
KoyoOfficeDB操作マニュアル　Ver.220401改定

はじめに


　ひとつのソフトで、ほとんどの作業ができる　をコンセプトに作りました

　KoyoOfficeDBでは過去10年間の売上、仕入（商品管理で「在庫管理をする」にチェックがあり、売上管理で買掛・現金仕入としての
伝票登録が必要）、入出金の確認が画面上で簡単にできるようなシステムにしていますので、Windows専用のKoyoOfficeより、さらに
業務用としてのご利用が便利になりました。 

　どちらかというとWindows専用KoyoOfficeは伝票発行を重視したもので、Windows、MacOS、iPad、iPhoneで使用できる新しい
KoyoOfficeDB Ver 20201201以降は過去10年間（旧バージョンは半年）の伝票や集計結果を確認することに重点をおいて作られていま
す。もちろんKoyoOfficeDBでもWindows専用KoyoOfficeと同じように各伝票は簡単に発行できます。 

　発行できる伝票数に制限はありますが、まずは試用版でお試しいただき、お客様のお役に立つようであれば、弊社ホームページから
会員登録をして製品版に変更してください。 

　KoyoOfficeDBは一般的な小売店の「売上管理」、工事業者向けの「見積管理」、牛乳屋さんなど週単位で配達する業者向けの「宅配
管理」、スナックや居酒屋向けの「受注管理」、自動販売機を管理する「自販機カウンター管理」、浄化槽管理業者向け「浄化槽点検
管理」などの業務管理とプライベートな使用を考えたレシート管理を基本にした「家計簿管理」、通帳の集計をする「通帳管理」、毎
日の出来事を記録する日記のような「出来事管理」、毎日の健康測定データを記録する「健康管理」、タックシール・ハガキ・メール
送信・連絡文書作成ができる「宛名管理」など、色々な機能を備えています。 
　これらの機能を一つのソフトで管理することができるというのがKoyoOfficeDBの最大の特徴です。売上管理のために相手情報を登録
し、宛名を印刷するために別のソフトでまた相手を登録する、という重複した作業を一本化できます。 
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　2020年12月に初版を頒布開始して以来、操作性の改良や、データベースの特徴を生かした処理速度の改良・修正を重ね、初版とはまっ
たく異なるVer.220201として頒布を開始しています。これまでに蓄積したデータは、データ管理でバックアップしておけば、新しい
バージョンでも使用可能です。しかしiPad、iPhone対応のKoyoOfficeDBでは「データ管理」が使用できませんので、使用中の
KoyoOfficeDBを弊社までお送りいただければ有料（税込5,500円）にはなりますが新しいKoyoOfficeDBにデータを取り込んでお返しし
ます。 

　全ての処理で共通の操作法を「起動からメニュー表示まで」に記載していますので、必ずお読みください。

KoyoOfficeDBでは、在庫管理する商品を決めて調べられるようになっています。本来は在庫管理をすると決めた商品が販売された場
合、売上伝票で販売した商品と仕入れた商品の差額で粗利を計算する、となるわけですが、仕入伝票を登録しなかったら販売価格がそ
のまま利益になってしまいます。実際には「商品を販売した数=同数だけは仕入れをしている」という前提のはずです（実際には販売し
た数以上仕入れているはずなので余剰を調べるために在庫管理が必要になる）。 
 
そこでKoyoOfficeDBでは販売したら同数の仕入額があったと処理するようにしています。また売上管理で集計を見ると、相手（顧
客）から仕入（額）があったかのように表示されます。本来は仕入先（これも相手管理で登録）から仕入れますので、相手（顧客）か
ら個別に仕入れることはありません。この集計の仕入（額）は、相手（顧客）に対して仕入れた、というのではなく、販売した商品の
売上（額）に対する仕入（額）という意味になりますのでご注意ください（粗利を計算するのに必要です）。会計上は、どこから、誰
から仕入れたとしても問題はないはずです。 

在庫管理をするにチェックがあれば、相手（顧客）に対する仕入（額）は表示されなくなりますが、仕入伝票で仕入先（これも相手に
なります）から商品を仕入れておかないと、販売価格そのものが粗利になってしまいます。表の仕入（額）も、数カ所の仕入先（相
手）からの仕入（額）に変わります。 
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動作環境　　目次に戻る 

Windows7～Windows10、32bit、64bit での動作確認済み（フルHD以上のディスプレイを推奨） 
印刷プレビューはフルHD（1920X1080）以上でスクロールバーなしに見ることができますが、各処理自体は一般的なノートPCのHD
（1280X720）以上なら問題なくご利用いただけます。ただしA4縦の印刷プレビューはスクロールバーを使ってみることになります。 
Microsoft .NET Framework バージョン 4.6 以上 
まれに右図のようなエラーが表示されることがあります。  

このエラーはVCRUNTIME140.DLLというWindows自体のファイルに問題があるというエ
ラーでKoyoOfficeDBとは関係がありません。このエラーが出たら 

  https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145 

から、32bitならvc_redist.x86.exe、64bitならvc_redist.x64.exeを再インストールしてください。それでもエラーが出るようなら
Windows自体を再インストールする必要があるようです。弊社で動作確認しているときに、Windows7とWindows7から10にOS変更し
た2件で、同じ症状が出ましたが、上記ファイルを再インストールして解決しました。 

iMac  Catalina、High Sierra、Sierra以降のバージョンで動作確認済み 

iPad、iPhone  iOSの対応バージョンは調査中です。開発はiMacでしていますが、常に最新のiOSにしていますので、開発を始め
た2016年以降のバージョンのiPad、iPhoneなら対応可能と思います。 
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処理できる内容　11処理　　目次に戻る 

  /  5 92

●売上管理　納品書・請求書・見積書、入出金管理 
●在庫管理 
●宅配管理 
●見積管理 
●浄化槽管理 
●飲食店受注管理 
●宛名印刷・メール配信

●レシート管理（簡易入出金管理） 
●健康管理（体重・体脂肪率・皮下脂肪率・内臓脂肪・BMI・血圧など） 
●出来事管理（日記として利用） 
●通帳管理 



出力フォーマット（印刷物）48種類　　目次に戻る

売上管理 9種類 
 ミシン目入り専用用紙（A4普通紙でも可） Windows版「KoyoOffice」で使用）の納品書・請求書・領収書・領収書控え 
 A4普通紙　納品書・請求書・領収書、月まとめて一括での納品書・請求書・領収書・相手別売上集計表・相手別仕入集計表 

社員管理 1種類　 A4普通紙　月別社員別売上一覧（時給・歩合給などを登録すると簡単な支払い一覧も印刷可 （改良））


商品管理 1種類　 A4普通紙　月別商品別入出荷一覧 

入出金管理 2種類 A4普通紙　相手別入金集計表、相手別支払集計表


宅配管理　 7種類 A4普通紙　宅配伝票、発注書、担当者・日別の配達商品一覧表、宅配売上集計表、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配達員（社員）別入金確認一覧（追加）、配達員（社員）別週間配達商品一覧（追加） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

自販機管理　 4種類 A4普通紙　お支払い金額計算書、商品別入出庫数、商品別集計一覧表、支払先別売上一覧表


見積管理 3種類 A4普通紙　見積書、請求書、期間指定一覧表 

浄化槽管理　 6種類 A4普通紙　浄化槽保守点検月報、浄化槽保守点検契約月報、浄化槽設置月報、点検予定、集金予定 
      　　　　　領収書 

飲食店受注管理　5種類 A4普通紙　領収書、（以下は表示のみ）日計表、月計表、来店履歴一覧、社員別売上集計表 
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レシート管理 6種類 A4普通紙　決済方法別集計一覧表、区分別集計一覧表、健康管理各測定値の折れ線グラフ (業務とプラ 
      イベートで別表印刷）


通帳管理	 	 2種類　A4普通紙　区分別集計表 (業務とプライベートで別表印刷）


データ管理	 	 2種類 A4普通紙　昨年比較月別売上一覧 (業務とプラ イベートで別表印刷）


最重要


KoyoOfficeDBを更新（バージョンアップ）するときは、必ず「データ管理」でデータをバックアップしてから更新してください。更新
後、「データ管理」でパソコンにデータを戻します。データのバックアップをしないでKoyoOfficeDBをバージョンアップすると、使用
者様が登録していた相手データ、伝票データなどは初期化されてしまいますのでご注意ください。 

Windowsでは、Microsoft .NET Framework バージョン 4.6 以上が必要です。お客様のパソコンでのバージョンを確認する方法は 
　1.Windowsの中のRegeditを起動 
　2.探す場所は 
 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft.NET/Framework.Setup¥NDP¥v4¥Client¥Version　※赤字部分は異なるか
も・・ 

Windows10でOutLookでメールの送受信をされている方は、KoyoOfficeDBでのメールの一括送信機能が使用できません。おそらく
OutLook独自のセキュリティー機能の問題かと思いますが、OutLook以外のメーラー、例えばMozilla Thunderbirdに変えるとメールの
一括送信が問題なくできることを確認しています。Mozilla Thunderbirdは世界的に有名な無料のメーラーです。それ以外のメーラーで
も利用できると思いますので、ネットで無料のメーラーを検索しインストールしてお試しください。Macでは標準のメーラーで問題は
発生しておりません。 
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KoyoOfficeDB使用前に必ずお読みください　　目次に戻る

共通　各伝票は10年間保存されます。


共通　処理速度の関係で繰越額を含めた計算や集計は直近２ヶ月のみです。


共通　「再構築」は登録されている全伝票を対象に再集計しますが、最多で10年間の伝票すべてが対象となりますので、伝票数により
時間がかかります。また「再構築」は月別の売上・仕入、入出金、消費税、粗利を再集計しますが、繰越額を含めた集計は直近の２ヶ
月のみになります。 
共通　「再構築」は登録されている伝票数にもよりますが、時間の余裕がある時に行うようにしてください。 
共通　月替わりには月次更新を自動で行いますので、メニュー表示まで少し時間がかかります。

商品管理　在庫管理は商品設定で「在庫管理をする」にチェックがある商品についてだけ調べるようにしています。初期設定は 
「在庫管理をしない」になっています。「在庫管理をしない」という設定の商品は、仕入伝票が不要となりますが、それではいくら利
益が出ているのはわかりません。そのため、「在庫管理をしない」という商品について、売掛・現金売上で商品が出た場合、同じ数の
商品を仕入れたということにして粗利計算をしています。 

商品管理　在庫管理は、いつからでも始められ、いつでも中止できます。 

商品管理 在庫　商品設定で「在庫管理をする」にチェックがあれば、仕入伝票が必要になります。仕入がないと正確な在庫管理がで
きません。 

入出金管理　売上伝票で伝票区分が「売掛」の場合は「入出金伝票」で入金処理が必要です。 

入出金管理　売上伝票で伝票区分が「買掛」の場合は「入出金伝票」で支払処理が必要です。
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売上管理　商品設定で「在庫管理をする」にチェックがある商品のみ仕入伝票（伝票区分が買掛または現金仕入）が必要です。


