
⌘⌘⌘⌘竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴慎そ慎そ慎そ慎そ
彦薙 竎菑絜艴鞭 喋68

臏儼袿ル巵 碭礜竎胠罰捜潙儼袿ル巵瓉à弴摹Ć緱𦫿硃菑笭
臏然│耔芾 返然│潙然│耔芾綌﨑湾単瓉à弴
臏鬆㔾滾セ 返鬆㔾滾セ潙橡弴惴髏瓉à弴
臏ブ巵荳設 呟籏譆呟疹菏渡ů譙跑―籏譆接渡菏頓ů譙潙ブ巵荳設瓉à弴
芮だ満 だ満譆祚橲譙炒况瓉à弴
芮腑睿彦薙 腑睿彦薙譆渡ů彦薙跑頓ů彦薙譙炒况瓉à弴
芮‘ネ塀柞 ‘ネ塀柞炒况瓉à弴
芮豹鼠 豹鼠鞭ū瓉à弴
芮盲亦 盲亦炒况瓉à弴
芮殀牀纏 殀牀纏炒况瓉à弴
芮接渡纏 接渡纏炒况瓉à弴
莿呟籏 ㍈鵯鬆㔾跑呟籏鬆㔾瓉殀牀纏菏朮菏蠻㰏淝溱à弴
莿―籏 腑睿鬆㔾跑―籏鬆㔾瓉接渡纏菏朮菏蠻㰏淝溱à弴
Wǽ Wǽ竽菑𥝱潙綦秭秔炒况瓉à弴
Wǽ蕚21 Wǽ竽菑𥝱潙蕚21炒况瓉à弴
奮┑ 奮┑竽菑𥝱潙綦秭秔炒况瓉à弴
奮┑蕚21 奮┑竽菑𥝱潙蕚21炒况瓉à弴
然│ 然│竽菑𥝱譆呟疹跑渡ů跑接渡跑頓ů譙潙綦秭秔炒况瓉à弴
然│蕚21 然│竽菑𥝱譆呟疹跑渡ů跑接渡跑頓ů譙潙蕚21炒况瓉à弴
今分蟷 今分蟷竽菑𥝱瓉à弴

⌘⌘⌘⌘艠𦫿菑碭臊苽碭秭綃艠𦫿菑碭臊苽碭秭綃艠𦫿菑碭臊苽碭秭綃艠𦫿菑碭臊苽碭秭綃
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摹𦫿摹複⒃與遍淤
摹𦫿摹紱皝菑艴笭潙ヾǍ蠍范
摹𦫿摹𦫿硃菑笭潙ヾǍ年輩
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竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍臏臏臏臏儼袿ル巵儼袿ル巵儼袿ル巵儼袿ル巵 Ć緱𦫿硃菑笭
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

