューバーに有る機能を説明します。ファンクションバーに有る［F4:全選択］と［F5:全解除］

機能は、メニューバーにはありません。 
 

メニュー 機能 機能の説明 
ファイル 転送 入金伝票の作成を実行します。 

閉じる 処理を終了します。 
編集 受入条件 「条件指示画面」に戻ります。 

再読込 電子記録債権テーブルを読み込み直します。得意先との照合も再

度行われます。 
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。 

参照 得意先の参照画面を開きます。 
設定 移動方向 [Enter]キーの押下後、フォーカスの移動を右項目か下項目に切り

替えできます。 
表示 メニュー 当ソフトのメニューを開きます。 
－ F4：全選択 

F5：全解除 
「転送」欄にあるチェックマークの選択・解除操作を行います。 
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操作手順  

①電子記録債権テーブルのデータと得意先が正しく照合されたか目視でチェックします。「義務者名

称」が前回と同じ内容であれば正しく照合されるはずです。 
 
②照合しなかったデータについては得意先コードを入力してひもづけを行います。 
 
③すべての得意先の照合が終わったら［F4:全選択］を押し、全データを選択状態にします。 

もし、入金伝票を作成したくないデータがあれば、その行だけチェックマークを解除します。 
 
④［転送］ボタンをクリックして入金伝票の作成を行います。 

「チェックの付いたデータを入金伝票に転送します。よろしいですか？」と確認画面が出ます。［は

い］を選択して作成に進みます。 
 
⑤入金伝票の作成が終わると「転送結果画面」が表示されます。［閉じる］ボタンをクリックして画

面を閉じます。 
※この段階でエラーが出ることはまずありませんが、予測不能なエラーが有った場合、そのデー

タの入金伝票は作成せず、「エラー詳細」列にそのエラー内容を表示します。 
 

 

 
⑥条件指示画面に戻りますので、引き続き処理をするか［閉じる］ボタンで処理を終了します。 
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  発生記録請求データの作成（電債） 

概要  

電債種別で入力した支払伝票から、債務者請求の電子記録債権発生記録請求データを作成します。 
データを作成する前に「発生記録請求一覧表」を出力すればデータ内容を確認することができます。 

 
○種別が「電債」の支払伝票を対象にして処理します。したがって、処理前には「記録請求日」を支払

日とした支払伝票を入力しておく必要があります。 
 
○支払先／支払日／支払期日が同じデータは 1 件にまとめて処理します。 
買掛金と未払金の支払伝票を、別々に入力した場合にまとめて処理されることになります。 
※「会社口座」や「振込先番号」が違えば、上記 2 項目が同じでも別々に処理します。 

 
○支払額が 1 万円未満は発生記録請求データを作成しません。発生記録請求一覧表にはエラーとして出

力します。 
 

○発生記録請求データを作成する際は以下の事に注意が必要です。 
発生記録請求データは、全銀協で使用可能な文字が制限されています。 
データ作成時に、使えない文字が出てくると代替文字（または空白）で置き換えます。 
以下の項目については必ず制限内の文字で登録するようにしてください。 

金融機関の金融機関名フリガナ、支店名フリガナ、委託者名フリガナ 
 

※全銀協使用可能文字についての詳細は、オンラインヘルプの「参考資料」－「全銀協使用可能文字」

のページをご覧ください。 
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照会画面と条件指示画面  
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操作手順  

 

1.発生記録請求一覧表 
 

汎用用紙に発注記録請求データの一覧表を印刷します。 
「発生記録請求データ」を作成する前にチェック用として出力します。 

 

○出力の種類 
［画面］または［印刷等］を選択します。 

○記録請求日 
出力対象とする支払伝票の支払日を指定します。 

○会社口座 
会社口座を範囲指定します。会社口座が複数あれば、会社口座別に出力されます。 

○マスターの会社口座も参照する 
対象とする支払伝票は、指定した会社口座が入力された伝票となります。 
チェックマークを付けると、支払伝票に会社口座を入力していなくても、仕入先マスターに該当の会