宅配管理　相手管理で業種を表す宅配にチェックが必要です。自社設定で「宅配入出金管理をする」にチェックがなければ、入金も
あったものとしていますので入金処理は不要ですが、チェックがあれば「入出金伝票」で入金処理をするのではなく、個々の宅配伝票
で入金処理をしてください。 

見積管理　相手管理で業種を表す見積にチェックが必要です。見積管理の印刷タイトルが「御請求書」の場合に売上として計算されま
す。 
見積管理　自社設定で「見積入出金管理をする」にチェックがなければ、入金もあったものとしていますので入金処理は不要です。
チェックがあれば、「入出金伝票」で入金処理が必要です。

見積管理　明細行の挿入・削除はできますが、明細行がデータベースの便利な機能である集計に適さないため、入力する明細行の位置
がずれることがあります。位置がずれるだけで入力された値は正常に登録されます。 

浄化槽管理　相手管理で業種を表す浄化槽にチェックが必要です。自社設定で「浄化槽入出金管理をする」にチェックがなければ、入
金もあったものとしていますので入金処理は不要です。チェックがあれば、「入出金伝票」で入金処理が必要です。 

浄化槽管理　内税として処理します。変更できません。入金処理は不要です。 

自販機管理　相手管理で業種を表す自販機にチェックが必要です。内税として処理します。入金処理は不要です。


受注管理　自社設定で「受注入出金管理をする」にチェックがなければ、入金もあったものとしていますので入金処理は不要です。
チェックがあり、受注伝票が「後払い」になっていれば、「入出金伝票」で入金処理が必要です。 

レシート管理　仕事と連携して使いたい場合は区分の内容・分類に売上、雑収入、仕入、自家消費の項目が必須です。詳細は別ペー
ジで解説します。仕事とは関係なく使う場合は、逆に前述の項目を使わないでください。 
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通帳管理　　仕事と連携して使いたい場合は科目に売上、雑収入、仕入、自家消費の項目が必須です。詳細は別ページで解説します。
仕事とは関係なく使う場合は、逆に前述の項目を使わないでください。 

起動からメニュー表示まで　　目次に戻る

1,　KoyoOfficeDBをインストールしたフォルダ内のKoyoOfficeDBをダブルクリック（iPad・iPhoneではタップ）します。 

 

2,　初めての起動や、バージョンアップ後の最初の起動時には、パスワードの入力
を求められますが、電話番号だけ入力してOKをクリックします。この画面での電
話番号は、使用者の電話番号になります、お仕事でKoyoOfficeDBを使われる場合
は、請求書などに印刷される自社電話番号になります。ここで入力された電話番号
でパスワードが決まります。プライベートで使用される場合でも、電話番号の入力
が必要です。 

KoyoOfficeDBは、電話番号が変わらなければ、パスワードも同じですので、複数のパソコンにインストールされても同じパスワードで
ご利用いただけます。電話番号を変更されると別のユーザ様での使用となり、再度パスワードの取得が必要です。 

メニューが表示され、左上に「体験版」（右図では製品版）と表示されます。体
験版では登録できる伝票数に制限があります。初めてKoyoOfficeDBを使用される
場合は10年間データを保存するための前処理、２度目以降の使用からは月が変
わった時に繰越処理をしますので、登録している伝票数にもよりますが、 
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メニューの表示まで時間がかかることがあります。 

体験版という表示の下の数字はバージョンになります。この数が大きいほど新しいソフトということになります。ソフトのバージョン
アップや不具合情報は弊社ホームページで見ることができます。バージョンアップにかかる費用は不要です。バージョンアップをされる
時は、必ずデータ管理でデータのバックアップが必要です。KoyoOfficeDBはデータベースで、プログラムとデータが一体化されていま
す。バージョンアップ前にデータをバックアップしていないと、バージョンアップでKoyoOfficeDBを相手や商品、各伝票などのデータ
がない状態で書き換えてしまいますので、それまでに登録しておいたデータがなくなってしまいます。 

メニューではご利用者名を入力してください。お仕事で使用されるときは、このご利用者名が自社名として請求書などに印刷されます。
仕事で使用される場合は、メニュー右列（初期設定）の自社管理・社員管理（配達員や検査員、アルバイトも含む）・相手管理（顧客、
仕入先、プライベートな相手）・商品管理・自販機管理を行ってください。 

KoyoOfficeDBは一般的な小売店での販売管理以外に、特殊な業種として牛乳屋さんに代表される宅配業務、工事業者向けの見積管理、
浄化槽管理業者向けの浄化槽点検管理、自販機設置業者向けの自販機管理、居酒屋・スナック向けの受注管理の6業種でのご利用を考え
て作られています。 

KoyoOfficeDBは仕事の処理だけではなく、仕事とプライベートで共用できるレシート管理、出来事管理、タックシール・ハガキへの宛
名印刷、メールの一括送信、案内文書の印刷、通帳管理、プライベートな健康管理など機能が豊富で、顧客などの相手データをソフト
に応じて重複登録することがなくなりコストと時間の節約にもなります。 

KoyoOfficeDBは仕事だけでなくプライベートでの利用もできますので、仕事では顧客またはお得意先とするところですが、［相手］と
いう項目にしています。相手とは、顧客、仕入先、家族、友人などを含めた表現です。 

説明中にクリックと書かれている箇所は、iPadやiPhoneではタップとなります。 
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KoyoOfficeDB Ver.20210628から、仕事でも使用するかプライベートだけのご利用なのか区
分するようにしています。仕事で使用しない時はチェックを外します。このチェックによっ
て、レシートと通帳管理の区分が変わります。詳しくは最後のページをご覧ください。また、
処理のスピードアップのため、再構築の集計開始日を修正できるようにしています。ここで設定されている日付か
ら集計し直します。デフォルトはVer.yymmddのmmの３ヶ月前になっています。（浄化槽管理は初期設定で入金月
を決めています。そのため入出金管理をしない設定の時に影響がでますのでご注意ください） 

チェックがない場合はプライベートとしてのみの使用となり、レシート管理・通帳・宛名管理は制限なく無料で使用できます。 
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共通な操作方法・使用できるキー 
画面上で、背景色が薄い緑の項目は、変更できない項目です。また背景色が薄い黄色の項目は登録に必須なもので、それが入力されてな
いと登録できない（処理の終了時または伝票の切り替え時に削除される）ようになっています。


項目の移動はEnterキーもしくはTabキーで行います。前の項目に戻る場合はShift+Tabキーです。マウスでクリックしても構いません。
また明細行などでは上下のキーで明細行の移動ができます。


どの処理もWindowsパソコン、Macパソコン、iPad、iPhoneで使用できますが、特に飲食店受注管理は、キーボードでの操作をできる
だけ少なくし、ボタンも、他の処理と比べ大きくしています。iPad、iPhoneでの使用では、「Returnキーを押す」「マウスでクリック」
などの箇所は「タップ」と読み替えてください。 

Windows、Macでは、全く同じように使用できます。ただiPad、iPhoneでの使用は、FileMakerGOアプリの仕様のためかデータ管理
が使用できません。そのため、データのバックアップができず、ご使用者様では特殊な環境でないとKoyoOfficeDBのバージョンアップ
ができせん。iPad、iPhoneでご利用の方は、弊社までiCloudを介してUSBメモリーにコピーしたKoyoOfficeDBをお送りいただけれ
ば、有償（税込5,500円）にはなりますが、新しいバージョンのKoyoOfficeDBにデータを移してお返しいたします。


明細行が多い場合、明細行を挿入するとFileMakerの仕様で挿入した明細行の位置が不規則に移動（画面内には表示されます）してしま
います。そこで、明細行を挿入したときには先頭行へ移動するようにしていますのでご注意ください。
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各種コマンドボタンの説明 
各処理の上部にあるコマンドボタンは、マウスポインタを合わせてクリックすると、指定された動作をするようになっています。 
図は相手管理の上部にあるコマンドボタンですが、[ 戻る ] はどの処理でも必ず表示され、[ 追加 ]、[ 削除 ] 、[ 検索条件 ] 、[ 検索実
行 ]、[ 検索終了 ] はよく表示されるコマンドボタンですので、まとめてここで説明しておきます。


[ 戻る ]  表示中の処理を終わりメニューに戻ります。 

[ 追加 ]  新しいデータを追加します。この例では新しい相手の追加となります。

[ 削除 ]  表示しているデータを削除します。 

[ 検索条件 ]  クリック後、各項目に虫眼鏡の絵が表示されますので、そこに探したい文字を入力、もしくはチェックをつけます。 
[ 検索実行 ]  条件と一致するデータを表示します。 
[ 検索終了 ]  検索を終了します。検索を終了しないと検索後の結果を選択している状態が続いたままになります。 
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[ 検索条件 ]  をクリックすると以下のように表示が変わります。


虫眼鏡のついている項目に、探したい文字や数字、アルファベットなどを入力し
ます。複数の項目でも検索できますし、文字の一部でも検索します。左図の下部
のチェックボックスなども検索対象になります。 

条件を決めたら[ 検索実行 ]をクリックします。


検索結果は次の図のように表示されます。 

　　　　１/   １（全　　　１）は、順に

　　　　表示しているレコード／検索条件に一致したデータ数（全登録数） 

検索条件に一致したデータ数と全登録数が同じでなければ、まだ検索結果を操作
している状態です。このままでは検索結果で一致していないデータを操作できま
せんので、必ず[ 検索終了 ]をクリックし、検索条件に一致したデータ数と全登録
数が同じになるようにしてください。この表示は、多くの処理にあります。 

左右の三角のボタンは、先頭に移動、一つ前に移動、一つ後ろに移動、最後に移
動となってます。検索の状態では検索した結果内での移動になりますのでご注意

ください。各処理にある[ 検索条件 ][ 検索実行 ] [ 検索終了 ] は全て同じ動作をします。 
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項目の近くにあるボタン




電話をかける（図は相手管理、かけれるかどうかは環境に依存）　



メールを送る　（図は相手管理）


四角にペンのボタン　選択する内容を編集・修正する　（図はレシート管理の内容の区分・分類）


左図は候補の編集・追加・削除の処理です。
右図は選択画面で、右端に下向きのボタン
がついているものもあれば、何もないもの
もあります。 
 
何もない場合は、その項目の入力時に自
動で選択項目が表示されるようになってい
ます（右図）。 

項目名の右についている数字は使用頻度に
応じて並べ替えるもので、選択すると項目
は表示されますが、数字は表示されませ
ん。あくまでも使用頻度に応じて並べ替え
る内部処理に必要な数字ですので気になさ
らないでください。 
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検索する　（図は売上管理で、この場合は商品を検索）直接コードを入力できます。 

