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関連ソフトウェア
これは、NCHソフトウェアから利用可能なすべてのソフトウェアをブラウズするため
の便利な方法です
オーディオ、ビデオなどの種類別に一連の製品を表示し、製品を表示できます。そこ
から製品を試してみて、それはあなたが試してみるためにそれをダウンロードしてイ
ンストールします。製品が既にインストールされている場合は、[今すぐ実行] 
をクリックすると、プログラムが起動します。
カテゴリ内の製品の機能の一覧もあります。「ビデオファイルの編集」などの機能を
クリックして、その機能を備えた製品をインストールします。
検索
当社のウェブサイトで、入力したキーワードに一致する製品を検索します。
当社のソフトウェアの詳細を見る
その他のソフトウェアについては、当社のウェブサイトを参照してください。
ニュースレターを購読する
新しいリリースや割引のお知らせについては、ニュースレターを購読することができ
ます。購読はいつでも解除できます。
購入のための最新の割引を見る
当社の製品を購入するために提供している最新の割引をご覧ください。
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概要
Express Accountsをインストールいただき、ありがとうございます。 
Express 
Accountsは銀行口座や見積書/注文請書/請求書などの作成と管理を行い、ビジネス会
計をお手伝いするためのソフトウェアです。Express 
Accountsを使えば、面倒な会計作業や税務処理を簡単に行うことができます。 
Express Accounts generates、プログラムから直接印刷、電子メール、または FAX 
送信できる本格的なレポートを作成できます。すべての口座取引を追跡し、銀行口座
明細書と調整することができます。また、プログラムから直接印刷、電子メールまた
はファックスすることができ、プロの外観の見積もり、受注や請求書を生成します。
次に、期限切れの請求書の追跡や税金やその他の会計申告の準備に使用できるレポー
トで支払われた請求書を追跡します。また、自動明細書と定期的な請求請求書もサポ
ートしているので、顧客への請求を覚えておく必要はありません。
Express Accountsは、1分以内でインストールし実行を開始することができます。 
機能 
● ビジネス仕様の報告書を素早く作成します
● ビジネス仕様の見積書、注文請書、および請求書を素早く作成します
● 定期発行する注文書や請求書をを自動作成します（例：請求書を毎月発行）
● 得意先、営業担当者、または品目別に売上を分析します
● 報告書を印刷または電子メール（pdf）/Faxで送信します
● 複雑な会計ソフトを学ぶ必要がありません
● 使用できる勘定の数は、ハードドライブに容量がある限り、最新のコンピュータで

約10万個まで作成できます
● 会計士に提出するための総合的な報告書を作成します
● 勘定取引と銀行明細書の消し込みを行います
● 製造業およびサービス業のどちらにも使用できます
● 1度のインストールで、複数の（無制限）企業を扱うことができます
● インストール後、1分以内で印刷準備完了です
● 日々の業務を簡単に行うことができるよう設計されています
システム要件
● ウィンドウズ XP 以降 (ウィンドウズ 10 を含む)
Optionalオプション
● インターネット接続(電子メールでレポートを送信する場合)
● プリンタ (レポート印刷用)
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ソフトウェアライセンス規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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はじめに - クイックスタートウィザード
Express Accountsのインストール後に新規事業を追加を選択すると、クイックスター
トウィザードが起動します。
ウィザードは、次に挙げる、ビジネスの基本となる詳細設定をお手伝いします：
● 事業名：会社名などビジネスの名称です。各種報告書および請求書類に表示されま

す。
● 勘定科目一覧表：勘定科目の一覧はExpress 

Accountsに標準装備されているデフォルトの一覧を選択するか、既存の一覧をイ
ンポートして設定することができます。勘定科目一覧表は後から必要に応じて変更
することができます。勘定科目一覧表のカスタム化についての詳細は、「はじめに
」の欄から「勘定科目一覧表」のページをご覧ください。

● 住所および問い合わせ先：ここに入力した詳細は、報告書および請求書に表示され
ます。
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はじめに - メイン画面について
メニュー

アカウント - [アカウント]メニューには、Webアクセス、
バックアップと復元データ、クローズドツーデイト、複数のビジネス アカウント

インポート、終了などのExpress 
Accountsを操作するための一般的なアクションExpress Accounts.
売上：　新規請求書の作成や入金処理、請求書一覧の表示、見積書や注文請書、
貸方票の作成などを行います。
仕入：　仕入と支払いに関する作業を行います。注文書の作成や注文書の表示、
また買掛金の入力、買掛金の表示、および買掛金の支払いを入力などが可能です。
取引： 支払や入金、手動での仕訳、勘定の消し込み、得意先残高の再計算などの
画面に素早くアクセスできます。
報告書：　各種の報告書を選択することができます。
表示：　得意先や仕入先、請求書、勘定科目一覧表などを表示します。
ツール -ツールメニューから定期請求書や、注文請書および 明細の発行を行います
（（これらの項目がエクスプローラバーにない場合）。またここからオプションダ
イアログへのアクセスやExpress Accountsの登録を行うこともできます。
ヘルプ：　Express 
Accountsのマニュアルや製品のWebサイト、テクニカルサポート、関連するプロ
グラムなど、役立つリンク先が記載されています。
ツールバー

選択したタブにより、ツールバーが変わります。各タブのツールバーには、次のアイ
コンが含まれています：

帳簿：　帳簿一覧が表示され、Express 
Accountsを使って作成したすべての仕訳の一覧が表示されます。
報告書：　必要な報告書を選択します。
表示：　得意先や仕入先、請求書、勘定科目一覧表などから選んで画面に表示しま
す。
Web アクセス- Web アクセス アイコンをクリックすると、エクスプレス 
アカウントの Web インターフェイスが開きます。Web アクセスは
、[オプション] ~ [Web アクセス]タブから構成できます。
オプション - オプション ウィンドウは、ビジネス情報、会計、地域設定、売上税、
支払い、在庫設定、ページ レイアウト、ページ スタイル、請求書、見積もり、
販売注文、発注書、貸方票、梱包明細、領収書、小切手、明細書 、Web アクセス

他のオプションなど、多くのプログラム設定を構成およびカスタマイズでき
る場所です。
購入：　Express 
Accountsの購入およびアップグレードを行うページが表示されます。
カタログ：カタログをクリックするとNCH 
ソフトウェアの全製品をご覧になりダウンロードすることが可能です。
[ヘルプ] - [ヘルプ] ボタンをクリックしてExpress Accounts 
documentationを開きます。
エクスプローラバー
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エクスプローラ バーは、Express 
Accounts.の左側のサイドバーに表示され、使用する可能性のある最も一般的なタス
クへのリンクが含まれており、選択したタブ 
ビューに関連するリンクが含まれています。各セクションの見出しをクリックすると
、そのセクション内のリンクが展開または折りたたまれ、このセクションは必要に応
じてカスタマイズできます。

To Do - エクスプローラ バーの To Do セクションにあるリンクは、Express 
Accounts使用した回数、定期的な支払いや請求書の実行がスケジュールされてい
る場合、またはエクスプレス 
アカウントがデータのバックアップの時期であると考えているかどうかによって異
なります。
フローチャート

Express Accountsのメイン画面左側にあるフローチャートを使うと、Express 
Accountsで良く使う機能へ素早くアクセスすることができます。チャート内はグルー
プ分けされており、また会計処理の流れを示す矢印を表示することで、一般的な会計
処理をスムーズに行えるようになっています。チャートの内容はタブごとに異なり、
各タブで必要な作業へより素早くアクセスできるよう設計されています。

タブ
各タブには、会計処理に必要な機能のリンク先が表示されています。ツールバー、エ
クスプローラバー、およびコントロールパネルは、選択したタブに応じたものが表示
されます。
Express Accountsタブ
[アカウント] タブには、Web アクセス、データのバックアップと復元、
複数のビジネス アカウントの切り替え、終了など、Express 
Accountsを操作するための一般的な操作に関するリンクを含むメニューが開きますE
xpress Accounts.
ホームタブ
ホームタブには、Express 
Accountsを使用中、最も頻繁に使用するリンク先が含まれています。例えば、画面左
側に表示されているエクスプローラバーをご覧ください。ホームタブを選択すると、
次のリンクがエクスプローラバーに表示されます：
● 取引：　支払い、入金、帳簿を表示、勘定の消し込み。
● 売上：　請求書を作成または得意先の決済を実行。
● 仕入：　注文書を作成、新規買掛金を入力および支払い。
● 銀行取引：　勘定の消し込み。
● 報告書：　損益計算書と貸借対照表を表示します。「報告書」タブをクリックする

と、その他の報告書を表示します。
● 設定：　勘定科目一覧表の各種設定は以下で行います：オプションリンク。
エクスプローラバーの下にある領域で、各勘定の残高、収入や利益等を素早く確認す
ることができます。
売上タブ
売上タブには、Express 
Accountsの売上に関連するリンク先が含まれています。売上タブを選択すると、次の
リンクがエクスプローラバーに表示されます：
● 請求書無しの売上：　請求書を発行しない取引の入金を素早く記帳します。
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● 見積書：　新規見積書、注文請書を作成、または、見積書を注文請書に変換します
。

● 請求書： 新規請求書、入金処理の作成、または以下の書類の表示を行います：
請求書一覧。

● 請求書の項目：　全ての品目の在庫管理を行います。
● 得意先：　新規得意先を追加　および、得意先一覧の表示と管理を行います。
● 売上報告書：　売上に関する報告書を表示します。「報告書」タブをクリックする

と、報告書の一覧が表示されます。
エクスプローラバーの下にある領域で、先月からの売上状況および売掛金残高を素早
く確認することができます。
仕入タブ
仕入タブには、Express 
Accountsの仕入に関連するリンク先が含まれています。仕入タブを選択すると、次の
リンクがエクスプローラバーに表示されます：
● 支払いを入力-支払い前回入力した買掛金に対する請求書の支払い、または

その他の支払い。
● 買掛金：　後日払いの請求書を新規買掛金として入力し買掛金一覧を管理します。
● 注文書： 新規注文書を作成し、後に買掛金として処理することができます
● 仕入先 -新規仕入先の追加および仕入先一覧の管理を行います。
● 仕入報告書： 

仕入に関連する報告書を表示します。報告書の一覧を表示するには、「報告書」タ
ブをクリックします。

このタブのエクスプローラバーの下にある領域で、今月と先月の費用状況および買掛
金残高を素早く確認することができます。
銀行取引タブ
銀行取引タブには、Express 
Accountsの銀行取引に関連するリンク先が含まれています。勘定の消し込みを素早く
行うには、「消し込み」のヘッダをクリックします。当座預金を消し込みをクリック
すると、当座預金の消し込みを行う、勘定消し込みダイアログが開きます。また、普
通預金を消し込み2のリンクは、普通預金を消し込むための設定ダイアログですが、
必要に応じて別の口座を選択することもできます。
このタブのエクスプローラバーの下にある領域で、銀行残高を素早く確認することが
できます。
報告書タブ
報告書タブは、Express 
Accountsで作成可能な報告書の一覧を表示します。エクスプローラバーの下にある領
域で、純資産および先月と今月の利益を素早く確認することができます。
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はじめに - 勘定科目一覧表
勘定科目表は、組織で使用するすべての取引先企業の一覧です。Express Accounts 
で新しいビジネスを設定すると、既定の勘定科目表の一覧を使用するか、手動で作成
するかを確認するメッセージが表示されます。
デフォルトの勘定科目一覧表を使用する場合
デフォルトの勘定科目一覧表を表示するには、ツールバーの画面表示アイコンをクリ
ックし、勘定科目一覧表を表示します。勘定科目一覧表の画面が開き、勘定の表示、
追加、編集、削除、復元を行うことができます。各勘定にはExpress 
Accountsにより番号を割り当てられていますが、番号は必要に応じて変更することが
できます。
科目名、勘定番号、繰越金額等の勘定のプロパティを変更するには、勘定を選択して
、ツールバーの編集をクリックします。勘定プロパティのオプションに関する詳細は
、このマニュアル内の「各画面について」の項目から勘定のプロパティをご覧くださ
い。
手動で勘定科目一覧表を作成
以前使用していた会計システムやソフトウェアを使って既に作成済みの勘定科目一覧
表がある場合、勘定科目一覧表を手動で作成することもできます。これはセットアッ
プウィザードで事業毎に選択することができるオプションで、Express 
Accountsのデフォルトの勘定科目一覧表を使用することなく独自の勘定科目を読み込
み、追加等を行うことができます。勘定科目一覧表を作成するには、ツールバーの画
面表示アイコンをクリックし、勘定科目一覧表を選択します。勘定科目一覧表の画面
が開き、勘定の追加、編集、削除、復元を行うことができます。
新規勘定を作成するには、ツールバーの新規アイコンをクリックします。新規勘定ダ
イアログが開きます。勘定科目一覧表を手動で作成するには、新規勘定を作成を使い
ます。勘定に必要な情報を入力し、追加ボタンをクリックして勘定科目一覧表に勘定
を追加します。新規勘定作成のオプションに関する詳細は、このマニュアルの「各画
面について」から新規勘定の項目を参照してください。
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はじめに - 税金
Express 
Accountsを使って得意先の請求書を作成する場合は、行政機関に定められている税金
の設定を行う必要があります。ユーザーがお住まいの国や州に応じてExpress 
Accountsが自動的に税率を設定する場合もありますが、この場合でも税率が正しいか
どうかを必ず確認し、必要に応じて税率の修正を行ってください。Express 
Accountsは、ユーザーのコンピュータシステムの地域設定を元にコンピュータの所在
地を検出しますので、システムが正しく設定されていることをご確認ください。
税率設定ダイアログを表示するには、ツールバーのオプションアイコンをクリックし
、税金タブをクリックします。新規税率は、追加ボタンをクリックして作成します。
税金欄は必要に応じた数を追加することができます。また、品目別に適用する税金を
選択することもできます。この機能により、請求書作成の時間を節約することができ
ます。
新規請求書ダイアログ内の品目に税金を課する方法。デフォルトの税金額を設定して
いない場合、または、デフォルトで設定した品目の税金を変更したい場合、プルダウ
ンメニューから品目用の税金額を選択します。Express 
Accountsにより全ての税金が算出され、請求書の下部に記載されます。
こちらもご覧ください：
● オプション~税金
● 新規請求書
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はじめに - 書面のカスタム化
Express 
Accountsでは、見積書、注文書、請求書、および報告書の印刷形式に以下のような設
定をすることができます：
● 見積書/注文書/請求書、および報告書のヘッダに会社のロゴを挿入。詳しくは

オプション~ 会社をご覧ください。
● 領収書やレシートに会社のロゴを挿入。詳しくはオプション~領収書をご覧くださ

い。
● 見積書/注文書/請求書の項目名や、書面下部に表示するコメントをカスタム化。詳

しくはオプション ~ ページ レイアウト、オプション~ 請求書の内容、
オプション ~ ページ スタイル、オプション~見積書および注文請書の項目をご覧く
ださい（「各画面について」のページ内）。