社口座が登録されていれば対象にします。 
○出力順 

出力順を以下から選択します。 
［会社口座別・振込金融機関順］ 
［会社口座別・支払先コード順］ 

 
※「利用者番号」や「口座番号」など、必要な項目が登録されていないとその列に“???”マークを出

力します。エラーにより発生記録請求データを作成できないデータは、出力列の一番左に「×」マー

クを出力します。 
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2.発生記録請求データの作成 
発生記録請求データを作成します。 
作成する前に、「発生記録請求一覧表」を出力することをお勧めします。必要項目が会社口座マスタ

ーや仕入先マスターに登録されているか確認できます。 

 

 
○出力の種類 

［データ用集計］を選択します。 
○記録請求日 

作成対象とする支払伝票の支払日を指定します。発生記録請求データの「記録請求日」になります。 
○会社口座 

会社口座を指定します。発生記録請求データを作成する場合、範囲指定はできません。会社口座が複

数あれば、処理を繰り返してください。 
○マスターの会社口座も参照する 

対象とする支払伝票は、指定した会社口座が入力された伝票となります。チェックマークを付けると、

支払伝票に会社口座を入力していなくても、仕入先マスターに該当の会社口座が登録されていれば対

象にします。 
 

［実行］ボタンをクリックすると「発生記録請求データの作成」画面が開きます。 
画面上部に会社口座の情報が参考表示されます。画面下部の「出力設定」を指示します。 
 

 
 
○出力先パス 

フォルダ・ファイル名を指示します。指示後、［実行］ボタンをクリックすると処理が開始します。 
処理開始前に項目チェックを行い、エラーがあれば警告メッセージを表示し処理を中止します。 
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発生記録請求データのレイアウトと設定内容 

○ヘッダーレコード N：数字、前ゼロ  C：文字、前詰め 

項番 項目名 桁数 設定内容 
1 データ区分 N(1) 1：ヘッダーレコード 
2 種別コード N(2) 11：発生記録請求 
3 文字コード N(1) 0 
4 記録請求日 N(8) 条件指示の記録請求日 
5 請求者 

  6 請求者利用者番号 C(9) 会社基本情報の利用者番号 
7 請求者名 C(30) 会社口座の委託者名フリガナ 
8 取引銀行番号 N(4) 会社口座の金融機関コード 
9 取引銀行名 C(15) 会社口座の金融機関名フリガナ 

10 取引支店番号 N(3) 会社口座の店番号 
11 取引支店名 C(15) 会社口座の支店名フリガナ 
12 預金種目 N(1) 会社口座の預金種目 
13 口座番号 N(7) 会社口座の口座番号 
14 ダミー C(154) スペース 

○データレコード 
  項番 項目名 桁数 設定内容 

1 データ区分 N(1) 2：データレコード 
2 取引相手 

  3 取引相手利用者番号 C(9) 仕入先の利用者番号 
4 取引相手取引銀行番号 N(4) 仕入先の金融機関コード 
5 取引相手取引銀行名 C(15) 仕入先の金融機関名フリガナ 
6 取引相手取引支店番号 N(3) 仕入先の店番号 
7 取引相手取引支店名 C(15) 仕入先の支店名フリガナ 
8 取引相手預金種目 N(1) 仕入先の預金種目 
9 取引相手口座番号 N(7) 仕入先の口座番号 

10 債権金額 N(10) 支払伝票の支払金額 
11 支払期日 N(8) 支払伝票の支払期日 
12 譲渡制限有無フラグ N(1) 0：制限なし 
13 記録番号 C(20) スペース 
14 保証随伴フラグ N(1) スペース 
15 依頼人 Ref.No. C(40) スペース 
16 ダミー C(115) スペース 

