
約定債権債務管理システム

手形、電子記録債権、ファクタリング、期日現金の管理ができる！
オールインワンパッケージソフト！

2016年 4月 奉行10シリーズ対応！
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手形の達人for奉行10



支払企業（債務者）での運用

インターネット
バンキング

アップロード※手動

支払管理
システム

財務会計
システム

入金管理
システム

納入企業（債権者）での運用

金融機関

支払管理システムからのインポー
トや手入力で電子記録債権（債

務）データを登録します。

発生記録請求データを出力しイン
ターネットバンキングでアップ
ロードします。

仕訳データを作成します。

インターネットバンキングからダ
ウンロードした開示情報を取り込
み、債権の登録および決済を自動
処理します。

入金管理システムからのインポー
トや手入力で電子記録債権（債

権）データを登録します。

請求結果および
開示情報取込み

開示情報取込み

債権に譲渡処理を行い譲渡記録請
求データを出力しインターネット
バンキングでアップロードします。

仕訳データを作成します。
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債務者側機能

一括発生記録請求データ出力

請求結果ファイル受入れ

開示情報取り込み

債権者側向け機能

譲渡記録請求データ出力

（譲渡）請求結果ファイル受入れ

開示情報取り込み

『手形の達人for奉行10』では、電子記録債権（でんさいネッ
ト）の[債権][債務]の登録、帳票出力、発生記録請求データの作成、
開示情報の取り込みができます。



電子記録債権データ

イ
ン
ポ
ー
ト

発生記録請求データ作成画面

【電子記録債権 支払業務フロー】

または手入力

[電子記録債権]債務入力画面

抽
出

データ作成

インターネットバンキングで
アップロード ※裏面へ

発生記録請求データ例
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登
録

作
成

[電子記録債権]で債務を支払うには、発生記録の請求をお取引の金融機関を
通じて「でんさいネット」に行います。『手形の達人for奉行10』ではこの
[発生記録請求]データを“でんさい標準フォーマット形式”で出力します。

P   oint!

債権者や口座

情報は事前に

登録したマス

タから選択で

きます。

P   oint!

作成したデータは「請求

済」として表示されます。

また再作成も可能です。



請求結果受入

発生記録請求データ結果受入画面

インターネットバンキング
でんさいネットサービス画面

インターネットバンキングで発生記録

請求データをアップロードし[電子記録

債権]の請求処理を行います。

※インターネットバンキングの操作方法はお取引の金

融機関にお問合せ下さい。

アップロード

サンプル

受
入

発生記録請求結果通知ファイルをダウンロードし『電

子債権の達人』に受け入れます。

4

決
済

P   oint!

結果データを受け入れ

登録済みの支払データ

に記録番号を付与しま

す。手作業での登録ミ

スを防ぎます。

P   oint!

一覧からの決済処

理または、開示情

報ファイルを取込

み、決済済みにす

ることが可能です。



電子記録債権データ

割
引

譲
渡

決
済

電子記録債権決済指示画面

電子記録債権入力画面
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受
領

[電子記録債権（でんさいネット）]を受け取り「手形の達人for奉行10」に
登録します。
登録した債権は割引（全部／一部）、譲渡（全部／一部）、決済のてん末管
理が可能です。また、譲渡処理した債権データを“でんさい標準フォーマッ
ト形式”で出力することもできます。
債権情報をインターネットバンキングからダウンロードしたファイルで受け
入れることも可能です。

P   oint!

一件づつ手入力または、

開示情報ファイルを取込み、

債権を登録することができ

ます。

P   oint!

一覧からの決済処理

または、開示情報

ファイルを取込み決

済済みにすることが

できます。



譲渡処理画面

割引処理画面

電子記録債権入力画面
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譲
渡

割
引

P   oint!

譲渡や割引ごとの明細や

残高の管理が可能です。

また、“でんさい標準

フォーマット形式”で譲

渡記録請求データを出力

できます。

P   oint!

譲渡や割引の履歴と残高が一目で確認できます。



債権ごとの明細と状態がわかる「明細書」と期日支払日が把握しやすい
「集計表」が出力できます。

期日別銀行別電子債権決済集計表

電子記録債権明細書

電子記録債務明細書

期日別銀行別電子債権入金集計表
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三菱東京UFJ銀行の「電手決済サービス」に対応しています！
現在お使いの支払管理システムなどから出力したデータをインポートするか
手入力し、「電手決済サービス」で受け入れられる形式のデータを出力しま
す。

電手債務データ
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登
録

イ
ン
ポ
ー
ト

または手入力

P   oint!