　この場合の虫眼鏡による検索は、画面上部のコマンドボタンの検索とは異なり、クリックすると処理が切り替わります。 

　

このような場合の検索は、コード、カナ、名前のどれか、または複数の条件を入力し[ 検索実行 ] ボタンをクリックして探します。探す
条件は一部の文字で検索できます。[ 全ての商品 ] をクリックすると、登録している全ての商品が表示されます。 

検索後、一致するデータが一覧に表示されますので、選ぶ場合は各行の先頭の矢印ボタンをクリック、何も選ばない場合は[ 戻る ] ボタ
ンをクリックしてください。 

例では商品の検索ですが、相手や郵便番号も、同じように検索できるようになっています。 
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月を変更する　（図は売上管理　請求書発行） 
このような表示は、いろいろな集計の場面で出てきますが、左の矢印は前の月、右の矢印は次の月に変
わるようになっています。月を変えるとすぐに下の一覧に表示される場合と、[ 更新 ]など何らかのボタン

を押すことで一覧に表示される２通りがあります（処理によって異なります）。 
 

日付を入力する　（図は売上管理） 

このボタンをクリックするとカレンダーが表示されますので、入力したい日付を選びます。伝票の多くで使用され
ています。iPad、iPhoneではスライドされるような選択方法になります。カレンダーを利用しないで直接キーボー

ドから入力もできますが、図のように年月日を／（スラッシュ）で区切った形式で入力しないとエラーが表示されます。 

明細行の挿入と削除 

（図は売上管理の明
細行）明細行のある処理には、明細行の右端（ゴミ箱は選択行の削除）に表示されます。また明細行の行間移動はキーボードの上下の
矢印キー（↑↓）で移動できます。 

以上、KoyoOfficeDBでよく表示される7通りのボタンを説明しましたが、それ以外のボタンは処理別に説明します。 
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自社管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！　　目次に戻る 
薄い緑の背景の項　変更できません。電話番号はメニューに戻ると修正できますが、電話
番号が変わるとパスワードも変わりますのでご注意ください。 

消費税率　扱っている商品で最も多く利用する税率を入力します。各商品ごとにも消費税率を設定できます。自社管理で設定した税率と
違っている商品のみ、商品管理で決めるようにします。自社管理での税率は、商品管理で税率の入力のない商品に適用されます。商品別
に税率を設定すると、商品管理での税率が優先されます。 
自社決済月　参考項目で、KoyoOfficeDBでは使用されていません。 
メールの項目の右のボタン（メールの図）　ネットに接続されている環境ならメールを送れます。Windowsの場合OutLookではセキュリ
ティーの問題で送れないかもわかりませんので、Mozilla Thunderbird（確認済み）など、無料のメールソフトをご利用ください。 
ホームページの項目の右のボタン（地球儀の図）　ネットに接続されている環境なら、ホームページを表示します。 

取引銀行　自社取引金融機関を登録します。相手（顧客）によって振込先を設定しておくと、請求書の発行の時に相手別に設定した振込
先が印刷されますし、支払いの確認にも便利です。 
取引銀行の右のボタン　相手（顧客）への請求額を相手口座から自動で引き落とす場合（まだ未対応）は詳細な口座情報が必要です
が、その情報を入力する処理に移動します。入力する内容は各金融機関へお問い合わせください。 

入金処理について 
一般的な小売店　入金・支払いがあれば入出金管理で処理をします。仕入に対する支払いは商品の在庫管理で変わりますので商品管理
の説明をご覧ください。 
それ以外の業種　右図にチェックがあれば入出金管理で入金処理をしま
す。チェックがなければ売上に対する入金があったものと処理していま
す。チェックがないのに入出金管理で入金処理をすると、入金が重複しま
すのでご注意ください。 
郵便番号　郵便番号がわからないときは郵便番号ボタンをクリックすると
郵便番号一覧表に移動し検索ができます。 
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バージョンアップに伴い、データの構成が変わることがあります。 

Ver.20210628では、業務的な勘定科目のような集計と、プライベート的な家
計簿のような集計が分けられるように変更したため、すでに登録されている
データの修正が必要になります。 

右図のように色のついている処理はデータの修正が必要ですので、バージョ
ンアップ後、データ管理で以前のデータに戻した後で一度だけ実行してくだ
さい。一度実行しバックアップし直した後は実行する必要がありません。色
のついている処理は変わることもあります。 

Ver.20210628より、請求書などの印刷で自社ロゴと自社印を印刷できるようにしました。Finder（Mac）やエクスプローラー
（Windows)などのファイルマネージャーでドラッグ＆ドロップするだけです。削除する場合は右ボタンをクリックし「カット（Mac)」
または「削除（Windows)」します。   自社ロゴが 250 X 45、自社印が 65 X 65 を目安に、作画ソフトで作ってください。推奨のサイ
ズを超えても縮小して表示されますが、縮小した際に文字や線などが思ったように表示・印刷されないかもわかりませんので、いろい
ろお試しください。 
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相手管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！　　目次に戻る 

初めてこの処理をするときは、新しい相手（顧客）を追加できるよう、相手コードで入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録
した相手が表示されます。画面右には登録済みの相手（顧客）名が表示されます。基本はコード順に表示されます。KoyoOficeDBをお
仕事で使われる場合、通常ですと顧客や得意先となるところですが、宛名管理などプライベートでの使用もありますので、相手管理と
しています。以下、顧客を相手として説明します。 



コード順ボタン　右枠の登録済み相手一覧をコード順に並べ替えます。

名前順ボタン　右枠の登録済み相手一覧を名前順に並べ替えます。 

エクセル　登録済みの相手をエクセルデータに変換します。エクセルデータに変換後は、エクセルで自由に表を作成しご利用いただけ
ます。
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注意が必要な入力項目の説明 

コード　共通　必須　相手別に個々の重複しないコードを半角数字で設定します。数字を入力しても文字として扱われますので、仮に
1,2…10…とコードをつけ、コード順に並び替えたら1,10,2…の順になりますのでご注意ください。かといって01,02…10…とコードを
つけますと、相手が増えた時に01,02の間に入れることができません。そこで10間隔をおいて010,020…100…のようにコードをつけて
おけば、010,011…020…100…のように、後から010と020の間に挟むことができます。登録したい相手の数を考えてコードの桁数を決
めてください。例えば1000件以内なら0010、0020…0100…と4桁にしておきますと、最終コードが9990となり999件の相手を登録で
きます。実際には0011なども加えられますので9999件となります。最大の登録数を考えて桁数を決め上手にコードをつけてください。
コードは再利用しないのが原則で、相手を削除した場合、その相手コードは空きコード（使用しないコード）とするのが普通です。 

弊社の場合、相手コードは重複しないよう電話番号にしています。それ以外にも、住所別の番号を振って最初の３桁が住所番号、次の３
桁が通し番号と考えて010010のように６桁の数で決めてもいいと思います。 

相手名と相手名２　相手名は必須　見積管理では官公庁名を入れる必要があり、そのために相手名２を作っています。通常は相手名だ
けの入力です。 

相手コードと相手名は必須です。どちらかが欠けると登録できません。

　　 相手コードを変更すると古いコードで登録している伝票の集計ができなくなりますのでご注意ください。

フリガナ　検索の時に利用します。相手名とフリガナを一致させる必要はありません。例えば「稲積」という相手名のときに「イナヅ
ミ 」とつける必要はなく「イ」だけでも問題はありません。探しやすいフリガナにしてください。 


相手メール　入力しておくと、案内メールなどを送ることができます。

決済方法　右端にある下向きの矢印をクリックして選択します。
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口座情報　決済方法が振込か自動引き落としの場合に、詳しい口座情報を
入力する画面に変わります。金融機関によって入力する情報が異なります
ので、詳細は金融機関にお問い合わせください。現在のところ自動引き落
としの機能は未対応です。集金の場合は、再下段で振込していただく自社
口座を選択できます。 
自社口座を設定しておくと、請求書などに振込先金融機関として印刷され
ます。 

郵便番号　郵便番号を入力すれば、それに対応した住所が表示されます。郵便番号を修正されるときは必ず相手町村項目を空白にして
おいてください。これは、せっかく入力した番地などの情報を消さないための工夫です。入力した番地の情報をコピーしてから、相手町
村項目を空白にして、変更する郵便番号を入力してください。 

自社担当者コード、自社担当者名　宅配管理と受注管理、自販機管理では担当者が必須項目です。

締め日　相手の締め日ですが、現在KoyoOfficeDBで使用していません。参考情報です。 

休止日　宅配管理で使用します。宅配管理は、相手管理で設定した情報にもとづいて、月が変わる時に一括で一時的な請求書を作成し
ますが、休止日が入力されていれば、その日以降の商品配達本数がなくなるようになっています。Ver.220201以降 
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相手の業種にチェックをつけます。何もチェックがない相手は一般的な小売店の業種になります。重複も可能です。 
業種　宅配　宅配情報ボタンをクリックして、週の配達情報を入力します。

業種　浄化槽　浄化槽情報ボタンをクリックして、詳細データを入力します。

業種　見込み　新商品やイベント案内の送付（宛名印刷）などでご利用いただけます。 
業種　プライベート　仕事とは別に、友人や親戚などへの宛名印刷でご利用いただけます。

相手管理では仕入先も登録できます。仕入先では業種のチェックが不要です。 

宅配情報の設定　先に商品登録が必要です。商品コードを直接入力、もしくは虫眼鏡のボタンで商品を検索・選択し、曜日別に配達数
を入力してください。8商品まで設定できます。この設定画面で「社員別週間購入商品一覧」「社員別入金確認一覧」が印刷できるよう
にしました。Ver.220201以降 

浄化槽情報の設定　施工年月日、竣工年月日、使用開始年月日など、カレンダーのボタンをクリックして入力します。直接入力できます
が、年/月/日のようにスラッシュ（斜め線）で区切って入力してください。 

　点検、入金は下向きのボタンをクリックして月を選択します。 

　集金額　浄化槽管理費用を税込の金額（内税）で入力します。 
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商品管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！　　目次に戻る 

　初めてこの処理をするときは、新しい商品を追加できるよう、商品コードで入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した商
品が表示されます。画面右には登録済みの商品名が表示されます。基本はコード順に表示されます。 