● 各種の参照番号に接頭番号を設定。既存のシステムからデータを移行する場合など
に特に役立ちます。詳しくはオプション ~ 会計をご覧ください。

● 通貨記号や、日付の表示形式、小数点および千単位用記号、小数点以下の切捨て桁
数、用紙サイズなどを、ビジネス拠点に合わせて設定。詳しくはオプション~地域
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はじめに - Express Accountsの登録
エクスプレスアカウントでは、インストールごとにライセンスを購入して登録する必
要があります。価格情報は、エクスプレスアカウントのホームページ(www.nchsoftw
are)の購入リンクから確認できます。com/accounting/plus.html
ライセンスをご購入いただくと、13桁のライセンス用シリアル番号を電子メールでお
知らせします。ライセンスの有効化方法もメールに記載されていますのでご参照くだ
さい。
Express Accountsをアクティブ化するには、[アカウント] メニューまたは [ツール] 
メニューの [ソフトウェアの登録] を選択し、ソフトウェア登録ウィンドウの 
[ステップ 2: シリアル番号のアクティブ化] セクションの 
[オンラインのアクティブ化] 
リンクをクリックします。これにより、NCHソフトウェアWebサイトの[ソフトウェ
アのアクティベーション]ページが表示されます。注: 
ソフトウェアのライセンス認証を行うために Express 
アカウントを再インストールする必要はありません。
所定の欄にライセンスのシリアル番号および登録に必要な個人情報を入力し、「ソフ
トウェアのライセンスを有効にする」ボタンをクリックします。ライセンスの登録コ
ード（お名前 - 住所 - ID - 
キー）がブラウザに表示され、また電子メールでも同じ情報をお知らせいたします。
Express 
Accounts登録コードの欄にコードを入力し（メールでお知らせしたものとまったく同
じ形式で入力いただく必要があります）、登録ボタンをクリックすると登録が完了し
ます。 
注意：　登録コードの書かれた電子メールに記載されている注意事項をよくお読みい
ただいた後は、メールのコピーを印刷し安全な場所に保管しておいてください。
また、使用しているバージョンの easetup.exe Express Accounts ソフトウェア 
インストール ファイルのコピーを保持することをお勧めします。この .exe 
ファイルを CD または USB フラッシュ ドライブなどのポータブル 
メディアに配置し、ライセンス登録およびアクティベーション 
コードの印刷物を使用して安全に保管してください。
登録コードが認証されない場合...
1. 登録用のコードが正しく入力されていることを確認してください。大文字や小文字

が間違って使われていないか、余計なスペースが無いかなどを良く確認してくださ
い（IDキーをコピーして貼り付けることで、こうした間違いを防ぐことができま
す）。

2. Express Accounts 
licenseがしばらく前に購入された場合、以前のバージョンでは、使用しているラ
イセンス登録およびアクティベーションコードが、より新しいバージョンの 
Express 
アカウントでは動作しない可能性があります。この場合、アップグレード 
ライセンスはupgrade/index.htmlで購入www.nch.com.au/必要があります。

3. 
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Express アカウントを再インストールする必要があり (ハード 
ドライブの再フォーマットや交換に続く場合など)、ライセンスの登録およびアク
ティベーション コードが使用しているExpress Accounts 
thatのバージョンで以前に動作している場合は、コードのリセットが必要になるこ
とがあります。Web 
サイトのwww.nch.com.au/support/regcontact.htmlの電子メール 
フォームを使用して NCH 登録サポートに連絡し、コードの完全な詳細 (名前 - 
場所 - ID - キー) を含めます。
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はじめに - ショートカットキーについて
キーボードのショートカットを使うと、Express 
Accountsを使った作業を更に素早く行うことができます。
プログラム全体で使えるショートカット
以下の2つのショートカットは、どの画面でも使用することができます：
Webインターフェイスを開く Ctrl+W
設定とオプションの調整Ctrl+O 
主画面
新規請求書 Ctrl+N
請求書一覧を表示Ctrl+I
得意先からの入金一覧Ctrl+P
得意先一覧を表示Ctrl+C
品目一覧を表示Ctrl+T
得意先からの入金を入力Ctrl+Y
定期請求一覧を表示Ctrl+R 
注文請書一覧を表示Ctrl+S
新規注文請書 Ctrl+D
新規見積書 Ctrl+Q
見積書一覧を表示Ctrl+U 
勘定科目一覧表 Ctrl+A
手動で記帳 Ctrl+J
勘定の消し込み Ctrl+E
仕訳一覧を表示Ctrl+V
定期請求を実行 F5
明細書を自動発行 F6
製品マニュアルを表示F1
Express Accountsを終了 Alt+F4
報告書
この報告書を印刷Ctrl+P
PDFで保存 Ctrl+S
この報告書を電子メールで送信 Ctrl+E
勘定科目一覧表
デフォルトを作成 Ctrl+D
勘定を追加Ctrl+N
元に戻す Ctrl+R
勘定を検索 Ctrl+F 
次の勘定を検索 F3
編集 Enter
削除 Delete
ウィンドウを閉じる Esc
買掛金一覧
新規入金Ctrl+N
入金を検索 Ctrl+F 
次の入金を検索 F3 
編集 Alt+Enter
削除 Delete
ウィンドウを閉じる Esc
買掛金の支払い一覧
新規買掛金Ctrl+N
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支払いを入力Ctrl+Y
買掛金を検索 Ctrl+F
次の買掛金を検索 F3
編集 Alt+Enter
削除 Delete
ウィンドウを閉じる Esc
小切手一覧
小切手を電子メールで送信 Ctrl+E
新規小切手 Ctrl+N
小切手を無効にするDelete
小切手を印刷Ctrl+P 
小切手を検索 Ctrl+F 
次の小切手を検索F3 
編集 Alt+Enter
ウィンドウを閉じる Esc
入金一覧
新規入金Ctrl+N
クレジットカードにチャージCtrl+C
印刷プレビューCtrl+Shift+P
領収書を印刷Ctrl+P
領収書を電子メールで送付 Ctrl+E 
入金を検索 Ctrl+F 
次の入金を検索 F3 
編集 Alt+Enter
削除 Delete
ウィンドウを閉じる Esc
返金一覧
新しい払い戻しCtrl + N
クレジットカードにチャージCtrl+C
印刷プレビューCtrl+Shift+P
領収書を印刷Ctrl+P
領収書を電子メールで送付 Ctrl+E 
払い戻しを検索Ctrl + F
次の払い戻しF3 を検索
編集 Alt+Enter
削除 Delete
ウィンドウを閉じる Esc
仕訳一覧
電子メールで送信 Ctrl+E
新規記帳 Ctrl+N
PDFで保存 Ctrl+S 
記帳を印刷Ctrl+P 
記帳を検索 Ctrl+F 
次の記帳を検索 F3 
編集 Enter
削除 Ctrl+Delete
ウィンドウを閉じる Esc
仕入先一覧
仕入先を追加Ctrl+N
削除 Delete
編集 Alt + Enter
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仕入先にメールを送付 Ctrl+E
仕入先に電話 Ctrl+T
仕入先を検索 Ctrl+F 
次の仕入先を検索 F3
ウィンドウを閉じる Esc
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はじめに - 簿記会計ガイド（英語サイト）
簿記初心者向けの分かりやすい説明書は、FastTrack 簿記会計 Web サイト（英語） 
www.fastpathbooks.com/を参照してください。このサイトでは以下について学ぶこ
とができます：
● 簿記会計とは何ですか？
● 勘定の種類
● 取引の検索・確認
● 報告書
● 仕訳のグループ化：　帳簿の記帳
● 消費税
● 減価償却
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よく使うタスク - 商品/サービスの入力
Express 
Accountsは実体のある商品だけでなく、各種サービスなども「商品」として記録し、
見積もりや注文書、請求書などを作成することができます。Express 
Accountsではサービス（例えば翻訳サービスなど）も「商品」として扱われますので
、サービスの詳細を品名に入力します。新規品目/サービスの追加は、「新規請求書」
から追加、「品目一覧」を使った追加、品目のインポートの3つの方法からお選びい
ただけます。
新規請求書/見積書/注文書から品目を追加する方法
請求書や見積書、注文書の作成時に入力した新規品目は、自動的に品目情報が追加さ
れるため、効率良く情報の入力を行うことができます。この方法で追加した新規品目
には、品番、品名、単価および税金が記録されます。
注意： 
在庫数の管理を行う場合は、品目一覧から品目の編集を行います（下記参照）。
新規請求書を作成/既存の請求書を編集、新規見積書を作成/既存の見積書を編集、
新規注文請書を作成/既存の注文請書を編集「各画面について」の項目で各フォームの
入力方法が説明されています。
品目一覧から品目を追加する方法
ツールバーの画面表示アイコンをクリックして品目を選択すると、品目一覧が表示さ
れます。新規品目を追加するには、ツールバーの追加アイコンをクリックします。品
目ダイアログには、タブが2つあります。品目タブには品名を入力します。Express 
Accountsを使って在庫管理を行う場合は、在庫タブで実在庫数、適正在庫数、発注点
在庫数を入力します。入力後はOKボタンをクリックすると情報が保存されます。
既存の品目またはサービスの詳細を変更する場合は、品目一覧から品目を選択し、ツ
ールバーの編集アイコンをクリックします。
品目ダイアログの詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から
品目 ~ 品目と品目 ~ 在庫のページをご覧ください。
品目をCSVファイルまたはExpress Accounts 内の他の事業からインポート
CSVファイルから- 
以前に使用したアイテムのリストをインポートして、新しいアイテムをエクスプレス
アカウントに入力する時間を節約できます。リストをインポートするには、[アイテム
] リストを開き、[アイテム]メニューをクリックして、[CSV 
からアイテムをインポート] をクリックします。CSV 
ファイルを参照して開きます。[CSV フィールドの一致] ダイアログが [エクスプレス 
アカウント] で開きます。CSV ファイルの列をエクスプレス 
アカウントの見出しと一致させる必要があります。この方法の詳細については、ヘル
プ トピック「このマニュアルの画面参照」セクションの「CSV フィールドの一致」
を参照してください。
Express Accounts内の他の事業から品目を追加：　Express 
Accountsに設定されている他の事業から品目をインポートするには、品目一覧から品
目メニューをクリックし他の事業から品目をインポートをクリックします。表示され
たダイアログの画面上部で、インポートを行う品目が保存されている事業を選択する
と、画面下部にこの事業の品目が表示されます。インポートしない品目のチェックマ
ークを外した後、インポートボタンをクリックします。
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よく使うタスク - 新規得意先を追加
Express 
Accountsは商品やサービスなどの販売品目をプログラム内に記憶することで、見積書
や注文書、請求書などの作成を素早く行います。Express 
Accountsはまた、得意先のクレジットカード情報や最新の支払記録を記録し、請求漏
れや回収漏れを防ぎます。
新規得意先は、新規請求書/見積書/注文書の作成時に、得意先一覧から追加、または
得意先一覧をインポートする形で追加することができます。
新規請求書/見積書/注文書から得意先を追加する
請求書や見積書、注文書の作成時に入力した新規得意先は、自動的に得意先情報が追
加されることから、これが最も効率的な新規品目の追加方法と言えます。新規請求書/
見積書/注文書の作成時に新規得意先を入力した場合、請求書、見積書、注文書の保存
・記録と同時に得意先名が自動的に保存されます。
この方法では、得意先名が保存されるだけで、問い合わせ情報は保存されませんので
、ご注意ください。全ての情報を追加するには、得意先名を新規得意先情報欄に入力
後、入力欄の右側にある得意先情報を編集ボタンをクリックし、得意先ダイアログに
その他の情報を入力します（詳細は下記を参照）。
請求書や見積書、注文書に関する詳細は以下をご覧ください： 
新規請求書を作成/既存の請求書を編集、新規見積書を作成/既存の見積書を編集、
新規注文請書を作成/既存の注文請書を編集「各画面について」の項目で各フォームの
入力方法が説明されています。
得意先一覧から得意先を追加
ツールバーの画面表示アイコンをクリックして得意先を選択すると、得意先一覧が表
示されます。新規得意先を追加する場合は、ツールバーの追加アイコンをクリックし
ます。以下の4つのタブがある、得意先ダイアログが開きます：
● 得意先タブ ： 請求先住所等の得意先の問い合わせ情報を入力します。
● クレジットカードタブ ： 

支払処理を素早く行うために得意先のクレジットカード情報を入力しておきます。
得意先情報保護のため、得意先のクレジットカード番号はドットで表示されます。

● その他タブ 
：得意先の送付先住所や支払い条件など、その他の情報を入力します。

● 情報タブ 
：得意先の明細を表示し、最新の支払い状況を確認することができます。得意先一
覧から新規得意先を作成する場合、一旦保存するまでこのタブは表示されません。

得意先情報を保存するには、OKをクリックします。
得意先一覧から既存の得意先を編集する場合は、編集する得意先を選択し、ツールバ
ーの編集アイコンをクリックします。
得意先をCSVファイルまたはExpress Accountsの他の事業からインポート
CSVファイルから- 
以前に別のプログラムで使用した顧客のリストをインポートして、新規顧客をエクス
プレスアカウントに入力する時間を節約できます。リストをインポートするには、[顧
客] リストを開き、[顧客] メニューをクリックして、[CSV から顧客をインポート
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] をクリックします。CSV ファイルを参照して開きます。[CSV フィールドの一致] 
ダイアログが [エクスプレス アカウント] で開きます。CSV 
ファイルの列をエクスプレス 
アカウントの見出しと一致させる必要があります。この方法の詳細については、ヘル
プ トピック「このマニュアルの画面リファレンス」の「CSSV フィールドの一致」を
参照してください。
Express Accountsの他の事業からインポートする： Express 
Accountsに設定されている他の事業から得意先をインポートする場合は、得意先一覧
から得意先をクリックし、他の事業から得意先をインポートをクリックします。表示
されたダイアログの画面上部で、インポートを行う得意先が保存されている事業を選
択すると、画面下部にこの事業の得意先が表示されます。インポートしない得意先の
チェックマークを外した後、表示されたダイアログの画面上部から、インポートボタ
ンをクリックします。
こちらもご覧ください：
● 得意先一覧
● 得意先~得意先
● 得意先~ クレジットカード
● 得意先~ その他
● 得意先~ 情報
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よく使うタスク - 得意先明細書
得意先明細を作成
Express 
Accountsは得意先残高を管理することで、得意先の支払い情報を素早く確認すること
ができます。得意先残高は、得意先一覧の得意先名の横に表示されます。ツールバー
の画面表示アイコンをクリックして得意先を選択すると、得意先一覧が表示されます
。得意先一覧から明細書の表示や印刷、送信を行う場合は、必要な得意先をハイライ
トした後、明細書アイコン横の小さい三角形をクリックして、送信、保存、またはプ
レビューのいずれかを選択します。明細書ボタンをクリックして期間を入力すると、
明細書が作成されます。
明細書を自動送信
Express 
Accountsの自動明細書送信機能を使用すると、得意先に残高を自動的に知らせること
ができます。この機能を使用するには、ツールバーのオプションアイコンをクリック
し、その他タブをクリックします。自動明細書セクションで、「残高のある得意先」
、「支払期限超過の得意先」のいずれかを選択し、必要に応じて明細の送信を行う最
低残高を設定します。
未払いの得意先の報告書
未払いの得意先の報告書へアクセスするには、報告書タブをクリックし、未払いの得
意先の報告書を選択します。 
未払い残高のある得意先のみ、この一覧に表示されます。「支払日」の見出しをクリ
ックして並べ替えを行うと、支払日の過ぎた得意先を簡単に確認することができます
。
こちらもご覧ください：
● 得意先一覧
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よく使うタスク - 新規仕入先を追加
販売業者や製造業者から頻繁に購入を行うビジネスにExpress 
Accountsを使う場合は、こうした業者の情報をプログラム内に記録しておくことで、
注文書の作成などを素早く行うことができます。
ツールバーから画面表示をクリックして、仕入先を選択すると、仕入先一覧が表示さ
れます。新規仕入先を追加するには、ツールバーの追加アイコンをクリックします。
仕入先ダイアログが開きますので、仕入先情報を記入し、OKをクリックします。
得意先一覧から既存の得意先を編集する場合は、編集する得意先を選択し、ツールバ
ーの編集アイコンをクリックします。
仕入先ダイアログの詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から
仕入先 ~ 仕入先ページををご覧ください。また、仕入先一覧のページもご参照くださ
い。
注文書から仕入先を追加する
注文書の作成時に素早く新規仕入先を追加する場合、作成中の注文書を閉じる必要は
ありません。仕入先名を仕入先欄に入力してEnterキーを押し、次に、仕入先領域の
右側にある、「仕入先一覧の画面を表示」ボタンをクリックします。仕入先ダイアロ
グが開きますので、上記の手順で入力後、OKをクリックして入力情報を保存すると
、注文書の入力ページに戻ります。
CSVファイルから仕入先をインポート
以前に使用したサプライヤのリストをインポートして、新しいサプライヤをエクスプ
レスアカウントに入力する時間を節約できます。リストをインポートするには、[仕入
先] リストを開き、[仕入先] メニューをクリックして、[CSV から仕入先をインポート

