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１ 売上管理システムの概要 
 

『Access実例集:売上管理accdb』は「メインパネル」フォームから開始します。 

このメニュー画面は、８つのメニューで構成されています。 

【見積処理】 見積一覧／新規見積書／見積書複製／見積明細検索 

【売上処理】 売上一覧／新規売上伝票／見積書引用／複製売上処理／売上明細検索／売上明細表／ 

得意別売上明細表／商品別売上明細表／担当別売上明細表／売上伝票一括発行    

【入金処理】 入金一覧／入金明細表／入金集計表／入金予定表 

【請求処理】 請求一覧／個別請求書／請求書一括発行／請求書削除／入金伝票訂正 

【管理資料】 売掛残高／売掛台帳／売上集計表／売上順位表／グラフ分析 

【マスタ保守】得意先マスタ／商品マスタ／データ保守／その他関連マスタテーブル 

【 設 定 】 システム設定／会計期間設定／開始残高設定 

【 終 了 】 業務の終了 
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 売上管理の共通操作ボタン  

売上管理システムには共通の操作ボタンがあります。 

年月度選択ボタン 

[年度]の切り替えと[月度]の切り替えをおこないます。 

 
 

明細入力コマンドボタン 

売上伝票には次のコマンドボタンが配置されています。 

 

＜行挿入＞  現在対象となっている明細行の上に新しい行を挿入します。 

＜行削除＞  現在対象となっている明細行を削除します。 

＜直前値＞    現在対象となっている項目の直前値を取り込みます。 

[商品コード]でこの処理をおこなうと直前値の値で該当する商品の情報が

それぞれの項目へ自動的に商品マスタから転記されます。 

＜原価表示＞  トグルボタンを押し下げると原価項目表示となります。この状態で原価の確

認と入力訂正がおこなえます。Off(浮き出し状態)にすると単価表示に切り

替わります。 

※ここでおこなった原価訂正は商品マスタには反映されません。 

商品マスタの原価訂正はメインパネルフォームの＜商品マスタ＞で

おこなって下さい。 

 

また見積書には［小計］ボタンが配置されています。 

＜小 計＞  現在対象となっている明細行と直前行の間に小計行が挿入されます。 

※＜行挿入＞＜小計＞は明細行が編集状態 の場合にはおこなえません。 

 

日付の入力機能 

 

日付はカレンダー機能を使って入力・訂正することもできます。 

  

 

売上伝票または見積書の伝票日付では、日付が選択された状態で、矢印キーを

使い、伝票日付を調節することができます。 

← 日付を一日戻します。（例）2020/11/10 

→ 日付を一日送ります。（例）2020/11/12 

↑ 日付を一月送ります。（例）2020/12/11 

↓ 日付を一月戻します。（例）2020/10/11 
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期間設定コマンドボタン 

 
ひと月ずつ加減します。 

  

 一日ずつ加減します。 

 

 

 

 

            

その他共通コマンドボタン 

［削除］ボタン  

 
表示されているレコードを削除します。 

  

 

  

 

表示されているデータをMicrosoft Excelファイルで出力します。 

      

 

［印刷プレビュー]リボン 

 

 

表示されている画面を対象にして印刷処理をおこないます。 
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２ 初期設定と導入処理 

 マスタ登録  

『Access実例集:売上管理accdb』を運用開始するには、最初にマスタ登録作業を行う必要があります。 

「メインパネル」画面にある【マスタ処理】から各種マスタ登録をおこなって下さい。 

 
   

単  位 商品に関する単位情報を登録します。 

納  期 見積書の納入期日名称を登録します。 

取  引 見積書の取引条件名称を登録します。 

場  所 見積書の納入場所名称を登録します。 

有  効 見積書の有効期限名称を登録します。 

得意分類 得意先が属する分類を決めて登録します。 

商品分類 商品が属する分類を決めて登録します。 

担 当 者 担当者マスタを登録します。 
   

▼得意先分類マスタ ▼商品分類マスタ ▼担当者マスタ 
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 得意先マスタ  

 
 
新規得意先入力は      ボタンでおこないます。 

得意先情報の入力 

1. [得意先コード]から入力していきます。すでに登録済みの得意先コードを

入力した場合には、修正確認のメッセージが表示されます。 

 

この場合，［いいえ(N)］でメッセージを閉じて新しい得意先コードを入力

します。 

 

