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システムの概要

パソコンで支払手形発行処理ができますので、低価格で業務の効率化が図れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受取・支払の各手形を管理することで、手形期日情報をリアルタイムに把握し、資金繰りへ確実な情報を提供します。目　　的

特　　長
・　システム起動時にパスワードを設定することが可能です。

・　複数の会社の手形情報を管理することができます。（合算集計はカスタマイズ対応）

・　手形用紙印字位置、フォントタイプ、文字の大きさの指定はお客様がメンテナンスできます。

・　振出手形振出人欄は、イメージファイルから取得・印刷することができます。

・　受取人、銀行、支店、摘要等はその場で新規登録も可能です。

・　各項目に参照画面を用意していますので、パソコン操作に不慣れな方でも簡単に入力できます。

・　印紙税は自動計算しますので、いちいち印紙税額を気にせず入力が可能です、また、振出手形入力時、

　 自動分割が可能ですので、印紙税の最適化が図れます。（手動分割も可能）

・　受取手形の顛末（取立・割引・担保・裏書）の処理ができ、依頼書の発行も可能（固定フォーマット）です。

・　顛末入力時（取立、割引）残高を参照し、シュミレーションしながら入力ができます。

・　現在お使いの手形用紙に直接印字できます。

・　印紙税後納の場合も、設定を変えるだけで、後納表示させることが可能です。

・　銀行毎の割引残高・取立残高が一目で確認できます。

・　手形送付案内書や送付用封筒の印刷ができます。（プリンタが封筒印字に対応していることが前提です。）

・　各帳票はそのままＣＳＶ出力が可能ですので、エクセル等表計算ソフトで利用可能です。

・　手形データはインポートも可能（固定フォーマット）ですので、他システムからの取込ができます。

・　仕訳の登録をすることで、勘定奉行へ仕訳データを転送できます。（他社会計ソフトの場合はお問い合わせください）

・　リモートメンテナンス（契約は別途、年間３６，０００円）で迅速なメンテナンスが可能です。

環境設定

入力環境

　　手形発行
　　　各種帳票

その他機能
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システムメニュー No.1

機能（K）　　　　設定（S）　　　　 受取手形処理（U）　　　　　振出手形処理（F）　　　　　　　 受取手形一覧表作成（T）　　　　 　　　

自社情報　入力・訂正

自社情報　選択

バックアップ

バックアップ復元

前回処理日一覧

終了

得意先別　受取手形明細表

受取手形　入力・訂正

受取手形　チェックリスト印刷

受取手形　顛末入力

受取手形　顛末一括入力

受取手形　顛末チェックリスト印刷

受取手形　データ抜き取り処理

振出手形　入力・訂正

振出手形　チェックリスト印刷

振出手形　発行

案内文・封筒印字

振出手形　顛末入力

振出手形　顛末一括入力

振出手形　顛末チェックリスト印刷

振出手形　データ抜き取り処理

手　持　

取　立

割　引

担　保

得意先別　受取手形手持明細書作成

得意先別　受取手形手持内訳表作成

取立日別　受取手形明細表作成

銀 行 別　受取手形取立残高一覧表作成

銀 行 別　受取手形取立残高内訳表作成

得意先別　受取手形取立内訳表作成

銀 行 別　受取手形取立依頼書作成

銀 行 別　受取手形取立依頼明細表作成

割引日別　受取手形明細表作成

銀 行 別　受取手形割引残高一覧表作成

銀 行 別　受取手形割引残高内訳表作成

得意先別　受取手形割引内訳表作成

銀 行 別　受取手形割引依頼書作成

銀 行 別　受取手形割引依頼明細表作成

満期日別　受取手形担保明細表作成

銀 行 別　受取手形担保残高一覧表作成

銀 行 別　受取手形担保残高内訳表作成

得意先別　受取手形担保内訳表作成

銀 行 別　受取手形担保依頼書作成

銀 行 別　受取手形担保依頼明細表作成

機能（K）　　　　設定（S）　　　　　 受取手形処理（U）　　　　 振出手形処理（F）　　　　 　　受取手形一覧表作成（T）　　　　 　　　

手形ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ

得意先ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ

部門ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ

総勘定科目ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ

補助科目ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ

勘定奉行　仕訳データ作成

得　意　先　マスタメンテナンス

銀　 　行　マスタメンテナンス

支 　 　店　マスタメンテナンス

摘 　 　要　マスタメンテナンス

部　 　門　マスタメンテナンス

総勘定科目マスタメンテナンス

補 助 科 目マスタメンテナンス

祝日 ・祭日マスタメンテナンス

ユーザ　設定

パスワード設定

手形印字位置設定

封筒印字位置設定

仕訳パターン設定