「CSV フィールドの一致」
を参照してください。
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よく使うタスク - 見積書
Express 
Accountsを使って得意先の見積書を作成すると、後に見積書を注文書や請求書に変更
することができます。
新規見積書を作成

売上メニューから新規見積書用のリンクを使用するか、ツールバーにある、売上タ
ブをクリックしてからエクスプローラバーにある、新規見積書を作成リンクをクリ
ックします。新規見積書ダイアログが開きます。
得意先名を見積書入力画面の得意先プルダウンメニューから選択し、見積書に必要
事項を記入します。新規得意先の見積書を作成するには、得意先欄に得意先名を記
入し、住所を入力します。
見積り品目は品目一覧内をクリックすると入力することができます。「品番」また
は「品名 
」セル内をクリックし、プルダウンメニューを使用すると、品番や品名から素早く
品目を検索することができます。新規品目の場合は、見積書に詳細を入力すると、
品目一覧に詳細が追加され、その後の見積書、注文書または請求書の作成に使用す
ることができます。数量を入力すると、合計が自動的に更新されます。
見積書を保存するには、画面下部の記録を選択ボタンをクリックします。記録ボタ
ンの横にある三角形をクリックすると、「記録して印刷」などの各種オプションを
選択することができます。
新規見積書ダイアログの入力項目についての詳細は、このマニュアル内の「各画面
について」の項目から新規見積書のページをご覧ください。
既存の見積書を表示
ツールバーの画面表示アイコンをクリックして見積書を選択すると、見積書一覧が
表示されます。デフォルトでは、記録済みの見積書のみが表示されます。全ての見
積書の表示や、下書きのみの表示を行う場合は、表示する書類と書かれたプルダウ
ンメニューを使って選択します。
見積書一覧の詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から
見積書一覧のページをご覧ください。
見積書を注文書または請求書に流用する
得意先が見積り内容に合意した場合は、見積書を注文書または請求書に簡単に作り
変えることができます。まず、見積書一覧を表示を売上メニューから選択するか、

で「見積書を表示または変換」リンクをクリックします。次
に、流用する見積書を一覧から選び、ツールバーの注文書または請求書をクリック
します。見積書の内容が流用された新規注文書または新規請求書ダイアログが開き
ます。注文書または請求書の情報を編集後、保存します。
見積書から注文書または請求書への変換が完了すると、見積書一覧の状況欄が注文
済みまたは請求済みに変わります。
注文請書に関する詳細は、「良く使うタスク」の注文請書のページをご覧ください
。また、請求書に関する詳細は、「良く使うタスク」の請求書のページをご覧くだ
さい。
CSVファイルから見積書をインポート
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記録した見積もりの一覧を別のシステムからインポートして、レコードを 
Express 取引先企業に統合できます。リストをインポートするには、[見積もり] 
リストを開き、[見積もり]メニューの[CSV からの見積もりのインポート]をクリッ
クします。CSV ファイルを参照し、[開く] をクリックします。[CSV 
フィールドの一致] ダイアログが [高速アカウント] で開きます。CSV 
ファイルの列を Express Accounts 
の見出しと一致させる必要があります。これを行う方法の詳細については、このマ
ニュアルの「画面参照」セクションのヘルプトピック「CSV フィールドの一致」

こちらもご覧ください：
● オプション~見積書：見積書の番号付けやロゴの配置、デフォルト表示される文字

列の設定についての詳細をご覧いただけます。
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よく使うタスク - 注文請書
Express 
Accountsを使って作成した注文請書は、後日請求書に流用することができます。
新規注文請書を作成

売上メニューから新規注文請書を選択するか、売上タブから、エクスプローラバー
の新規注文請書を作成リンクをクリックします。新規注文ダイアログが開きます。
既存の見積書から注文請書を作成する：　プルダウンメニューから見積書番号を選
択します。見積書の詳細が流用された注文請書の入力画面が表示されるので、必要
な情報の入力や変更を行った後、注文請書を保存します。
新規注文請書を作成する：得意先名を発注元のプルダウンメニューから選択し、そ
の他の必要事項を入力します。新規得意先の注文を作成するには、発注元欄に新し
い得意先名と住所を入力します。
注文品目は品目一覧内をクリックして入力します。品番または品名セル内をクリッ
クしてプルダウンメニューを使用すると、品番や品名から素早く品目を検索するこ
とができます。新規品目の場合は、注文書類に詳細を入力すると品目一覧に詳細が
追加されます。作成した書類は後日、見積書や注文書、請求書などの作成に流用す
ることができます。数量を入力すると、合計は自動計算されます。
注文を保存するには、画面下部の記録を選択ボタンをクリックします。記録ボタン
の横にある三角形をクリックすると、「記録して印刷」などの各種オプションを選
択することができます。
新規注文ダイアログ各入力項目についての詳細は、「各画面について」の新規注文

定期受注のスケジュールを作成
定期的に注文書を作成する必要がある場合、Express 
Accountsで定期受注のスケジュールを作成することにより、処理の一部を自動化
することができます。
定期受注のスケジュールを作成するには、通常通り注文請書に必要事項を記入後、
画面下部のプルダウンメニューから、「定期発行として保存」を選択します。
「定期受注を設定」ダイアログが開きますので、最初の注文書発行日と、注文頻度
、注文書の処理方法（保存、印刷、Faxや電子メールで送信）を入力後「OK」をク
リックして設定を保存します。
定期受注日になると、エクスプローラバーの「覚え書き」一覧に「定期受注を実行
」リンクが表示されます。このリンクをクリックすると、Express 
Accountsは、期日の来た全ての注文書の発行を行います。
定期受注の一覧を表示するには、「画面表示」メニューから定期受注を選択します
。「定期受注」一覧から、希望の定期受注を選択し、注文詳細を編集したり、スケ
ジュールを変更したりすることができます。
定期スケジュールの記入に関する詳細は、このマニュアル内の「各画面について」
の項目から定期受注を設定のページをご覧ください。
既存の注文請書を表示
注文請書の一覧を表示するには、ツールバーの画面表示アイコンをクリックし、注
文請書を選択します。デフォルトでは、記録済みの注文のみ表示するようになって
います。全ての注文を表示または、下書きのみの表示を行う場合は、表示する書類

32

ordermain.html
recurringorderdialog.html
recurringorderdialog.html


注文一覧の詳細はこのマニュアル内の「各画面について」の項目から注文請書一覧

注文請書を請求書に変換
注文請書に対しての処理が完了した後は、注文請書を流用して請求書を簡単に作成
することができます。まず、売上メニューから注文請書一覧を表示を選択して注文
請書一覧表を開きます。次に、一覧から流用する注文請書を選択し、ツールバーか
ら請求書アイコンをクリックします。注文請書の内容が流用された新規請求書作成
画面が開きますので、必要に応じ内容を編集し保存します。
注文請書から請求書への変換が完了すると、注文一覧の状況欄が「請求済み」に変
わります。
請求書に関する詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から請求書

こちらもご覧ください：
● オプション ~ 受注：注文請書の番号付けや、ロゴの配置、デフォルト表示される

文字列の設定についての詳細をご覧いただけます。
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よく使うタスク - 請求書
Express 
Accountsを使うと、ビジネス仕様の請求書を作成し、得意先に送信することができま
す。
新規請求書を作成する

売上メニューをクリックして新規請求書を選択するか、売上タブのツールバーにあ
る請求書アイコンをクリックし、新規請求書ダイアログを開きます。
既存の見積書や注文請書、または請求書の下書きから注文請書を作成する：画面左
上の流用 
プルダウンメニューから、見積書、注文請書、または請求書の下書きのいずれかを
選択します。選択した書類の一覧が表示されるので、流用する書類を選択し、ツー
ルバーの「選択」アイコンをクリックします。選択した書類の内容が請求書に流用
されます。必要に応じて内容に編集を加えた後、請求書を保存します。
請求書を新しく作成する：得意先名を請求先のプルダウンメニューから選択すると
、請求書の送付先および注文品の送付先住所が自動的に入力されます。新規得意先
の請求書を作成する場合は得意先を選択と書かれた領域に得意先名を入力し、請求
先住所を入力します。
品目一覧内をクリックすると請求品目を入力することができます。品番または品名

請求書を保存するには、画面下部の記録を選択ボタンをクリックします。記録ボタ
ンの横にある三角形をクリックすると、「記録して印刷」などの各種オプションを
選択することができます。
新規請求書の作成画面についての詳細は、このマニュアル内の「各画面について」
の項目から新規請求書のページをご覧ください。
定期請求のスケジュールを作成する
定期的に請求書を送信する必要がある場合、Express 
Accountsで定期請求のスケジュールを作成することにより、処理の一部を自動化
することができます。
定期請求のスケジュールを作成するには、通常通り請求書に必要事項を記入後、画
面下部のプルダウンメニューから、定期発行として保存を選択します。
定期請求のスケジュールダイアログが開きますので、請求書の最初の発行日と発行
頻度、請求書の処理方法（保存、印刷、Faxや電子メールで送信）を入力後「OK」
をクリックして設定を保存します。
定期請求日になると、エクスプローラバーの「覚え書き」一覧に定期請求を実行リ
ンクが表示されます。このリンクをクリックすると、Express 
Accountsは、期日が来た全ての請求書を発行します。
定期請求の一覧を表示するには、画面表示をクリックし定期請求を選択します。定
期請求一覧から希望の定期請求を選択し、内容の編集やスケジュールの変更を行う
ことができます。
定期請求のスケジュール入力に関する詳細は、このマニュアル内の「各画面につい
て」の項目から定期請求のスケジュールのページをご覧ください。
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既存の請求書を表示する
請求書の一覧を表示するには、ツールバーの画面表示アイコンをクリックし、請求
書を選択します。デフォルトでは、記録済みの請求書のみ表示するようになってい
ます。全請求書を表示または、請求書の下書きのみを行う場合は、表示する書類と
書かれたプルダウンメニューを使って選択します。
請求書一覧の詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から
請求書一覧のページをご覧ください。
未払いの請求書

未払いの得意先に連絡する場合は未回収売掛金報告書または得意先一覧を使います。
未回収売掛金報告書：「未回収売掛金報告書」にアクセスするには、報告書タブをク
リックし、メイン画面から未回収売掛金報告書を選択します。一覧は、得意先または
支払い期日毎に並び替えが可能で、支払いが遅れている得意先を簡単に見分けること
ができます。
得意先一覧：得意先一覧を表示には、ツールバーの画面表示アイコンをクリックし、

を選択します。得意先一覧には、得意先ごとの残高、最も古い支払い期日、お
よび直近の請求書番号が表示されます。
明細書を自動送信
支払い期日の過ぎた得意先に、明細書を毎月自動で送信することができます。明細書
の自動発行は、ツールバーのオプションをクリックし、「その他」タブの自動明細書
欄から設定します。
請求書に対する入金処理
請求書に対する入金を処理するには、売上タブから、ツールバーの入金処理ボタンを
クリックします。入金ダイアログが開きますので、得意先のプルダウンメニューから
得意先を選択し、この得意先の未払いの請求書を表示します。金額欄に入力した金額
は、最も古い支払期日の請求書から順に適用されます。
請求書欄は、参照用ですのでご注意ください。Express 
Accountsでは、特定の請求書ごとではなく、得意先ごとに入金処理を行うようになっ
ております。
入金ダイアログの詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から入金の
ページをご覧ください。
こちらもご覧ください：
● オプション ~ 会計（請求書の番号付に関する詳細）、

オプション ~ ページ スタイル（ロゴの挿入に関する詳細）、
オプション~ 請求書の内容（デフォルト表示の文字列に関する詳細）。
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よく使うタスク - 注文書
Express Accountsを使った注文書の作成方法は以下の通りです。
新規注文書を作成する

仕入メニューから新規注文書を選択するか、仕入タブの新規注文書を作成リンクを
クリックすると新規注文書ダイアログ が開きます。ダイアログ左上部にある仕入
先のプルダウンメニューを使って仕入先を選択すると、請求書の送付先および注文
の送付先住所などの仕入先情報が自動入力されます。新規仕入先の注文書を作成す
る場合は仕入先の欄に仕入先名と住所を入力します。
品目一覧をクリックすると注文品目を入力することができます。品番または品名セ
ルをクリックしてプルダウンメニューを使用すると、品番や品名を使って品目を素
早く入力することができます。新規品目を入力した場合は、品目一覧に詳細が追加
され、その後の見積書、注文書または請求書の作成に使用することができます。数
量を入力すると、合計は自動計算されます。
注文書を保存するには、画面下部の記録を選択ボタンをクリックします。記録ボタ
ンの横にある三角形をクリックすると、「記録して印刷」などの各種オプションを
選択することができます。
新規注文書ダイアログの詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目か
ら新規注文書のページをご覧ください。
既存の注文書を表示する
ツールバーの画面表示アイコンをクリックし、注文書を選択すると注文書の一覧が
表示されます。デフォルトでは、記録済みの注文書のみ表示するようになっていま
す。全ての注文書または、下書きのみを表示する場合は、表示する書類と書かれた
プルダウンメニューを使って選択します。
注文書一覧の詳細は、このマニュアル内の「各画面について」の項目から
注文書一覧のページをご覧ください。
こちらもご覧ください：

● 注文請書：注文請書の番号付けや、ロゴの配置、デフォルト表示される文字列の設
定についての詳細をご覧いただけます。
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よく使うタスク - 買掛金
Express 
Accountsを使って、将来的に支払いが必要になる買掛金の情報を入力することができ
ます。
買掛金の入力方法

仕入メニューから買掛金を入力を選択するか、仕入タブのエクスプローラバーから
リンクをクリックすると新規買掛金ダイアログが開きます。仕入

先のプルダウンメニューを使って仕入先を選択すると仕入先住所が自動的に入力さ
れます。
仕訳一覧をクリックすると新規勘定を入力することができます。勘定番号または勘
定科目のセルをクリックしてプルダウンメニューを使用すると、勘定番号や勘定科
目を使って簡単に勘定を入力することができます。金額を入力すると、合計額が自
動計算されます。
買掛金の記帳を保存するには、画面下部の記録を選択ボタンをクリックします。
このダイアログの詳細については、マニュアル内の「各画面について」の項目から
新規買掛金を入力のページをご覧ください。
既存の買掛金を表示する
注文書の一覧を表示するには、ツールバーの画面表示アイコンをクリックし、買掛
金を選択します。デフォルトでは、記録済みの買掛金のみ表示するようになってい
ます。全ての買掛金または、下書きのみ表示する場合は、表示する書類と書かれた
プルダウンメニューを使って選択します。
注文書一覧の詳細については、買掛金一覧のページをご覧ください。
こちらもご覧ください：

● 注文請書：注文請書の番号付けや、ロゴの配置、デフォルト表示される文字列の設
定についての詳細をご覧いただけます。
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よく使うタスク - 支払と仕入
Express 
Accountsを使って、支払と仕入の管理を行うことができます。支払処理または仕入取
引を入力するには、取引メニューをクリックして支払を選択するか、仕入タブのエク
スプローラバーにある直接支払リンクをクリックします。支払と仕入のダイアログが
開くので、必要事項を入力します。
取引を入力