2. [得意先名]を入力します。同時に［ふりがな］は自動入力となります。 

3. [ふりがな]を編集する場合は{F2}キーを押しておこないます。 

4. [敬称]を入力します。コンボボックスの中から選択することもできます。 

5. ［得意先情報］タブで[郵便番号]を入力します。 

住所入力支援機能により該当する都道府県、住所が自動転記されます。 

6. [住所]を入力します。上段を住所1(市町村区域名)、下段を住所2(マン

ション、ビル名)として利用します。 

7. [電話番号]には電話番号を入力します。 

[FAX番号]にはファックス番号を入力します。 
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8. [ご担当者]には請求書・支払に関する問い合わせの得意先担当者を入力

します。 

9. [備考]には得意先に関するコメントを入力しておきます。 

10. [担当者]には自社の得意先担当者を選択して入力します。 

11. [請求先]が異なる得意先は、ここで設定しておきます。 

12. [宛名印刷]では、宛名ラベル発行の対象とするかどうかを設定します。 

13. [開始残高]には、本システム導入時の開始請求残高を入力します。 

14. [分類コード]では、得意先が所属する分類を選択設定します。 

15. [締日]で得意先の請求締め切り日を入力します。月末締めの場合は31

を、都度請求の場合は0を入力して下さい。 

16. [消費税端数処理]では請求時の消費税額計端数処理を設定します。 

端数処理は小数点以下第一位でおこないます。 

17. [請求区分]では、消費税の計算対象を「伝票単位」「請求書単位」の 

いずれかを設定します。※都度請求の場合は「伝票単位」になります。 

18. [回収月][回収日]では何ヶ月後の何日に掛代金の回収をおこなうか設定

します。ここでも月末の場合は31を入力して下さい。 

19. [回収種別]で回収入金時の種別を設定します。 

20. [回収方法]で回収する方法を選択します。 

21. 入力された情報を確認して＜適用＞ボタンをクリックします。 

＜取り消し＞ボタンをクリックすると新規入力中の情報がクリアされます

ので、再度登録をおこなって下さい。 

 

コマンドボタンの役割 

＜ 表示切替 ＞   表形式／カード型形式表示に切り替えます。 

＜あ～すべて＞   五十音で表示を絞り込みます。 

＜  削除  ＞ 得意先を削除します。 

※得意先データは売上伝票、見積書と関連付けられています。

このため得意先レコードを削除すると関連した情報はすべて

失われます。 

＜ 取り消し ＞   編集された内容を取り消します。 

＜ 適 用 ＞   入力編集された内容で新規（編集）登録します。 

＜ 売掛台帳 ＞   表示されている得意先の売掛台帳を開きます。 

＜ 一覧印刷 ＞   得意先一覧レポートを印刷プレビューします。 

＜ 宛名印刷 ＞   ［宛ラベル印刷］ダイアログボックスが開きます。 

販売履歴情報 

選択した得意先の販売履歴情報が表示されます。 

明細行左端の＜□＞で指定した売上伝票が開き、編集作業がおこなえます。 

見積履歴情報 

選択した得意先の見積履歴情報が表示されます。 

明細行左端の＜□＞で指定した見積書が開き、編集作業がおこなえます。 

 

 

 

 

 

売上伝票の編集をおこなった結果は請求書データに反映されます。 

請求書発行済みの売上データを編集した場合には[請求書個別発行]で確認して

下さい。 

OnePoint 
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 商品マスタ  

商品マスタの新規入力はレコードセレクタが  *  (アスタリスク)の行でおこないます。 

 

 

＜すべて＞ボタンをクリックすれば、商品分類を切り替えて表示することができます。 

新規レコードの商品分類既定値（最初にセットされる値）も切り替わります。 
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入力手順 

1. ［商品分類］を選択して[商品コード]を入力します。入力文字数は１３桁

まで取り扱うことができます。既に登録済みの場合には登録時にエラーが

発生します。 

 
 この場合＜ＯＫ＞でエラー表示を閉じた後に商品コードを修正するか、

{ESC}キーで入力情報を全解除して下さい。 

2. [商品名]を入力します。 

3. [単位]を入力するかコンボボックスからリスト選択します。 

4. [単価]を入力します。（売上単価） 

5. [原価]を入力します。（仕入原価） 

6. [税区分]を「対象外/非課税/標準税率/軽減税率」から選択します。この［税

区分］は見積書や売上伝票の明細入力の商品選択で初期表示されるように

なります。 

 

