
プログラム一覧

業務 プログラム名 ファイル名 備考
問合せ 在庫問い合せ Cs0300.exe

売上問い合せ Cs0400.exe

総合問い合わせ Cs0200.exe

得意先問い合わせ Cs0100.exe

入出庫問い合せ Cs0600.exe

発注．在庫．仕入問合せ Cs0500.exe

管理資料 売上計画．実績対比月報 TJ1401.exeEXCEL
得意先別売上年報 TJ1300.exeEXCEL 明細有・無
得意先別売上推移表 TJ1901.exeEXCEL 明細有・無
業種別商品群別累計表 Tj1500.exeEXCEL 明細有・無
仕入先別商品別仕入年報 TJ1000.exeEXCEL 明細有・無
商品別別売上数量．金額年表 TJ1600.exeEXCEL 明細有・無
商品別売上．金額推移表 TJ1800.exeEXCEL 明細有・無
商品別原価率累計表 TJ1700.exeEXCEL 明細有・無
売上データ DK0100.EXEEXCELのみ
仕入データ DK0100.EXEEXCELのみ
入出庫データ DK0100.EXEEXCELのみ

発注 注文書発行 HC0201.EXE

発注一覧表 Hc0300.exe

発注入力 HC0100.EXE

製品振替入力 HC0500.EXE

製品振替日報 HC0600.EXE

引取手配入力 HC0700.EXE

発注検討表 HC0400.exe

受注 受注入力 Jy0100.exe

出庫可能№入力 JY0701.EXE

返品入力 JY0300.EXE

売上外入力 JY0500.EXE

マスタ 得意先ﾏｽﾀｰ MS1800.EXEEXCEL
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ MS0801.EXE

直送先ﾏｽﾀｰ MS0901.EXE

仕入先ﾏｽﾀｰ MS1900.EXEEXCEL
商品ﾏｽﾀｰ MS1700.EXEEXCEL
ｾｯﾄ品ﾏｽﾀｰ MS0601.EXE

単価ﾏｽﾀｰ MS2000.EXE

倉庫ﾏｽﾀｰ MS0201.EXE

部門ﾏｽﾀｰ MS0101.EXE

担当者ﾏｽﾀｰ MS0301.EXE

地区別運賃ﾏｽﾀｰ MS0501.EXE

振込料ﾏｽﾀｰ MS0401.EXE

銀行ﾏｽﾀｰ MS1301.EXE

銀行支店ﾏｽﾀｰ MS1401.EXE

科目ﾏｽﾀｰ MS1501.EXE

補助科目ﾏｽﾀｰ MS1601.EXE

汎用名称ﾏｽﾀｰ MS1001.EXE

休日ﾏｽﾀｰ MS0701.EXE

ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ MS1101.EXE

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ MS1200.EXE

締期間ﾏｽﾀｰ MS2101.EXE

見積 見積入力 MT0100.EXE

見積問合せ MT0102.EXE

年次 目標入力 Nj0101.exe

年次締更新 Nj0200.exe

入出庫 出庫指示表 NS0701.EXE

入庫入力 NS0100.EXE

出庫入力 NS0200.EXE

絵符発行 NS0300.EXE

送り状発行 NS0400.EXE

倉庫別在庫表(金額なし） Ns0800.exe
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倉庫別在庫管理表 Ns0900.exe

在庫一覧表 Ns1000.exeEXCEL
調整入出庫入力 NS1200.exe

ﾛｯﾄｼｰﾙ発行 NS0500.EXE

入金 入金入力 NY0100.EXE

入金日報 NY0200.EXE

手形消込 NY0301.EXE

支払 支払明細兼仮納伝票 TJ0700.EXE

振込依頼書 TJ1100.EXE

支払一覧表 TJ1200.EXE

支払入力 SH0100.EXE

仕入 発注仕入入力 SI0300.EXE

仕入入力 SI0100.EXE

仕入日報 SI0200.EXE

請求 請求締前更新 SK0100.EXE

請求書明細書発行 SK0300.EXE

売掛請求一覧表 SK0400.EXE

請求問合せ SK0500.EXE

請求締繰越 SK0200.EXE

月次 月次締前更新(売掛） TJ0100.exe

月次締前更新(買掛） TJ0300.exe

売掛金管理表 TJ0600.EXE

買掛金管理表 TJ0800.EXE

得意先元帳 TJ0500.EXE

仕入先元帳 TJ0900.exe

商品元帳 NS1100.EXE

月次締更新(売掛） TJ0200.exe

月次締更新(買掛） TJ0400.exe

在庫繰越 TJ2100.exe

財務データ作成 TJ2200.exe

棚卸 棚卸記入表 To0300.exe

実棚入力 To0100.exe

実棚更新 To0200.exe

売上 受注売上入力 UR0400.EXE

売上日報 UR0200.EXE

納品書発行 UR0301.EXE

売上入力 UR0100.EXE
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=========  マスタ  ========= =========  トランザクション  =========