支払の対象者、金額、仕訳帳メモ 
(オプション)、支払の配賦元となる勘定など、トランザクションの詳細を入力しま
す。アカウントの残高が合わない場合、取引を完了するまでエクスプレスアカウン
トで確定することはできません。下部の勘定リストの下にあるステータス 
バーに、勘定が残高不足の場合に通知されます。
- 
支払いと購入ダイアログの詳細については、このマニュアルの「画面リファレンス
」セクションの「支払と購入」のトピックを参照してください。
- 支払番号の設定の詳細については、このマニュアルの「オプション」 ~ 「会計」

支払いは現金払いまたは小切手払いで記録することができます。支払方法を指定す
るには、画面下部の記録ボタンの横にある三角形をクリックします。
支払い用テンプレートの作成と使い方

定期的に行う支払いがある場合は、Express 
Accountsを使って支払用のテンプレートを作成することにより、同じものを何度も作
成する手間を省くことができます。

上記の通りに支払処理の必要項目を入力後、取引の記録を行う前にダイアログの左
下にある、テンプレートとして保存ボタンをクリックします。テンプレート名を入
力し、OKをクリックします。保存したテンプレートは次回からの支払や仕入の入
力時に使うことができます。
テンプレートを使用するには、上記の手順で支払と仕入ダイアログを開き、ダイア
ログの左下にあるテンプレートを使用ボタンをクリックします。一覧から使用する
テンプレートを選択し、読み込むをクリックします。支払と仕入ダイアログテンプ
レートが読み込まれるので、詳細が正しく記載されていることを確認し、記録をク
リックして支払い処理を行います。
また、「各画面について」の以下のページもご参照ください：
● テンプレートを選択
● テンプレートに名前を付ける
手動で仕訳

一般的な支払や仕入の仕訳を手動で行う必要はありませんが、必要に応じて勘定の変
更などを手動で行うことができます。どういった場合に手動での入力が必要か不明な
場合は、経理ご担当者にご確認ください。

支払や入金を帳簿に手入力する場合は、取引メニューから手動で仕訳を選択し、仕
訳ダイアログを表示します。このダイアログは帳簿画面で追加ボタンをクリックす
ることでも表示することができます。
仕訳を行う帳簿を選択し、参照番号や摘要を入力します。次に仕訳欄に貸方と借方
の入力を行います。勘定が一致したら 記帳
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ボタンをクリックして仕訳を保存します。
支払いの表示と編集
すべての支払エントリと購買エントリは、仕訳帳から表示できます。仕訳帳を開く
には、任意のタブのツールバーにある [仕訳帳] 
アイコンをクリックするか、Ctrl+V を押します。[仕訳帳の表示] 
ウィンドウが開くと、既定で支払、入庫、販売、または購買のいずれに関係なく、
すべての仕訳入力の一覧が表示されます。すべての支払を表示するには、[支払] 
タブを選択します。支払いを編集するには、支払エントリをクリックして選択し、
ツールバーの[編集]ボタンをクリックして[仕訳入力]ダイアログを開きます。支払
が割り当てられた金額と勘定を編集できます。[記録]をクリックして、変更を保存
します。
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よく使うタスク - 入金
Express Accountsは受領した支払いと入金の管理にもお使いいただけます。 
得意先からの入金を入力

入金を入力するには、取引メニューから入金を選択するか、入金ボタンを売上タブ
でクリックします。いずれの方法でも入金ダイアログを表示することができます。
入金元となる得意先を入力します（得意先情報が事前に入力されている必要があり
ます。詳しくはこのマニュアルの「各画面について」から得意先~得意先の項目を
ご覧ください）。入金額、入金方法、請求書番号（任意）を入力し、仕訳を行いま
す。必要項目の入力が済み、残高を一致させたら 記帳ボタンをクリックして入金
を記録します。
入金ダイアログに関する詳細は「各画面について」のセクションの入金のページを
ご覧ください。
得意先からの入金の表示と編集
得意先からの入金記録を全て表示するには、画面表示アイコンをクリックし、入金

入金一覧のページをご覧ください。
入金記録を編集するには、編集する入金を一覧から選択し、ツールバーの編集アイ
コンをクリックします。必要な編集を行い、勘定を一致させたら OKボタンをクリ
ックして変更を保存します。
支払い報告書を表示
入金報告書には、指定した期間にExpress 
Accountsに記録された入金の記録が全て表示されます。入金報告書を作成するに
は、報告書タブをクリックし「入金報告書」を選択します。 報告期間を選択し、

 
入金報告書画面に報告書が表示されます。報告書はPDF形式でプレビュー出来るほ
か、電子メールやFaxでの送信や、印刷、保存などを行うことができます。
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よく使うタスク - 手作業での仕訳および編集
仕訳帳は、エクスプレス 
アカウントに保持されているすべての勘定のすべてのトランザクションを表示する場
所です。ジャーナルを表示するには、任意のタブのツールバーにあるジャーナル 
アイコンをクリックして[ジャーナルの表示]ダイアログを開くか、Ctrl+Vを押します
。
手動での仕訳
一般的な支払や仕入の仕訳を手動で行う必要はありませんが、必要に応じて勘定の変
更などを手動で行うことができます。どういった場合に手動での入力が必要か不明な
場合は、経理ご担当者にご確認ください。

手動で仕訳を行う場合は、取引メニューから手動で仕訳を選択し、仕訳ダイアログ
を表示します。このダイアログは「帳簿を表示」画面で追加ボタンをクリックする
ことでも表示することができます。
仕訳を行う帳簿を選択し、参照番号や摘要を入力します。次に仕訳欄に貸方と借方
の入力を行います。勘定が一致したら 記帳ボタンをクリックして仕訳を保存しま
す。
帳簿を編集
仕訳を編集する場合は、編集する仕訳をクリックし編集ボタンをツールバーでクリ
ックし、仕訳ダイアログを開きます。必要な編集を行い、残高を一致させたら 記
帳ボタンをクリックして変更を保存します。
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よく使うタスク - 勘定の消し込み
Express 
Accountsの消し込み機能を使って、銀行明細書と勘定記録の消し込みを行うことがで
きます。手作業で勘定の消し込みを行うこともできますが、銀行発行の電子明細書を
Express Accountsに読み込むことで素早く消し込むことも可能です。
手作業で勘定を消し込む

勘定の消し込みを行うには、まず必要な銀行明細を集め、「取引」メニューから勘
定の消し込みをクリックして「勘定の消し込み」ダイアログを開きます。消し込み
を行う勘定を「勘定」のプルダウンメニューから選択すると、帳簿上でまだ消し込
み仕訳が行われていない項目が「元帳の取引」の一覧に表示されます。銀行明細の
日付を選択し、銀行明細に記載されている残高を入力します。
元帳一覧と銀行明細書を比べながら、消し込みを行う仕訳にチェックマークを入れ
て削除します。
● 仕訳に間違いがある場合： 

必要な仕訳をダブルクリックして画面から選択し、ツールバーの 編集 
をクリックして仕訳を変更します。最後に 記録を選択 
をクリックすると変更が適用されます。

● 仕訳を削除する場合： 
必要な仕訳をダブルクリックして画面から選択し、ツールバーの 削除 
をクリックします。削除することを確認してから、「帳簿を表示」画面を閉じ
て消し込み画面に戻ります。

● 仕訳が見つからない場合： 
支払いまたは仕入が見当たらない場合、元帳一覧の下にある 新規支払い取引を
追加 
ボタンをクリックします。得意先からの入金または売上が見当たらない場合は
、元帳一覧の下にある 新規入金取引を追加 
ボタンをクリックします。詳細を入力後、勘定が一致したら、 記録を選択 
をクリックして支払い処理を行います。元帳一覧に新規取引が表示され、消し
込み済みとしてチェックされます。

一覧内の全ての仕訳にチェックが入り、残高不一致額がゼロになったら、画面下部
の消し込みボタンをクリックし、消し込みを記録します。
このダイアログに関する詳細は「各画面について」のセクションの勘定の消し込み

銀行明細書を読み込む
勘定の消し込み画面下部にある銀行明細書を読み込むボタンをクリックします（こ
の時点では銀行明細書の一覧は空のはずです）。特定の銀行明細を検索します。Ex
press 
Accountsでは.csvまたは.ofxフォーマットのファイルのみ読み込むことができます
。開くボタンを押すと勘定の消し込み画面に明細書が読み込まれます。
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Express 
Accountsを使い元帳と銀行明細書を比較して自動的に消し込みを行うことで、こ
うした作業にかかる手間を省くことができます。ローカル元帳一覧（画面上部）で
は、消し込み済み取引にチェックマークが入り、緑色にハイライトされています。
ローカル元帳一覧で、チェックマークが入っていないものは、エラーが発生してい
る可能性があります。
銀行口座明細書一覧（下の一覧）に表示されているにも関わらず、ローカル元帳に
表示されていない取引は、簡単に追加することができます。銀行口座明細書一覧か
ら取引を選択し、取引を追加ボタンをクリックします。取引が元帳に記録され、消
し込み済みとして表示されます。
銀行口座明細書一覧（下の一覧）で、赤くハイライトされた仕訳は、定期的な取引
である可能性があります。仕訳を選択し取引を追加をクリックすると、この仕訳が
元帳一覧に追加され、この仕訳を含む銀行口座明細書が消し込みダイアログに読み
込まれるたびに自動的に明細一覧に追加されます。
このダイアログに関する詳細は「各画面について」のセクションの勘定の消し込み

残高を再計算
消し込み作業中に仕訳に変更を行うと、変更が正しく反映されない可能性がありま
す。勘定が一致しない場合は残高の再計算を行ってみてください。残高の再計算を
行うには、取引メニューから残高を再計算をクリックします。 Express 
Accountsが自動的に再計算を行うので特にその後の作業は必要なく、消し込み作
業に戻ることができます。
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よく使うタスク - 得意先の残高を再計算
得意先の残高が正しくないと思われる場合は残高の再計算を行います。
顧客残高の再計算

ジャーナル項目に変更を加える場合、変更が必要に応じて更新されないことがあり
ます。アカウントの残高が見つからない場合は、Express Accounts 
の残高を再計算して、役に立つかどうかを確認してください。これを行うには、メ
イン ウィンドウの [トランザクション]メニュー オプションをクリックし、[顧客残
高の再計算]を選択します。エクスプレスアカウントは自動的に再計算を実行しま
す。
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よく使うタスク - 給与計算
給与計算には専門のサービス会社を使うことをお勧めします。サービス会社の一覧（
米国内のみ）を作成しましたのでご参照ください。一覧内のサービス会社は全てExpr
ess 
Accountに対応していますので、こうしたサービスをお使いいただくことで完全なビ
ジネス会計システムを構築することができます。

サービス会社一覧にはこちらからアクセスいただけます：
http://www.nchsoftware.com/accounting/payroll.html
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よく使うタスク - 報告書の作成
Express 
Accountsを使って様々な報告書を簡単に作成することができます。作成できる報告書
の一覧は報告書タブをクリックすると表示されます。Express 
Accountsを使って作成できる報告書には以下のようなものがあります：
● 貸借対照表： 指定した期間の事業の資産、負債および資本の概要を表示します。
● 勘定科目一覧表： 

勘定番号や勘定の種類などを含む勘定科目の一覧と、借方または貸方などの情報を
表示します。

● 損益計算書： 
P/Lとも呼ばれる報告書で、指定した期間の事業所の収益を表示します。

● 損益計算書分析： 2つの期間の損益計算書を比較します。
● 勘定照会： 指定した期間の、勘定の取引および残高を表示します。
● キャッシュフロー計算書： 指定した期間の現金の出納を表示します。
● 残高試算表： 

指定した期間の、借方と貸方の残高を表示し、会計上の間違いを検証することがで
きます。

● 未回収売掛金： 支払い期限の過ぎた得意先の一覧を表示します。
● 請求書： 指定した期間中に作成した請求書の一覧を表示します。
● 見積書報告書： 指定した期間中に作成した見積書の一覧を表示します。
● 注文請書： 指定した期間に作成した注文請書の一覧を表示します。
● 入金報告書： 指定した期間に入金のあった、売掛金一覧を表示します。
● 営業担当者別売上げ： 

営業担当者一覧、および指定した期間の担当者別売上金額および全売上に対する割
合を表示します。

● 品目売上レポート - 
販売されたすべての品目の一覧と、指定した期間中に生成された品目の金額を表示
します。品目販売レポートには、指定した期間の請求書で報告された品目が含まれ
ているため、このレポートで報告される数量は在庫レポートと異なる場合がありま
す。販売可能な数量。

● 得意先別品目：得意先を選択すると、得意先が購入した品目と数量を表示します。
● 得意先報告書：得意先残高、支払期限、直近の請求書番号、および得意先番号の一

覧を表示します。
● 得意先別売上： 

特定の得意先を指定して、合計請求額と合計入金額を表示します。
● 在庫レポート - 

すべての在庫品目、単位値、および手持在庫の合計値の一覧を表示します。在庫レ
ポートは手持在庫品目の現在のスナップショットである場合、品目販売レポートに
は、指定した期間の請求書で報告された品目が含まれているため、このレポートで
報告される数量は品目販売レポートと異なる場合があります。販売可能な数量。

● 消し込み報告書： 指定した期間中の全勘定および消し込み金額を表示します。
● VAT レポート - 指定した期間中に支払われる VAT 

回収金額と合計収入と経費を表示します。(VAT 
を使用する国に住んでいる場合にのみ使用できます)
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● 買掛金報告書： 指定した期間中に発生した買掛金の一覧を表示します。
● 買掛金支払い報告書： 指定した期間中に支払った買掛金の一覧を表示します。
● 連結報告書： 

事業を選択して、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書から表示する
報告書を選択します。

● 走行距離報告書： 
全車両の合計走行距離を表示する「走行距離」報告書、全車両の走行距離を各走行
記録ごとに表示する「走行距離詳細」報告書、各得意先ごとの走行距離を表示する
「得意先別走行距離」の3種類の報告書があります。いずれの報告書も期間を指定
することができます。

● 売掛金の年齢調べ： 
未払い期間の長さを基準にした未払い金を表示します。報告書は得意先を指定して
表示することができます。

● 予算報告書： 予算を選択し実際の数字との比較を行います。
● カスタム レポート - 

ビジネス向けにカスタマイズされたレポートの作成を開始する場合に選択します。
を参照してください。カスタム レポートこの機能の使用方法の詳細については、
ヘルプ ページを参照してください。
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よく使うタスク - オプション
プログラムのオプション画面を開くには、ツールバーのオプションボタンをクリック
します。オプションダイアログの各タブから様々な設定を行うことができます。貸方
票と梱包明細書のダイアログは、「請求書」タブからそれぞれのボタンをクリックし
て開きます。注文書のダイアログは「見積書」タブからボタンをクリックして開きま
す。
● ~ ビジネス
● ~ 会計
● ~地域
● ~ 売上税
● ~支払い
● ~ 在庫
● ~ ページ レイアウト
● ~ ページスタイル
● ~ 請求書
● ~見積書
● ~ 販売注文
● ~ 発注書
● ~ 貸方票
● ~ 梱包明細
● ~ 領収書
● ~ チェック
● ~ ステートメント
● ~Webアクセス
● ~ その他
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その他 - CSV インポート ウィザード: 
インポートする CSV の選択
インポートする CSV の選択
CSV インポート ファイル
インポートを含む CSV 
ファイルの名前を入力するか、横にあるボタンをクリックしてファイル参照ダイアロ
グを開きます。
CSV (コンマ区切り値) ファイルには、コンマで区切られたデータ 
エントリが含まれています。多くのスプレッドシート 
アプリケーションでは、入力したデータを CSV 形式で保存できます。
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その他 - CSV インポート ウィザード: データ 
フィールドの一致
データ フィールドの一致
ウィザードのこのページでは、CSV ファイル内のヘッダーを、 
でサポートされているフィールドに関連付ける方法Express Accounts 会計ソフト.
特定のフィールドにヘッダーを割り当てるには、フィールドの横にあるセルをクリッ
クします。割り当てられていないヘッダーの一覧が表示され、そこから割り当てるヘ
ッダーを選択できます。
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その他 - CSV インポート ウィザード: CSV 
インポート結果
CSV インポートの結果
結果ページには、正常にインポートされたアイテムの数、インポートの生成に失敗し
た行数、およびインポート中に生成されたすべての関連エラーが表示されます。
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詳細 - Inventoria在庫管理ソフトと統合する
Inventoria在庫管理ソフトと品目や数量を同期する際に発生しがちな問題のトラブル
シューティングに関しては、このページをご参照ください。 
[ホスト名]に[ポート番号]経由で接続することができません。
サーバープラグラムへの接続に失敗しました。サーバープログラムが実行中であるこ
と、またWebアクセスがオンになっていることを確認してください。 Express 
Accountsに入力したホスト名が正しいこと、またサーバープログラムを実行中のコン
ピュータのIPアドレスとExpress Accountsに入力したポート番号が 
サーバープログラムがインターネット接続に使うものと一致することを確認してくだ
さい。 