削除方法 

商品マスタのレコードセレクタをクリックして選択し、｛Delete｝キーを押します。 
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 システム設定  

［メインパネル］から［設定］ボタンをクリックして設定画面を表示させます。 

 
 

[事業所名欄]売上伝票、請求書の印刷時に反映されます。 

 

<<見積書>> 

[表題部既定値] 

新規見積書の表題部を初期設定します。 

[行属性文字列設定] 

小計行 ＜小 計＞ボタンで見積明細行に挿入される文字列を設定します。 

 

 

<<全般>> 

[金額の端数処理] [消費税の端数処理] 

金額計算の小数点以下を「切り捨て／切り上げ／四捨五入」のいずれかで端数

処理する設定です。 

[ＡＢＣ分析] 

売上順位集計で表示するランクの範囲を設定します。 

[(新規)売上伝票承認後発行処理] 

売上伝票の新規入力で＜伝票承認＞をクリックした後、自動的に伝票発行をお

こなうかどうか設定します。 

 

<<帳票設定>> 

[請求書欄]振込先の口座番号等を登録しておきます。 
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 会計期間設定  

 
 

[会計期間の設定] 

伝票入力の対象となる会計期間を設定します。ここで設定した期間は売上伝票入力時の

日付範囲となります。 

 

※［会計期間の設定］を実行する場合は必ず本システムのファイル（売上管理.accdb）のコピー

をとってからおこなって下さい。 

 開始残高設定  

導入時の開始残高を登録します。 

入力した残高は請求書や売掛台帳作成時の初期繰越額として表示されます。開始残高は得意先マスタ

で、あとから個別に変更することも可能です。 

 
 

 

 

 

 



「Access実例集:売上管理」操作ガイド 

13 

 消費税設定   

 

消費税率が変更になるときは、レコードを追加します。 

 
 

 

 

金種マスタ設定  

「売上管理.accdb」データベースファイルのテーブルオブジェクトには次のデータ

が登録された「金種マスタ」テーブルが用意されています。 

 

 
 

「金種マスタ」テーブルの編集をおこなうと本システム全体に影響を及ぼすので、

カスタマイズする場合には十分ご注意下さい。「請求金種名」は請求書の明細行に

表示されるようになります。 

 

 

 

OnePoint 
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 印刷レポートの設定  

本システムのレポートは以下の設定で制作しました。 

 レポート名  上 下 左 右 用紙サイズ 印刷の向き 

R_開始残高請求先  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

R_見積書発行  20mm 20mm 20mm 10mm   Ａ４    縦  

R_見積明細検索  10mm 10mm 15.01mm 15.01mm   Ａ４    縦  

R_見積履歴  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

R_合計請求書  10.71mm 5.04mm 20mm 8.01mm   Ａ４    縦  

R_自社   3.96mm 5.04mm 8.34mm 3.39mm   Ａ４    縦  

R_商品マスタ  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

R_商品別売上明細  10mm 10mm 137mm 13mm   Ａ４    横  

R_請求一括一覧  16mm 16mm 16mm 16mm   Ａ４    横  

R_請求一覧  16mm 16mm 16mm 16mm   Ａ４    横  

R_請求明細書  10mm 14mm 20mm 8.01mm   Ａ４    縦  

R_担当別売上明細  10mm 10mm 13.97mm 13.97mm   Ａ４    横  

R_都度請求書  10mm 14mm 20mm 8.01mm   Ａ４    縦  

R_得意先一覧  10mm 10mm 16mm 16mm   Ａ４    横  

R_得意別売上明細  10mm 10mm 13mm 13mm   Ａ４    横  

R_入金集計表  10mm 10mm 13.97mm 13.97mm   Ａ４    横  

R_入金明細表_月間 20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    横  

R_入金明細表_年間 10mm 10mm 20mm 20mm   Ａ４    横  

R_入金予定表  10mm 10mm 20mm 20mm   Ａ４    横  

R_売掛残高一覧  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    横  

R_売掛台帳  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

R_売上集計  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

R_売上順位  20mm 20mm 16mm 11.99mm   Ａ４    縦  

R_売上伝票発行  6.81mm 10mm 16mm 6.81mm   Ａ４    縦  

R_売上明細検索  10mm 10mm 15mm 15mm   Ａ４    縦  

R_売上明細表  10mm 10mm 13mm 13mm   Ａ４    横  

R_販売履歴  20mm 20mm 20mm 20mm   Ａ４    縦  

得意はがき  13.3mm 13.97mm 5.08mm 6.81mm   はがき   縦  

 
*「R_得意先宛名」はヒサゴＧＢ９６１（Ａ４タック１２面）で設定しました。 

上下余白の値はプリンタ機種の印字可能範囲によって設定できない場合があります。 
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 売上管理の共通フォーム  