注意が必要な入力項目の説明 

商品コードの付け方は相手コードの付け方をご覧ください。


商品コードと商品名は必須です。どちらかが欠けると登録できません。

　　 商品コードを変更すると古いコードで登録している伝票の集計ができなくなりますのでご注意ください。

販売単価　小数１位まで入力できます。売上などでは販売単価X数量で税別小計計算し、税別小計の小数以下は切り捨てられます。

単位　右端のボタンをクリックし選択します。

仕入単価　仕入計算や粗利計算で使用されます。

消費税率　商品管理で入力された税率が、自社設定の消費税率より優先されます。この項目が未入力の場合は自社設定の税率が適用さ
れます。 

商品区分数　見積管理で使用します。その商品がいくつの区分に属しているかが表示されます。工事業者などで
は、工事内容が違っても同じ商品を使うことがあります。そこで、商品管理では一つの商品でも、属する区分を
複数持たせることで、商品を選択しやすくしています。見積管理と受注伝票では区分を先に選択し、その区分に属する商品一覧から、商
品を選択しています。
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区分を決める 
区分ボタンをクリックすると次の画面が表示されま
す。 

初めて区分を設定するときは、区分（左枠）の１行目
が選択されていますので選択された区分名でクリック
し、区分名を入力します。色の変わっている行の区分
名の前の四角（チェックボックス）をクリックする
と、画面右側の下の表に、編集中の商品が表示され、
もう一度クリックすると区分が解除され表示がなくなります。 

選択されている区分の行は色が変わってますので、どの区分を選んでいるのかがわかるようになっています。 

在庫管理をする　チェックがあると在庫管理をする対象になり、在庫集計の対象になります。この場合、売上管理で仕入伝票を入力す
る必要があります。チェックがないと売上伝票で売掛・現金売上した商品は、販売した数だけ商品を仕入れたことにしています。仕入れ
がないと、仕入れにかかる費用や粗利の計算ができません。 

KoyoOfficeDBでは、みなし入金、みなし支払という処理をさせて、仕入れ伝票がなくても、おおよその仕入にかかる費用や粗利が計算
できるようにしています。100％を求めるのなら、商品管理の全商品を在庫管理をするにしておいて、売上管理で買掛もしくは現金仕入
の伝票を作成するようにします。 

全伝票に適用　「在庫管理をする」の項目を変更したら、かならず全伝票に適用ボタンを押してください。 
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自販機価格種類　設置させていただいている相手に手数料を支払う場合、個々の商品名ではなく、商品の販売単価から100円商品がい
くら、というように支払い伝票を作られているようですので、それに対応させています。もちろん100円商品という商品名ではなく個々
の商品名を支払い伝票に記載することも可能で、どちらかを選択するようになっています。 

自販機商品としての支払い単価　 設置させていただいている相手に手数料を支払う場合の単価になります。 

自販機商品としての支払い率　設置させていただいている相手に手数料を支払う場合の支払い率になります。 

変更内容を宅配商品・商品区分・自販機に反映　宅配業務・見積管理・自販機管理をご利用の場合は、必ず反映させてください。 
ただし、すでに作成している伝票には反映されません。たとえば宅配業務は、月初めに相手管理で設定した商品データをもとに一括作
成されるようになっています。伝票を作成した後で商品内容が変わっても、すでに出来上がっていますので商品の変更内容が反映できま
せん。そのような場合は、先にその月の宅配伝票を一括削除し、再作成することで、変更した商品データを反映させることができま
す。その場合、日別の配達本数を変更されていても、変更前の伝票に変わりますのでご注意ください。


在庫管理ボタン　商品の在庫状態を一覧表で見ることができます。 



この処理では繰越数を設定できます。ただし、繰越を含んだ
計算は直近の２ヶ月だけですのでご注意ください。３ヶ月以
上前の繰越数を入力されても、以降の集計に影響されませ
ん。 

販売できなかった不良品などは損失数として入力します。 
表の上部に「繰越し数は当月の変更ができません」と表示されていますが、繰越を含めた計算は先月の繰越から自動で計算されるため
です。当月の繰越し額は先月の繰越、入出荷、損失によって計算されます。
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社員管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！　　目次に戻る


　初めてこの処理をするときは、新しい社員を追加できるよう、社員コードで入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した社
員が表示されます。画面右には登録済みの社員が表示されます。基本はコード順に表示されます。 

社員コードと社員名は必須です。どちらかが欠けると登録できません。社員１人の登録は必要です。

　　 社員コードを変更すると古いコードで登録している伝票の集計ができなくなりますのでご注意ください。

注意が必要な入力項目の説明 

社員名　宅配管理、自販機管理、受注伝票では社員名の設定が必須です。
　

メール　この画面でメールのボタンをクリックするとメールを送ることができます。ただ宛名印刷でのメール一斉送信はできません。


入社日・退社日　現在のところ意味を持っていませんので未入力で結構です。


歩合掛率　全ての伝票の売上に対して支払う掛率です。例ではその社員が担当した売上の
40％が、その社員に支払う金額になります。


基本支給　売上に関係なく支払われる金額です。例では毎月10,000円が支払われる固定
給のようなものです。
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基本時給　時給で支払われる場合の時給額になります。


歩合掛率、基本支給、基本時給での支払い計算が必要がない場合は入力しなくても結構です。


以下、歩合掛率、基本支給、基本時給を設定した場合の表示例です。所得税などの控除は考慮しておりません。支払い総額になります。


基本時給が設定されている場合は表内の勤務時間にコロン（：）で区切って時：分と入力します。


この表では売上額を次のように計算しています。全ての伝票の合計額が売上額になりますのでご注意ください。
　売上伝票　売掛か現金売上で税抜額が売上として集計されます。内税・調整額があれば差し引かれます。（調整額は損失に計上、以
下同）

　見積伝票　タイトルが御請求書の場合に税抜額が売上として集計されます。内税・調整額があれば差し引かれます。

　宅配伝票　税抜額が売上として集計されます。内税・調整額があれば差し引かれます。

　受注管理　税抜額が売上として集計されます。内税・調整額があれば差し引かれます。

　自販機管理　自販機カウンター伝票の税抜額が売上として集計されます。クレーム数があれば仕入れ価格Xクレーム数の金額が差し引
かれます。

　（ 浄化槽管理 )　未集計です。


売上伝票、見積伝票は伝票で担当社員を選ばなければ、社員別の集計は計算しません。
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自販機管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！　　目次に戻る 

　初めてこの処理をするときは、新しい自販機を追加できるよう、自販機コードで入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録し
た自販機が表示されます。 

注意が必要な入力項目の説明 

相手コード　自販機管理の場合は、自販機を設置させていただいている相手名（謝礼などの支払先名）になります。虫眼鏡ボタンをク
リックし相手を選択してください。 

固定支払額　毎回決まった料金を支払う場合の金額です。「固定費のみ」にチェックがあると販売した商品数に関係なく一定金額のみ
支払うことになります。


コース　右端のボタンをクリックしてコースを選択します。 

担当者名　カウンター情報を記録したり、商品の入れ替え・追加をする社員です。 

自販機にセットする商品数は最大60種類です。商品コードを直接入力するか、虫眼鏡ボタンで商品を選択してください。この画面で販
売単価・支払単価・掛率を変更できますが、虫眼鏡で商品を再選択した場合は、商品管理で登録している内容で書き換えられますので
ご注意ください。 
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データ管理　　目次に戻る


登録したデータをバックアップしたり、バックアップしたデータでパソコンのデータを書き戻したりします。 

KoyoOfficeDBで登録したデータは、停電や落雷などで破損することがありますので、必ずこまめにバックアップします。また、
KoyoOfficeDBのバージョンアップの際も、必ずバックアップしておきます。データベースはソフトとデータは一体です。バージョン
アップなどでソフトを入れ替えると、データ自体も無くなってしまいます。バージョンアップ前に必ずデータをバックアップしてくださ
い。 

バックアップといっても同じパソコン内に保存しますので、必ずUSBメモリなど外部にも保存するようにしてください。USBメモリに保
存する場合、KoyoOfficeDBをインストールしたフォルダ内のBackUpというフォルダを、丸ごとコピー（保存）します。USBメモリも
破損することがありますので、２つのUSBメモリを使用して、交互にコピーしておくと安心です。 

iPadやPhoneでは、FileMakerGOの仕様のためか、KoyoOfficeDBのバージョンアップができません。iPadやPhoneでKoyoOfficeDBを
ご利用の方は、有料（税込5500円）にはなりますが、弊社までKoyoOfficeDB自体をUSBメモリなどに保存してお送りいただければ、
新しいバージョンのKoyoOfficeDBにデータを取り込んでお返しします。 

データ管理では、データのバックアップ以外に、KoyoOfficeからのデータの引き継ぎや、年間の集計を見たり、昨年と比較した３ヶ月
の集計比較結果を表示・印刷する便利な機能も備えてます。 
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KoyoOfficeからのデータ引き継ぎ 
　これまで使われてきた顧客（KoyoOfficeDBでは「相手」）や商品などの基本データを、（すべてというわけではありませんが）新た
に登録することなくKoyoOfficeDBでも利用するための方法です。少し操作は必要ですので、その手順を説明しておきます。 現在、
KoyoOfficeと見積管理の２つのソフトの基本データを取り込めるようにしています。 
 

KoyoOfficeをご利用のユーザー様 
１）KoyoOffice最新版を弊社ホームページ(http://koyosoft.net)から2022.01.13（2022年1月時点）以降のバージョンをダウンロード
します。 
２）ダウンロード後、弊社ホームページで「Windows専用ソフトインストール方法はこちら」をご覧になりバージョンアップします。 
３）バージョンアップした「KoyoOffice」を起動します。 
４）バージョンを確認(2022.01.13以降)して、ログインし、メニューの「エクセルファイルとしてエクスポート」を選択します。 
５）引き継げるデータは「顧客」「商品」「社員」です。宅配管理を利用している会員様は顧客の「基本＋宅配」にチェックをつけ、そ
れ以外の会員様は基本一覧表にチェックをつけます。顧客以外では、商品、社員、それぞれ基本一覧表にチェックをつけてください。
チェックをつけ終えたら［実行］をクリックします。 
６）エクセルデータを確認します。  

変換されたデータはKoyoOfficeのインストールでインストール先を変えていなければ、 
 Windows8、10はCドライブから 
  ユーザー→パソコン名→AppData→Local→VirtualStore→ProgramFiles(x86)→Koyosoft→KoyoOffice→CSVフォルダに、 
 それ以前のWindowsではCドライブの 
  ProgramFiles(x86)→Koyosoft→KoyoOffice→CSVフォルダに保存されています。 

　もし、上のアドレス(Windows8、10の場合）のAppDataというフォルダが見つからない場合は、［隠しファイル]にチェックをつけて
みてください。 
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 ７）宅配管理をされていて、５）で「基本+宅配」を選ばれた場合は「宅配顧客一覧」「社員一覧」「商品一覧」の３ファイル、宅配管 
理以外でご利用されて「基本一覧表」を選ばれているときは「宅配顧客一覧」ではなく「一般顧客一覧」と「社員一覧」「商品一覧」
の３ファイルができます。 