接続が拒否されました：[プログラム名]のリンク同期がオンになって
いません。
サーバープログラムのどの事業もリンク同期をオンにしていません。サーバープログ
ラムの「オプション」でプログラムの同期の設定を行ってください。 

アクセスが拒否されました：認証キーが正しくありません。
Express 
Accountsに入力した認証キーがサーバープログラムのものと一致しません。認証キー
は大文字や小文字などが区別されますので、 
サーバープログラムに入力した認証キーと全く同じものを入力する必要があります。 

数量変更に失敗しました：倉庫名が正しくありません：[倉庫名]。
サーバーInventoria内に存在しない倉庫の品目情報をアップデートしようとしていま
す。倉庫名は大文字や小文字の区別はありませんが、 
サーバーInventoria内に設定されているものと全く同じものを入力する必要がありま
す。 

数量変更に失敗しました：品名が正しくありません：[品名]。
サーバーInventoria内に存在しない品目の数量をアップデートしようとしています。
こうしたエラーが発生する原因として考えられるのは、品目が 
ローカルで作成されているか、最近行った同期の後でサーバーInventoriaから削除さ
れたということです。 
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詳細 - 複数の事業
Express 
Accountsは1台で複数の事業の会計処理を行うことができます。新しい事業を作成す
るには、Express Accountsメニューから複数の事業を選択し追加ボタンをクリックし
ます。スタートアップウィザードが起動するので、ウィザードを使って新しい事業の
基本情報の入力を行います。
複数のビジネス間の切り替えを行うには、Express Accountsメニューから複数の事業

選択ボタンをクリックします。選択した事業の情
報がExpress Accountsに読み込まれます。
現在作業中の事業名を素早く確認するには、Express 
Accountsのメイン画面左上に表示されている製品名の右横をご覧ください。カッコ内
に事業名が記載されています。

53



詳細 - 複数の通貨
Express 
Accountsでは、異なる通貨毎の事業所を設定することにより、複数の通貨を取り扱う
ことができます。例えば、「会社１（USドル）」　という名の「事業」と「会社2（
日本円）」という2つの事業を作成するということです。各事業には異なる消費税やV
ATを適用できるほか、各通貨ごとの報告書を作成することが可能です。各勘定は、得
意先および問い合わせ情報を別々に設定する必要があります。
事業ごとに異なる通貨を使うには、Express Accountsメニューから複数の事業を選択
し追加ボタンをクリックします。スタートアップウィザードが起動します。事業名に
、「〇〇商事（円）」や「〇〇商事（ドル）」のように通貨名を含めるとわかりやす
いです。各事業はそれぞれ全く他の事業として取り扱われますのでご注意ください。
税率や通貨名などは、オプションの税金や地域タブで指定することができます。詳し
くはオプション~税金やオプション~地域の項目をご覧ください。
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詳細 - 差し込み印刷
昨今のワープロソフトの殆どには差し込み文書という便利な機能がついています。こ
の機能を活用することで、複数の得意先宛のレター作成などの膨大な作業にかかる時
間を一気に短縮できます。ここで説明することは他のアプリケーションにも流用する
ことで作業効率を更にアップさせることができますので、説明をよく読み実際に作業
を試してみることをお勧めします。一旦説明の全文をお読みいただいてから1つ1つの
手順を踏むことで、作業を理解しやすくなるはずです。 
差し込み印刷の手順は以下の6つです： 
1. データファイルを作成します。
2. ファイルと文書を連結します。
3. 一斉送信する文書を記入します。
4. 文書内のデータファイルのデータが入る位置に「プレースホルダ」を挿入します。
5. 「プレースホルダ」に入力するデータをデータファイルから選択します。
6. データファイルを文書に差込む
差し込み印刷についての機能がまだ良く分からなくても、心配無用です。以下では、I
nvoice およびMicrosoft Office Word 2007 並びにInvoice およびOpen Office 2.2 
Writerを使用した場合の設定方法を詳細に記載しております。差し込み印刷機能を持
つプログラムは、全て上記の手順を踏む必要があります。差込印刷を行うには、使用
するボタンを見極めてそれらを押すだけです（それでも、分かりにくい場合は、別の
プログラムを使用されることをお勧めします！）。 
ステップ 1：データファイルを作成します  
この手順のポイントは、マージを行っているプログラムによって理解できるファイル
を作成することです。差し込み印刷できるほぼすべてのプログラム (Microsoft Word 
および Open Office Writer を含む) は、請求書内からデータ 
ファイルを作成する場合、請求書が自動的に 'CSV' としてファイルを 
「エクスポート」 と呼ばれるファイルの種類を理解できます。請求書内の CSV 
ファイルには、次の 2 つの異なる方法があります。 
● 顧客の詳細
● レポート
この例では、顧客の詳細を CSV 
ファイルにエクスポートします。レポートをエクスポートするには、以下と同様の手
順に従ってレポートをエクスポートし、レポート画面のファイルメニューから[CSVと
して保存]を選択します。
1. 表示に移動し、メイン メニューから [顧客] を選択します (または[Ctrl+C] 

を押します)。
2. データをエクスポートする顧客を選択します (複数の顧客を選択するには、Ctrl 

and押したままクリックします)。
3. メニューの [顧客] に移動し、[差し込み印刷用のデータのエクスポート] 

を選択します。
4. ファイルを保存するフォルダに移動し、ファイルの名前を入力して、[保存] 

をクリックします。後で知る必要があるので、ファイルを保存した場所を覚えてい
るか書き留めいてください。

5. エクスポートが成功したかどうかを示すボックスがポップアップ表示されます。そ
れを読んで[OK]をクリックします。

おめでとうございます!ファイルをエクスポートしました。 
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● 顧客の名前
● 連絡担当者
● 連絡担当者の名
● アドレスの最初の 4 行
● 顧客の FAX 番号
● その顧客を処理した営業担当者
ステップ 2：ファイルを新規文書に接続します  
このステップでは差込みを行うためにデータファイルと文書を接続します。Microsoft
Office Word 2007およびOpen Office 2.2 
Writerでの接続方法は以下のとおりです。 
Word 2007 
1. 単語を起動します。
2. ウィンドウの上部にある「メーリング」と書いてあるタブをクリックします。
3. [メーリング] タブの [受信者の選択] をクリックし、下にスクロールして 

[既存のリストを使用]を選択します。
4. CSV ファイルをエクスポートしたフォルダーに移動し、それを選択して [開く] 

をクリックします。
オープンオフィス2.2ライター 
1. ライターを起動します。
2. [ファイル]、[新規作成] の順に移動し、[スプレッドシート] を選択します。
3. スプレッドシート ウィンドウで CSV ファイルを開きます。
4. [ファイル]、[名前を付けて保存] の順に移動し、ドロップダウン ボックスから 

dBASE 形式を選択して[保存]をクリックします。
5. スプレッドシート プログラムを閉じます。
6. ライタに戻り、[ファイル]、[新規作成] の順に移動し、[データベース] 

を選択します。
7. ポップアップボックスで「既存のデータベースに接続」を選択し、ドロップダウン

メニューからdBASEを選択して「次へ」をクリックします。
8. [参照] をクリックし、スプレッドシート プログラムで dBASE 

ファイルを保存したフォルダを見つけます。それを選択し、[OK]をクリックして
、[次へ]をクリックします。

9. [はい、データベースを登録します] 
が選択され、両方のチェックボックスが選択されていないことを確認します。[完
了] をクリックし、dBASE 
ファイルを保存した場所にこのファイルを保存します。

10. 最後に、[表示] に移動し、ファイルが存在しない場合は [データ ソース] 
をクリックし、左側のウィンドウを右クリックして [登録済みデータベース...] 
に移動します。ファイルを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 3：文書を作成します  
文書の作成についてはご説明するまでもありませんが、通常の文書作成と異なる点は
、データを差し込む箇所を指定するという作業が必要なことです。文書の作成をしな
がら次のステップ（プレースホルダを挿入）を行うことで、作業効率をアップさせる
こともできます。 
注：プレースホルダの前後に入れたスペースは差込み後の文書に反映されます。例：
得意先名　< <様> >とすると差し込み後は-> 
山田　様と表示されますが、得意先名< < 様> >とすると差し込み後は-> 
山田様と表示されます。 
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ステップ 4：プレースホルダーを挿入します
このステップでは、文書内のどこにデータの内容を挿入するかをプログラムに指示す
るという作業を行います。これは、通常であれば手書きでデータを入力する箇所に、
データの差込みを行うプレースホルダを作成するということです。差込みが完了する
と、各プレースホルダはデータファイル内の該当するデータに変換されます。 
Microsoft Office Word 2007 
1. プレースホルダを挿入する箇所をクリックします。
2. ｢差し込み文書｣タブで「差し込みフィールドの挿入」をクリックし、挿入するプレ

ースホルダを選択します。
Open Office 2.2 Writer 
1. データソース画面でデータベースの横にあるプラスをクリックします。
2. テーブルのアイコン横にあるプラスをクリックします。
3. 一覧内のテーブルをダブルクリックします。
4. 右側の画面にファイル内の全データが表形式で表示されます。フィールド名を、プ

レースホルダとして使う箇所にドラッグします。
ステップ 5：データファイルの領域を選択します  
Microsoft Office Word 2007 
1. 「差し込み文書」タブで「アドレス帳の編集」をクリックします。
2. 挿入するデータのチェックボックスにチェックを入れます（不要なデータにチェッ

クが入っている場合はチェックを外します）。
Open Office 2.2 Writer 
1. データソースのツールバーで「差し込みフィールドの挿入」ボタンをクリックしま

す。
2. ステップ6に進みます。矢印をクリックすることで、差込み後の文書をプレビュー

することができます。不要な宛先が含まれていた場合は「この宛先を除外する」を
クリックします。

ステップ 6：差し込み  
Microsoft Office Word 2007 
1. 「差し込み」を差し込み文書タブでクリックし、「個々のドキュメントの編集」を

選択します。
2. 「全て」を選択して、OKをクリックします。
3. 別の画面が開き差込みが完了した文書が表示されます。画面を閉じる前に、保存、

電子メールで送信、印刷など必要な作業を行います。
Open Office 2.2 Writer 
1. 差し込み印刷ウィザードを続けます。ステップ6を完了後はステップ8へ移動しま

す。
2. 差込みが完了した文書が開き、いくつかの作業オプションが提示されますので、希

望のオプションを選択します。
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詳細 - データをバックアップ
Express 
Accountsのデータを失わないためにも、できるだけ頻繁にバックアップを取っておい
てください。Express 
Accountsのデータのバックアップ方法には、いくつかのオプションがあり、どの方法
を使っても簡単にデータを復元することができます。
データのバックアップを行うにはExpress Accountsメニューからデータをバックアッ
プを選択し、データの保存先に応じてバックアップ方法を指定します。
バックアップ データの復元 
データを復元するには、[アカウント]タブをクリックし、[データの復元]を選択します
。
スケジュールされたバックアップの復元: 特定の日付からバックアップ 
データを復元するように設定できます。毎日同じ時刻に実行するようにスケジュール
されています。
手動バックアップの復元: データを手動で復元するには、バックアップ 
ファイルの場所を参照します。[OK] をクリックして、復元することを確認します。
こちらもご覧ください：
● データをバックアップ 「各画面について」ページで
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オプション - オプション ~ビジネス
[ビジネス] 
セクションでは、請求書、見積もり、受注、レポート、およびその他のドキュメント
に表示されるビジネスまたは会社に関する詳細を入力します。[ビジネス] 
セクションを開くには、ツール バーの オプションアイコンをクリックし、左側の[ビ
ジネス]項目を選択します (既定で選択されています)。
ビジネスタイプ
ビジネスに最も適したラジオ 
ボタンを選択します。これは請求書の見出しにのみ影響し、これらの見出しは、後で
オプションの [ビジネス]セクションでビジネス タイプを選択するか、オプションの [

セクションの [請求書テキスト]で個々の見出しのテキストを変更することによ
って変更できます。
会社名 
事業の正式名称（例：ABC株式会社）を入力します。
登録番号 
国によっては事業の登録番号を請求書に表示するよう義務付けられている場合があり
ます。必要な場合はここに入力します。
住所 
請求書に表示する会社住所を入力します。
連絡先詳細 
請求書に明記する連絡先詳細を入力します。例えば電話番号やFax番号、電子メール
アドレスなどの情報です。
ロゴの画像ファイル 
請求書、明細書、その他のレポートにロゴを追加するには、jpg/bmp/gif/png 
イメージへのファイル パスを選択します。
複数のビジネスを構成...
エクスプレス アカウントは、1 
回のインストールで複数のビジネスの会計レコードを保持できます。ビジネスを追加
、選択、または編集するには、このボタンをクリックします。この機能は、新しいビ
ジネスが新しい通貨の種類を処理できるようにすることで、複数の通貨をサポートす
るためにも使用できます。

59



オプション - オプション ~会計
会計年度末 
経理や税務上の事業の会計年度の最終日です。
1年以上先の取引記帳を禁止する 
1年以上先の取引記帳を禁止する場合は、このボックスにチェックを入れます。 
$0.00 残高をレポートに含める
残高がゼロの場合も報告書に記載する場合は、このオプションをチェックします。
負の金額

かっこ '(' と ')' を使用します。
このオプションをオンにすると、括弧 '(' および ')' 
を使用してレポートに負の金額を指定できます。
プレフィックスとしてマイナス '-' を使用します。
レポートで負の金額を指定するプレフィックスとしてマイナス '-' 
記号を使用するには、このオプションをオンにします。
番号付け

このリストは、さまざまなエントリの接頭辞と品目番号を定義して、それらを一意に
識別するために使用されます。プレフィックスは省略可能であることに注意してくだ
さい。

