
■■■■レポートレポートレポートレポート一覧一覧一覧一覧
レポート名 A4縦/横 レコードソース Open元/親レポート 内容

sub見積明細 qr見積書 見積書_2分割 見積書_2分割 のサブレポート

sub自社情報 c基本設定

見積書,
見積書_2分割,
売上伝票,
売上伝票_2分割,
売上伝票_3分割,
請求書,
請求書_明細なし_2分割,
請求書_明細なし_3分割,
領収書_2分割,
領収書_3分割

見積書, 見積書_2分割, 売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割, 請
求書, 請求書_明細なし_2分割, 請求書_明細なし_3分割, 領収書_2分割, 領
収書_3分割 のサブレポート

sub取引銀行 c基本設定

売上伝票,
売上伝票_2分割,
売上伝票_3分割,
請求書,
請求書_明細なし_2分割,
請求書_明細なし_3分割

売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割, 請求書, 請求書_明細なし_2
分割, 請求書_明細なし_3分割 のサブレポート

sub受領印
売上伝票,
売上伝票_2分割,
売上伝票_3分割

売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割 のサブレポート

sub売上明細 qr売上伝票_明細
売上伝票,
売上伝票_2分割,
売上伝票_3分割

売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割 のサブレポート

ラベル1 タテ F:rラベル
F:rラベル で入力した内容に基づき宛名ラベルを印刷する。
基本設定でパターン1(幅83.8mm)に設定されている場合。

ラベル2 タテ F:rラベル
F:rラベル で入力した内容に基づき宛名ラベルを印刷する。
基本設定でパターン2(幅86.4mm)に設定されている場合。

一覧表_見積 横 qr一覧表_見積 F:r一覧表
見積データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。

一覧表_仕入 横 qr一覧表_仕入 F:r一覧表
仕入データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。

一覧表_受注 横 qr一覧表_受注 F:r一覧表
受注データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。

一覧表_出金 横 qr一覧表_出金 F:r一覧表
出金データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。
総合計のあとに出金区分ごとの合計(一覧表_出金_集計)を印刷する。

一覧表_出金_集計 qr一覧表_出金_集計 一覧表_出金 一覧表_出金 のサブレポート

一覧表_入金 横 qr一覧表_入金 F:r一覧表
入金データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。
総合計のあとに入金区分ごとの合計(一覧表_入金_集計)を印刷する。

一覧表_入金_集計 qr一覧表_入金_集計 一覧表_入金 一覧表_入金 のサブレポート

一覧表_売上 横 qr一覧表_売上 F:r一覧表
売上データの一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。明細印字する/しない の制御あり。



■■■■レポートレポートレポートレポート一覧一覧一覧一覧
レポート名 A4縦/横 レコードソース Open元/親レポート 内容

回収予定表 タテ qr回収予定表 F:r回収予定表
売上データを基に回収予定日を算出し回収予定表を印刷する。
日付範囲指定あり。指定日付の選択あり(売上日/回収予定日)。
※担当別 のオプション指定をしない場合

回収予定表_担当別 タテ qr回収予定表 F:r回収予定表
売上データを基に回収予定日を算出し回収予定表を印刷する。
日付範囲指定あり。指定日付の選択あり(売上日/回収予定日)。
※担当別 のオプション指定をした場合

見積書 タテ qr見積書
F:popup見積書選択
(F:見積)

F:見積 で入力した見積データより見積書を印刷する。
※基本設定で 常に2枚 を設定するか、2分割 を設定しても最大明細数を超
えた場合

見積書_2分割 タテ q見積 F:見積
F:見積 で入力した見積データより見積書を印刷する。
※基本設定で 2分割 を設定し最大明細数を超えない場合

残高一覧表_支払 タテ qr残高一覧表_支払 F:r残高一覧表_支払 買掛データの支払残高項目より支払残高一覧表を印刷する
残高一覧表_請求 タテ qr残高一覧表_請求 F:r残高一覧表_請求 売掛データの請求残高項目より請求残高一覧表を印刷する
残高一覧表_買掛 タテ qr残高一覧表_買掛 F:r残高一覧表_買掛 買掛データの買掛残高項目より買掛残高一覧表を印刷する
残高一覧表_売掛 タテ qr残高一覧表_売掛 F:r残高一覧表_売掛 売掛データの売掛残高項目より売掛残高一覧表を印刷する
仕入先元帳 タテ q仕入先元帳 F:仕入先元帳 F:仕入先元帳 で指定した仕入先の仕入先元帳を印刷する
仕入伝票 タテ qr仕入伝票_明細 F:仕入 F:仕入 で入力した仕入データより仕入伝票を印刷する