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システムメニュー　No.2

機能（K）　　　　設定（S）　　　　 受取手形処理（U）　　　　　振出手形処理（F）　　　　　　　 受取手形一覧表作成（T）　　　　 　　　

重ねて表示

並べて表示

すべてのウィンドウを閉じる

ヘルプ目次

バージョン情報

銀 行 別　振出手形明細表作成

得意先別　振出手形明細表作成

満期日別　振出落込予定表作成

摘 要 別　振出手形集計表

銀 行 別　印紙税集計表

得意先別 振出手形内訳表作成

振出手形一覧表作成（D）　　　　　　 　　　　　ウィンドウ（Ｗ ）　　　　　　　　　　　　　 　ヘルプ（Ｈ）　　　　　　　　　 　　　
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メイン画面

受取手形　入力・訂正

手形印字位置設定

ユーザー設定

振出手形　入力・訂正

バックアップ

振出手形　発行

パスワード設定

ヘルプ画面表示

便利なショートカットボタン便利なショートカットボタン
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システム動作画面及び出力帳票サンプル

基本機能
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受取手形処理（入力・訂正）

＜受取手形入力画面＞

〇受取手形の入力・訂正・削除・顛末処理をします。

〇入力されたデータは手形記入帳に登録されます。

〇手形の検索は「検索」でリスト一覧を表示
　 し、選択できます。

受取人・振出人・銀行名・摘要に

ついては未登録のデータを直接

入力することが可能です。　　　　

　　　　　　　　　　　（コード99999）

手形の種類を選択します。

支払銀行の入力

満期日が休日の場合、自動的に次の
営業日が決済日として表示されます。

手形を入力する日付

手形番号



11

受取手形処理（仕訳入力）
＜受取手形入力画面＞

〇受取手形の入力後、仕訳ボタンを押すと、仕訳入力画面がポップアップします。

〇予め登録しておいた仕訳パターンを入力します。

○仕訳パターンは 999種類登録できます。

○仕訳パターンを検索することが可能です。

〇仕訳パターンの検索は「検索」でリスト一
覧を表示　 し、選択できます。

＜仕訳入力画面＞

振出手形入力時、顛末入力時も同様に
仕訳を入力できます
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受取手形処理（顛末入力）

＜受取手形顛末入力画面＞

〇受取手形の顛末処理を入力します。
〇手形の検索は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

顛末入力の場合、整理番号か手形番号を入力します。
入力後、該当する手形情報を表示しますので、確認後、
顛末の入力をします。

割引入力し、割引日を入力した段階で、手数料を自動
計算します。

顛末を入力後、銀行・支店を指定します。

〇手形番号を入力した段階で、その手形の情報が
表示されますので、顛末を入力します。

〇顛末で割引を入力し、顛末日（割引日）を入力し
た場合、手数料を自動計算し、金額を表示します。
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受取手形処理（顛末一括入力）

＜受取手形顛末一括入力画面＞

〇受取手形の顛末一括処理を入力します。

〇顛末の種類、顛末銀行、顛末支店、顛末日、検索する手形の満期日範囲
を設定すると該当データが表示されます。

顛末情報が表示されます。

〇顛末種類が割引の場合、手数料を一括自動計算し、手数料金額を表示し
　ます。手数料率の変更もできます。

自動計算されます。
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振出手形処理（入力・訂正）

＜振出手形入力画面＞

〇発行したい振出手形のデータ入力をします。

〇入力した手形を分割して発行することもできます。

〇手形の検索は「検索」でリスト一覧を

　表示し、選択できます。

受取人・振出人・銀行名・摘要について

は未登録のデータを直接入力することが

可能です。　　　　　　　　　　（コード99999）

手形番号（手形用紙に予め印刷されている番号）を
入力します。

支払銀行の入力

受取人は（得意先）を入力します。

手形の種類を選択します。

満期日が休日の場合、自動的に次の営業日が決済日
として表示されます。
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振出手形処理（自動分割）

＜振出手形入力画面＞

〇振出手形の自動分割で印紙税を最小下にすることができます。

分割後の印紙税を表示します。

自動計算されます。

金額の指定をする場合は手動分割で直接

入力することができます。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（手動分割）
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設　定（得意先マスタメンテナンス）