○トレーラレコード 
  項番 項目名 桁数 設定内容 

1 データ区分 N(1) 8：トレーラレコード 
2 合計件数 N(6) データレコードの合計件数 
3 合計金額 N(12) データレコードの合計金額 
4 ダミー C(231) スペース 

○エンドレコード 
  項番 項目名 桁数 設定内容 

1 データ区分 N(1) 9：エンドレコード 
2 ダミー C(249) スペース 

※このレイアウトは「でんさいネット」の標準フォーマット（集信 1 レコード）です。 
※ヘッダーレコードの「項番 5」とデータレコードの「項番 2」は、項目として有るのではなく、その下

に続く項目のタイトルです。 
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  予約伝票の登録 

概要  

定期的に発生する伝票や登録するとわかっている伝票を、あらかじめ「予約伝票」として登録してお

くことができます。 
○登録できる伝票は、売上伝票と仕入伝票です。 
○伝票そのものを「予約伝票」として登録するのではなく、売上伝票や仕入伝票で登録した「契約

伝票」を当処理で予約マスターに割り当てます。便宜上、このマスターのことを“予約伝票”と

呼んでいます。 
 
■予約伝票機能の流れ 
○『売上伝票入力』処理、『仕入伝票入力』処理 

伝区を“契約”とする「契約伝票」を登録します。 
○『予約伝票の登録』処理（当処理） 
「契約伝票」を「予約伝票」に割り当てます。一つの予約伝票に最大 9,999 件の契約伝票を割り

当てることができます。 
○『予約確認と本伝票作成』処理 
予約伝票から“本伝票”（売上伝票、仕入伝票）を作成します。 

○通知機能 
ソフトの起動時／終了時に予約内容を確認して、期日が到来した予約があれば『予約確認と本伝

票作成』処理を呼び出し、伝票作成を促します。 
 
 

 
 



 

66 

 

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。 
登録されている予約伝票の一覧を表示します。 

 

 
■機能の説明 
メニューバーの順番で機能を説明します。「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 印刷等 「台帳印刷」画面を開き、指示された内容で予約伝票台帳を出力

します。 
閉じる 処理を終了します。 

編集 最新の情報に更新 最新の登録内容で再表示します。 
新規登録 個別表示画面を表示します。予約伝票を新規登録するときに利用

します。 
詳細 フォーカスのある行の予約伝票を呼び出し個別表示画面に表示

します。確認や修正を行うときに利用します。 
削除 フォーカスのある行の予約伝票を削除します。 

設定 事前通知設定 「事前通知設定」画面を開き、予約日が迫ったことを通知する機

能の設定を行います。 
表示 メニュー 当ソフトのメニューを開きます。 
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個別表示画面  

一覧表示画面から呼び出され、予約伝票の登録や修正を行います。 

 

 
■機能説明 
個別表示画面の機能をメニューバーの順番に説明します。「ヘルプ」の説明は省略します。 
 
メニュー 機能名称 機能概要 

ファイル 登録 入力・訂正した内容で予約伝票を登録します。 
削除 表示している予約伝票を削除します。 
閉じる 「個別表示画面」を閉じます。 

編集 最新の情報に更新 表示している予約伝票を最新の状態に表示し直します。 
伝票登録 伝票登録画面を呼び出し、予約伝票に含める契約伝票を入力しま

す。 
※『予約確認と本伝票作成』から呼び出されたときは機能名称が

「伝票参照」となり、契約伝票は参照のみ可能となります。 
切り取り、コピー、 
貼り付け 

入力項目についてコピー＆ペースト操作を行います。 

行コピー 選択した行の内容をクリップボードにコピーします。 
すべて選択 すべての行を選択状態にします。「行コピー」や「行削除」で全行

を対象にするときに利用します。 
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。 

続く 
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続き 

メニュー 機能名称 機能概要 

編集 前移動 表示中のコードより前の（小さい）コードの予約伝票を表示しま

す。 
次移動 表示中のコードより後の（大きい）コードの予約伝票を表示しま

す。 
行挿入 フォーカスの有る行の上に空行を挿入します。 
行削除 フォーカスの有る行を削除します。 
コード変更 コードの変更を行います。 

「コードの変更」が開きますので、そこで新しいコードを入力し

ます。 

 