請求書
現在の請求書接頭辞と請求書番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変更で
きます。この数値は、請求書を入力するたびに 1 ずつ増加します。
見積書
現在の見積もり接頭辞と見積もり番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変
更できます。この数値は、見積もりが入力されるたびに 1 ずつ増加します。
注文請書
現在の販売注文の接頭辞と販売注文番号が表示されます。必要に応じてどちらかを
変更できます。この数値は、販売注文が入力されるたびに 1 ずつ増加します。
注文書
現在の発注書の接頭辞と発注書番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変更
できます。この数値は、発注書が入力されるたびに 1 ずつ増加します。
貸方票
現在の貸方票の接頭辞と貸方票番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変更
できます。この数値は、貸方票を入力するたびに 1 ずつ増加します。
領収書
入金の参照番号と接頭番号を表示します。いずれの番号も必要に応じて変更するこ
とが可能です。参照番号は新しい入金を入力するたびに1つずつ増加します。
チェック
現在のチェック 
プレフィックスとチェック番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変更でき
ます。小切手を入力するたびに数値が 1 ずつ増加します。
支払い
現在行われている支払の接頭辞と支払番号が表示されます。必要に応じてどちらか
を変更できます。この数値は、支払が入力されるたびに 1 ずつ増加します。
受け取った支払
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現在受け取っている支払プレフィックスと受信した支払番号が表示されます。必要
に応じてどちらかを変更できます。この数値は、支払が作成されるたびに 1 
ずつ増加します。
売上
売上の参照番号と接頭番号を表示します。いずれの番号も必要に応じて変更するこ
とが可能です。参照番号は新しい売上を入力するたびに1つずつ増加します。
仕入
仕入の参照番号と接頭番号を表示します。いずれの番号も必要に応じて変更するこ
とが可能です。参照番号は新しい仕入を入力するたびに1つずつ増加します。
仕訳 帳
仕訳の参照番号と接頭番号を表示します。いずれの番号も必要に応じて変更するこ
とが可能です。参照番号は新しい仕訳を入力するたびに1つずつ増加します。
勘定科目表
勘定科目表の編集...
このボタンをクリックして勘定科目表を管理し、さまざまなプロパティを編集しま
す。
既定のアカウントのリンク...
既定の勘定をさまざまな種類のトランザクション 
エントリにリンクするには、このボタンをクリックします。
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オプション - オプション ~地域
オプション dialogの [地域] 
タブでは、お住まいの地域固有の設定が設定されます。一部の既定の設定は、スター
トアップ 
ウィザードでビジネスに入力した場所に従って自動的に設定されます。[地域] 
タブを開くには、ツールバーのオプションアイコンをクリックし、[地域]タブをクリ
ックします。
国
これはあなたのビジネスの国です。
通貨記号
￥記号などの通貨記号です。￥記号は全角で入力してください。
通貨名
事業所在地で使われている通貨の名称です。例えば日本であれば円、アメリカであれ
ばドルです。
通貨サブユニット
これは、お住まいの国のマネーサブユニットに使用される名前です。たとえば、セン
トやペンスなどです。
通貨の表示位置
通貨記号を数字の前に表示する（例：￥1,000）か、後ろに表示する（例：1,000円）
かのいずれかを選択します。
通貨の桁数
小数点以下の桁数をこのオプションで設定します。0～3桁のいずれかを選ぶことがで
きます。
小数点記号
小数点に使う記号です。通常はピリオド（．）が使われますが、ヨーロッパではカン
マ（，）が使われます。
千単位の区切り記号
これは、数千を区切るために使用されるシンボルです。通常はコンマです。
印刷日付の形式
印刷時またはPDFの作成時に使われる日付の形式です。
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オプション - オプション ~ 売上税
オプション dialogの [売上税] ページは、品目に適用される売上税、GST、または 
VAT 
レートをコンフィギュレーションするために使用されます。一部の既定の税は、スタ
ートアップ 
ウィザードでビジネスに入力された場所に従って自動的に設定されます。[売上税] 
ページを開くには、ツール バーの[オプション]アイコンをクリックし、[売上税]リン
クをクリックします。
税率
追加
追加ボタンをクリックして、一覧に新規税率を追加します。税率ダイアログが開き、
新規税率の情報を入力することができます。
編集
一覧で選択した税率の編集は、「編集」ボタンをクリックします。
削除
一覧で選択した税率の削除は、「削除」ボタンをクリックします。
税率のリセット
一覧内の税率を全てリセットする場合は、「税率をリセット」ボタンをクリックしま
す。
品目には既定でこの税率が設定されています
新規品目は全て、デフォルトで指定した税率が適用されます。
品目価格は税込みです (税込み)
ここにチェックを入れると、課税対象の品目の値段が税込で表示されます。
既定では、新しい顧客は課税控除です
ここにチェックを入れると、新しく入力した得意先は全て非課税として記録され、消
費税が課税されません。海外への輸出などを主な事業としている場合にお使いくださ
い。
複合税率を個別に表示する 
このオプションが有効になっている場合、複合税率が1つ1つ個別に表示されます。
請求書の売上税率を列として表示
税金名や税率を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。

売上税率の表示 (8.90 % など)
税率を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。
消費税の名称を表示する（例：消費税、VATなど） 
税金名を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。
請求書の列として売上税金額を表示します (例: $9.56)。

品目行に売上税金額を表示する場合は、このオプションを選択します。
支払済売上税の追跡
このオプションを有効にすると、エクスプレスアカウントは、サプライヤーからの購
入を入力するときに支払う税金の追跡を許可します。このオプションは、主に入力税
額控除を回収できる国で使用されます。
VAT レポート期間 (英国のユーザーのみが使用できます)
VAT 
レポート期間を設定するには、このオプションを使用します。現在サポートされてい
るのは、月次レポートと四半期レポートです。

VAT を毎月報告する
ビジネスで VAT を毎月報告する場合は、このオプションを選択します。
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VAT を四半期ごとに報告する
ビジネスで四半期ごとの VAT を報告する場合は、このオプションを選択します。

VAT 期間の開始月数
四半期ごとの VAT レポート期間の開始月を選択します。
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オプション - オプション ~在庫
NCH ソフトウェアの在庫プログラム Inventoria を使用すると、Inventoria 
とエクスプレス請求書の間で在庫数量に関するデータを同期できます。
在庫切れの品目に警告を表示 
請求/受注商品の在庫が無い場合は請求書/注文請書の作成時に警告を表示するように
するには、このオプションにチェックを入れます。
Inventoria の同期設定

エクスプレス アカウントを Inventoria と同期できるようにする
このオプションにチェックを入れると、Express 
AccountsとInventoriaを接続し、特定のデータのダウンロードやアップロード、
また数量の変更などが 行えるようになります。
アクセス認証コード (サーバー プログラムに一致):
Express AccountsがInventoriaに接続を行う際に使うコードを入力します。
サーバー プログラムの IP アドレス ('http://を含まない):
Express 
Accountsが接続に使用するサーバープログラムのアドレスまたはIPを入力します
。
サーバー プログラムで使用されるポート番号:
サーバープログラムがWeb接続に使用しているポート番号を入力します。Inventor
iaには1097がデフォルトのポート番号として入力されています。
このビジネス プロファイルの場所名:
Express 
Accountsに設定されている事業詳細に対応する倉庫名をInventoriaに入力します
。
場所の取得
このボタンを使ってInventoriaに記録されている既存の倉庫の一覧をリクエストし
ます。
今すぐ更新
このボタンを使用すると、現在の設定を使用して項目の同期を直ちに実行できます
。これにより、サーバ Inventoria 
からすべてのアイテムがインポートされますが、選択した場所のアイテムの数量の
みが更新されます。
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オプション - オプション ~ ページ レイアウト
オプション dialogの [ページ レイアウト] 
ページは、用紙サイズ、余白、およびウィンドウ封筒の請求先住所と送付先住所の配
置を設定する場合に、印刷ページのレイアウト方法を指定するために使用します。
用紙サイズ 
請求書類や報告書、明細書などの印刷を行う用紙のサイズをプルダウンメニューから
選択します。選択したサイズはPDF作成時にも使われます。 
ロゴの高さ 
ロゴの高さフィールドは、ロゴの印刷時のサイズを決定します。ロゴは、正しい縦横
比を維持したまま、入力した高さに応じて拡大または縮小されます。
大きすぎるロゴはヘッダーテキストでオーバープリントされる場合がありますのでご
注意ください。
余白 
報告書や請求書、注文請書、見積書などの上下・左右の余白を設定します。
窓付封筒 
レイアウト 
ページのこのセクションでは、請求先住所と出荷先住所、および会社情報ブロックの
位置をカスタマイズして、ウィンドウエンベロープに合わせることができます。
住所位置の変更をオンにする
このオプションをオンにすると、請求先住所と送付先住所が、下のボックスに表示さ
れる既定の設定にオフセットされます。この機能を有効にすると、請求書上の他の要
素の位置と競合する可能性があることに注意してください。[ページ スタイル] 
ページを確認し、テンプレートまたはページ 
スタイルをプレビューして、異なるテキスト要素間で重複が発生しないようにします
。
請求先および送付先住所の割付位置
「住所位置の変更をオンにする」が有効になっている場合、請求先や送付先の住所の
配置を調整することができます。請求書を折り畳んだ際に住所が配置される場所を、
上端および左端からの距離を指定して指定します。
会社情報の位置決めを有効にする
このオプションをオンにすると、会社情報ブロックは下のボックスに表示される既定
の設定にオフセットされます。この機能を有効にすると、請求書上の他の要素の位置
と競合する可能性があることに注意してください。[ページ スタイル] 
ページを確認し、テンプレートまたはページ 
スタイルをプレビューして、異なるテキスト要素間で重複が発生しないようにします
。
会社情報アドレスオフセット
[会社情報の配置を有効にする] 
オプションが有効になっている場合は、会社情報ブロックの位置を調整できます。請
求書を折りたたむときに、封筒の上端と左端から会社情報をどの辺にするかを入力し
ます。
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オプション - オプション ~ ページ スタイル
オプション dialogの [ページ スタイル] ページでは、ビジネスに適したページ 
スタイルを作成または選択できます。このページを使用して、請求書に罫線、線、色
などの装飾的な要素を追加したり、フォント設定を調整したり、ページの周りにテキ
スト要素を移動して、必要な請求書の外観を作成したりできます。
テンプレートの選択
テンプレートのサムネイルからテンプレートを選択して、事前スタイルの装飾要素を
設定します。
高速アカウントには、次のページ スタイル オプションがあります。
● デフォルト 最もシンプルな白黒のテンプレートです。 
● カスタム独自のページ 

スタイルを最初から作成するには、このオプションを選択します。このオプション
を選択すると、最後に保存したカスタム請求書オプションが設定に表示されます。

● デザイン一覧ブルートリム、ブルーベルベット、シトラススプラッシュなど、事前
スタイルの請求書のリストでは、カラフルでプロフェッショナルな外観ですでに設
定されている請求書を選択できます。一覧からテンプレートを選択し、必要な設定
を変更することで、事前スタイルの請求書をカスタマイズできます。

テンプレートをプレビュー 
[テンプレートのプレビュー] 
ボタンをクリックして、現在の設定を保存し、テンプレートを表示します。ページ 
スタイルに加えた変更は、このボタンをクリックして表示できます。
テンプレートのカスタマイズ
枠線
「枠線」の欄では請求書に囲み枠を挿入したり、ヘッダやフッター領域を指定する線
を挿入したりすることができます。 

無しこのオプションを選択すると線が挿入されません 
枠線このオプションを使うと、太線や細線、二重線など、線の種類を選択すること
ができ、線の色を色番号1または2から選択することができます。 
ヘッダおよびフッター 
枠線を付けずにヘッダとフッターの領域に特定の色や種類の線を引く場合は、「ヘ
ッダおよびフッター」オプションを選択します。「ヘッダおよびフッター」オプシ
ョンを選択すると、太線や細線、二重線などの線がヘッダおよびフッター領域に挿
入されます。線の色は色番号1または2から選択することができます。 
ヘッダースタイルがすべてのテキストの上に表示される
ヘッダ用の線を各種名称より上に挿入する場合は、このオプションを選択します。
このオプションを選択しない場合は、一番上に表示される名称（「請求書」などの
文字）と同じ行に線が挿入されます。
名称

[テキスト属性] 
セクションでは、請求書にテキストを表示する方法を指定できます。変更できる属性
には、フォント、フォント サイズ、フォント 
スタイル、色、配置などがあります。各テキスト 
オプションの詳細については、このマニュアルの「テキスト属性」のトピックを参照
してください。
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グローバル テキスト属性を使用する
請求書全体に同じ書体を使う場合は、このオプションを選択します。
各テキスト セクションのスタイルを設定する
各名称欄にそれぞれ別の文字属性を使う場合はこのオプションを選択します。名称欄
は以下の通りです：
● 請求書の名称：請求書の名称を表示するよう選択してある場合に、請求書の一番上

に表示される請求書の名称です。
● 会社名：会社名の文字属性は会社名のみに適用され、会社の住所等には適用されま

せん（これらの文字属性は「その他の名称」で指定します）。
● ヘッダ名：ヘッダ部分に表示される、請求先や送付先などのラベルや、品目一覧の

カラムヘッダを調整します。
● その他の名称：請求書詳細の文字列や、会社の住所、問合せ先、請求先、送付先な

どの文字列を調整します。
アクセント
テキスト ブロックのアクセント 
セクションでは、請求書の特定のテキスト領域の周囲に罫線、色ブロック、または線
を追加できます。
グローバル テキスト ブロックのアクセント記号を使用する
このオプションを選択すると、請求書の各テキスト セクションに同じテキスト 
アクセントが適用されます。
各テキスト ブロックのアクセントを設定する
個々のテキスト 
ブロックに異なるアクセントを適用するには、このオプションを選択します。セクシ
ョンは次のとおりです。
● 請求書の名称：請求書の一番上に表示される請求書の名称です。
● 請求書詳細：支払期日や営業担当者、請求書番号などの領域です。
● 会社情報：社名や住所、問合せ先などの領域です。 このテキストブロックに会社

ロゴをリンクする 
オプションにチェックを入れると、会社のロゴを必ずこのテキストブロックの左横
に表示することができます。 

● 請求先と送付先：請求先と送付先の住所です。
● 品目欄の見出し：品目一覧の各カラムの見出しです。
● 送金伝票：請求書下部に挿入される送金伝票です（送金伝票オプションが 

オプション ~ 請求書の内容でクリックして表示します。 
ポジショニング
ヘッダー 
ブロックの配置セクションでは、請求書の印刷出力の上部の周囲の特定の領域にテキ
ストのブロックを配置できます。画面上にプルダウン 
メニューのグリッド構造が表示され、選択したテキスト 
ブロックの大まかな配置を視覚的に表します。たとえば、会社情報を右上隅に表示す
るには、右上のドロップ メニューから[会社情報]を選択します。
色
カラー#1とカラー#2
1番と2番の色を選択して請求書デザインの色を変更します。事前設定されたデザイン
の多くは、色を元に名前が付けられています。
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[色]ダイアログボックスが開いたら、基本色の 1 
つから選択するか、より詳細なオプションを選択するには、[カスタム カラーの定義]

ユーザー設定の色に追加]
し、[OK]をクリックして色の選択を請求書に適用します。

品目一覧
アイテム リストの 1 行おきに網掛けする
品目欄を見やすくするために、1行ごとに網掛けする場合はこのオプションを選択し
ます。
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オプション - オプション ~ 請求書
オプションの「請求書の内容」欄では、請求書に表示される内容を指定することがで
きます。請求書に使われる各種名称やヘッダなどのカスタム化が可能です。 
請求書、見積もり、受注のオプション

[アイテム] 列の表示
品番欄を表示する場合はここにチェックを入れます。
割引欄を表示 
請求書や注文請書、見積書の作成画面に割引欄を表示する場合はこのオプションを
選択します。
販売担当者名の印刷
請求書、見積もり、および受注に営業担当者を印刷するには、このチェック 
ボックスをオンにします。
「請求先」および「送付先」のラベルを表示しない 
請求先や送付先住所を非表示にする場合はこのチェックボックスにチェックを入れ
ます。
備考欄の「%TEXT%」を実際の値や名称に置換え 
レコード番号/レコード合計金額/顧客名を足またはメモのコメントに印刷すると便
利な場合があります。これを行うには、NUMBER、AMT、顧客、SUPPLIER 
という単語をパーセンテージで囲んだ足/注記コメントに入力するには、レコード
が発行されるたびに、%NUMBER% 4 が実際のレコード番号 (%A5MT% f% f% f% 
f% f% f% f% f66) %CUSTOMER88888 レコードの顧客名、および 
%SUPPLIERAAAAWith レコードのサプライヤー名 
[手形および発注書のみに適用されます])
請求書オプション 
期日の印刷
このチェックボックスにチェックを入れると、請求書に支払い期日を記入して印刷
します。
支払済の請求書に 「支払済」 テキストを追加する
有料の請求書印刷の上部に「有料」テキストを配置する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
支払い期限の過ぎた請求書に「期限超過」の文字を入れる 
支払期限を超過した請求書の上部に「支払期限超過」の文字を入れる場合は、この
ボックスにチェックを入れます。
再発行の請求書に「コピー」の文字を入れる 
過去に印刷済みの請求書の上部に「コピー」の文字を入れる場合は、このボックス
にチェックを入れます。
請求書の下に送金伝票を添付する 
請求書下部に送金伝票を挿入する場合はここにチェックを入れます。
請求書類の名称 