共通フォームは［･･･］ボタンをクリックして呼び出します。共通フォームは得意先の照会をおこなったり、

商品を参照することができます。表示しているリストを選択して＜ＯＫ＞ボタンをクリックするか、選択

リスト上でダブルクリックすれば、呼び出し元のフォームに値を代入します。 

本システムには次のような共通フォームを用意しています。 

「かな検索」フォーム 

売上伝票や請求書のフォームで［･･･］ボタンをクリックすると「得意先のかな別検索」フォー

ムが表示します。五十音別に区切られた選択ボタンをクリックすれば、ふりがなごとに得意先

をリスト表示します。リスト選択して＜OK＞ボタンで元のフォームにデータを反映させます。

［全］ボタン選択では、“(すべて)”の表示となります。 

 

「商品検索」フォーム 

明細入力時に商品コードが不明な場合に利用します。現在対象となっている明細行でこのボタ

ンをクリックすると、商品の検索フォームが開きます。 

 
[商品名文字]にキーワードとなる文字を入力して{ENTER}キーを押すと検索結

果が表示されます。 

該当する商品を選択して＜ＯＫ＞で明細行に取り込まれます。 
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・該当する商品がない場合 

＜ＣＬＲ＞で再度検索するか、新規に商品登録をおこなうようにします。 

新規登録は＜追加登録＞でおこないます。 

商品の登録フォームが開くので以下の手順で入力します。 

 

 

「商品の登録」入力手順 

1. [商品コード]を入力します。すでに登録済みの場合はエラーが表示されます。 

2. [商品名]を入力します。 

3. [単位]を入力します。リスト選択も可能です。 

4. [単価]を入力します。(売上単価) 

5. [原価]を入力します。(売上原価) 

6. [商品分類]を選択します。 

7. [税区分]を選択します。 

8. 入力内容を確認して＜登録＞します。 

取り消す場合は＜キャンセル＞で登録せずにフォームを閉じます。 

 

・商品情報の編集 

 

商品検索フォームで＜編集(U)＞をクリックすると、「商品の編集」フォームが開きます。 

ここで変更した場合には、＜取り消し(T)＞、＜更新(U)＞ボタンが使用可能となります。 
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３ 見積処理 

 見積書一覧  

 

 
[得意先コード]コンボボックスで得意先を選択して、年度、月度ボタンで指定された期間の

レコードを表示します。表示されたレコードの左端にある＜□＞ボタンをクリックすると、

選択された見積書が開きます。見積書の変更をおこなうと画面表示は更新されます。 

また、［担当者指定］コンボボックスで指定した担当者で絞り込みます。 

 

コマンドボタンの役割 

＜新規見積書＞ 新規見積書を作成します。 

 

＜見積書指定＞ 指定の見積書番号を入力して{ENTER}キーか、リスト選択して該当する

見積書を開きます。 

 

＜期間選択＞ 表示されている複数のレコードを対象に見積書の編集をおこないます。 

 

＜見積明細検索＞ 表示の得意先、期間を対象条件として見積明細検索フォームを開きます。 
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[ 新規見積書の作成 ]  

 
 