参照 「契約№」欄で契約伝票の参照画面を開きます。 
設定 連続入力 ＊1 

逆順 ＊1 
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。 
行削除確認 [行削除]ボタンをクリックしたときに「行削除確認メッセージ」

の表示・非表示を制御します。 
修正したら閉じる ＊1 

表示 宛先表示 チェックを付けると、契約伝票に直送先が登録されていると得意

先欄に直送先の情報を表示します。 
一覧表示 「一覧表示画面」を前面に表示します。 
メニュー 当ソフトのメニューを表示します。 

 
＊1：修正モード時の登録後の動作 
○連続入力 
チェックマークあり：「逆順」の設定により前（次）の予約伝票が表示されます。 
チェックマークなし：該当予約伝票の修正モードが継続します。 

○逆順 
チェックマークあり：「連続入力」のチェックマークがある場合、前の予約伝票が表示されます。 
チェックマークなし：「連続入力」のチェックマークがある場合、次の予約伝票が表示されます。 

○修正したら閉じる 
チェックマークあり：「個別表示画面」を閉じて「一覧表示画面」に戻ります。 
チェックマークなし：修正モードが継続します。 
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操作手順  

 

1.予約伝票の登録・修正 
 
1.1. 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「予約伝票」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（予約伝票コード） 
新規登録のときは半角 4 文字以内で入力します。 
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。 
○予約伝票名 

全角 17（半角 34）文字以内で入力します。 
○カナ索引 

半角 5 文字以内で入力します。 
○データ区分 

売上予約なのか仕入予約なのかを指定します。修正のときは表示されるだけで変更はできません。 
○予約内容 

［詳細設定］ボタンをクリックしてスケジュール等を設定します。次項の説明をご覧ください。 
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1.2. 詳細設定 
［詳細設定］ボタンをクリックすると「予約内容」と「通知・登録ユーザー」を設定する画面が開き

ます。 
 
■予約内容 

 

○予約日 
予約を開始する年月日を入力します。この日以降から、予約内容に従い本伝票を作成する日を決

定していきます。 
○伝区 
作成される本伝票の「伝区」を指定します。 

○予約種別、月、日、曜日 
予約を実行するスケジュールを指定します。 
毎月：毎月実行します。この場合、「月、日、曜日」が指定できます。設定内容により月の中で

何度でも実行できます。 
月：1 月～12 月の中から実行する月を指示します。（複数選択可能） 
日：「日指定」を選び、［1 日］～［31 日］、［最終］から選択します。 
曜日：「曜日指定」を選び、最初に週を［第 1］～［第 4］、［最終］の中から選択し（複数

選択可能）、次に曜日を［日曜日］～「土曜日」の中から選択します。（複数選択可

能） 
毎週：毎週実行します。 

「曜日」で［日曜日］～「土曜日」の中から選択します。（複数選択可能） 
毎日：毎日一回実行します。 
一回：「予約日」の一回だけ実行します。 

○回数を指定する 
実行回数を指定したい場合は、「回数を指定する」にチェックマークを付けて、「総回数」を入力

します。「残り回数」も指定することができます。「総回数」を上回る「残り回数」を指定するこ

とはできません。 
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○休日の設定 
「休日カレンダー」を使った制御を行う場合に指定します。予約日（次回登録予定日）が休日だ

った場合、「前営業日」か「翌営業日」に通知します。 
※“休日には実行しない”という設定はできませんのでご留意ください。 
※「休日カレンダー」は『前準備』の『休日カレンダーの登録』処理で登録します。 

 
 

■通知・登録ユーザー 

 