倉庫マスタ 請求先別売上累計データ

コントロールマスタ 商品別売上累計データ

商品マスタ 仕入先別商品別仕入累計データ

科目マスタ 請求先別商品別売上累計データ

グループマスタ 見積ヘッダデータ

セット品マスタ 見積明細データ

プログラムマスタ 在庫データ

メッセージマスタ 在庫累計データ

休日マスタ 支払明細データ

銀行マスタ 受注ヘッダデータ

銀行支店マスタ 受注明細データ

仕入先マスタ 入金明細データ

振込料マスタ 入出庫ヘッダデータ

単価マスタ 入出庫明細データ

担当者マスタ 発注ヘッダデータ

地域別運賃マスタ 発注支給品データ

地区別目標マスタ 発注明細データ

直送先マスタ 与信残高データ

締期間マスタ 引取手配ヘッダデータ

得意先マスタ 引取手配明細データ

発番マスタ 売掛データ

汎用名称マスタ 支払ヘッダデータ

部門マスタ 入金ヘッダデータ

補助科目マスタ 請求データ

買掛データ
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業務 プログラム名 種別 印刷書名

請求（締め） 請求書明細書発行 W.伝票 請求書明細書

売掛請求一覧表 C.一覧 売掛請求一覧表

入金 入金入力 W.単票 未入金連絡書

入金日報 C.一覧 入金日報

発注 注文書発行 W.単票(2) 発注書

注文書

発注一覧表 C.一覧 注文一覧表

製品振替日報 C.一覧 製品振替日報

引取手配入力 W.単票 引取手配書

仕入 仕入日報 C.一覧 仕入日報

入出庫 絵符発行 W.ｼｰﾙ(2) 絵符

送り状発行 W.伝票(5) 送り状タイプ１

送り状タイプ２

送り状タイプ３

送り状タイプ４

送り状タイプ５

ﾛｯﾄｼｰﾙ発行 W.ｼｰﾙ(2) ロットシールタイプ１

ロットシールタイプ２

出庫指示表 W.単票 出庫指示表

倉庫別在庫表(金額なし） C.一覧 倉庫別在庫表

倉庫別在庫管理表 C.一覧 倉庫別在庫管理表

在庫一覧表 C.一覧 在庫一覧表

商品元帳 C.一覧 商品元帳

棚卸し 棚卸記入表 C.一覧 棚卸記入表

問い合わせ 入出庫問い合せ C.一覧(2) 入出庫日報

送料明細書

月次 得意先元帳 C.一覧 得意先元帳

売掛金管理表 C.一覧 売掛金管理表

支払明細兼仮納伝票 C.一覧 支払明細兼仮納伝票

買掛金管理表 C.一覧 買掛金管理表

仕入先元帳 C.一覧 仕入先元帳

仕入先別商品別仕入年報 C.一覧 仕入先別商品別仕入年報

振込依頼書 C.一覧 振込依頼書

支払一覧表 C.一覧 支払一覧表

得意先別売上年報 C.一覧 得意先別売上年報

売上計画．実績対比月報 C.一覧 売上計画．実績対比月報

業種別得意先別商品群別累計表 C.一覧 業種別得意先別商品群別累計表

商品別売上数量･金額年報 C.一覧 商品別売上数量･金額年報

商品別原価率累計表 C.一覧 商品別原価率累計表

商品別売上・金額推移表 C.一覧 商品別売上・金額推移表

得意先別売上推移表 C.一覧 得意先別売上推移表

ﾏｽﾀｰ管理 部門ﾏｽﾀｰ C.一覧 部門ﾏｽﾀｰ

倉庫ﾏｽﾀｰ C.一覧 倉庫ﾏｽﾀｰ

担当者ﾏｽﾀｰ C.一覧 担当者ﾏｽﾀｰ

振込料ﾏｽﾀｰ C.一覧 振込料ﾏｽﾀｰ

地区別運賃ﾏｽﾀｰ C.一覧 地区別運賃ﾏｽﾀｰ

ｾｯﾄ品ﾏｽﾀｰ C.一覧 ｾｯﾄ品ﾏｽﾀｰ

休日ﾏｽﾀｰ C.一覧 休日ﾏｽﾀｰ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ C.一覧 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ

直送先ﾏｽﾀｰ C.一覧 直送先ﾏｽﾀｰ

汎用名称ﾏｽﾀｰ C.一覧 汎用名称ﾏｽﾀｰ

ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ C.一覧 ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ C.一覧 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ

銀行ﾏｽﾀｰ C.一覧 銀行ﾏｽﾀｰ

銀行支店ﾏｽﾀｰ C.一覧 銀行支店ﾏｽﾀｰ

科目ﾏｽﾀｰ C.一覧 科目ﾏｽﾀｰ
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補助科目ﾏｽﾀｰ C.一覧 補助科目ﾏｽﾀｰ