見積書の入力 

1. [得意先コード]を入力します。不明な場合はコンボボックスを開いて選択

します。「得意先マスタ」で登録した「税転嫁」「金額端数」「税額端数」

が表示されます。 

2. [見積日付]を入力します。初期値は現在日付となっています。 

3. [件名]を入力します。 

4. [納入期日]を入力します。コンボボックスを開いて参照入力もできます。 

5. [有効期限]を入力します。コンボボックスを開いて参照入力もできます。 

6. [受渡場所]を入力します。コンボボックスを開いて参照入力もできます。 

7. [取引条件]を入力します。コンボボックスを開いて参照入力もできます。 

8. [担当者]を選択します。 

9. 見積明細部に移り[商品コード]を入力します。商品コード入力後、商品マ

スタに登録されている単位と単価が自動転記されます。商品コードが不明

な場合にはコンボボックスを開いて選択するか＜商品検索＞ボタンをク

リックして検索します。 

10. [商品名]を入力・訂正します。 

11. [数量]を入力・訂正します。 

12. [単位]を入力・訂正します。 

13. [単価]を入力・訂正します。 

14. [金額]は自動計算表示ですので編集はできません。 

15. [摘要]があれば入力します。 

16. [税区分]を確認し、必要であれば変更します。 

見積明細が複数ある場合は手順９から繰り返します。 

17. [備考]を入力します。 
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コマンドボタンの役割 

 ＜行挿入＞ 現在対象となっている行に空白行を挿入します。 

 ＜行削除＞ 現在対象となっている行を削除します。 

 ＜直前値＞ 直前行の値を取り込みます。 

 ＜小計＞  現在対象となっている行に小計行を挿入します。 

 ＜原価表示＞ ［原価／原価金額／粗利］表示に切り替えます。 

 ＜電卓>  Windowsの電卓アプリを開きます。 

 ＜複製見積入力＞ 登録済みの見積書を複製して新規見積書を作成します。 

 ＜削除＞  現在対象となっている見積書を削除します。 

 ＜印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ＞ 現在対象となっている見積書を印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰします。 

 ＜印刷＞  現在対象となっている見積書を印刷します。 

 ＜商品マスタ＞ 商品マスタフォームを開きます。 

 ＜登録＞  現在対象となっている見積書を登録します。 

 ＜閉じる＞ 見積書フォームを閉じます。 

登録がすんでいない場合には、確認ダイアログボックスが開きます。 

    

複製見積入力 

作成済みの見積書を複製し、新しい見積書として編集します。 

 
 

1. 得意先を確認します。最初はすべてが対象となっています。特定の得意先を指定する場合は

［すべて］ボタンをクリックして押し上げ、得意先をコンボボックスから選択します。 

2. リスト表示されている複製元見積書を選択します。 

3. [実行]ボタンをクリックします。複製された見積書が開き、新規見積Noで編集作業がおこな

えます。（複製元見積書を選択していない場合にはエラーメッセージが表示します。） 
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４ 売上処理 

 売上伝票一覧  

 
 

[ 売上伝票の編集 ] 
[得意先コード]コンボボックスで得意先を選択し、月度ボタンで指定された期間のレコードを表示

します。表示されたレコードの左端にある＜□＞ボタンをクリックすると選択された売上伝票が開

きます。売上伝票の変更をおこなうと画面表示は更新されます。 

 

コマンドボタンの役割 

＜伝票番号指定＞ 指定する伝票番号を入力して{ENTER}キーか、リスト選択して該当の売上伝票

を開きます。 

＜期間選択＞ 表示されている複数のレコードを対象に売上伝票の編集をおこないます。 

＜売上明細検索＞ 表示の得意先、期間を対象条件として売上明細検索フォームを開きます。 

＜売上明細表＞ 表示の得意先、期間を対象条件として売上明細レポートを開きます。 

＜得意別売上明細＞ 表示の得意先、期間を対象条件として得意先別売上明細レポートを開きます。 

＜商品別売上明細＞ 表示の得意先、期間を対象条件として商品別売上明細レポートを開きます。 

＜担当別売上明細＞ 表示の得意先、期間を対象条件として担当別売上明細レポートを開きます。 

＜売上伝票一括発行＞ 売上伝票一括発行フォームを開きます。 
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 新規売上伝票  

 
 

売上伝票の入力 

1. [伝票種別]では売掛か現金かを選択します。(初期値は売掛) 

2. [伝票日付]を入力します。初期値は現在日付となっています。 

連続して伝票入力をおこなう場合、入力された日付が残ります。 

3. [得先コード]を入力します。該当する得意先名が表示されます。 

4. [担当者]を選択します。 

5. 売上明細部に移って[商品コード]を入力します。 

6. [商品名]を入力・訂正します。 

7. [数量]を入力します。 

8. [単位]を入力・訂正します。 

9. [単価]を入力・訂正します。 

10. [金額]が自動計算表示されます。 

11. [備考]を入力します。 

12. [税区分]を選択します。 

売上明細が複数ある場合には手順５から繰り返します。 

13. [摘要]を入力します。 

14. 原価の確認は＜原価表示(A)＞をクリックしておこないます。 

 

