
■■■■クエリクエリクエリクエリ一覧一覧一覧一覧
クエリ名 ベース 並べ替え 内容 使用フォーム 使用レポート

qm銀行口座 m銀行口座 コード
m銀行口座,
入金sub,
出金sub

qm仕入先 m仕入先 仕入先コード m支払区分を参照
m仕入先,
search仕入先

qm仕入先_締日 m仕入先 締日 締日でグループ化
メニュー_支払,
r残高一覧表_支払

qm支払区分 m支払区分 コード

m支払区分,
m得意先,
m仕入先,
入金sub,
出金sub

qm社員 m社員 社員コード m社員

qm商品 m商品 商品コード
m商品,
search商品

qm商品_小数部Check_税率 m商品 単価税率に小数部があるレコードを抽出
c基本設定の
モジュール

qm商品_小数部Check_単価 m商品 売単価または原単価に小数部があるレコードを抽出
c基本設定の
モジュール

qm商品_小数部Check_単価税額 m商品
売単価税額または原単価税額に小数部がある
レコードを抽出

c基本設定の
モジュール

qm単位 m単位 単位 m単位

qm得意先 m得意先 得意先コード m社員・m支払区分を参照
m得意先,
search得意先

qm得意先_締日 m得意先 締日 締日でグループ化
メニュー_請求,
r残高一覧表_請求,
r請求書

qr一覧表_見積 見積(明細) 見積No,明細No F:r一覧表の日付範囲で抽出 一覧表_見積

qr一覧表_仕入 伝票(明細) 伝票No,明細No
伝票区分=3 & F:r一覧表の日付範囲で抽出、
m仕入先を参照

一覧表_仕入

qr一覧表_受注 受注(明細) 受注No,明細No F:r一覧表の日付範囲で抽出 一覧表_受注

qr一覧表_出金 伝票(明細) 伝票No,明細No
伝票区分=4 & F:r一覧表の日付範囲で抽出、
m仕入先・m支払区分・m銀行口座を参照

一覧表_出金

qr一覧表_出金_集計 伝票(明細)
伝票区分=4 & F:r一覧表の日付範囲で抽出、
支払区分で集計

一覧表_出金_集計

qr一覧表_入金 伝票(明細) 伝票No,明細No
伝票区分=2 & F:r一覧表の日付範囲で抽出、
m得意先・m支払区分・m銀行口座を参照

一覧表_入金

qr一覧表_入金_集計 伝票(明細)
伝票区分=2 & F:r一覧表の日付範囲で抽出、
支払区分で集計

一覧表_入金_集計

qr一覧表_売上 伝票(明細) 伝票No,明細No 伝票区分=1 & F:r一覧表の日付範囲で抽出 一覧表_売上

qr回収予定表 伝票
伝票区分=1 で抽出、
qm得意先・q伝票明細1行目・m社員を参照

回収予定表,
回収予定表_担当別

qr見積書 見積(明細) 見積No,明細No
見積書,
sub見積明細

qr残高一覧表_支払 z買掛 仕入先コード m仕入先を参照 残高一覧表_支払



■■■■クエリクエリクエリクエリ一覧一覧一覧一覧
クエリ名 ベース 並べ替え 内容 使用フォーム 使用レポート

qr残高一覧表_請求 z売掛 得意先コード m得意先を参照 残高一覧表_請求
qr残高一覧表_買掛 z買掛 仕入先コード m仕入先を参照 残高一覧表_買掛
qr残高一覧表_売掛 z売掛 得意先コード m得意先を参照 残高一覧表_売掛
qr仕入伝票_明細 伝票(明細) 伝票No,明細No 伝票区分=3 で抽出、qm仕入先を参照 仕入伝票

qr支払予定表 伝票
伝票区分=3 で抽出、
qm仕入先・q伝票明細1行目・m社員を参照

支払予定表

qr受注伝票 受注(明細) 受注No,明細No 受注伝票

qr集計表_仕入先仕入 伝票
伝票区分=3 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
仕入先コードで集計、m仕入先を参照

集計表_仕入先仕入

qr集計表_商品売上 伝票(明細)
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
商品コードで集計、m商品を参照

集計表_商品売上

qr集計表_商品別得意先売上 伝票(明細)
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
得意先コード/商品コードで集計、
m得意先・m商品を参照

集計表_商品別得意先売上

qr集計表_担当売上 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
担当コードで集計、m社員を参照

集計表_担当売上

qr集計表_担当別得意先売上 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
担当コード/得意先コードで集計、
m社員・m得意先を参照

集計表_担当別得意先売上

qr集計表_得意先売上 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲で抽出、
得意先コードで集計、m得意先を参照