ここで指定した文字列が請求書類の名称として表示されます。名称を指定する各種ヘ
ッダをプルダウンメニューから選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力しま
す。 
ユーザー設定フィールド
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カスタム 
フィールドは、印刷された請求書の上部と下部の両方のセクションに追加できます。
これにより、印刷された請求書のレイアウトをさらにカスタマイズして、個々の請求
書にカスタム追加情報を追加できます。追加したフィールドは[請求書]ダイアログに
表示され、印刷される請求書に使用する請求書固有の情報を追加できます。
[追加]ボタンをクリックし、[上下]列のセクションを選択すると、請求書の上部または
下部のセクションに新しいユーザー設定フィールドを追加できます。ユーザー設定フ
ィールド名は、[請求書] ダイアログと印刷された請求書の両方のフィールド 
ラベルとして使用されます。
[削除] ボタンをクリックすると、選択したユーザー設定フィールドを削除できます。
備考およびフッターコメント欄 

名称 
ここに入力した文字列が印刷またはPDF保存された請求書に表示されます。
配置/フォントサイズ 
備考欄用の文字配置（左揃え、右揃え、中央）およびフォントサイズ（標準/小さ
い）を選択します。
請求書のプレビュー

[請求書のプレビュー] 
ボタンをクリックして、現在の設定を保存し、請求書テンプレートを表示します。

71



オプション - オプション ~見積書
オプションの「見積書」タブで見積書にデフォルト表示される文字列をを設定します
。変更箇所のプレビューを確認する場合は、見積書をプレビューボタンを見積書タブ
の下部でクリックします。 
見積書の名称
見積書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから
選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
備考およびフッターコメント欄
ここに入力した文字列が見積書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。フッターコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
見積書をプレビュー
このボタンをクリックすると設定が保存され見積書のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ 受注書
[販売注文] タブでは、販売注文に表示される標準テキストをビジネス 
ニーズに合わせて構成できます。[販売注文] ダイアログの下部にある [販売注文のプ
レビュー]ボタンをクリックすると、変更内容をプレビューできます。[販売注文] 
ダイアログを開くには、ツール バーの[オプション]アイコンをクリックし、[販売注文
]タブをクリックします。
注文書の名称 
これは、販売注文に印刷されるテキストです。ドロップ 
メニューからタイトルまたは見出しを選択し、右側のフィールドでその項目のテキス
トを変更します。
備考およびフッターコメント欄 
ここに入力したテキストは、注文印刷または pdf 
の下部に表示されます。テキストの配置とフォント 
サイズを選択します。脚注コメントの下に足のコメントが表示されます。
販売注文のプレビュー
このボタンをクリックすると、設定が保存され、販売注文の外観をプレビューできま
す。
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オプション - オプション ~注文書
発注書オプション dialogでは、発注書に表示される標準テキストをビジネス 
ニーズに合わせてコンフィギュレーションできます。[発注書] オプション 
dialogの下部にある [発注書のプレビュー]ボタンをクリックすると、変更内容をプレ
ビューできます。ダイアログを開くには、ツールバーのオプションアイコンをクリッ
クし、[発注書]タブをクリックします。
注文書の名称 
これは、発注書に印刷されるテキストです。ドロップ 
メニューからタイトルまたは見出しを選択し、右側のフィールドでその項目のテキス
トを変更します。
備考およびフッターコメント欄 
ここに入力したテキストは、注文印刷または pdf 
の下部に表示されます。テキストの配置とフォント 
サイズを選択します。脚注コメントの下に足のコメントが表示されます。
発注書のプレビュー
設定を保存し、発注書の外観をプレビューするには、このボタンをクリックします。
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オプション - オプション ~貸方票
[貸方票] ページでは、注文に表示される標準テキストをビジネス 
ニーズに合わせて構成できます。[貸方票] ダイアログの下部にある [貸方票のプレビ
ュー]ボタンをクリックすると、変更内容をプレビューできます。[貸方票] 
ダイアログを開くには、ツール バーのオプションアイコンをクリックし、[貸方票] 
タブをクリックします。
売掛金 
貸方票が適用される勘定を選択します。
貸方票の名称 
プルダウンメニューから文字の種類を選択し、右側に文字を入力します。 
備考およびフッターコメント欄 
この文章が貸方票の印刷画面下部に表示されます。フッターコメントは備考欄の下に
表示されます。それぞれのコメントの配置と文字の大きさを選択します。
貸方票のプレビュー
このボタンをクリックすると、設定が保存され、貸方票の外観をプレビューできます
。
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オプション - オプション ~ 梱包明細書
[梱包明細] 
ダイアログは、印刷された梱包明細に表示される標準テキストを設定するために使用
します。[梱包明細] ダイアログの下部にある [梱包明細のプレビュー] 
をクリックすると、変更内容をプレビューできます。[梱包明細] ダイアログ 
を表示するには、オプション dialogを開き、[ページ レイアウト] 
の下のウィンドウの左側のサイドバーにある [梱包明細]リンクをクリックします。
梱包明細テキスト

梱包明細のタイトル
印刷物と pdf に表示する梱包明細タイトルのカスタム テキストを入力します。
備考およびフッターコメント欄

ここに入力した文字列が梱包明細書の下部に表示されます。文字列の配置とフォント
のサイズを選択します。フッターコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
梱包明細書をプレビュー
このボタンをクリックすると設定が保存され梱包明細書のプレビューを確認すること
ができます。梱包明細書には請求書と同じデザインは適用されませんのでご注意くだ
さい。
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オプション - オプション ~領収書
オプションの「領収書」タブを使って領収書のレイアウトと名称を設定します。 
小さな領収書オプション

領収書の印刷にレシート用紙を使う
このオプションでは、3インチの幅に領収書を印刷するよう設定されています。領
収書用ロール紙を使用する場合に最適です。
ロゴの高さ
ロゴの高さフィールドは、ロゴの印刷時のサイズを決定します。ロゴは入力した高
さに応じて拡大または縮小されますが、ロゴが高さがまだある場合でもロゴの幅が
大きくなると、ロゴの幅が 1/3 を超える時点まで正しい縦横比が維持されます。
レシートに表示するには、[オプション] の [会社] タブでロゴ jpg 
ファイルを指定する必要があります。
余白 (.)
レシート用紙用の上下・左右の余白を設定します。
領収書の名称

領収書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから
選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
備考およびフッターコメント欄
ここに入力した文字列が領収書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。フッターコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
領収書をプレビュー
このボタンをクリックすると設定が保存され領収書のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ 小切手
[チェック オプション] 
ページには、チェックの外観を構成するためのオプションが用意されています。ここ
で入力した位置はインチ単位で測定され、ページ全体のサイズに対して相対的です。[
伝票の印刷] 
が選択されている場合、代わりに、小切手が印刷されるページの部分に対する相対的
な位置と見なされます。
このダイアログを開くには、ツールバーのオプションアイコンをクリックし、[チェッ
ク]タブをクリックします。
テキストの配置 (.)

日付位置 
小切手に印刷される日付の位置を調整します。単位はインチです。
サプライヤー名の位置
小切手に印刷される仕入先の位置を調整します。単位はインチです。
サプライヤーの住所の位置
小切手に印刷される仕入先の住所の位置を調整します。単位はインチです。
金額の位置 
小切手に印刷される金額の位置を調整します。単位はインチです。
金額（漢数字）の位置 
小切手に漢数字で印刷される金額の位置を調整します。単位はインチです。
メモの位置 
小切手に印刷されるメモ欄の位置を調整します。単位はインチです。
会社ロゴ
会社のロゴの位置を、既定の位置からインチ単位で調整して、事前に印刷されたチ
ェックに合わせます。
会社名と住所
既定の位置から位置をインチ単位で調整して、事前に印刷された小切手に合わせて
会社の名前と住所の位置を指定します。
チェック フィールドの表示
仕入先の住所を表示 
小切手に仕入先の住所を表示する場合に選択します。
通貨記号を表示 
小切手に通貨記号が印刷されていない場合、これを選択すると通貨記号を表示しま
す。
メモを表示 
これを選択すると小切手にメモを表示します。
通貨名を表示 
小切手に通貨名が印刷されていない場合、これを選択すると通貨名を表示します。
セントを文字表記する 
ドル表記の小切手上でセントを文字で書き出す場合はこれを選択します。
会社のロゴを表示する
小切手に会社のロゴを印刷する場合に選択します。
会社名と住所の表示
小切手に会社の名前と住所を印刷する場合に選択します。
伝票の印刷
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小切手と共に伝票を印刷する場合に選択します。伝票は、小切手のコピーと、小切
手が支払う各トランザクションの一覧です。これらのトランザクションは、小切手
にリンクされた発注書、または手動で入力された参照番号によって参照されます。

1 つの伝票で確認するか、2 つの伝票で確認します
これらのオプションは、小切手を同じサイズの部分 (ページの半分または 3 
分の 1) 
に分割し、選択した位置に基づいて小切手を印刷し、ページの残りの部分に伝票
を印刷します。

上にチェック,中央にチェックイン,下にチェック
小切手を印刷するページの部分を選択します。「1つの伝票で確認」を選択し
た場合は、途中で印刷することはできません。
プレビュー チェック

このボタンをクリックすると、設定が保存され、チェックの外観をプレビューできま
す。
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オプション - オプション ~ 明細書
[明細書] 
ダイアログは、顧客および仕入先明細書に表示されるテキスト、および一部のテキス
トのレイアウト方法を設定するために使用します。[ステートメント] 
ダイアログの下部にある [ステートメントのプレビュー] 
をクリックすると、変更内容をプレビューできます。[ステートメント 
オプション]ダイアログ にアクセスするには、ツールバーのオプションアイコンをク
リックし、[文]タブをクリックします。
自動明細書 
得意先明細書は、毎月末に自動的に印刷または送信することができます。明細書は、
選択したオプションにより、未払残高のある得意先または支払期限を超過した得意先
に送信することができます。

明細書を毎月送信 
得意先明細書は、毎月末に自動的に印刷または送信することができます。明細書は
、選択したオプションにより、未払残高のある得意先または支払期限を超過した得
意先に送信することができます。
この金額以下は無視 
このオプションを使用することにより、未払残高が僅かしかない得意先へ明細書を
送信しないよう設定することができます。
明細書の名称 

これは、ステートメントに印刷されるテキストです。ドロップ 
メニューからタイトルまたは見出しを選択し、右側のフィールドでその項目のテキス
トを変更します。
コメント
ここに入力したテキストは、ステートメントの印刷出力の下部に表示されます。テキ
ストの配置とフォント サイズを選択します。
明細書のプレビュー
このボタンをクリックすると、設定が保存され、ステートメントの外観がプレビュー
されます。
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オプション - オプション ~ その他
オプション dialogの [その他] タブでは、電子メールと FAX の設定、csv 
形式の設定、ユーザー アクセス設定など、さまざまな全般設定を構成できます。
送信設定

電子メールの設定
詳細については、
サポート技術情報の記事 - ソフトウェアを使用して電子メールを送信する際の問題

FAX の設定
[FAX の設定] ボタンをクリックして、FAX 
ゲートウェイを設定または表示します。Express アカウント内で FAX 
を送信できるようにするには、電子ゲートウェイを構成する必要があります。推奨
されるゲートウェイの詳細と一覧
については、「http://www.nch.com.au/fax/services.html」を参照してください
。
メイン ウィンドウに財務集計を表示する

このオプションをオンにすると、収益と勘定科目の収益の概要がメイン 
ウィンドウの下部に表示されます。
CSV 形式の設定

CSVファイルをUFT8エンコードで保存 
CSV 
ファイルをUTF-8の文字コードで保存する場合は、このオプションにチェックを入
れます。
Excel 用に csv として保存
CSV 
ファイルをエクセル、ワードパッドなどのWindowsのプログラムで開くことので
きるファイルとして保存する場合は、このオプションにチェックを入れます。
ユーザー アクセスの設定
管理者と特定のユーザーに高速アカウントの実行のみを許可する
ここにチェックを入れるとExpress 
Accountsを実行できる特定のユーザーおよび管理者を指定することができます。
許可されたユーザー:
Express 
Accountsを実行できるユーザー名を半角カンマで区切って記入します（例：user1
,user2).
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オプション - オプション ~ 支払い
オプション dialog の [支払い] タブは、エクスプレス 
アカウントを使用して顧客からのクレジット 
カード支払いを受け入れることができるように、クレジット 
カード支払いが構成されている場所です。クレジットカードゲートウェイは、事実上
、物理的なクレジットカードのスワイプマシンの代わりに、顧客の支払いを安全に処
理することができます。
利用可能なクレジットカードゲートウェイのリストがこのページに表示されます。ゲ
ートウェイが表示されない場合は、[更新の確認] 
ボタンをクリックして一覧を更新します。リストを更新すると、エクスプレスアカウ
ントでテストされたクレジットカードゲートウェイが表示されます。
ゲートウェイの設定を構成するには、名前が強調表示されるように一覧からゲートウ
ェイを選択し、[構成..]ボタンをクリックします。クレジットカードゲートウェイを顧
客に請求できるようにするには、その名前の左側にあるチェックボックスをオンにし
ます。一度に選択できるクレジット カード ゲートウェイは 1 
つだけです。ゲートウェイのチェックボックスをオンにしてゲートウェイを有効にし
ないと、エクスプレスアカウントでのクレジットカード課金はできません。
お使いいただけるゲートウェイの詳細については以下のリンクからご覧ください：
● 認証 

● 認証サイト： www.authorize.net 
● 認証作業スタートアップガイド www.authorize.net/files/gettingstarted.pdf 
● また、アカウント情報の認証の項目もご覧ください。 

● Eway 
● Ewayオーストラリアのホームページ： http://www.eway.com.au/。画面右上

の国旗をクリックすると、他の言語を選択することができます。 
● また、Ewayアカウント設定の項目もご覧ください。 

● PayPal 
● ペイパルのホームページ： www.paypal.jp。ペイパル口座を設定します。 
● また、Paypalアカウント設定の項目もご覧ください。 

アップデート版をチェック
インターネットに接続しアップデートを確認、またはその他のゲートウェイに関する
サポートを確認します。
設定（構成）...
選択したアカウントの設定を調整します。
支払い方法
支払い処理を行う場合、支払い方法を選択することができます。この情報は、支出報
告書の作成に使用され、明細書の調整にも使用されます。デフォルトの支出一覧は、
コンマで区切った、利用可能な支払い方法一覧をここに入力することにより、変更す
ることができます。例：　小切手,銀行振込み,クレジットカード　などです。 
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オプション - オプション ~Webアクセス
オプションの「Webアクセス」タブで、Express 
AccountsにWebアクセスを行うための設定を行います。 
WebインターフェイスはExpress 
Accountsを簡易Webサーバーとして実行することで機能します。 
Webインターフェイスを設定するには、まずサーバーがオンラインになっていること
を確認します。以下のチェックボックスのいずれかを選択することでオンラインにす
ることができます：
● ローカルネットワークからExpress Accountsにアクセス
● インターネットからExpress 