期日が到来した予約伝票を通知するユーザーを指定します。 
領域ユーザーとして登録されているユーザーの中からユーザーを 5 人まで登録できます。 
○追加 
「通知・登録ユーザー」に設定するユーザーを「領域ユーザー」欄から選択し、［追加］ボタン

をクリックします。複数のユーザーを選択することもできます。 
○除外 
「通知・登録ユーザー」から除外するユーザーを「通知・登録ユーザー」欄から選択し、［除外］

ボタンをクリックします。複数のユーザーを選択することもできます。 
 

※追加・除外はマウスのドラッグ＆ドロップでも行えます。 
※複数のユーザーを選択する場合は、［Ctrl］［Shift］キーを使用します。 
※最初はログインユーザーが追加されていますが、除外して誰も登録しなければ通知は行われませ

ん。 
※“領域責任者”であれば、「登録・通知ユーザー」に含まれていなくても本伝票を作成すること

ができます。このあたりの説明は『予約確認と本伝票作成』のページをご覧ください。 
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1.3. 契約伝票の割り当て 
予約伝票に含める「契約伝票」の割り当て方法です。既存の「契約伝票」を選択する方法と、新規に

「契約伝票」を登録して割り当てる方法があります。 

 

■既存伝票の選択 
「契約№」欄にフォーカスを移して、契約№を入力するか［参照］ボタンをクリックして契約伝票

の参照画面を開きます。 
○契約伝票の参照 
表示された契約伝票の中から割り当てる伝票を選択します。複数行を選択して一度に複数伝票を

割り当てることもできます。 

 

一覧には、どの予約伝票にも割り当てていない契約伝票を表示します。[表示項目]ボタンで表示

する項目を設定できます。 
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■新規契約伝票の登録 

明細行にフォーカスが有る状態で、［伝票登録］ボタンをクリックします。 
『売上伝票入力』または『仕入伝票入力』の登録画面が呼び出されますので、伝区を「契約」とし

た「契約伝票」を登録します。登録後は『予約伝票の登録』画面に戻り、明細行に登録した伝票内

容が表示されます。 
 
※割り当て済みの契約伝票を確認・訂正するときは、その行にフォーカスを置き［伝票登録］ボタ

ンをクリックします。該当する契約伝票が伝票登録画面に表示されてきます。 
 
 

2.予約伝票の削除 
 

不要となった予約伝票を削除する方法です。 
一覧表示画面で削除対象の予約伝票を選択して[削除]ボタンをクリックします。 
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。 

 

※[Shift][Ctrl]キーを使用して複数伝票を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。 

 
 

3.事前通知設定 
 

予約日が到来する前に通知を受けることができます。 
一覧表示画面でメニューバーの「設定」－「予約事前通知」を選択します。 

 

 
 

［事前に通知を行う］にチェックマークを付けて、「日数」で“1”から“7”の間で数字を直接入力

するか、ボタンをクリックして日数を指定します。 
 
※事前通知設定はユーザーごとに情報が保存されますので、事前通知が必要な場合は、各ユーザーで

設定を行うことが必要です。 
※チェックマークを付けなくても当日の通知は受けることができます。 



 

74 

 
 

4.予約伝票台帳 
 

登録した予約伝票の台帳を印刷します。 
一覧表示画面から[印刷等]ボタンをクリックします。 
 

 