＜得意先マスタメンテナンス画面＞

〇得意先マスタの入力、訂正をします。

〇このマスタは受け取り手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。

〇得意先は「検索」でリスト一覧を表示し、
選択できます。

データ入力時、参照表示するための
項目です。
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設　定（銀行マスタメンテナンス）

＜銀行マスタメンテナンス画面＞

〇銀行マスタの入力、訂正をします。

〇このマスタは受け取り手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。

〇得意先は「検索」でリスト一覧を表示し、
選択できます。

データ入力時、参照表示するための
項目です。

専用取立依頼書（別途カスタマイズ）
印刷時に使用します。

振出手形印刷時に使用します。

印字→印紙税額を印字します。　　　　
後納→自社設定で登録した税務署名
　　　　で後納の印字をします。　　　　
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設　定（祝日祭日マスタメンテナンス）

＜祝日･祭日マスタメンテナンス画面＞

〇祝祭日の入力、訂正をします。

設定したい日に選択してダブルクリック
するとデータ入力画面が表示されます。

手形データ入力時、満期日より決済日
を算出参照するための項目です。　　

西暦を選択します。

＜祝日祭日データ入力画面＞

祭日名を直接入力します。　　　　

設定後の表示です。
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設　定（仕訳パターン設定）
〇仕訳パターンの入力、訂正をします。

パターンコードを３桁で指定します。

パターン名称を入力します。 摘要欄に自動表示する項
目を指定します。
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設　定（手形印字設定－１）

＜手形印字位置設定画面＞

〇振出手形の印字位置の調整をします。

〇銀行コードを選択し、レイアウト画面で編集、位置の微調整をします。

矢印（← → ↑↓）で選択した
位置の微調整が可能です。　
　

選択すると色が変わります。

銀行を選択します。
フォントの設定が可能です。
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設　定（手形印字設定－２）

＜手形印字位置設定画面＞

〇手形レイアウトは新規登録できます。

新規登録

〇印刷レイアウトを表示します。

印刷プレビュー

＜銀行検察画面＞

コード順、カナ順それぞれ並べ替えができます。

＜印刷レイアウト表示画面＞

表示倍率選択
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機　能（自社情報　入力・訂正）

＜自社情報入力画面＞

〇自社名などの入力をします。

〇システム使用時、始めに登録してください。

〇検索でリスト一覧を表示し、選択　
　できます。

振出手形印刷時、自社名などを印字する場合は
「印字あり」、印字しない場合は「印字なし」を選択
します。

銀行マスタメンテナンスで印紙税を後納型に設定
した場合、ここで入力した税務署名が振出手形の
印紙税の欄に印刷されます。

イメージ読込に設定すると指定のイメージ

ファイルから印字可能です。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（イメージ読込）
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機　能（自社情報　選択）

＜自社情報入力画面＞

〇自社名の選択をします。

〇システム使用時、始めに選択してください。

選択設定後は全体表示のタイトルが変更され

ます。以後の処理は選択した自社名対象とな

ります。

＜自社情報設定後＞

自社名を選択します。
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マスタ印刷

〇得意先マスタを印刷します。

〇銀行マスタを印刷します。

〇支店マスタを印刷します。

〇摘要マスタを印刷します。
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出力帳票サンプル（受取手形 チェックリスト）

受取手形　チェックリスト印刷

◇「受取手形　入力・訂正」で入力した受取手形の
　　チェックリストを印刷します。

◇入力日の範囲指定でデータを検索します。
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出力帳票サンプル（得意先別 受取手形明細表）

得意先別　受取手形明細表　

◇「受取日の範囲指定で受取手形データを検索し、
　　得意先順、受取日順に明細型で出力します。
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出力帳票サンプル（振出手形 チェックリスト）

振出手形　チェックリスト印刷　

◇「振出手形　入力・訂正」で入力した振出手形の
　　チェックリストを印刷します。

◇入力日の範囲指定でデータを検索します。
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出力帳票サンプル（得意先別 受取手形手持明細表）

得意先別　受取手形明細表　

◇指定満期年月（決済年月）以降で顛末のない受取
手形を検索し、得意先順、受取日順に明細型で出
力します。
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出力帳票サンプル（得意先別 受取手形手持内訳表）