集計表_得意先売上

qr集計表_年間_各月 c基本設定 月1(年度の開始月)～月12(年度の終了月) を生成

qr集計表_年間商品_1商品集計 伝票(明細)
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
商品コードで集計、m商品を参照

qr集計表_年間商品_2各月初期化
qr集計表_年間商品_1商品集計 に
qr集計表_年間_各月 を結合

qr集計表_年間商品_3各月毎集計 伝票(明細)
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
商品コード/月で集計

qr集計表_年間商品_4各月値結合
qr集計表_年間商品_2各月初期化 に
qr集計表_年間商品_3各月毎集計 を結合

集計表_年間商品売上

qr集計表_年間担当_1担当集計 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
担当コードで集計、m社員を参照

qr集計表_年間担当_2各月初期化
qr集計表_年間担当_1担当集計 に
qr集計表_年間_各月 を結合

qr集計表_年間担当_3各月毎集計 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
担当コード/月で集計

qr集計表_年間担当_4各月値結合
qr集計表_年間担当_2各月初期化 に
qr集計表_年間担当_3各月毎集計 を結合

集計表_年間担当売上

qr集計表_年間得意先_1得意先集計 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
担当コードで集計、m社員を参照

qr集計表_年間得意先_2各月初期化
qr集計表_年間得意先_1得意先集計 に
qr集計表_年間_各月 を結合

qr集計表_年間得意先_3各月毎集計 伝票
伝票区分=1 & F:r集計表の日付範囲(年度)で抽出、
得意先コード/月で集計



■■■■クエリクエリクエリクエリ一覧一覧一覧一覧
クエリ名 ベース 並べ替え 内容 使用フォーム 使用レポート

qr集計表_年間得意先_4各月値結合
qr集計表_年間得意先_2各月初期化 に
qr集計表_年間得意先_3各月毎集計 を結合

集計表_年間得意先売上

qr出金伝票_明細 伝票(明細) 伝票No,明細No
伝票区分=4 で抽出、
qm仕入先・m支払区分・m銀行口座を参照

出金伝票

qr請求書 伝票 伝票日付,区分,No
伝票区分=1, 2 & 請求書作成区分=1 を抽出、
q伝票明細1行目を参照

請求書,
請求書_明細なし_2分割,
請求書_明細なし_3分割

qr入金伝票_明細 伝票(明細) 伝票No,明細No
伝票区分=2 で抽出、
qm得意先・m支払区分・m銀行口座を参照

入金伝票

qr売上伝票_明細 伝票(明細) 伝票No,明細No 伝票区分=1 で抽出 sub売上明細
qsub残高集計 c残高集計 処理日時(降) sub残高集計
qz買掛 z買掛 仕入先コード,年月(降) sub買掛残
qz売掛 z売掛 得意先コード,年月(降) sub売掛残

qデータ整理_見積削除 見積 F:データ整理 の 削除見積日付 以前を削除
データ整理の
モジュール

qデータ整理_受注削除 受注 F:データ整理 の 削除受注日付 以前を削除
データ整理の
モジュール

qデータ整理_伝票削除 伝票 F:データ整理 の 削除伝票日付 以前を削除
データ整理の
モジュール

q見積 見積 見積No qm得意先・m社員を参照
見積,
見積検索,
search見積

見積書_2分割

q見積sub 見積明細 見積No,明細No 見積sub
q仕入 伝票 伝票区分=3 を抽出、qm仕入先・m社員を参照 仕入
q仕入sub 伝票明細 伝票No,明細No 伝票区分=3 を抽出 仕入sub

q仕入先元帳 伝票 伝票日付,区分,No
伝票区分=3, 4 を抽出、
qm仕入先・q伝票明細1行目を参照

仕入先元帳 仕入先元帳

q受注 受注 受注No qm得意先・m社員を参照
受注,
受注検索,
search受注

q受注sub 受注明細 受注No,明細No 受注sub

q出金 伝票 伝票No
伝票区分=4 を抽出、
qm仕入先・m社員を参照

出金

q出金sub 伝票明細 伝票No,明細No
伝票区分=4 を抽出、
m支払区分・m銀行口座を参照

出金sub

q伝票 伝票 伝票日付,区分,No m得意先・m仕入先・q伝票明細1行目を参照 伝票検索

q伝票明細1行目 伝票明細
明細No=1 を抽出、
m支払区分・m銀行口座を参照

q得意先元帳 伝票 伝票日付,区分,No
伝票区分=1, 2 を抽出、
qm得意先・q伝票明細1行目を参照

得意先元帳 得意先元帳

q入金 伝票 伝票No
伝票区分=2 を抽出、
qm得意先・m社員を参照

入金

q入金sub 伝票明細 伝票No,明細No
伝票区分=2 を抽出、
m支払区分・m銀行口座を参照

入金sub
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q入金消込 伝票
伝票区分=1 を抽出、
qm得意先・q伝票明細1行目を参照

入金消込 入金消込一覧表

q売上 伝票 伝票No
伝票区分=1 を抽出、
qm得意先・m社員を参照

売上
売上伝票,
売上伝票_2分割,
売上伝票_3分割

q売上sub 伝票明細 伝票No,明細No 伝票区分=1 を抽出 売上sub

q領収書 領収書 領収書No(降) 領収書検索
領収書_2分割,
領収書_2分割

F:フォーム