コマンドボタンの役割 

＜見積引用＞ 指定した見積書を新規売上伝票として引用します。 

＜複製売上入力＞ 登録済みの売上伝票を複製して新規売上伝票を作成します。 

 ＜商品マスタ＞ 商品マスタフォームを開きます。 

＜伝票取消＞ 表示されている売上伝票を取り消します。 

＜伝票承認＞ 伝票データを格納します。 

システム設定（P.11）で「(新規)売上伝票承認後発行処理」を「する」に

設定している場合には売上伝票を自動発行します。 

※＜伝票承認＞せずにフォームを閉じると伝票は正しく登録されません。 
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［ 見積引用複写 ］  

見積書から新規売上伝票を作成します。 

「見積書から売上伝票への引用」ダイアログボックスが表示されます。 

 
1. リストから「見積書」行を選択します。 

2. ＜実行＞ボタンをクリックします。 

指定した見積書を新規売上伝票として編集作業がおこなえます。 

※見積書明細の小計行は売上伝票の明細行には複写されません。 

また見積日付が未記入の場合、売上の伝票日付は現在日付となります。 

［ 複製売上入力 ］ 

すでに登録済みの売上伝票を複製して新規売上伝票を作成します。 

「複製売上伝票入力」ダイアログボックスが表示されます。 

 

 
 

1. リストから「売上伝票」行を選択します。 

2. ＜実行＞ボタンをクリックします。複製した売上伝票を新規売上伝票として編集作業

がおこなえます。 
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［ 売上伝票一括発行 ］ 

最初に未発行売上伝票の一覧が表示されます。 

 

 

ここで＜売上伝票一括発行＞をクリックすると未発行の売上伝票を対象として売上伝票の

一括発行をおこないます。発行と同時に対象の売上伝票は「発行済」となります。 

 

 

 

 

 

 

発行済みの売上伝票を再発行する場合 

対象とする売上伝票の発行済チェックボックスを解除します。解除は対象レコードの

チェックボックスをクリックするかスペースキーを押しておこないます。 

選択した伝票を確認するには＜未発行＞をクリックして押し下げます。 

 

[表示切替] 未発行／発行済の表示切り替えを設定します。 

[発行済]欄にチェックが付いているのが発行済みとなります。 

 

コマンドボタンの役割 

＜再表示＞ 未発行／発行済を更新して再表示します。 

＜伝票番号指定発行＞ 

設定ダイアログボックスで指定した伝票番号を再発行します。 

 

発行する伝票は［未発行］を押し下げて＜再表示＞で確認することができます。 

OnePoint 
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５ 入金処理 

 入金一覧   

入金処理を一覧形式でおこないます。 

 

 

入力方法 

1. [年度]と[月度]を選択します。 

2. [日]を入力します。 

3. [得意先コード]を入力します。 

4. [金種]を選択入力します。 

初期値は「得意先マスタ」で登録した[回収種別]です。 

5. [入金額]を入力します。 

 

入金データの削除 

1. 対象のレコードセレクタ  をポイントします。 

2. {DEL}キーを押します。 

3. 確認メッセージが表示されますので、よければ＜はい(Y)＞をクリックし

ます。 

 

コマンドボタンの役割 

＜入金明細表＞ 表示されている入金明細のレポートを開きます。 

［年間］の場合は月別集計、［月度］の場合は日別集計で印刷します。 

＜入金予定表＞ 請求済みの得意先、請求金額に対する入金予定表を印刷プレビューし

ます。 
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６ 請求処理 

 請求書一覧   

発行済みの請求一覧処理をおこないます。 

 

 

コマンドボタンの役割 

 

＜個別請求書＞  「請求書個別発行」画面に移ります。 

＜都度請求書＞  「都度請求一覧」画面に移ります。 

＜請求書一括発行処理＞「請求書一括発行」画面に移ります。 

＜請求書一覧印刷＞   設定された条件で「請求書一覧」レポートを開きます。 

＜請求書の削除＞ 発行された請求書を削除します。 

※ここで請求書を削除しても、請求書を発行すれば請求書データは自動

作成されます。 

 

 

 

 

 