得意先別　受取手形手持内訳表　

◇決済年月を指定し、以後６ヶ月間の顛末のない
受取手形を得意先毎に集計して出力します。



30

出力帳票サンプル（割引日別 受取手形明細表）

割引日別　受取手形明細表

◇顛末が割引の受取手形より指定割引日のデータ
　を検索し、顛末銀行順に明細型で出力します。



31

出力帳票サンプル（銀行別 受取手形割引残高一覧表）

銀行別　受取手形割引残高一覧表

◇顛末年月を指定して、日付毎の残高を割引銀行毎
に主計します。

◇割引申込額はプラス、満期額はマイナスで差引残
高を計算します。

銀行を選択します。

残高を直接入力します。



32

出力帳票サンプル（銀行別 受取手形割引残高内訳表）

銀行別　受取手形割引残高内訳表　

◇顛末年月を指定して、満期日が到来していない割引
　手形を検索し、明細型で出力します。

◇割引申込銀行毎に印刷します。

◇ここでの合計は差引残高合計と一致します。

※取立、担保も同上の帳票を出力します。



33

出力帳票サンプル（得意先別 受取手形割引内訳表）

得意先別　受取手形割引依頼書作成

◇満期年月を指定し、以後６ヶ月の顛末が割引の
　データを検索し、得意先で集計して出力します。

　
※取立、担保も同上の帳票を出力します。



34

出力帳票サンプル（銀行別 受取手形割引依頼書作成）

銀行別　受取手形割引依頼書作成

◇割引依頼日、銀行、支店を指定し、割引依頼書を
　印刷します。
　
◇銀行指定用紙に印字する場合はカスタマイズとなり
　ます。

　　　　　　　　　　　
※取立、担保も同上の帳票を出力します。



35

出力帳票サンプル（銀行別 受取手形割引依頼明細書）

銀行別　受取手形割引依頼書作成

◇割引依頼日、銀行、支店を指定し、割引依頼書を
　印刷します。
　

　　　　　　　　　　　
※取立、担保も同上の帳票を出力します。



36

出力帳票サンプル（銀行別 振出手形明細書）

銀行別　振出手形明細書　　　　　　　　　　　　　

◇振出日の範囲指定して振出手形を検索し、支払

　銀行順、満期日順に明細型で出力します。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　



37

出力帳票サンプル（得意先別 振出手形明細書）

得意先別　振出手形明細書　　　　　　　　　　　 　

◇振出日の範囲指定して振出手形を検索し、得意

　先順、満期日順に明細型で出力します。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　



38

出力帳票サンプル（満期日別 振出手形落込予定表）

満期日別　振出手形落込予定表　　　　　 　

◇満期年月を指定して日付毎、支払銀行毎に

　落ち込み予定を集計します。　　　　　　　　　

◇自社振出分、裏書譲渡分の指定ができます。

　　　　　　　　　　　　



39

出力帳票サンプル（銀行別 印紙税集計表）

銀行別　印紙税集計表　　　　　　　　　　　　　 　　

◇振出日の範囲指定して振出手形を検索し、支払

　銀行で手形金額と印紙税を集計して出力します。

　　　　　　　　　　　　　　　



40

出力帳票サンプル（得意先別 振出手形内訳表）

得意先別　受取手形手持内訳表　　　　　　　　　　　　

◇満期年月を指定し、以後６ヶ月間の振出手 形を

　得意先で集計して出力 します。



価格と動作環境

○パッケージ価格

パッケージ本体・・・・・・・・・　８９８，０００円

パッケージ保守料・・・・・・・　　３６，０００円（年額）

○動作環境
Ｏ　Ｓ ：　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５／９８／Ｍｅ／ＮＴ４．０／２０００　

本　体　　　　　：　上記ＯＳが動作するパソコン

メモリ ：　６４ＭＢ以上を推奨

ＨＤＤ　　　　　：　最小５０ＭＢ（蓄積するデータ量によって変わります）

CD-ROM　　：　インストール時ＣＤ－ＲＯＭドライブが必要

プリンタ　　　　：　単票手差し可能で、手形用紙サイズ（Ａ３版程度の長さ）がユーザー定義サイズとして登録可能なプリンタ。

　　水平で給紙、排紙が可能なプリンタ（フェイスアップ排紙）

　　　　　　　　　　一部使用不可能な場合もありますので、予めご了承ください。（事前にデモ版で十分に検証することを

　　　　　　　　　　お勧めします）

インストール、環境設定等をご希望のお客様は別途導入時料金が発生します。

　　　　　　　　　インストール料・・・・２０，０００円

　　　　　　　　　環境設定料・・・・･・・５０，０００円

　　　　　　　　　導入指導料・・・・・・・５０，０００円（１回６時間）