 
○データ区分 
売上の台帳か仕入の台帳かを選択します。 

○予約伝票毎に改ページする 
チェックマークを付けると、1 ページに 1 予約伝票だけ出力します。 

○宛先を表示する 
チェックマークを付けると、直送伝票については得意先欄に直送先情報を出力します。 

○範囲指定 
印刷する範囲を指定します。 
［予約名称］は「指定した文字をどこかに含む」、［カナ索引］は「指定した文字から始まる」予約

伝票が対象になります。 
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  予約確認と本伝票作成 

概要  

『予約伝票の登録』処理で登録した“予約伝票”から、“本伝票”（売上伝票と仕入伝票）を作成しま

す。当処理は、『随時処理』メニューから呼び出しますが、「通知機能」を使うことでソフトの起動時

／終了時にも呼び出すことができます。 
 
○ソフトの起動時／終了時に通知を受けられるユーザー 

『予約伝票の登録』の「通知・登録ユーザー」に含まれているユーザーが通知を受けることができ

ます。「通知・登録ユーザー」は予約伝票ごとに設定できますので、自身が含まれた予約伝票の期

日が到来していれば通知されます。 
○本伝票を作成できるユーザー 
当処理を起動できるユーザー（“領域責任者”か起動可能な処理レベルを割り当てられたユーザー）

であれば予約伝票から本伝票を作成できます。 
領域責任者はすべての予約伝票から本伝票を作成できます。その他のユーザーは自身が「通知・登

録ユーザー」に含まれている予約伝票から本伝票を作成できます。 
※処理レベルで、売上伝票や仕入伝票の登録を制限されているユーザーでも、当処理が起動できれ

ば本伝票を作成することができます。 
 
 

■作成上の留意点 
○「伝区」は予約伝票で設定したものになります。 
○消費税について（売上伝票で説明していますが仕入伝票も同様です）。 
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、「契約売上伝票」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

契約売上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「適用税率」の設定に関係なく行われます。［契約伝票のま

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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操作手順  

処理画面の操作を説明します。 

 

■予約一覧リスト 
売上予約と仕入予約がタブに分かれて表示されます。 

○ソフトの起動時／終了時に自動で表示されたとき。 
ソフトにロクインしたユーザーが、「通知・登録ユーザー」に含まれる予約伝票を対象にします。

一覧には、次回登録予定日が到来している予約伝票だけを表示します。ただし、『予約伝票の登

録』で「事前通知設定」を設定しているときは、設定日数までに到来する予約伝票も表示します。 
○『随時処理』のメニューで選択され表示されたとき。 

ユーザーが“領域責任者”の場合は、有効な予約伝票をすべて表示します。“領域責任者”でな

ければ、自身が「通知・登録ユーザー」に含まれる、有効な予約伝票を表示します。 
 
選択行（予約伝票）をダブルクリックすれば『予約伝票の登録』を呼び出すことができます。ただし、

表示された予約伝票や契約伝票は参照だけ可能で訂正することはできません。 
 
■ボタンの説明 

［最 新］：情報を再取得して予約一覧を表示し直します。 
［全選択］：表示されている予約伝票すべてにチェックマークを付けます。 
［全解除］：表示されている予約伝票すべてからチェックマークをはずします。 
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■伝票に登録する値 
作成される売上伝票（仕入伝票）に登録する値を指定します。 
○日付 
作成する伝票の売上日（仕入日）を指示します。 
一覧画面に表示された［次回登録予定日］とするか、［指定日］を選択して年月日を入力します。 
※請求日（精算日）は売上日（仕入日）と同じ日付をセットして作成します。 

○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。 
○適用税率 
税率変更があり、契約日と売上日（仕入日）で適用税率が異なる場合に有効な設定項目です。 
［伝票日付時点の税率］：上記「日付」で指示した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。 
 
 

■納品書（仕入伝票）の発行方法 
売上伝票（仕入伝票）を作成すると同時に、納品書（仕入伝票）を出力することができます。 
出力するときは［納品書の同時発行］（仕入伝票の同時発行）チェックボックスにチェックマークを

付けます。 
※指示項目の説明は、『売上伝票入力』の「納品書の発行方法」、『仕入伝票入力』の「仕入伝票の

発行方法」をご覧ください。［消費税行］ボタンについての説明は、説明書「導入編」－「シス

テムの基本仕様」－「消費税」－「専用帳票の消費税表示」をご覧ください。 
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  電子記録債権データの管理 