債権者や口座

情報は事前に

登録したマス

タから選択で

きます。

作
成
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インターネットバンキング
電手決済サービス画面

アップロード

サンプル

電手決済サービスで発生記録請求データを

アップロードします。

※電手決済サービスの操作方法はお取引の三菱東京

UFJ銀行各支店にお問合せ下さい。

決
済

P   oint!

「電手Ｗｅｂサービス」から
ダウンロードしたデータを取
り込むことで自動決済も可能
です。

P   oint!

支払日ごとに件数、金額および月合計の一覧で表示

することが可能です。



三菱東京UFJ銀行の「電手決済サービス」に対応しています！
電子手形データは手入力による登録に加え、｢電手決済サービス｣からダウン
ロードしたデータを加工せずにインポートすることができるので、短時間で
確実にデータの登録ができます。

電子記録債権データ
登
録

譲
渡

割
引
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P   oint!

電子手形を譲渡、割引する場合の「電手決済サービス」への

申込書を指定書式で印刷することができます。

P   oint!

入金日ごとに件数、金額および月合計の一覧で表示

することが可能です。

P   oint!

「電手決済サービ

ス」のWebサービ

スをご利用の場合

はダウンロードし

たファイルを受け

入れることができ

ます。



支払手形データ

支払手形分割画面

従来の紙の手形管理も可能です。支払手形の登録、発行、管理帳票の出力は
もちろん、送り状印刷や宛名シール、印紙税の集計表も可能です。

【手形 支払い業務フロー】

支払手形入力画面

発 行

分 割

支払手形発行画面

登
録

分
割

支払手形サンプル
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P   oint!

P   oint!

印紙税が安くなる振出額

に自動で分割します。

P   oint!

手形番号はいつ

でも変更可能で

す。

P   oint!

手形フォームは

99個登録可能で

す。

取引先別にサイト登

録し、振出日から期

日を自動計算させる

ことが可能です。



手形明細が確認できる「支払手形明細書」、取引先別の「取引先明
細書」、日付ごとに決済額が確認できる「期日銀行別支手決済集計
表」ほか全10種類の帳票をご用意しています。
また、印紙税集計表や送り状も印刷できますので手形支払業務の時
間短縮ができます。
●帳票サンプルはオートデモCD内「帳票集」をご確認下さい。

支払手形明細書

支払手形取引先明細書

期日別銀行別支手決済集計表

送り状

印紙税集計表
12
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受取手形の【手許、割引、裏書、決済】の各てん末管理や各種帳票、領収証および送り状の
発行、宛名シールの印刷ができます。

受取手形データ

イ
ン
ポ
ー
ト

または手入力

割
引

裏
書

受取手形入力画面 受
領

取
立

【取立】【裏書】【割引】への
てん末異動を行います。

取立依頼一括指示画面

領収証サンプル領
収
証

※罫線等印刷済みの専用用紙には合わない可能性があります。

P   oint!

取引先名称、金額欄など各項目を移

動し、オリジナルフォームが作成で

きます。



手形明細が確認できる「受取手形明細書」、取引先別の「取引先明
細書」、日付ごとに決済額が確認できる「期日銀行別受手決済集計
表」ほか全９種類の帳票をご用意しています。
また、取立依頼書や送り状も印刷でき手形管理業務の煩わしさが軽
減できます。
●帳票サンプルはオートデモCD内「帳票集」をご確認下さい。

受取手形明細書

受取手形取引先明細書

期日別銀行別受手決済集計表

送り状

取立依頼書
14
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受け取ったファクタリング債権情報を登録し、割引や譲渡の処理および期日の管理ができ
ます。

ファクタリング債権を登録し管理することができます。期日や決済額など常に最
新の情報を照会・出力ができますので、確実な支払い業務をサポートいたします。

ファクタリング債務入力

期日別銀行別ファクタリング債務決済集計表

ファクタリング債権入力

期日別銀行別ファクタリング債務入金集計表
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受け取った期日現金入金情報を登録し割引や期日の管理ができます。

期日現金支払い情報を登録し管理することができます。期日や決済額など常に最
新の情報を照会・出力ができます。

期日現金（支払）入力

期日現金（入金）入力

期日別銀行別期日現金決済集計表

期日別銀行別期日現金入金集計表



手数料設定画面
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期日現金（支払）入力メニューで登録したデータを全銀形式の総合振込データ
として出力できます。

期日現金（支払）入力画面

振込データ作成画面

振込予定リスト

P   oint!

取引先ごとに手数料の先方・

当方負担を設定できます。先

方負担の場合は支払金額から

手数料を自動計算します。

P   oint!

銀行ごとに未満手数料、以上手

数料の登録ができます。

P   oint!