８）それぞれのエクセルファイルをダブルクリックして開きます。その開いたファイルを名前をつけて、KoyoOfficeDBをインストール
したフォルダに保存しますが、そのときに、ファイルの種類を「CSV UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）」にしてください。ファイル名
は変えないでください。この操作を、ほかの社員一覧、商品一覧でも行います。 

　あとは、宅配管理をされていた方はKoyoOffice宅配をチェックし、それ以外の方は
KoyoOfficeにチェックをつけ、Win版からデータを取り込みというボタンをクリックしま
す。 

見積・請求書をご利用のユーザー様 
１）見積・請求書の最新版(KoyoMitumori)を弊社ホームページ(http://koyosoft.net)から22.01.13以降のバージョンをダウンロードし
ます。 
２）ダウンロード後は弊社ホームページで「Windows専用ソフトインストール方法はこちら」をご覧になりバージョンアップします。 
３）バージョンアップした「見積・請求書」を起動します。 
４）バージョンを確認(22.01.13以降)して、ログインし、上部メニューの［データ保守］を選択します。そのあと、直接KoyoOfficeDB
をインストールしたフォルダに保存してください。 
５）引き継げるデータは「顧客」「商品」です。  
６）保存先にできたエクセルデータを確認します。 
７）それぞれのエクセルファイルをダブルクリックして開きます。その開いたファイルを保存するときに、ファイルの種類を「CSV 
UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）」にして保存します。ファイル名は変えないでください。この操作を、他の見積商品のファイルでも行
います。コピー後に見積管理をチェックし、Win版からKoyoOfficeDBのデータを取り込みというボタンをクリックします。 
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年間集計 
　年を決めて集計開始ボタンをクリックすると以下のように
表示されます。例は架空のデータです。また、仕事かプライ
ベートかで表示される表が変わります。例は仕事用です。





保存期間を過ぎた伝票の削除 
　整理開始ボタンをクリックすると保存期間10年を過ぎた伝票・空の
伝票の枚数が表示されますので削除するというボタンをクリックしま
す。 

昨年との３ヶ月の売上比較 
昨年同時期３ヶ月の比較ボタンをクリックすると次の表示に変わります。例
は架空のデータです。比較できるのは仕事用として売上・仕入・消費税（内
税も含む）・粗利の４種類で、プライベートでは収入、支出、最も大きい支
出、差額の４種類です。例は仕事用です。 

それぞれ下部の印刷ボタンをクリックすると詳しい内容が表示されますの
で、必要に応じて印刷してください。 
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売上管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　目次に戻る 

前もってしておく処理　自社管理→相手管理→商品管理 

初めてこの処理をするときは、新しい伝票を追加できるよう、日付で入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した伝票を表示
し、明細行の空行（最後の行）の先頭にある虫眼鏡ボタンが入力待ちになります。 

明細が入力できる状態（商品コードでクリックしカーソルが表示される）なら 
  日付→相手→伝票区分の選択（重要）→明細行編集を繰り返す・・・追加ボタンで次の伝票 

明細が入力できない状態（商品コードでクリックしてもカーソルが表示されずエラーが表示）なら、OKでエラーを抜けて 
  追加ボタン→日付→相手→伝票区分の選択（重要）→明細行編集を繰り返す・・・追加ボタンで次の伝票 
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注意が必要な入力項目の説明 

明細行の入力で数量の項目に何も入力しない場合は１として処理されます。 
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表示伝票印刷ボタン　表示されている伝票をA4普通紙に、伝票種類で選択したタイトル
（納品書か見積書。請求書は選べません）で印刷します。選択されてない場合や請求書を
選んだ場合は納品書として印刷します。印刷プレビューを見ることができますので、表示
を確認して印刷してください。伝票区分が現金売上の場合は、伝票の種類に関係なく領収
書になります。 

伝票区分が買掛の場合と現金仕入の場合は仕入伝票になりますが、仕入先から納品書や請求書を受け取ることがあっ
ても、商品の在庫管理をする（商品管理で設定）場合を除いては、自社で印刷することは原則ないと思います。 

前述したように、販売した商品の在庫管理をする場合にだけ、買掛か現金仕入かにかかわらず仕入伝票を作る必要があります。在庫管
理をしない商品の場合は仕入伝票を作らないでください。在庫計算をしない商品は、売掛または現金売上で同数の仕入れがあったと処
理していますので、仕入れ伝票を作成すると入荷数が重複してしまいます。 
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表示専用伝票ボタン　Windows版KoyoOfficeで使用していた専用伝票に印刷
します。これは納品書・請求書・領収書を１枚の専用用紙に印刷するもので、
購入商品が少ない場合に利用できます。 

請求書・領収書も一枚に収められていますので、ミシン目で切り取って使用
できます。 

専用用紙なら切り取りやすいようにミシン目がありますが、A4普通紙でも代
用できます（ミシン目がないのでカッターなどで切り分けます）。 
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請求書ボタン　その月に請求書を発行する相手の売掛伝票を集計して、請求書一覧として表示します。 

請求書発行前の一覧表では、先月繰越額と調整額を（10円値引きなら-10と入力）入力できますが、あくまでも一時的なものです。請求
を発行するまでに時間の猶予があれば、売上伝票や入出金伝票伝票などを確認してください。 

相手住所の印刷　
チェックがあれば請求書に相手の住所も印刷します。 

印刷ボタン　クリックすると印刷する請求書を表示・印刷できます。 

伝票の種類　売掛・現金売上なら売上伝票、買掛・現金仕入なら仕入伝票になります。 

調整額　値引きの場合-（マイナス）で入力してください。 

集計ボタン　過去６ヶ月の売上・仕入を相手別に表示、印刷します。 
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入出金管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　目次に戻る 

前もってしておく処理　売上（売掛）または仕入（買掛）伝票 

明細が入力できる状態（相手コードでクリックしカーソルが表示される）なら、 
　日付→明細行（相手・入金・出金）編集の繰り返し・・・追加ボタンで次の伝票 

明細が入力できない状態（相手コードでクリックしてもカーソルが表示されずエラーが表示）なら、OKでエラーを抜けて、 
　追加ボタン→日付→明細行（相手・入金・出金）編集の繰り返し・・・追加ボタンで次の伝票の順で入力していき伝票を作ります。 

注意が必要な入力項目の説明 

同じ行で入金・出金を両方を入力することはできません。どちらか片方だけです。 

相手コード　必ずEnterキーを押して次の項目へ移動してください。Enterキーを押したときに繰越し額を表示するようにしています。 

繰越設定ボタン　相手別に繰越金額を設定します。業種別に繰越し額を入力してください。ここで入力された金額の合計がその月の繰
越額になります。ただし、現時点が５月の場合は４月での繰越し額を設定することになります。KoyoOffoceDBは繰越を含んだ集計は先
月の繰越からするようになっていますので、現時点の５月の繰越を修正しても、書き換わってしまいます。繰越は当月ではなく先月を修
正します。 
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月指定一覧ボタン　年月を選び、条件で入金・支払いを切り替えますと指定月の入出金を一覧で表示します。画面での確認だけで、印
刷はできません。 

集計ボタン　相手別の入出金を６ヶ月分表示・印刷します。 

再構築ボタン　メニュー画面にもありますが、何らかの理由で（月をまたいで休業した、など）伝票の再集計が必要な場合に実行しま
す。登録済みの全ての伝票が集計対象となりますので、登録済みの伝票数に応じて、それなりに時間がかかります。再構築中は他の処理
ができませんので、時間に余裕がある時に行ってください。ただし、繰越額などの計算は行いません。 
 
通常KoyoOfficeDBは、先月と当月の２ヶ月のみ自動で繰越額を含めた再集計をしています。

売上伝票で売掛の請求に対する入金と、買掛の仕入伝票に対する支払いは、必ず入出金管理が必要ですが、それ以外の処理では、処理
によって入出金管理が必要かどうか、自社管理での設定によって決まります。 
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宅配管理　自社設定で宅配入出金管理をするにチェックがある時は、宅配伝票自体で入金処理をしてください。宅配伝票の下段に入金
に関する項目がありますので、ここに入金額と入金日を入力します。チェックがない場合、先月請求額と同じ額の入金が月初めにあっ
たとして処理されます。 

見積管理　自社設定で見積入出金管理をするにチェックがあり、見積書のタイトルが請求書の場合に、入出金管理で入金処理をしてく
ださい。チェックがない場合は見積書のタイトルが請求書になった翌月初めに、入金があったとして処理します。 

浄化槽管理　自社設定で浄化槽入出金管理をするにチェックがあれば、相手管理に登録した集金月の集金額だけ入出金管理で入金処理
が必要です。チェックがない場合は、集金月の集金額だけ集金月初めに入金があったとして処理します。 

受注管理　自社設定で受注入出金管理をするにチェックがあれば、後払いの設定になっている請求額を、入金した日に入出金伝票で入
金処理が必要です。チェックがなければ、たとえ後払いであっても入金があったとして処理します。

自販機管理　入出金管理は不要です。

自社設定で入金処理をするにチェックがない場合、入出金管理で入金処理をすると、入金が重複しますのでご注意ください。 
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宅配管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　目次に戻る 

前もってしておく処理　 
　自社設定→商品管理→相手管理　業種の宅配にチェック→宅配パターンを設定 

起動後、一覧から相手を選び、相手別に配達本数などを変更し、宅配伝票を修正。必要に応じて各種集計表を表示・印刷

注意が必要な入力項目の説明 

初めて使用されるときは図のメッセージが表示されます。これは繰越額を含めた
集計のためで、ひと月前の宅配伝票を作る必要があります。続けるを選択して先
月の宅配伝票を作成してください。 

 

伝票作成が終わると相手管理で宅配にチェックの入った相手一覧が表示さ
れます。年月は先月になっていますので右の三角ボタンで月を変更してく
ださい。普段の使用では、月代わりにだけ自動で作成されますが、初めて
の起動の時だけは、まだ先月の伝票しか作っていませんので、当月の伝票
を作る必要があります。この場面では作成するを選択します。
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当月の宅配伝票が作成されると（作成されていると）、担当者別に相手別宅配売上一覧が表示されます。 

要注意 
宅配管理で最も注意して欲しいことは 
　作成する時点での相手データを元に作成される 
ということです。 

つまり伝票作成後の相手データの変更は、その時すでに出来上がっている伝票には反映されません。反映させるためには、それなりの
処理が必要となります。 

宅配伝票は、担当者別に修正や削除をしますので、相手（顧客）には、担当者の設定が必要です。担当者の設定を忘れても宅配伝票は作
成できますが、集計などで不具合が生じますので、必ず担当者を設定してください。あとから気づいた場合は、相手管理で担当者を決
めて、一度宅配伝票を削除し再作成してください。再度宅配伝票を起動すると自動で再作成されます。 
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相手（顧客）が増えた場合 
宅配管理を実行すると自動で新しく追加されて一覧表に表示されます。 