支払予定表 タテ qr支払予定表 F:r支払予定表
仕入データを基に支払予定日を算出し支払予定表を印刷する。
日付範囲指定あり。指定日付の選択あり(仕入日/支払予定日)。

受注伝票 タテ qr受注伝票 F:受注 F:受注 で入力した受注データより受注伝票を印刷する

集計表_仕入先仕入 タテ qr集計表_仕入先仕入 F:r集計表
仕入データより仕入先仕入集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_商品売上 タテ qr集計表_商品売上 F:r集計表
売上データより商品売上集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_商品別得意先売上 タテ qr集計表_商品別得意先売上 F:r集計表
売上データより商品別得意先売上集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。

集計表_担当売上 タテ qr集計表_担当売上 F:r集計表
売上データより担当売上集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_担当別得意先売上 タテ qr集計表_担当別得意先売上 F:r集計表
売上データより担当別得意先売上集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。

集計表_得意先売上 タテ qr集計表_得意先売上 F:r集計表
売上データより得意先売上集計表を印刷する。
日付範囲指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_年間商品売上 横 qr集計表_年間商品_4各月値結合 F:r集計表
売上データより年間商品売上集計表を印刷する。
年指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_年間担当売上 横 qr集計表_年間担当_4各月値結合 F:r集計表
売上データより年間担当売上集計表を印刷する。
年指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

集計表_年間得意先売上 横 qr集計表_年間得意先_4各月値結合 F:r集計表
売上データより年間得意先売上集計表を印刷する。
年指定あり。出力順選択あり(コード順/金額降順)。

出金伝票 タテ qr出金伝票_明細 F:出金 F:出金 で入力した出金データより出金伝票を印刷する
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請求書 タテ qr請求書 F:r請求書

請求残高項目と売上・入金データより請求書を印刷する。
年・月・締日を指定。
請求書タイプ=明細あり を選択した場合。
対象データ=売上のみ を選択した場合、前回残高と入金データを除き売上
データのみで請求書を印刷する。
※前提：得意先マスタで 締め請求書作成する と設定されている得意先の

請求書_明細なし_2分割 タテ qr請求書 F:r請求書

請求残高項目より請求書を印刷する。
年・月・締日を指定。
請求書タイプ=明細なし を選択した場合で、基本設定で 2分割 を設定して
いる場合。
対象データ=売上のみ を選択した場合、前回残高と今回入金を除き売上の
みで請求書を印刷する。
※前提：得意先マスタで 締め請求書作成する と設定されている得意先の

請求書_明細なし_3分割 タテ qr請求書 F:r請求書

請求残高項目より請求書を印刷する。
年・月・締日を指定。
請求書タイプ=明細なし を選択した場合で、基本設定で 3分割 を設定して
いる場合。
対象データ=売上のみ を選択した場合、前回残高と今回入金を除き売上の
みで請求書を印刷する。
※前提：得意先マスタで 締め請求書作成する と設定されている得意先の

得意先元帳 タテ q得意先元帳 F:得意先元帳 F:得意先元帳 で指定した得意先の得意先元帳を印刷する

入金消込一覧表 タテ q入金消込 F:r入金消込一覧表
売上データより入金消込一覧表を印刷する。
日付範囲指定あり。得意先コード指定あり。担当コード指定あり。
消込フラグの選択あり(未/一部/済/すべて)。

入金伝票 タテ qr入金伝票_明細 F:入金 F:入金 で入力した入金データより入金伝票を印刷する

売上伝票 タテ q売上
F:popup売上伝票選択
(F:売上)

F:売上 で入力した売上データより売上伝票を印刷する。
※基本設定で 常に2枚/3枚 を設定するか、2分割/3分割 を設定しても最
大明細数を超えた場合

売上伝票_2分割 タテ q売上 F:売上
F:売上 で入力した売上データより売上伝票を印刷する。
※基本設定で 2分割 を設定し最大明細数を超えない場合

売上伝票_3分割 タテ q売上 F:売上
F:売上 で入力した売上データより売上伝票を印刷する。
※基本設定で 3分割 を設定し最大明細数を超えない場合

領収書_2分割 タテ q領収書 F:領収書
F:領収書 で入力した領収書データより領収書を印刷する。
※基本設定で 2分割 を設定した場合

領収書_3分割 タテ q領収書 F:領収書
F:領収書 で入力した領収書データより領収書を印刷する。
※基本設定で 3分割 を設定した場合

F: フォーム F: フォーム