画面で振込金額合計、先方手数料合計、

支払額合計が確認できます。



インポートメニューを標準搭載しています。
固定レイアウトに合わせていただくことで支払手形データ、受取手形データなど
各データと取引先マスタを一括受け入れできます。
また、受け入れだけでなく専用レイアウトでのエクスポートも可能ですので、基
幹システムとの連携もスムーズかつ柔軟に構築できます。

※インポートレイアウトは弊社ホームページからダウンロードできます。

項目 必須

・取引先コード ◯

・取引先名１ ◯

・取引先名２

・取引先略称 ◯

・取引先カナ

・サイト区分

・郵送区分

・住所１

・住所２

・TEL番号

・FAX番号

・部署名

・担当者名

など

取引先マスタ
インポート内容

手形データ
インポート内容

項目（支払手形） 必須

・手形番号

・手形種類 ◯

・てん末名 ◯
・処理日 ◯

・部門コード

・部門名

・振出日 ◯

・記載期日 ◯

・振出額 ◯

・取引先コード

・取引先名

・銀行コード ◯

・支店コード ◯

など

ファクタリング
データインポート内容

項目（債務） 必須

・管理番号

・てん末名 ◯

・処理日 ◯

・部門コード

・部門名

・記載期日 ◯

・金額 ◯

・取引先コード

・取引先名

・会社銀行コード ◯

・ファクタリング会社コード ◯

など

上記項目はレイアウトの一部です。
その他データおよび並び順等は必ずホームページからレイアウト表をダウンロードして
ご確認下さい。
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「手形の達人for奉行10」に登録した債権[手形][電手][でんさい][ファクタリング][期
日現金]の消し込みが可能です。

ファイル取込画面

抽出設定画面

ファームバンキングやインターネット

バンキングから取得した入出金明細

（全銀）または取引照会（Anser）の

ファイルを取り込みます。

P   oint!

P   oint!

取引先カナの照合条件を変えることでマッチングの

精度を加減できます。また、手数料の設定で差額の

ある入金もマッチング候補として抽出します。

消込処理画面

P   oint!

手形番号や債権記録番号が一

致するデータ、日付と金額が

一致するデータなど一致内容

を表示します。また、複数の

合致データが存在する場合は

候補件数と内容を表示します。



◆データ管理 ◆管理ツール

(1)会社データ選択 (1)プリンタ一括設定
(2)会社データ作成 (2)登録件数情報

(3)会社データ保存 (3)実行中プログラムの表示

(4)会社データ復元 (4)システム設定

(5)会社データ保守

(6)権限登録

(1)システムユーザー登録

(2)会社ユーザー登録

◆導入処理
(1)会社情報登録

(1)会社情報登録

(2)休日登録

(3)印紙税額登録

(4)自社てん末登録

(2)銀行登録

(1)銀行名登録

(2)本支店名登録

(3)銀行本支店仕訳科目登録

(4)会社銀行登録

(5)会社銀行仕訳科目登録

(3)取引先登録

(1)取引先基本情報登録

(2)取引先仕訳科目登録

(3)取引先サイト登録

(4)ファクタリング会社登録
(5)電子債権記録機関登録

(1)電子債権記録機関情報登録

(6)部門登録

(7)備考登録

(8)仕訳伝票設定

(1)伝票区分登録

(2)拡張伝票区分登録

(3)勘定科目登録

(4)補助科目登録

(5)拡張補助登録

(6)事業区分登録

(7)税区分登録

(8)摘要登録

(9)伝票付箋登録

（9）フォーム設計

(1)手形フォーム設計

(2)領収証フォーム設計

◆一括照会

(1)一括月別残高一覧表

(2)勘定明細書

(3)期日別銀行別入金集計表

(4)期日別銀行別決済集計表

◆連動処理

(1)仕訳作成

(2)入金データ作成

(3)支払データ作成

(4)入金消込処理

◆随時処理

(1)マスタデータ作成

(1)取引先エクスポート

(2)マスタデータ受入

(1)取引先インポート

(2)部門インポート

(3)伝票区分インポート
(4)拡張伝票区分インポート

(5)科目インポート

(1)勘定科目インポート

(2)補助科目インポート

(3)拡張補助科目インポート

(4)事業区分インポート

(5)税区分インポート

(6)摘要インポート

(3)データ作成

(1)データエクスポート

(4)データ受入

(1)データインポート

(5)宛名印刷

(1)宛名シール発行

(2)封書宛名印刷

(6)データコンバート

◆日常処理

(1)電子記録債権（電手）

(1)債権情報CSVﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀ受入

(2)電手債権入力

(3)譲渡支払案内印刷

(4)譲渡申込書作成

(5)譲渡成立入力

(6)割引申込書作成
(三菱東京UFJ銀行)