相手（顧客）が減った場合 
最初の一覧表は作成済みの伝票が表示されますので、相手の宅配伝票自体を削除したい場合は、まず、一覧表から削除したい相手の宅
配伝票を右端のゴミ箱ボタンで削除します。その後、相手管理に戻り、業種の宅配のチェックを外すか、上部の削除ボタンで削除しま
す。先に相手管理で宅配のチェックを外したり、相手（顧客）自体を削除すると、宅配伝票を起動した時に表示されなくなります。そ
のため、登録済みの宅配伝票が残ったままになり、修正や削除ができなくなりますのでご注意ください。 

配達する商品の内容（価格など）が変更された場合 
必ず商品管理で変更し、宅配商品・商品区分・自販機に反映ボタンをクリックしておいてください。 

影響する伝票が多い場合 
宅配伝票削除ボタンで一括して削除してお
いて、もう一度宅配伝票を起動し直すと、変更された商品データで宅配
伝票を書き換えます。 

作成し直した宅配伝票は、変更を加えていない状態に戻りますので、メ
モなどで修正していた内容を残しておいてから一括削除して、再作成後に
変更した本数に書き換える必要があります。 
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影響する伝票が少ない場合 
その商品を購入している相手の宅配伝票を相手別に削除（画面右端のゴミ箱ボタン）して、一度メニューに戻り再度宅配管理を起動す
ると再作成します。 




配達順　配達順を直接入力して決めることができます。配達順を入力した後は入力順を記録し並べ
替えるボタンをクリックしてください。 

相手別の配達本数の変更　宅配管理の最初の画面では相手の売上額などが表示されます。日別の配達本数の変更は、配達順の前のペン
のボタンをクリックします。ペンのボタ
ンをクリックすると右の画面に変わり、
日別の配達本数の修正ができるようにな
ります。 
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月代わりに相手管理で設定された宅配設定に従って、自動で宅配伝票を作成しますが、実務では予定していた本数が変わったり、いろ
んな事情で宅配伝票を変更することになりますが、その変更をこの画面で行います。 

この画面では配達パターンを変更したり配達する商品自体を変更することもできます。また中止日の設定もできるようになっています。 

配達商品や配達パターンを変える
休止日を設定する

　変更後相手管理と宅配伝票に反映ボタンをクリックし
ます。相手管理の配達パターンも変更され、表示されてい
る配達本数も変更されます。Ver.220201で修正




休配の設定 
正月・お盆や相手（顧客）の都合で配達を一時中止する場合、休配処理を行います。 
日付を入力して、表示伝票のみ（特定の相手だけ）、宅配の相手全員のどちらかを選んでクリック
します。 

休配設定を取り消す場合 
特定の相手だけなら宅配相手の一覧で削除し、再作成します。 
全相手なら、月指定の一括削除で削除して、その月の宅配伝票を作り直します。 

どちらの方法でも、休配の設定前に修正した日別配達本数は保存されませんので、もう一度修正
が必要です。 
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入金処理 
自社設定で宅配入出金をするにチェックがあれば入金額・入金日を入力します。チェックがなければ、先月請求額と同じ入金額が表示
され、入金日は月初めになっています。 

調整額　値引きなど。値引きの場合はー（マイナス）をつけて入力します。 

集計結果を表示している上の行は、選択している商品のみの集計結果で、下の段は８商品合わせた集計結果です。 
例では一番上の商品を選択しています。虫眼鏡の前の部分をクリックして対象の商品を変更します。 
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以下は、宅配管理での印刷のコマンドになります。集計後、表示・印刷ができます。 

当月伝票ボタン 
　A4用紙を横に２枚の宅配伝票を表示、印刷します。
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発注書ボタン 
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配達予定ボタン　社員（担当者）別配達商品一覧（左）と担当者別相手別配達商品一覧商品集計（右）を表示・印刷します。
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集計表ボタン
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自販機カウンター管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　目次に戻る


前もってしておく処理　商品管理→相手（支払先）管理　業種　自販機にチェック→自販機管理 
相手管理の業種で自販機にチェックがある相手が支払先になります。 

起動後、カウンターを計測した日付を
入力し、その日付に計測したコースと
担当社員を選び、更新ボタンをクリッ
クします。 

　コース　自販機管理で設定済み

　担当社員　自販機管理で設定済みの担当社員を選択 

カウンター値を入力・または修正したい自販機を選び、先頭のペンのボタンをクリックします。 
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この画面では、それぞれの商品のカウンター測定値、投入数、（あれば）クレーム数の３項目を入力するだけですが、初めての使用で
は、前回のカウンター値も必要です。 

今回のカウンター測定値 　何も入力しなければ、前回のカウンター測定値と同じになります（戻るときに処理します）。


前回のカウンター測定日 　背景が薄い緑（クレームという文字の左側）でクリックし、前回測定日とカウンター測定値を入力。


背景が薄い赤部分、赤枠の部分で今回のカウンター測定値、投入数（補充した本数）、クレーム数（破損や変形で回収した本数）を入
力。 

カウンター測定伝票を作るときは、カウンター測定日が前後しないように注意してください。前回のカウンターを読み込む際に不具合
が生じます。 
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この画面で伝票印刷ボタンをクリックするとお支払い金額計算書を印刷します。 
例では150円商品になっています（左図）が、商品名印刷にチェックがあれば商品名（右図）に変わります。 

  /  55 92



自販機を廃棄・撤去した場合 

先に自販機のカウンター伝票を削除してから、自販機の削除をしてください。 

自販機を先に削除すると、一覧にカウンター伝票が表示されなくなり削除もできず、集計に問題が起こる可能性があります。廃棄、撤去
前までの売上が集計に必要ならカウンター伝票は残すようにしてください。 

商品の内容に変更があった場合
　商品管理で、必ず変更内容を宅配商品・商品区分・自販機に反映ボタンをクリックしておいてください。

　変更が多くの自販機に影響する場合　下のボタンをクリックし、指定した日の自販機カウンター伝票を一括削除します。削除後、一
度自販機選択画面に戻り、再度、個々の自販機のカウンターを入力する画面に移ると作成し直します。 




　変更が少数の自販機に影響する場合　個々の自販機のカウンター伝票を表示し、1機ずつ削除
します。 
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立寄順　立寄順を指定しておくと、カウンター値や投入数・クレーム数の記録するための記録用紙が立寄順で並べ替えて印刷されます。
（まだ未作成） 

入出庫表ボタン
　自販機別月別売上集計　表示のみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入出庫歴
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商品集計ボタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支払集計ボタン
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見積管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　　目次に戻る 

前もってしておく処理　相手管理（業種で見積にチェック）→商品管理（区分設定） 

見積管理では商品を選ぶときに区分が必要です。 

工事関係では商品数が多いため、工事内容で商品が選べ
るほうが商品を見つけやすくなりますが、同じ商品が複
数の工事内容で使用されることも頻繁です。 

一般的な商品管理では、一つの商品は一つの区分に属し
ますが、見積管理では一つの商品が複数の工事内容に属
すようなデータ構成になっています。 
 
例では、配管パイプが基礎工事と電気工事に属すようになっていますので、見積書を作る時に、どちらの工事を選んでも配管パイプが
表示され選べるようになります。 

印刷の際にタイトルを請求書とすることで、売上として集計されます。 
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初めてこの処理をするときは、新しい伝票を追加できるよう、日付で入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した伝票を表示
し、明細行の虫眼鏡ボタンが入力待ちになります。 

右図で、明細内容が工事内容によって２つのブロックに
分かれています。このような明細が作れるのが、見積管
理の特徴です。 

表紙付きを印刷する場合 
　小題、計算・・・小計、消費税、合計 
を、一つのブロックにしてください。 
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注意が必要な入力項目の説明 

印刷タイトル　御請求書の時は売上として集計されます。自社管理で見積入出金管理をするにチェックがある時は、入出金管理で入金
処理をしますが、チェックがない場合、印刷タイトルが請求書に変わったときに入金があったものと処理します。 

商品についても、印刷タイトルが請求書の時に、商品管理で在庫処理をするにチェックがない場合、販売したのと同数の仕入れがあっ
たとして処理しています。チェックがある場合は、売上伝票で伝票区分を買掛もしくは現金仕入れで商品の入荷処理をします。 

自社名　自社名の右にあるボタンをクリックすると、自社管理の画面に代わり新しい自社名が登録できるようになります。 

ここで２つ目の自社名を登録し（例えばKoyo商事株式会社）戻るボタンを押すと見積管理に戻り自社名が変更されます。 
自社名を元に戻す時は同じように操作して自社管理に移動してレコード移動のボタンをクリックし、自社を表示して戻るボタンをクリッ
クします。 

相手名　背景が黄色の項目は必須です。背景が白の部分は相手名の予備になります。官公庁などが相手の場合、一般的は名前項目だけ
では足らない場合があるようですので予備もつけています。 
 

工事名・工事場所　前のチェックがある場合は、印刷物に工事名・工事場所というタイトル
が入ります。チェックがない場合は印刷物に工事名・工事場所のタイトルは印刷されません
が、入力した内容は印刷され、工事業者様以外でもご利用いただけます。
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他の処理と異なり、見積管理は明細行が特殊です。 

明細行には小題・計算・小計・消費税・合計・空行という区分があり、必ず指定しなければいけません。 

小題　ブロック名になります。

計算　商品名、数量、消費税など計算を含む行です。 
小計　計算行の集計でブロックの税抜小計になります。

消費税　ブロック内の消費税です。 
合計　小計と消費税を合わせたブロック内の税込合計になります。

空行　ブロックを区分します。ブロックとブロックは空行で区分し
ます。空行を挟まなくても集計はできますが、空行という指定がな
ければ、その行は削除されます。 

印刷する見積書は４種類の書式を準備しています。 

見積書表紙付き　A4縦　すべてのブロックごとに小題が必要です。 
見積書表紙付き　A4横　すべてのブロックごとに小題が必要です。 
見積書表紙なし　A4縦 
見積書表紙なし　A4横 
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明細の入力上の注意 
明細行の入力は行種からはじまります。他の処理の明細行とはかなり異なります。前ページの明細行の出ている図を参照 
小題　明細内容の品名・詳細にブロック名（例えば基礎工事）をつけます。入力後Enterキーで次の行に移動します。 
　２行目以降は計算の行種になります。