商品ﾏｽﾀｰ C.一覧 商品ﾏｽﾀｰ

得意先ﾏｽﾀｰ C.一覧 得意先ﾏｽﾀｰ

仕入先ﾏｽﾀｰ C.一覧 仕入先ﾏｽﾀｰ

単価ﾏｽﾀｰ C.一覧 単価ﾏｽﾀｰ

締期間ﾏｽﾀｰ C.一覧 締期間ﾏｽﾀｰ
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印刷一覧

業務 プログラム名 種別 印刷書名

請求（締め） 請求書明細書発行 W.伝票 請求書明細書

売掛請求一覧表 C.一覧 売掛請求一覧表

入金 入金入力 W.単票 未入金連絡書

入金日報 C.一覧 入金日報

発注 注文書発行 W.単票(2) 発注書

注文書

発注一覧表 C.一覧 注文一覧表

製品振替日報 C.一覧 製品振替日報

引取手配入力 W.単票 引取手配書

仕入 仕入日報 C.一覧 仕入日報

入出庫 絵符発行 W.ｼｰﾙ(2) 絵符

送り状発行 W.伝票(5) 送り状タイプ１

送り状タイプ２

送り状タイプ３

送り状タイプ４

送り状タイプ５

ﾛｯﾄｼｰﾙ発行 W.ｼｰﾙ(2) ロットシールタイプ１

ロットシールタイプ２

出庫指示表 W.単票 出庫指示表

倉庫別在庫表(金額なし） C.一覧 倉庫別在庫表

倉庫別在庫管理表 C.一覧 倉庫別在庫管理表

在庫一覧表 C.一覧 在庫一覧表

商品元帳 C.一覧 商品元帳

棚卸し 棚卸記入表 C.一覧 棚卸記入表

問い合わせ 入出庫問い合せ C.一覧(2) 入出庫日報

送料明細書

月次 得意先元帳 C.一覧 得意先元帳

売掛金管理表 C.一覧 売掛金管理表

支払明細兼仮納伝票 C.一覧 支払明細兼仮納伝票

買掛金管理表 C.一覧 買掛金管理表

仕入先元帳 C.一覧 仕入先元帳

仕入先別商品別仕入年報 C.一覧 仕入先別商品別仕入年報

振込依頼書 C.一覧 振込依頼書

支払一覧表 C.一覧 支払一覧表

得意先別売上年報 C.一覧 得意先別売上年報

売上計画．実績対比月報 C.一覧 売上計画．実績対比月報

業種別得意先別商品群別累計表 C.一覧 業種別得意先別商品群別累計表

商品別売上数量･金額年報 C.一覧 商品別売上数量･金額年報

商品別原価率累計表 C.一覧 商品別原価率累計表

商品別売上・金額推移表 C.一覧 商品別売上・金額推移表

得意先別売上推移表 C.一覧 得意先別売上推移表

ﾏｽﾀｰ管理 部門ﾏｽﾀｰ C.一覧 部門ﾏｽﾀｰ

倉庫ﾏｽﾀｰ C.一覧 倉庫ﾏｽﾀｰ

担当者ﾏｽﾀｰ C.一覧 担当者ﾏｽﾀｰ

振込料ﾏｽﾀｰ C.一覧 振込料ﾏｽﾀｰ

地区別運賃ﾏｽﾀｰ C.一覧 地区別運賃ﾏｽﾀｰ

ｾｯﾄ品ﾏｽﾀｰ C.一覧 ｾｯﾄ品ﾏｽﾀｰ

休日ﾏｽﾀｰ C.一覧 休日ﾏｽﾀｰ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ C.一覧 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ

直送先ﾏｽﾀｰ C.一覧 直送先ﾏｽﾀｰ

汎用名称ﾏｽﾀｰ C.一覧 汎用名称ﾏｽﾀｰ

ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ C.一覧 ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ C.一覧 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ

銀行ﾏｽﾀｰ C.一覧 銀行ﾏｽﾀｰ

銀行支店ﾏｽﾀｰ C.一覧 銀行支店ﾏｽﾀｰ

科目ﾏｽﾀｰ C.一覧 科目ﾏｽﾀｰ
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補助科目ﾏｽﾀｰ C.一覧 補助科目ﾏｽﾀｰ

商品ﾏｽﾀｰ C.一覧 商品ﾏｽﾀｰ

得意先ﾏｽﾀｰ C.一覧 得意先ﾏｽﾀｰ

仕入先ﾏｽﾀｰ C.一覧 仕入先ﾏｽﾀｰ

単価ﾏｽﾀｰ C.一覧 単価ﾏｽﾀｰ

締期間ﾏｽﾀｰ C.一覧 締期間ﾏｽﾀｰ
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