(7)割引申込書作成
(三菱東京UFJ銀行以外)

(8)割引成立入力

(9)電手債権決済指示
(2)電子記録債務（電手）
(1)電手債務入力
(2)電手発生記録請求出力
(3)債務情報CSVデータ受入
(4)電手債務決済指示

◆電子債権照会

(1)電子債権照会

(2)期日別銀行別電手入金集計表
◆電手債務照会
(1)電手債務照会
(2)期日別銀行別電手決済集計表
(3)取引先別明細書

◆日常処理

(1)ファクタリング債権

(1)ファクタリング債権入力

(2)ファクタリング債権割引一括指示

(3)ファクタリング債権決済指示

(4)ファクタリング債権最終てん末取消

(2)ファクタリング債務

(1)ファクタリング債務入力

(2)ファクタリング債務決済指示

◆債権照会

(1)ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ債権照会

(2)相手先別ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ債権明細書

(3)相手先別ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ債権管理表

(4)期日別銀行別債権集計表

(5)割引日別銀行別割引入金集計表

(6)ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ会社別残高一覧表

◆債務照会

(1)ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ債務照会

(2)期日別銀行別決済集計表

◆日常処理

(1)期日現金（入金）

(1)期日現金（入金）入力

(2)期日現金（入金）決済指示

(2)期日現金（支払）

(1)期日現金（支払）入力

(2)期日現金（支払）決済指示

(3)総合振込データ作成

◆入金照会

(1)期日現金（入金）照会

(2)期日別銀行別期入金集計表

◆支払照会

(1)期日現金（支払）照会

(2)期日別銀行別支払集計表

総合

手形

電手

電子記録債権

ファクタリング

期日現金

◆日常処理
(1)受取手形

(1)受取手形入力
(2)受取手形取立依頼一括指示
(3)受取手形割引依頼一括指示
(4)受取手形裏書譲渡一括指示

(5)受取手形自社てん末一括指示
(6)受取手形取立・割引依頼書
(7)受取手形決済指示
(8)領収証

(1)領収証一括入力
(2)領収証個別入力
(3)領収証分割
(4)領収証連続発行

(5)印紙税集計表
(6)領収証送付案内

(2)支払手形
(1)支払手形入力
(2)支払手形分割一括指示
(3)支払手形期日到来決済指示
(4)支払手形連続発行
(5)印紙税集計表
(6)支払手形送付案内
(3)自己受為替手形
(1)自己受為替手形入力

(2)未回収管理表
(3)自己受為替手形連続発行
(4)預り手形入力
(5)担保提供手形入力

(6)差入手形入力
◆受手照会
(1)受取手形照会
(2)受取手形取引先明細書

(3)受取手形取引先管理表
(4)取引先別受取手形一覧表
(5)期日別受取手形一覧表
(6)銀行別割引手形一覧表

(7)期日銀行別決済集計表
(8)受取手形増減明細書
(9)入金月決済月別受手管理表

◆支手照会
(1)支払手形照会
(2)支払手形取引先明細書
(3)支払手形取引先管理表

(4)支払手形増減明細書
(5)振出決済月別支手管理表
(6)銀行別管理表
(1)銀行別支手振出明細書
(2)銀行別支手決済明細書
(3)銀行別支手振出集計表
(4)銀行別支手決済集計表

(7)期日銀行別決済集計表
◆総合照会
(1)月別残高一覧表
(2)全社手形期日管理表

(3)銀行別手形期日管理表
(4)銀行本支店別手形期日管理表

◆日常処理

(1)電子記録債権

(1)でんさい発生記録請求入力

(2)でんさい発生記録請求出力

(3)債権登録

(4)でんさい譲渡記録請求出力

(5）割引申込書印刷

(6）債権決済指示

(2)電子記録債務

(1)でんさい発生記録請求入力

(2)でんさい発生記録請求出力

(3)債務登録

(4)債務決済指示

(5)支払通知書印刷

(3)でんさい発生・譲渡記録請求結果受入

(4)でんさい通常通知受入

(5)でんさい照会結果受入

◆債権照会

(1)電子記録債権照会

(2)期日別銀行別入金集計表

(3)取引先別明細書

(4)取引先残高管理表

(5)銀行別割引一覧表

◆債務照会

(1)電子記録債務照会

(2)期日別銀行別決済集計表
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OS Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 Service Pack1 （各OS 32bit版、64bit版に対応しています。）

CPU インテル Pentium 4 3GHz以上(推奨：インテル Core2 Duo 2GHz 以上)