概要  

当処理では、金融機関の EB サービスで受信した「電子記録債権データ」を読み込み、「電子記録債

権テーブル」に保存します。保存されたデータを照会画面に表示することで電子記録債権データの確

認が行えます。また、不要となった電子記録債権データを削除することもできます。 

 

○保存された「電子記録債権データ」の債権データから、『入金伝票の受入（電債）』処理で入金伝

票を作成できます。 

○「電子記録債権データ」に債務データが有れば、そこに記録された「記録番号」を『支払伝票入力』

処理で参照入力することができます。 

 

■電子記録債権データについて 

当処理で扱うデータは、「でんさいネット」が公開している「でんさいネット標準フォーマット」

の「配信 1 レコード」になります。 
※「文字コード区分」は「0：JIS」だけに対応しています。 
※「通知先利用者番号」が『会社基本情報の登録』処理で登録した「でんさいネット利用者番号」

と一致している必要があります。 
 
“債権”か“債務”かの判定は次のように行っています。 

電子記録債権データ内の、権利者側の「取引銀行番号」「取引支店番号」「預金種目」「口座

番号」の 4 項目が、会社口座マスターの当該項目とすべて一致すれば“債権”とします。 
義務者側の 4 項目が一致すれば“債務”とします。 
もし、どちらも一致しなければ“不明”として照会画面に表示します。 
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照会画面  

電子記録債権データを画面に表示します。不要となったデータは削除することもできます。 
処理起動直後は何も表示しません。「表示条件」機能で条件を指示して画面に表示します。 

 

 
 

■機能の説明 
メニューバーに有る機能を説明します。ファンクションバーに有る［F3:全選択］と［F4:全解除］

機能は、メニューバーにはありません。 
 

メニュー 機能 機能の説明 
ファイル データ取込 金融機関の EB サービスで受信した「電子記録債権データ」を読

み込み「電子記録債権テーブル」に保存します。 
削除 不要となった電子記録債権データを削除します。 
取込ファイルの管

理 
「データ取込」の対象となっているフォルダのファイル一覧を表

示します。ファイルの削除も行えます。 
閉じる 処理を終了します。 

続く 
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続き 

メニュー 機能 機能の説明 
編集 表示条件 「条件指示画面」を表示します。 

再集計 同じ条件でデータを検索し画面に再表示します。 
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。 

行コピー 選択した行をクリップボードにコピーします。 
すべて選択 すべての表示行を選択状態にします。この状態で「行コピー」を

すればすべての行をクリップボードにコピーします。 
記録番号コピー 選択した行の「記録番号」だけをクリップボードにコピーします。 
表示項目の選択 「表示項目の選択」画面を開きます。 

表示 メニュー 当ソフトのメニューを開きます。 
－ F3：全選択 

F4：全解除 
「削除」欄にあるチェックマークの選択・解除操作を行います。 
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操作手順  

 

電子記録債権データの取込 
 

金融機関の EB サービスで受信した「電子記録債権データ」ファイルを取り込みます。取り込んだデ

ータは「電子記録債権テーブル」に保存されます。 
［データ取込］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 
 

 

 
●取込設定 
○フォルダパス 
電子記録債権データファイルが存在するフォルダを指示します。フォルダ内に複数のファイル

が有ればすべてを一度に処理します。 
※フォルダ内に電子記録債権データファイル以外のファイルが有ってもチェックして除外

しますが、関係の無いファイルをフォルダ内に置かないことを推奨します。 
○サブフォルダも確認する 
チェックマークを付けると指示したフォルダ下のサブフォルダも確認し、電子記録債権データ