60だ鞭 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 貘椹善だ糫ć袽盲征
60だサ詑﨨偏 竎睎礜笒絓緱緫絙 緱緹縈綋縑縕縠繇
60だ創盻 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 覩静ジ腎啅彦荳袿隱緱綋緹綋縈糫荳袿隱粠艴繢緫翟
60だ聱翎耎̌ 竎睎礜笒絓縕緫絙 聱翎耎糫緫縈綋緱緱緱緱綋緹緹緹緹糫糫糫翟罓肫糫緫縈綋緱緱緱緱綋緹緹緹縈
然│60だ炒况貧岶 籹皪笒 緱 緫纘貧岶歧湞椊擄緱纘貧岶殭玢
⁴伹恠舂グ 籹皪笒 緫 緫纘恠舂グ湞歧擄緹纘恠舂グ緹贄
舂o̊恠舂グ 籹皪笒 緹 緫纘恠舂グ湞歧擄緹纘恠舂グ緹贄
豹卒恠舂グ 籹皪笒 緫 緫纘恠舂グ湞歧擄緹纘恠舂グ緹贄
豹卒⁴受恠舂グ 籹皪笒 緹 緫纘恠舂グ湞歧擄緹纘恠舂グ緹贄
S荳 籹皪笒 縈緱 緹緫纘緹緫荳S擄緹縕纘緹縕荳S糫̌擄縈緱纘袰荳S
麑Ô蠻 籹皪笒 縈
閹腿⁴伹 ＊⎣ 縕綌緫緫 詵
⁴セÔ彦薙 籹皪笒 緱 緱纘豹卒釘纏擄緹纘ů受釘纏
⁴q舂橡弴 籹皪笒 緱 緱纘謎箚涪擄緹纘裂箚晴渡擄縈纘謎疹檔
焚楡‘ネ緱 竎睎礜笒絓縈緫絙 ćć‘ネ糫ćć腑枷糫藺糫緱緹縈縑縕
焚楡‘ネ緹 竎睎礜笒絓縈緫絙 ḾḾ‘ネ糫ḾḾ腑枷糫藺糫繮繢繇縠縕
然│焚楡‘ネ貧岶 籹皪笒 緱 緫纘貧岶歧湞椊擄緱纘貧岶殭玢
然│粏𥝱菑苽腌呟 籹皪笒 縈縈 縈縈纘縈薙琶⊞縈詼擄緹緹纘緹薙琶⊞緹詼擄縈纘縈詼擄緹纘緹詼
然│粏𥝱菑苽腌㍈ 籹皪笒 縈 蕚21湞歧𥝱皪綃潙粏𥝱菑苽𨏍糫縈纘縈薙琶擄緹纘緹薙琶
然│粏𥝱菑苽腌W 籹皪笒 緹緹 緹緹纘緹薙琶⊞緹詼擄緹纘緹詼
然│粏𥝱菑苽腌今 籹皪笒 縈 縈纘縈薙琶擄緹纘緹薙琶
䑛緂艴粏𥝱菑苽 籹皪笒 緱 緱纘粏𥝱菑苽緱擄緹纘粏𥝱菑苽緹
然│𥝱皪笒艴腌呟緱 竎睎礜笒絓緹緫絙 10/11亦蟷
然│𥝱皪笒艴腌呟緹 竎睎礜笒絓緹緫絙 ㍈鵯蟷
然│𥝱皪笒艴腌呟縈 竎睎礜笒絓緹緫絙 ☞亦奮今蟷
然│𥝱皪笒艴腌㍈ 竎睎礜笒絓緹緫絙 ㍈鵯蟷
然│𥝱皪笒艴腌W緱 竎睎礜笒絓緹緫絙 Wǽ蟷
然│𥝱皪笒艴腌W緹 竎睎礜笒絓緹緫絙 Wǽ蟷譆粃譙
然│𥝱皪笒艴腌今緱 竎睎礜笒絓緹緫絙 今分蟷
然│𥝱皪笒艴腌今緹 竎睎礜笒絓緹緫絙 今分蟷譆粃譙
然│𥝱皪綃腌呟緱 籹皪笒 緱 緱纘10/11亦㍈鵯蟷𥝱皪綃擄緹纘☞亦奮今蟷𥝱皪綃
然│𥝱皪綃腌呟緹 籹皪笒 緱 緱纘10/11亦㍈鵯蟷𥝱皪綃擄緹纘☞亦奮今蟷𥝱皪綃
然│𥝱皪綃腌呟縈 籹皪笒 緹 緱纘10/11亦㍈鵯蟷𥝱皪綃擄緹纘☞亦奮今蟷𥝱皪綃
然│袿艙腌呟緱 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ潙＊獦10/11亦椊泻歧煑殭擐
然│袿艙腌呟緹 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ潙＊獦㰏㍈鵯賴歧疹檔煑殭擐
然│袿艙腌呟縈 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ驟溱奮今椊泻歧煑歧泻擐
然│袿艙腌㍈ 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ潙＊獦㰏㍈鵯賴歧疹檔煑殭擐
然│袿艙腌W 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ潙＊獦槏Wǽ賴歧疹檔煑殭擐
然│袿艙腌今 竎睎礜笒絓縕緫絙 疹ヒ驟溱今分椊泻歧煑歧泻擐糫
然│衄莫袗像腌W 竎睎礜笒絓緱緹繢絙 ̇ネ荳猧獦糫緱茭蠻侮 Wǽ衄莫袗像潙竽紱盱艴笒ヱと塔廂
然│素歧蟷槩腌今 竎睎礜笒絓縕緫絙 槏亦千淝歧涪 今分蟷素歧蟷槩潙竽紱盱艴笒ヱと塔廂
然│帋鞭舁ū 竎睎礜笒絓縑絙 鐶
然│だ弐皪胳菑礀 耤耎翎眊絜礀盔瞀笒 粠秭笒耷秭綃皪胳菑礀糫繢縕袽繢縕絓糕瞀礴艴絙ò嶢
然│だ弐皪胳菑礀貧岶籹皪笒 緱 緫纘貧岶歧湞椊擄緱纘貧岶殭玢



竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍臏臏臏臏然│然│然│然│耔芾耔芾耔芾耔芾
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

然│彦薙 籹皪笒 厨睎菑 緱
緱纘呟疹擄緹纘渡ů擄縈纘接渡擄縑纘頓ů擄
緱緱纘Wǽ擄緹緱纘奮┑擄縈緱纘今分蟷

然│耔芾﨑湾単 憎與舂 緱緹縈 緱綆緹綆縈綆菏菏菏

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍臏臏臏臏鬆㔾滾セ鬆㔾滾セ鬆㔾滾セ鬆㔾滾セ
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

橡弴彦薙 籹皪笒 厨睎菑 緱緱
緱緱纘㍈鵯鬆㔾滾セ擄緱緹纘呟籏鬆㔾滾セ擄
緱縈纘腑睿鬆㔾滾セ擄緱縑纘―籏鬆㔾滾セ

橡弴荳蕁 荳設緌蕁濡 厨睎菑 緹緫緱緫緌緱緫緌縈緫糫緱緫繳縕縑繳縕繮
S朮 與舂 緹緫緱緫
S蠻 籹皪笒 緱緫
S荳 籹皪笒 緹緫
橡弴浅舂 憎與舂 縑緫

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍臏臏臏臏ブ巵荳設ブ巵荳設ブ巵荳設ブ巵荳設
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

ブ巵彦薙 籹皪笒 厨睎菑 繮緱 繮緱纘呟籏絓呟疹緌渡ů絙擄繮緹纘―籏絓接渡緌頓ů絙
ブ巵荳設 荳設緌蕁濡 緹緫緱緫緌繢緌縈緱



竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮だ満だ満だ満だ満
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

だ満硃菑笭 竎睎礜笒絓縕絙 厨睎菑罓緱緫緱
だ満鞭 竎睎礜笒絓緹緫絙 双I

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮腑睿彦薙腑睿彦薙腑睿彦薙腑睿彦薙
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

硃菑笭 與舂 厨睎菑 緱
腑睿彦薙 竎睎礜笒絓縠絙 﨑ů

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮‘ネ塀柞‘ネ塀柞‘ネ塀柞‘ネ塀柞
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

硃菑笭 與舂 厨睎菑 緱
‘ネ塀柞 竎睎礜笒絓縈緫絙 ćć‘ネ糫ćć腑枷糫藺糫緱緹縈縑縕

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮豹鼠豹鼠豹鼠豹鼠
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

豹鼠 竎睎礜笒絓縑絙 厨睎菑鐸

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮盲亦盲亦盲亦盲亦
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

盲亦硃菑笭 竎睎礜笒絓緹緫絙 厨睎菑罓緱緹縈綋縑縕縠綋繇繢繮緫
盲亦鞭 竎睎礜笒絓緱緹繢絙 帋鞭䑛緂艴碭菑艴
豹鼠 竎睎礜笒絓縑絙 2
呟豹卒 ＊⎣ 緱綆繮繢緫
譜豹卒 ＊⎣ 緱綆緹繢緫
豹卒⁴伹 ＊⎣ 縕綌緫緫 詵
呟豹卒⁴受 ＊⎣ 繮繮
譜豹卒⁴受 ＊⎣ 縠縑



竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮殀牀纏殀牀纏殀牀纏殀牀纏
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

殀牀纏硃菑笭 竎睎礜笒絓繇絙 厨睎菑罓緫緱緫緫緱
殀牀纏鞭 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 貘椹善だ椊瑆潡箭逸
サ詑﨨偏 竎睎礜笒絓繢絙 緱緹縈綋縑縕縠繇
創盻 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 哢史枴哢史斃腎啅彦聟┍繢綋繢糫聟┍粠艴繢繢翟
聱翎耎̌ 竎睎礜笒絓縕緫絙 聱翎耎糫緫縠綋緱緱緱緱綋緹緹緹緹糫糫糫翟罓肫糫緫縠綋緱緱緱緱綋緹緹緹縈
祚橲硃菑笭 竎睎礜笒絓縕絙 罓緱緫緱 芮だ満
S荳 籹皪笒 緹緫 緹緫纘緹緫荳S擄緹縕纘緹縕荳S糫̌擄縈緱纘袰荳S
腑睿蠻 籹皪笒 緱 緫纘橲蠻擄緱纘37蠻擄緹纘37斝蠻擄縈纘縈茢蠻歙擄菏菏菏
腑睿荳 籹皪笒 縈緱 緹緫纘緹緫荳擄緹縕纘緹縕荳糫̌擄縈緱纘袰荳
腑睿彦薙硃菑笭 籹皪笒 緹 芮腑睿彦薙
㍈鵯蟷捜癩彦薙 籹皪笒 緱 譆S熇㍈鵯蟷譙糫緫纘捜癩歧湞椊擄緱纘捜癩殭玢
竭ス斥鞭 竎睎礜笒絓緱緹繢絙 眙譙皪芡籭睎眙瞀

竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴竎菑絜艴𨏍𨏍𨏍𨏍芮芮芮芮接渡纏接渡纏接渡纏接渡纏
紱皝菑艴笭鞭 竽菑𥝱俘 単憎 喋68

接渡纏硃菑笭 竎睎礜笒絓繇絙 厨睎菑胗緫緱緫緱
接渡纏鞭 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 貘椹善だ罓罡羑盲征
サ詑﨨偏 竎睎礜笒絓繢絙 緱緹縈綋縑縕縠繇
創盻 竎睎礜笒絓緹縕縕絙 疲⑬ぐ袱暉斃腎啅彦萓茭進緱綋緱綋緱
聱翎耎̌ 竎睎礜笒絓縕緫絙 聱舃芎糫緫緱緫綋縈縈縈綋縈縈縈縈糫糫翟膄莘糫緫緱緫綋縈縈縈綋縈縈縈縑
S荳 籹皪笒 縈緱 緹緫纘緹緫荳S擄緹縕纘緹縕荳S糫̌擄縈緱纘袰荳S
腑睿蠻 籹皪笒 緹 緫纘橲蠻擄緱纘37蠻擄緹纘37斝蠻擄縈纘縈茢蠻歙擄菏菏菏
腑睿荳 籹皪笒 縕 緹緫纘緹緫荳擄緹縕纘緹縕荳糫̌擄縈緱纘袰荳
腑睿彦薙硃菑笭 籹皪笒 緹 芮腑睿彦薙
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テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：見積見積見積見積
フィールド名 データ型 値例 備考

見積No 長整数 主キー 1 c伝票No(伝票区分=11)
伝票日付 日付/時刻 2010/10/11
取引先コード テキスト(7) A01001 m得意先
得意先名 テキスト(255) 株式会社いろは企画
担当コード テキスト(5) A101 m社員
金額計 通貨 6,000 見積明細の金額の合計
税額計 通貨 300 見積明細の税額の合計
税込額計 通貨 6,300 見積明細の税込額の合計
件名 テキスト(128) 宛名ラベルシール の件
有効期限 テキスト(64) 発効日より1ヶ月間
摘要 テキスト(255) 配達時に代金引換
レコード生成日時 日付/時刻 2010/10/11 14:13:29
レコード更新日時 日付/時刻 2010/10/11 15:42:11

テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：見積明細見積明細見積明細見積明細
フィールド名 データ型 値例 備考

見積No 長整数 主キー 1 見積
明細No 整数 主キー 1 1,2,3,・・・
商品コード テキスト(20) A123-456-7890 m商品
商品名 テキスト(128) 宛名ラベルシール
数量 通貨 3
単位 テキスト(4) 袋
単価 通貨 2,000
金額 通貨 6,000
税率 通貨 5.00 ％
単価税額 通貨 100 m商品の単価税額
税額 通貨 300
税込額 通貨 6,300
備考 テキスト(30) A4サイズ 12面



テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：受注受注受注受注
フィールド名 データ型 値例 備考

受注No 長整数 主キー 1 c伝票No(伝票区分=21)
伝票日付 日付/時刻 2010/10/12
取引先コード テキスト(7) A01001 m得意先
得意先名 テキスト(255) 株式会社いろは企画
担当コード テキスト(5) A101 m社員
金額計 通貨 5,940 受注明細の金額の合計
税額計 通貨 297 受注明細の税額の合計
税込額計 通貨 6,237 受注明細の税込額の合計
件名 テキスト(128) 宛名ラベルシール の件
摘要 テキスト(255) 配達時に代金引換
見積No 長整数 1
レコード生成日時 日付/時刻 2010/10/12 14:13:29
レコード更新日時 日付/時刻 2010/10/12 15:42:11

テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：受注明細受注明細受注明細受注明細
フィールド名 データ型 値例 備考

受注No 長整数 主キー 1 受注
明細No 整数 主キー 1 1,2,3,・・・
商品コード テキスト(20) A123-456-7890 m商品
商品名 テキスト(128) 宛名ラベルシール
数量 通貨 3
単位 テキスト(4) 袋
単価 通貨 1,980
金額 通貨 5,940
税率 通貨 5.00 ％
単価税額 通貨 99 m商品の単価税額
税額 通貨 297
税込額 通貨 6,237
備考 テキスト(30) A4サイズ 12面



テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：伝票伝票伝票伝票
フィールド名 データ型 値例 備考

伝票区分 バイト 主キー 1 1=売上、2=入金、3=仕入、4=出金
伝票No 長整数 主キー 1 c伝票No(伝票区分=1,2,3,4)
伝票日付 日付/時刻 2010/10/14
取引先コード テキスト(7) A01001 売入： m得意先、仕出： m仕入先
納入先名 テキスト(128) 株式会社いろは企画 売
納入先郵便番号 テキスト(8) 123-4567 売
納入先住所 テキスト(255) 大阪府大阪市中央区難波8-8 難波ビル88F 売
納入先TEL等 テキスト(50) TEL 06-1111-2222   FAX 06-1111-2223 売
担当コード テキスト(5) A101 m社員
金額計 通貨 5,940 売　 仕　　 伝票明細の金額の合計
税額計 通貨 297 売　 仕　　 伝票明細の税額の合計
税込額計 通貨 6,237 売　 仕　　 伝票明細の税込額の合計
支払額計 通貨 　 入　 出　伝票明細の支払額の合計
摘要 テキスト(255) 配達時に代金引換
消込フラグ バイト 1 　 消： 0=未、1=一部、9=済
未入金額 通貨 237 　 消
入金日付 日付/時刻 2010/11/30 　 消
消込備考 テキスト(30) 残金翌月まわし 　 消
見積受注No 長整数 1 売
見積受注No区分 バイト 2 売： 1=見積、2=受注
レコード生成日時 日付/時刻 2010/10/14 14:13:29
レコード更新日時 日付/時刻 2010/10/14 15:42:11

テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：伝票明細伝票明細伝票明細伝票明細
フィールド名 データ型 値例 備考

伝票区分 バイト 主キー 1 伝票(1=売上、2=入金、3=仕入、4=出金)
伝票No 長整数 主キー 1 伝票
明細No 整数 主キー 1 1,2,3,・・・
商品コード テキスト(20) A123-456-7890 売　 仕　　　 m商品
商品名 テキスト(128) 宛名ラベルシール 売　 仕
支払区分コード 整数 　 入　 出　　m支払区分
数量 通貨 3 売　 仕
単位 テキスト(4) 袋 売　 仕
単価 通貨 1,980 売　 仕
金額 通貨 5,940 売　 仕
税率 通貨 5.00 売　 仕　　　 ％
単価税額 通貨 99 売　 仕　　　 m商品の単価税額
税額 通貨 297 売　 仕
税込額 通貨 6,237 売　 仕
支払額 通貨 　 入　 出
銀行口座コード 整数 　 入　 出　　m銀行口座
手形No テキスト(20) 　 入　 出
手形期日 日付/時刻 　 入　 出
備考 テキスト(30) A4サイズ 12面



テーブルテーブルテーブルテーブル：：：：領収書領収書領収書領収書
フィールド名 データ型 値例 備考

領収書No 長整数 主キー 1 c伝票No(伝票区分=31)
伝票日付 日付/時刻 2010/11/30
取引先コード テキスト(7) A01001 m得意先
宛名 テキスト(128) 株式会社いろは企画
宛名敬称 テキスト(4) 様
金額 通貨 6,237
但し書き テキスト(128) お品代として
税抜金額 通貨 5,940
消費税率 通貨 5.00 ％
消費税額 通貨 297
無効フラグ Yes/No No Yes=無効データ、No=通常データ
レコード生成日時 日付/時刻 2010/11/30 14:13:29
レコード更新日時 日付/時刻 2010/11/30 15:42:11