計算　計算を選び虫眼鏡ボタンで商品を探します。また計算行を選ぶと販売単価の掛け率が100と表示されます。 

　虫眼鏡をクリックすると商品選択画面に変わります。 

見積管理では商品区分から商品を選択するようになっています。この画面で商品区分を作ったり、区分に商品を加えたり、区分から商
品を削除することもできます。 
左枠に表示された区分をクリックし、その区分に属する商品が右枠に表示されますので←キーで選択すると、見積管理に戻り明細行に
表示されます。 
商品を探す場合は虫眼鏡ボタンを、商品の詳細を変えるにはペンのボタンを、区分から削除するにはゴミ箱ボタンをクリックします。 
左上の追加ボタン、削除ボタンは、区分を追加したり、区分を削除するためのものです。区分に属する商品の追加や削除ではありませ
ん。 

明細に戻ると選んだ商品名と販売単価、販売単価の率、仕入単価が表示され、商品・詳細の項目で入力待ちになりますので、Enterキー
で数量に移動します。数量に何も入力せずにEnterキーを押すと、表示はされませんが数量は１として処理されます。 
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見積管理の計算行の明細は実売価格が掛け率で決まります。 
見積管理では、販売単価を掛け率で決めるようになっています。例では販売単価の掛け率が100になっていますので、販売単価ｘ100％
が実際の単価になります。掛け率を90に変えると販売単価の10％引きが実際の販売単価（実単価）になります。実際の販売単価を仕入
単価の掛け率で決めることもできますが、その場合は販売単価の掛け率を削除しておいてください。仮に販売単価の掛け率が空白で、
仕入単価の掛け率を120とすると、仕入単価の20％増しの価格が実売単価になります。 

計算行を必要な行だけ作成します。 
　計算行の数量でEnterキーを押すと、明細行に小計・消費税・合計がなくても、合計（税込）、消費税が計算されて表示されます。 

小計　商品などの明細行の下に小計の明細行を作ります。 

消費税　小計の下の行は税を選択します。 

合計　ブロックの最後の行です。 

ここまでが、一つのブロックになります。見積書表紙付きを選択しなければ小題の行は不要です。ブロックとブロックの間は空行にして
おいてください。ただ見た目だけの問題です。行種を決めずに空行にすると、その行は削除されてしまいます。 
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小題をつけ見積書表紙付きで印刷すると以下のようになります。表紙を印刷した後で明細行が印刷されます（左図）。表紙なしなら右
図。


見積書はA4横でも印刷できます。 

一覧ボタン　期間を決めて更新ボタンをクリックすると、見積伝票の一覧を表示・印刷できます。 
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伝票複製ボタン 
表示中の伝票と同じ内容の伝票を複製します。新しく見積もる内容が過去の見積とほとんど変わらない時に入力を省く
ための機能です。複製された伝票の一部を書き換えるだけですので時間の短縮にもなります。 

明細行で上下の矢印キー（↑↓）を押しても変更できますが、単価の部分でEnterキーを押した時にその行の小計を計算するようにして
いますので注意が必要です。 
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浄化槽点検管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　目次に戻る 

前もってしておく処理　相手管理の業種で浄化槽にチェック→浄化槽詳細ボタンで設定が必要 
相手管理での浄化槽詳細→集金月→集金額は内税になります。 

浄化槽点検管理は指定月に点検予定者がいない場合、エラーメッセージが
表示されますのでOKボタンをクリックし、相手管理で浄化槽詳細ボタン
をクリックし点検月（前ページ）をご確認ください。 

 
指定月に点検予定者がいれば、以下のように表示されます。 

左下の点検予定者一覧から、点検伝票を入力したい相手を
選びクリックします。 

赤枠で囲んだ部分とデータ入力部の相手名がリストで選んだ
相手になっていることを確認し、追加ボタンをクリックして
点検データを入力します。 
予定者リストで相手を選び、上部に点検データを入力する　の繰り返しです。 



点検月報ボタン 
指定年月に点検した伝票一覧が表示されますので提出先を入力し（保存されます）官公庁
へ提出する表を印刷します。 
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契約月報ボタン 
指定年月に契約した一覧が表示されますので、提出先を入力し（保存されます）官公庁へ提出する表を印刷します。


設置月報ボタン 
指定年月に設置した一覧が表示されますので、提出先を入力し（保存されます）官公庁へ提出する表を印刷します。 

点検予定ボタン 
担当者が所持するための一覧を印刷します。 

集金予定ボタン 
担当者が所持するための一覧を印刷します。一覧にはメモなどを書き加えられるようになっています。
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受注管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！　　目次に戻る 

前もってしておく処理　相手管理、商品管理→区分分け、社員 

タブレットで使用するという設定で作られていますので、タップ
するボタンなどが大きめになっています。 

初めてこの処理をするときは、新しい伝票を追加できるよう、
日付で入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した伝
票を表示します。受注管理では印刷できるものは領収書だけで
す。それ以外の集計は画面での確認のみです。 

明細行の入力　タブレットで使用する前提ですので、できるだけ
文字の入力をしなくてもいいようにしています。もちろん、パソ
コンでも使用できます。 

受注伝票は 
1、日付を入力して座席を選ぶ

2、相手を選ぶ　常連様などは相手管理で相手登録が必要です。虫眼鏡ボタンをタップして相手を選びます。ただし、一見客様はゲスト
などにしておくといいでしょう。 

3、商品を選ぶ　商品管理で商品の登録が必要です。虫眼鏡ボタンをタップして商品を選びます。 

4、商品の選択画面では、注文を受けた受注者（社員）を決め、区分別商品一覧が表示されていますので、左枠で区分、右枠で商品を選
び、右枠に表示された表品名をタップします。受注伝票に戻ったら本数または数を入力します。注文数の項目に何も入力しない時は、
注文数１と処理しています。 
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100円未満切り捨てボタン　請求額の100円未満を切り捨てます。その分は調整項目にマイナス金額で表示されます。 

人数割り請求金額　テーブル詳細で人数を設定できます。人数が複数の場合は、ひとり当たりの請求額が表示されます。 

人数を２人にすると、ひとり当たりの請求額も変わるようになっています。 

後払いの設定も可能です。ただし自社管理で受注入出金管理をするにチェックが必要です。チェックがない場合は、いくら後払いとして
も参考になるだけで、作られた伝票は、全て入金したものとして処理されます。 

集計　日計と月計　画面に表示されるだけで印刷はできません。 

来店履歴　表示されている相手の来店記録が表示されます。未収額は受注伝票での未収だけではなく、他の処理の伝票があれば、全て
の繰越額の合計になります。また未収額は先月の請求額のことです。当月に入金があっても、月次更新（月代わりに自動更新されます）
をされないと未収額に反映されませんのでご注意ください。画面に表示するだけで印刷はできません。 

担当者別　担当者（注文を受けた社員）別の売上集計です。画面に表示するだけで印刷はできません。 
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入出金・レシート管理　次の項目への移動はTabキーまたはEnterキーで！ 明細行間の移動は↑↓キーで！目次に戻る 

初めてこの処理をするときは、新しいレシートを追加できるよう、日付で入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録したレシー
トを表示し、明細の最後の行の内容が入力待ちになります。 
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注意が必要な入力項目の説明 
相手名・支店名・決済方法　入力もできますが、よく利用するお店などは登録しておく方が便利です。 
右端のペンのボタンをクリックします。表示されている相手名は私の例です。 

追加ボタンをクリックして相手名を入力していきます。使用頻度が多くなるとよく
利用する順に表示されます。 

支店名・決済方法も同様に作成してください。 

入出金・レシート管理は支払いだけでなく、入金も処理できるようにしています。ただし１枚のレシートで入金・出金の両方を入力で
きません。あくまでも現金出納帳のようなものですが、決済方法を変えると、いろんな集計ができるようになります。 

決済方法の例　現金という項目は必ず入れてください。


明細行　内容、支払単価もしくは入金単価、数量を手入力します。数量に何も入力しなければ数量は１として処理しています。 

業務かプライベートか　内容の区分・分類で業務かプライベートを区分しています。仕事でも現金出納帳として利用する場合は、内容の
区分・分類で、仕事と関係のない出費はすべて自家消費にします。それ以外でも仕事の分類で役立つような内容にしておきます。プライ
ベートでは自由に区分を決めることができます。 
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仕事での利用を考えた区分の内容は右図の通りです。会計の科目を内容の区分としています。参考にしてください。 
　通帳管理でも同じように考えてください。 

仕事でも使用する場合 
通帳管理もする場合は通帳での入出金と重複しないように注意しましょう。 
また仕事での入出金は入出金管理で行いますので、レシート管理での入出金にしないでください。 
レシートはあくまでも現金の入出金になります。クレジットカードなどでの支払いも現金と考えま
す。 
仕事でも利用する場合は、ほとんどの支払いは会計科目に含めない自家消費になります。 
逆にプライベートでの使用なら、会計科目にあるような内容にはしないでください。 
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相手集計ボタン　期間と決済方法で集計・印刷します。 

区分集計ボタン　期間と区分を決め更新ボタンで集計・印刷します。仕事で使用する場合は、この表が経費帳のように利用できます。 
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画面下部にある出来事と健康管理 
レシートの日付で出来事をメモしたり、健康管理（家族の登録が必要です）の測定データを入力できます。 
レシートの日付の出来事や健康管理でない場合は、直接、上部の出来事ボタン、健康管理ボタンで画面を切りかえ（次ページ）ます。 
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出来事　　目次に戻る

　

左枠内で日付・出来事と入力していきます。仕事での使用なら打ち合わせ内容などを記録していけばいいでしょう。日記のように考えて
利用するのもいいと思います。書き込んだ内容は右枠に表示されます。 

記録した内容は、ワード単位で探すことができます。例えば「A
さんと打ち合わせ」のような内容で出来事を記録しておくと、
「Aさん」というワードで探すことができます。 

下の３つの枠には写真を貼り付けて利用できます。 
貼り付け方は、WindowとMacで少し異なります。 
Windowsではエクスプローラ、MacではFinderで出来事（日記）
に貼り付けたい写真をクリックして出来事（日記）の下の３つの
枠のいずれかにドラッグアンドドロップ（写真をクリックしたま
まコピーしたい場所にマウスポインターを移動させ、マウスから
指を離す）します。一日に3つまで貼り付けられます。一見少ない
ようですが１年で写真なら1000枚ほどになりますので、結構多い
のでは・・・ 

出来事に記録した写真を削除したい場合　削除したい写真にマウ
スポインターを合わせて、右ボタンでゴミ箱に移動または削除を
選ぶと消すことができます。 

注意　保存される写真は、保存したサイズ（ 横240X縦160）でしか見れません。そのままのサイズでも問題はありませんが、なるべく
リサイズ（保存サイズに縮小する）された方が、処理スピードが速くなります。ビデオも保存できますが、10～20秒程度で、サイズも
小さくしてください。30秒を超えるような動画はバックアップ時や、出来事を開く、削除する場合に時間がかかります。 
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試しにビデオを置いて時間を計測してみま
した。 