ファイルが有れば処理対象とします。 
○対象ファイル 
指示した日付以降に作成・更新された電子記録債権データファイルを処理対象とします。 

●転送設定 
○読込名称 
ここで指定した名称を読み込んだデータに付与して保存します。後で照会するときや、『入金

伝票の受入（電債）』の条件で指示して、この操作で読み込んだデータだけを対象にできます。 
例）「2014.10.20」のように操作した日時を指定します。 
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○記録番号重複時の扱い 
入力データ内の「記録番号」が「電子記録債権テーブル」に存在するときの動作を指示します。 
「上書き」は入力データの内容で「電子記録債権テーブル」を書き換え、「エラー」は入力デ

ータから除外します。 
○転送に成功したファイルの自動削除 
転送が正常終了したファイルを転送後に削除します。 
 

［次へ］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 
 

 

 
フォルダ内に有ったファイルがチェックされ結果が表示されます。1 件でもエラーデータが有ると、

そのファイル全体をエラーとし転送対象から除外します。 
○結果欄の説明 
成功 ：正常データだったので転送が可能です。 
上書き：記録番号の重複は有りましたが「上書き」と指示されているので転送が可能です。 
失敗 ：エラーが有ったので転送できません。 
 

［転送］ボタンをクリックすると「電子記録債権テーブル」への転送が始まります。 
終了すると、照会画面を表示します。画面には「出力順序」以外を初期値に戻した条件で検索され

たデータが表示されます。 
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取込ファイルの管理 
 

「データ取込」で指定したフォルダ内のファイルを一覧表示します。「サブフォルダも確認する」に

チェックマークが付いているとサブフォルダ内のファイルも表示されます。 
※ファイル属性が、「システムファイル」や「隠しファイル」となっているファイルは表示しませ

ん。 
 
メニューバーの「ファイル」－「取込ファイルの管理］を選択すると次の画面が表示されます。 
 

 

 
ファイルを選択して［削除］ボタンをクリックすればファイルを削除できます。 
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表示条件の指定 
 

「電子記録債権テーブル」に保存されたデータを表示するための抽出条件を指示します。 
［表示条件］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 
 

 

 
○入金伝票作成済みで取消情報がある電子記録債権データの表示 
『入金伝票の受入（電債）』処理で電子記録債権データから入金伝票を作成した後に、“取消”の

データが通知されてきたことを考慮した指示項目です。このときは“入金がされない”ことにな

りますので、表示されたデータの記録番号で入金伝票を検索し、伝票を削除します。 
この条件を指示したときは、「出力順序」を除く他の条件は指示できません。 

○読込名称 
「データ取込」で電子記録債権データを取り込んだ時に指示した「読込名称」を指示します。指

示すると、そのときに読み込んだデータだけを対象とすることができます。 
○通知作成日、支払期日、電子記録年月日 
電子記録債権データの項目です。範囲指定ができます。 

○記録番号 
電子記録債権データの項目です。入力した文字列をどこかに含むデータを対象にします。 

○債権区分 
債権か債務の条件でデータを抽出します。「不明」は判定できないデータを表示します。 

○入金伝票 
入金伝票を作成したデータ、作成していないデータで抽出します。 

○取消区分 
「取消区分」でデータを抽出します。“取消”だけのデータを表示できるので便利です。 

○エラー区分 
「エラー区分」でデータを抽出します。“エラー”だけのデータを表示できるので便利です。 

○出力順序 
出力順序をリストから選択します。 
 

条件指示後、［実行］ボタンをクリックします。 
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表示項目の選択 
 

照会画面に表示する項目を選択できます。 
［表示項目］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。表示する項目にチェックマークを付

けます。 
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電子記録債権データの削除 
 

不要となった電子記録債権データを削除することができます。 
①条件を指示してデータを照会画面に表示します。 
 

 

 
②削除したいデータの「削除」列にチェックマークを付けます。 

［F3：全選択］キーで表示したデータすべてにチェックマークを付けることもできます。 
③［削除］ボタンをクリックします。 

次の確認画面が表示されますので、［はい］を選択します。 
 

 
 

④削除が終わると、削除されたデータが消えた照会画面に戻ります。 
 
 
 

 
 