＜請求書の削除＞は得意先が存在しない請求データや不要な請求データを削除するときに

使います。 

One point 
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 請求書個別発行  

  得意先と年度、月度を選択して請求書を作成します。 

  請求内容と［請求書の形式］を確認して、＜請求書発行／プレビュー＞ボタンをクリックします。     

 ［控えを発行する］にチェックを付ければ控えを含めて２部発行します。 

 

 

コマンドボタンの役割 

＜再計算＞  請求書の内容を再計算します。 

＜請求書ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ＞ 請求書を印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰします。 

＜請求書発行＞  請求書を印刷します。 

＜入金処理＞  指定した年月度の入金一覧表を開きます。 

 

 

 

 

 

 

請求明細の左端＜□＞ボタンで伝票を開いて編集ができます。 

OnePoint 
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 都度請求書  

[締日]が“0”と期間指定で請求書の発行がおこなえます。 

 

 

コマンドボタンの役割 

 

＜選択＞ 選択した都度請求書の印刷プレビューをおこないます。 

＜都度請求書一括発行＞ 表示されている請求書の一括発行一覧印刷プレビューをおこ

ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[請求書個別発行]や[請求書一括発行]で請求書を発行すると請求書データが自動

作成されます。このデータは請求書一覧で確認できます。 

OnePoint 
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請求書一括発行  

[締日]と月度指定で請求書の一括発行がおこなえます。請求書の形式と、今回請求額がゼロの請求先を 

発行するかどうかを確認して＜請求一括発行／プレビュー＞ボタンをクリックします。 

 

 

コマンドボタンの役割 

 

＜請求書一括発行プレビュー＞ 表示されている請求書の一括発行印刷プレビューをおこない

ます。 

＜請求書一括発行＞ 表示されている請求書の一括発行印刷をおこないます。 

＜請求書一括発行一覧＞ 表示されている請求書の一括発行一覧印刷プレビューをおこ

ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[請求書個別発行]や[請求書一括発行]で請求書を発行すると請求書データが自動

作成されます。このデータは請求書一覧で確認できます。 

OnePoint 
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７ 管理資料 

 売掛残高一覧  

指定された期間で売掛金残高一覧表を作成します。 

 
 

操作方法 

期間設定ボタンで期間を設定します。＜再集計＞で集計結果を表示します。 

※指定期間で売掛金残高がゼロの場合は、対象から外れますので表示されません。 
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 売掛台帳  

請求先ごとの売掛台帳を作成します。請求先を選択し、指定された期間を確認して＜実行＞をクリック

すると売掛台帳リストが表示します。（※現金売上、都度請求のデータは対象とされません。） 

 

 

 

コマンドボタンの役割 

＜売掛台帳の印刷プレビュー＞ 表示されている売掛台帳を印刷プレビューします。 

＜全請求先の売掛台帳印刷＞ 表示されている期間で全請求先の売掛台帳を印刷実行します。 
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 売上集計表  

「得意先別」「得意先分類別」「担当別」「商品別」「商品分類別」の売上集計表を作成します。 

「期間(自)」と「期間(至)」を期間設定ボタンで調節し＜再集計＞で指定した期間の集計をおこないます。 

 

 売上順位表  

年度と月度によってそれぞれの売上順位表を集計します。 
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 グラフ分析  

「月次売上推移」「日別売上集計」「曜日売上集計」グラフを作成します。 

処理する対象の年度、得意先分類、得意先、商品分類、商品指定の設定をおこない、各コマンドボタン

をクリックすると、グラフのフォームが開きます。 

 

 月次売上推移  

売上金額の変動推移を年度と月度ごとに集計して折れ線グラフ表示します。 
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日別売上集計  

日別の売上金額集計を棒グラフ表示します。 

 

 曜日売上集計  

曜日別ごとに売上金額を集計して円グラフで表示します。 
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８ データ保守 
 

「メインパネル」画面にある［マスタ保守］からメニューから［データ保守］を選択しておこないます。 

 

 

<<入出力先フォルダ設定>> 

データのバックアップ先やインポート時のフォルダを設定します。［参照］ボタンをクリックしてフォルダ

を設定することもできます。 

設定したフォルダで［データのエクスポート］［データのインポート］を行います。 

 

データのエクスポート／データのインポート  

Excelファイル名「売上管理accdb.xlsx」でデータの入出力をおこないます。 

 

データ削除  

不要になったデータを、指定期間で一括削除をおこないます。 

 