4K画質で、およそ4分のビデオで1.7ギガ
ありますが、データのバックアップや、こ
の動画を開く、動画を削除するのに、そ
れぞれ30分ほどかかります。動画はでき
るだけサイズを小さくしておく必要があり
ます。 

速度の問題で 
写真だけ保存されることをお勧めしま
す。 
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健康管理　　目次に戻る

　家族が未登録の場合は、まず家族の登録から行います。 

上が測定データの入力部、中央が測定履歴、下がグラフとなっています。グラフは２回以上の測定が必要です。 

グラフの印刷ボタンでA4普通紙に印刷して残せます。印刷する期間も変更できます。
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家族管理


　初めてこの処理をするときは、新しい家族を追加できるよう、家族名前で入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した家族
を表示します。
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通帳管理　　目次に戻る 
KoyoOfficeDB自体のパスワードではなく、通帳用のパスワードが必要になります。会員の方は弊社までお問い合わせください。

パスワード入力後に通帳管理の画面が表示されます。 
初めてこの処理をするときは、新しい銀行口座を追加できるよう、銀行コードで入力待ちになっています。2回目以降は最後に登録した
銀行口座を表示します。 

銀行名がないと登録できません。 
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繰越金額初期値　残高計算の元になる金額です。処理速度の関係で明細行を入力または変更しても自動では残高計算されませんので、
必要に応じて残高更新ボタンをクリックしてください。 

通帳に記載された順に明細行を入力していきます。科目はレシート・入出金管理と同じになります。 

明細行は挿入できません。ただ、再起動時に日付順に並べ替えられますので最後の行に、入力し忘れた行を入力しても問題はありませ
ん。その際に残金の計算が異なりますので残高更新ボタンをクリックして調整し
ます。 

また、日付順で表示し直してますが、同じ日付の並びが変わることがあります。
その際は通帳の表示に合うよう、行を移動させます。 
移動させたい行を選び、強制的に明細の並びを変更させてください。 
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宛名印刷／メール送信　　目次に戻る 


前もってしておく処理　相手管理（業種の区分も） 

相手区分を決め絞込みボタンをクリックします。相手名前はなくても構いません。相手名前があれば選択数が絞られます。
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宛名印刷では、タックシール（６行２列）、年賀状、暑中見舞い、通常ハガキ、メール送信・案内文書を選ぶことができます。 
表示された相手を選び、印刷する用紙を選んで下の部分の必要な情報を決めて印刷ボタンをクリックします。 

メール送信・案内文書　選択した相手にメールを送ったり、案内文書を印刷します。送信する内容、案内文書の内容は本文に入力しま
す。繰り返し文書が使えるように10通り保存できるようになっています。


次のような業務連絡の文書を作ります。 




このとき定型文切替の前の数字が１になってますので10通り
保存できる１番目の文書ということを表してます。この定型文
切替ボタンをクリックすると前の数字が変わり文書も切り替
わるようになっています。

文書の中身も＄１、＄２、＃１を入れたものになっています
が、印刷ボタンを押すと＄１、＄２、＃１が相手名、相手
コードなどに変わっています。

この機能を使うと、同じ文書、メールでも、特定の相手向け
に出した文書に変えることができます。 
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印刷ボタンを押した後、画面が切り替わり＄１、＄２、＃１の部分が書き換えられた文書を確かめることができます。

確認後、メール送信ボタンまたは文書印刷ボタンをクリックします。メール送信ボタンをクリックすると取り消しできませんので十分文
書内容を確認してください。 

　WindowsではOutLookが標準メーラー（メールを送受信するソフト）として使われているようですが、OutLookでは、正常にメール
が送られませんでした。その場合は別のメーラー（例えばMozilla Thunderbird モジラ　サンダーバードのような無料のソフトで確認
済）に変えてお試しください。 

　Macのメーラーでは問題なく一括送信できます。

ハガキは差出人の設定をして

横書き・縦書きを指定して印刷してください。

印刷プレビューされますので確認後に印刷します。


タックシール（６行２列） 
印刷を始める位置が指定できます。タックシールは市販のA4で６行２列のもの（推奨　A-one 72312、A-one 28844）をお使いくださ
い。 

それでは、KoyoOfficeDBを、末永くご利用くださいますようお願い申し上げます。 
改訂新版　Ver.20220206 
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参考資料　使用例です　　目次に戻る 
レシートと通帳の区分（業務とプライベートで共有するにチェックがあれば右表、チェックがなければ左表を使用します。プライベー
トでの使用の場合、集計したい分け方にすれば良いでしょう。例えば、食費をもっと細かく「食費　肉」「食費　魚貝」など細かく決
めると、単に食費というのではなく肉・魚を分けて集計できます。仕事でも使用する場合、レシートや通帳の区分が会計に利用できる
ような区分になります。仕事に関係のない支払いは、すべて自家消費になります。売上や仕入の入出金は、入出金管理で行いますが、口
座への振込は売上（に対する入金）として通帳で入力します（入力しないと実際の記帳内容と異なります）。売上なども印刷されます
が集計はされません。詳しくはレシートや通帳の説明をご覧
ください。 
 
自営業の場合、業務とプライベートで共有で使われる費用
（車の燃料費や通信費、住居を事務所として使用している場
合の住居費など）のような、仕事と私用で区分のつきにくい
ものは、使用割合で金額を分けて入力します。 
 
例えば、自営業の場合、仕事でもプライベートでも車を使用
します。ある月の車の燃料費が30,000円とし、仕事とプラ
イベートが半々などのようにして、面倒でも車両費として
15,000円、自家消費で15,000円のように分けて入力するこ
とになります。30,000円すべてを車両費としておくと税務
署で指摘されます。 

右表　自家消費、雑収入、雑費（支出）、売上・仕入（振
込のため通帳管理で必要）は必須です。それ以外は使用者が
集計したい会計科目で、分類上の経費になります。 
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左がプライベート（家計簿的）での使用、右が業務とプライベート共用の場合（申告で便利な勘定科目的）です。金額はサンプルです
（以下同じ）。 
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追加説明　目次に戻る 

１、見積管理で工事名と工事場所のタイトル文字が修正できるようにしました。 

Ver.20210910の機能追加と修正の情報 
1. 浄化槽管理で請求書（浄化槽点検費用の請求書）を発行できるようにしました。 
2. 見積管理で内税の計算に不具合が見つかり修正しました。 
3. バージョンアップ後、データ管理でバックアップデータを戻した後、レシート管理に移動するときに「再構築をしてくだ

さい」というメッセージが表示され、確認ボタンを押した後メニューに戻るようにしました。Ver.20210910より前の
バージョンでは確認ボタンを押したあとレシートの入力画面に移っていましたが、その際に、内容の区分・分類項目がリ
セットされてしまいます。この症状はVer.20210910より前のバージョンを使用中で、バージョンアップ後データ管理で
バックアップデータを戻した後、レシート管理に移動するときに『再構築をしてください』というメッセージが表示され
る特定の状況で発生します。 

4. レシート管理の出来事管理で、日付が重複した時の処理を修正しました。 
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Ver.20211225の修正の情報 
1. 売上仕入管理の伝票入力で明細の税込小計が間違っていました。印刷した請求書には表示されませんので問題はないかと

思いますが、税込小計が正しく表示されるように修正しました。 

Ver.20220115の修正の情報 
1. Windows専用旧ソフト（KoyoOffice、Koyo見積）からのデータ移行が正常にできない症状を修正しました。ただし、

データ移行をされる場合は　KoyoOffice、Koyo見積のバージョンは Ver.220113以降をご使用ください。 
　　　KoyoOfficeでは「エクセルファイルとしてエクスポート」、Koyo見積では「データの保守」でKoyoOfficeDBにデータ 
　　移行をするためのファイルが作成されます。ファイルを作成後は「データ管理」の「KoyoOfficeをご利用のユーザー様」
「見積・請求書をご利用のユーザー様」を参照してください。 

Ver.220201の修正の情報　主に宅配管理関係・そのほか不具合修正 
1. 宅配伝票の一括印刷で、社員別・曜日別・集金方法の条件で宅配伝票を抽出し印刷できるようにしました。 
2. 宅配伝票の請求書部分に30文字程度の相手に対する文（たとえば新年の挨拶など）を印刷できるようにしました。ただし

相手別に印刷する、しないの設定はできません。全ての宅配伝票に印刷されますのでご注意ください。30文字程度の文は
10通り保存できるようにしています。 

3. 宅配伝票の印刷をWindows版KoyoOfficeで使用していた用紙に合わせました。もし、日別の配達本数が３桁になる場合
は、Ver.220201より前のバージョンで使っていた、日別の配達本数が３桁に対応している印刷用紙に戻すこともできます
ので、弊社までお問い合わせください。ただひと月の一商品の合計本数が４桁になる場合はA4用紙という制限もあり対応
しておりません。それだけ配達商品の本数が多い場合は宅配伝票ではなく、一般的な売上管理で対応されたほうがいいと
思います。 

4. 相手管理で休止日を設定できるようにしました。これも宅配管理を考えてのものです。宅配伝票は一括して作成します
が、その際に休止日以降（休止日も含む）の配達をないこととして作成します。ただ、宅配伝票は一括作成時の相手の状
況で作成されますので、宅配伝票作成後での相手の状況は、原則作成済みの宅配伝票に反映されません。 
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5. 相手管理の宅配設定で、社員別週間購入商品一覧と社員別入金確認表を印刷できるようにしました。 

Ver.220312の修正の情報　不具合の修正 
1. 売上伝票の請求書で、編集中の伝票が抽出されない場合があり、その不具合を修正しました。 
2. レシート管理の相手集計・区分集計で、編集中の伝票が抽出されない場合があり、その不具合を修正しました。 
3. 宅配管理の当月伝票で条件抽出し印刷処理に移った場合の不具合を修正しました。 

Ver.220401の修正の情報　不具合の修正 
1. 自販機カウンター管理の自販機を選択する画面を変更しました。 
2. 自販機カウンター伝票の今回のカウンター測定値が空の場合、前回のカウンター測定値になるように変更しました。 
3. そのほか不具合箇所を修正しました。 

KoyoOfficeDBの不具合や、あればいい機能や処理がございましたら、弊社までご連絡ください。不具合は修正し弊
社ホームページでご報告いたします。追加の機能や処理は、多くのKoyoOfficeDB使用者に有効と判断したものは、
順次バージョンアップで追加していく予定です。 

また、KoyoOfficeDBの画面サイズをiPadに合わせていますが、やはり仕事ではパソコンを使われる方のほうが圧倒
的に多いと思いますので、KoyoOfficeDBの画面サイズの修正を検討中です。縦サイズはノートパソコンに合わせて
おりますので、これ以上縦を長くするのは無理なようです。画面のサイズ変更は今後の課題としています。 

これからもKoyoOfficeDBは会員様とともに進化し続けます。 
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