メモリ 1GB以上（推奨2GB以上）

周辺機器 上記OSに対応した接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換プログラム・プリンタ・DVDドライブ

必要なソフトウェア Windows Installer 4.5.2以降、Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack1
※このソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。

解像度 １０２４×７６８以上を推奨

データベース SQL Server 2014 SP1 Express Edition 32ビット版(x86)
※1データベース領域として、最大10GBまで使用できます。

※パブリッククラウド環境へライセンスの持ち込みはできません。

ハードディスク 1.5GB以上必要(データは除く)

プリンタ
上記OSで使用可能なレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタ（手形発行のみ）
※連帳印刷はできません。また単票の連続給紙にはガイドが必要な場合があります。）
◇手形発行用プリンタ必要条件【手形用紙サイズの設定および手形用紙短辺の給紙が可能なプリンタ】
◇手形発行で使用できる文字はShift_JISで規定され、使用フォントに該当文字が登録されているもののみです。旧漢字や有料フォントをご利用の
場合は文字として表現されない可能性があります。

スタンドアロン版

サーバ クライアント

OS Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
Service Pack1,Windows Server 2008 Service Pack2

Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 Service Pack1

CPU インテル Core2 Duo 2GHz以上(推奨：インテル Xeon 5300番台以上)また
は同等の互換プロセッサを搭載した日本語OSの 32ビット版(x86) または
64ビット版(x64)

インテル Pentium 4 3GHz以上(推奨：インテル Core2 
Duo 2GHz 以上)

メモリ 1.5GB以上(推奨：4GB以上) 1GB以上（推奨2GB以上）

周辺機器 上記OSに対応した接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換プログラム・プリンタ・DVDドライブ

必要なソフトウェア
Windows Installer 4.5以降
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack1
※このソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。
※ .NET Framework 3.5 Service Pack1をインストールする際はインターネット環境が必要です。

解像度 １０２４×７６８以上を推奨

データベース SQL Server 2014 Standard Edition 
本製品では、SQL Server 2014 StandardEditionをインストールすることができます。

※パブリッククラウド環境へライセンスの持ち込みはできません。

ハードディスク 1.5GB以上必要(データは除く)

プリンタ

上記OSで使用可能なレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタ（手形発行のみ）
※連帳印刷はできません。また単票の連続給紙にはガイドが必要な場合があります。）
◇手形発行用プリンタ必要条件【手形用紙サイズ設定および手形用紙短辺の給紙が可能なプリンタ】
◇手形発行で使用できる文字はShift_JISで規定され、使用フォントに該当文字が登録されているもののみです。旧漢字や有料フォントをご利用の
場合は文字として表現されない可能性がります。

LANPACK版

＊Microsoft 、Windows 10,Windows 8.1､Windows 7､SQL Server、Windowsは、Microsoft Corporationの米国、日本その他の国における登録商標または商標です。
＊でんさい、でんさいネットは㈱全銀電子債権ネットワークの登録商標です。
＊その他記載されている会社及び製品名は、各社の商標登録または商標です。



手形の達人for奉行10 製品価格
税抜価格

年間保守料
税抜価格

スタンドアロン ¥245,000
※初年度保守料込

¥45,000 
※2年目以降の保守価格

２ｸﾗｲｱﾝﾄ（with SQLServer） ¥500,000 ¥55,000

３ｸﾗｲｱﾝﾄ（with SQLServer） ¥880,000 ¥88,000

５ｸﾗｲｱﾝﾄ（with SQLServer） ¥1,080,000 ¥108,000

１０ｸﾗｲｱﾝﾄ（with SQLServer） ¥1,728,000 ¥172,800

訪問指導サービス 税抜価格

かんたん導入コース （3時間☓1回） ¥80,000

しっかり習得コース （3時間☓2回） ¥140,000

追加指導 （3時間☓1回） ¥80,000

インストール作業 スタンドアロン ¥30,000

インストール作業 サーバプログラム ¥60,000

インストール作業 クライアントプログラム(1台) ¥20,000

インストール作業 SQLServer ¥150,000

手形フォーム設定基本料(プリンタ設定＋１フォーム) ¥30,000

手形フォーム追加設定料 ¥10,000

・LANPACK版のSQLServerライセンス無しは販売しておりません。

※別途消費税が必要となります。

・指導、インストール作業等は必須ではありません。必要に応じてご利用下さい。
・上記指導サービスは2名受講時です。多人数での受講をご希望の場合は別途お問合せ下さい。
・各サービスはユニオンソフトまたは委託した認定会社が行います。
・別途交通費および出張費が必要な場合があります。

※別途消費税が必要となります。