Accountsにアクセス可能にする（クラウドアクセス）
次に、ログオンの詳細として使用するユーザー名とパスワードを指定します 
(これは、オプション dialogの [Web アクセス] タブで行います)。次に、[ローカル 
ネットワーク] リンクと [パブリック ネットワーク] リンクの横にある [構成]ボタンを
クリックして、Web 
インターフェイスを実行するポートを指定します。既定のポートは 96 
で、変更した場合はポート 80 を使用しないことをお勧めします。
Express 
AccountsのWebインターフェイスへは「Webアクセス｣タブのリンクをクリックする
ことで簡単にアクセスできます。 また、「http://localhost:[ポート]」と 
ブラウザに入力することでもアクセスできます（[ポート]の部分にはダイアログで設
定したポート番号が入ります）。 
LANまたはインターネットを使って別の場所からWebインターフェイスにアクセスす
る場合、WebブラウザにURLを入力する際は以下の形式をお使いください： 
● http://コンピュータ名:ポート、例えば http96/mycomputer:96 

（ローカルエリアネットワークを使う場合）
● http://プライベートIPアドレス:ポート、例えばhttp://192.168.0.1:96 

（ローカルエリアネットワークを使う場合）
● http://パブリックIP:ポート、例えばhttp://212.137.22.14:96 

（インターネットを使う場合）
● http://ドメイン名:ポート、例えばhttp://axon.my96mpany.com:96 

（IPアドレスにドメイン名をお持ちの場合のみお使いいただけます）
指定したポート番号がファイアウォールにより遮断されないようご注意ください。お
使いのファイアウォール設定で正しいUDPポートが開いていることを確認してくださ
い。
ネットワークに関する問題はネットワーク管理者にお問い合わせください。ルーティ
ングやファイアウォールに関する問題はネットワーク管理者が解決できるはずです。 
また、http://www.nch.com.au/kb/jp/10046.htmlでネットワークの問題と解決策を
ご覧いただけます。 
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Webアクセス - Webアクセス機能について
WebインターフェイスやWebアクセス機能には、インターネットに接続されているコ
ンピュータや携帯機器からなどを使ってどこからでもオンラインでアクセスすること
ができます。複数のユーザーが同じデータにアクセスする必要がある場合、または出
先などから勘定や在庫、請求書などの情報の確認や編集が必要な場合に最適な機能で
す。
Web アクセスを設定するには、アカウント情報へのアクセスを許可するように 1 
台のコンピュータを構成し、アクセスする各ユーザーの Web 
アカウントを設定Express Accounts. Web アクセスのセクションの次のヘルプ 
トピックを参照してください。このマニュアルでは、プロセスを説明します。NCH 
が提供するビデオ 
チュートリアルでは、この機能の設定方法と、接続に関する問題のトラブルシューテ
ィング方法を示します。
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Webアクセス - Webアクセスのユーザー設定
Express 
Accountsにアクセスを行う各ユーザーには、異なるアクセス権限を設定することがで
きます。アクセス権限の種類は以下の通りです：
● 管理者 - 

全事業にアクセス可能で、全ユーザーのパスワード管理、Webインターフェイス
を使った会計および在庫のデータ作成と編集、および報告書の閲覧が可能です。

● ユーザー - 
特定の事業のみにアクセスが可能で、会計および在庫データの作成と編集、および
報告書の閲覧が可能です。

● 閲覧のみ - 
特定のみにアクセスが可能で、会計および在庫データ、報告書とも閲覧のみが可能
です。

Web アカウントを作成するには、ツールバーの[オプション]アイコンをクリックし、
[Web アクセス]Addタブをクリックします。ユーザーの表示名、電子メール 
アドレス、およびパスワードを入力します。[アカウントの有効化] チェック 
ボックスがオンになっていることを確認し、ユーザーにユーザー特権レベルを割り当
てて、ユーザーがアクセスする必要のある組織を選択します。[OK] をクリックして終
了します。
こちらもご覧ください：
● ユーザーアカウント
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Webアクセス - 
Webアクセスのインターネット接続を設定
お使いのコンピュータからExpress 
Accountsにアクセスできるよう設定するには、ツールバーのオプションアイコンをク
リックしWebアクセスタブをクリックします。
まず 開始ボタンをクリックしてサーバーをオンにし、ブラウザを使ってExpress 
Accountsにアクセスできるようにします。Webアクセスを行うには、サーバーが常
にオンになっている（開始されている）必要があります。アクセス許可を求めるメッ
セージが表示された場合は、アクセスの許可またはブロックの解除を行ってください
。行わない場合は他のコンピュータやデバイスからExpress 
Accountsにアクセスすることができません。
ユーザーのExpress Accounts 
へのアクセス方法を設定します。アクセス方法は、ローカルネットワーク(インターネ
ットへ接続することなくローカルネットワークを使って複数のユーザーのアクセスを
可能にすること）またはインターネット接続のいずれかから選択することができます
。
ローカルネットワークを選択した場合は、このマニュアル内の「Webアクセス」の章
からWebアカウントの設定のページをご覧いただき、手順に沿って各ユーザーのアカ
ウントを作成し、ダイアログ内に表示されているリンクをユーザーに配布します。ユ
ーザーはこのリンクを使ってExpress Accountsへアクセスします。
パブリックネットワークを選択した場合は、この画面のルーティング欄に赤字でエラ
ーが表示されていなことを確認します。エラーが表示されている場合は、問題を解決
するまでインターネット経由でExpress 
Accountsにアクセスすることができません。こうした場合は、ルーターのポート98
の転送やファイアウォールの設定などが必要になる場合が殆どです。こうした作業の
詳細はこの問題を解決するためのヘルプ （ルーティングの項目）または
http://www.nch.com.au/kb/jp/10046.htmlをご覧ください。ここでは接続に関する
様々なトラブルシューティング用チュートリアルなどをご覧いただくことができます
。ルーティング欄が緑色でエラーが表示されていない場合は、パブリックネットワー
クのアクセス用リンクをユーザー情報と共に入力すると、外部からユーザーがExpres
s Accountsにアクセスすることができます。
こちらもご覧ください：
● Webアクセスページのサポート情報 http://www.nch.com.au/kb/jp/10233.html
● Webアクセス用ローカルネットワーク設定に関するサポート情報 

http://www.nch.com.au/kb/jp/10234.html
● Webアクセス用パブリックネットワーク設定に関するサポート情報 

http://www.nch.com.au/kb/jp/10235.html
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Webアクセス - Webアクセスへのログイン方法
Webアクセス機能を使うには、オプションダイアログの「Webアクセス」タブに表示
されているリンク（ローカルネットワーク またはパブリックネットワーク）を使うか
、Webアクセスアイコンをクリックします。ログイン情報を入力する画面が表示され
るので、情報を入力しログインします。同じリンクを使って携帯機器用Express 
Accountsにアクセスすることもできます。
こちらもご覧ください：
● Webアクセスのユーザー設定
● パスワード管理
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Webアクセス - パスワード管理
新規ユーザーの作成時、パスワードはドットで表示され、実際の文字は表示されませ
ん。各ユーザーはパスワードの変更およびリセットが可能です。
パスワードを変更
Webインターフェイスでパスワードの変更を行う場合はパスワードの変更リンク（メ
イン画面右端）をクリックします。パスワードの変更には新旧両方のパスワードの入
力が必要になります。旧パスワードを紛失した場合は、パスワードのリセットを行い
ます。
パスワードをリセット
リセットを行うには、Webアクセスのログイン画面でパスワードをお忘れですか？リ
ンクをクリックします。新しいパスワードが電子メールで送信されます。新しく発行
されたパスワードを使ってWebアクセスにログインした後、必要に応じてパスワード
を覚えやすいものに変更することができます。
注ユーザーがパスワードをリセットするための電子メールを受け取らない場合、管理
者ユーザー権限を持つユーザーは、メインインターフェイスのオプション ~ Web 
アクセス、または右側のサイドバーの[ユーザーの追加/編集] リンクをクリックして 
Web アクセス 
インターフェイスを通じてパスワードをリセットする必要があります。
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Webアクセス - 
Webアクセスのインターフェイスについて
Webアクセス画面の外見は、メインインターフェイスとはかなり違って見えますが、
「管理者」や「ユーザー」の権限を持つユーザーが使用できる機能はWebインターフ
ェイスもメインインターフェイスも変わりありません。
主画面
メイン画面には、アクセスが必要なExpress Accounts 
youの任意の部分へのリンクが含まれています。Web 
インターフェイスの任意の場所からこの画面に戻るには、いつでも右上隅の[メイン]

メイン画面の右上には、ユーザーのログオフ用リンクや、Express 
Accountsのヘルプ文書を表示するリンクがあります。このマニュアルでは基本的にE
xpress 
Accountsのメインインターフェイスについて説明していますが、各部の名称等はメイ
ンインターフェイスもWebインターフェイスも全く同じですので、いずれのインター
フェイスにもご参照いただけます。ログオフやヘルプ文書のリンクの下には、現在ロ
グインしているユーザーの情報と、現在作業中の事業名が表示されます。
Webインターフェイス左側のメイン領域がコントロールパネルです。ここから、Expr
ess Accountsの以下のリンクにアクセスすることができます：
● 請求書： 請求書や定期請求の表示、編集、作成、および納品書の表示と印刷
● 手動で仕訳 - 仕入または入金取引を作成し、関連する勘定に仕訳
● 帳簿を表示： 

支払い、入金、売上、仕入を日付順に表示、入力の編集およびCSV形式でエクス
ポート

● 勘定の消し込み： 
入力した記録を銀行明細と消し込み、銀行口座明細は直接読み込み可

● 見積書：見積書を表示、編集、作成し、必要に応じて注文請書や請求書に流用
● 注文請書： 

注文請書や定期請求を表示、編集、作成し、必要に応じて請求書に流用
● 注文書 - 注文請書および定期受注を表示、編集、作成
● 得意先からの入金 

-得意先からの入金日、入金方法、金額、請求書番号または入金処理参照番号を表
示

● 品目： 品目を表示、編集、作成し、在庫レベルを管理
● 得意先：得意先情報の表示、編集、作成と、得意先宛て明細書の表示、印刷、送信
● 報告書 - Express Accountsで作成した各種報告書を表示、印刷、送信
画面右側の作業項目の欄には、Express 
Accountsで良く使う機能へ素早くアクセスできる以下のようなリンクが表示されてい
ます。
● 新規請求書を作成 

-新規請求書を作成し、下書きとして保存、記録、送信または定期発行として保存
● 新規見積書を作成 -新規見積書を作成し、下書きとして保存、記録または送信
● 「新規注文請書を作成」

89



 
-新規注文請書を作成し、下書きとして保存、記録、送信または定期発行として保
存

● 新規注文書を作成 - 
注文書を作成し、下書きとして保存、記録、送信または定期発行として保存

● 支払い： 支払いを入力し必要に応じて小切手を作成して印刷
● 入金 - 入金処理
● 小切手を表示： 小切手を作成、表示、編集し、必要に応じて印刷
● 新規品目を追加 -新規在庫品目を入力
● 新規得意先を追加 -新規得意先情報を作成
● 「ユーザーの追加/編集」 

-Webアクセス用の新規ユーザーアカウントを作成（管理者レベルのユーザーのみ
）

● 設定とオプションを調整 - 
プログラム設定を表示し設定（管理者レベルのユーザーのみ）

● 事業を選択する - 他の事業に変更
● パスワードを変更 -新規パスワードを入力
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Webアクセス - Webアクセスを設定
Express 
Invoiceは簡易Webサーバーとして設定することができます。こうすることで、Expre
ss 
Invoiceがインストールされているメインコンピュータが作動している限り、複数の
従業員が複数の場所からインターネットを使ってExpress 
Invoiceにアクセスできるようになります。ローカルコンピュータでWebアクセスを
設定することのもう1つのメリットは、ユーザーごとのアクセス情報を設定しアクセ
スできる機能を制限することができるという点です。
Webアクセスの設定が完了すると、Express 
AccountsのWebインターフェイスにログインすることで、コンピュータにインスト
ールされたExpress Accountsと全く同じ機能をお使いいただけます。
自動起動
高速アカウントは、コンピュータの起動時に自動的に実行されるように設定できます
。これを有効にするには、[起動時にExpress Accounts automaticallyを実行する] 
オプションにチェックマークを付けます。Web 
アクセス機能を使用してリモートまたはネットワーク経由で高速アカウントにアクセ
スする場合は、このオプションを選択する必要があります。
自動的に実行するモードは数多くあり、[ログイン時にExpress Accounts 
automaticallyを実行する] チェックボックスのプルダウン 
リストで選択できます。オプションは次のとおりです。 
● ユーザーがログオンしたときに開始します。
● このユーザーがログオンしたときにのみ開始します。
● ログオン前に開始します。すべてのユーザーのトレイを表示します。
● ログオン前に開始します。このユーザーのみを表示します。
● ログオン前に開始します。アイコンを表示しません。
サービス設定
ボタンをクリックしてサービス設定を確認します。Express 
Accountsをサーバーとして実行することに対する詳細は、「サービス設定」のページ
www.nch.com.au/kb/jp/10049.htmlをご覧ください。
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Webアクセス画面について - 事業を選択する
このページで事業の選択を行います。
デスクトップ版で新規事業を作成するには、Express Accountsメニューから複数の事
業を選択し追加ボタンをクリックします。
新規会社概要を選択します 
プルダウンメニューを使い希望の会社を選択してOKをクリックすると、ソフトウェ
アに表示されるすべての記録が選択した会社のものに切り替わります。
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Webアクセス画面について - 仕入先の追加情報
期首残高
仕入先の繰越残高を入力します。
未払残高
これは、仕入先に対する現在の合計残高です。
最も古い期日
仕入先宛てに前回作成した注文書の日付です。
ラストオーダー
これは、仕入先の最後の注文の発注書番号です。
主なオプション
これをクリックして変更を保存し、サプライヤの主な詳細に戻ります。
変更を保存 
クリックすると、行った変更が保存され、仕入先リストに戻ります。
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Webアクセス画面について - 
表示する請求書の期間を選択する
Webインターフェイスのコントロールパネルの請求書リンクをクリックすると、表示
する請求書の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
得意先を選択 
プルダウン メニューから顧客またはすべての顧客を選択します。
請求書を選択 
プルダウンメニューから表示する請求書の種類（記録済み,下書きまたは定期発行）を
選択します。
期間を選択 
表示する請求書の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定す
る場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します
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Webアクセス画面について - 定期請求を設定する
Webインターフェイスで「定期発行として保存」ボタンをクリックすると、請求書の
発行スケジュールを指定するための画面が表示されます。 
開始日 
定期請求を開始する日にちを選択します。
発行頻度 
定期請求書を発行する頻度を、毎週、隔週、毎月、隔月、四半期、半年毎、毎年、ま
たは隔年から選択します。
%period%の文字列を日付に変更  
定期発行される書類上に期間を自動表示する場合はこのオプションにチェック入れる
と、備考欄に%period%の文字を入力することで定期発行書類に対応する期間を自動
的に表示します。
変更のあった品目の価格を更新 
品目の価格が変更になった場合は自動的に変更後の価格を使って請求が行われるよう
にする場合は、このオプションにチェックを入れます。
得意先のクレジットカードに自動請求 
得意先のクレジットカードから自動的に引き落としを行う場合は、このオプションに
チェックを入れます。
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Webアクセス画面について - 勘定科目一覧表
勘定科目表リストを使用してアカウントを管理します。アカウントが一覧に表示され
ます。勘定科目表リストを開くには、メイン ページの右側のナビゲーション 
パネルで [勘定科目表の表示] 
リンクをクリックします。この機能は、「ビューア」権限のみを持つユーザーには使
用できません。
新規勘定を追加 
新しいアカウントを作成するには、このボタンをクリックします。
編集 
[編集] アイコンをクリックして、関連付けられたアカウントを編集します。
削除 
[削除] アイコンをクリックして、関連付けられたアカウントを削除します。
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Webアクセス画面について - 請求書一覧
請求書一覧を使って請求書を管理します。一覧を開くには、Webインターフェイスの
コントロールパネルにある請求書リンクをクリックし、表示する請求書の期間を選択
します。Express Accountsで作成した全ての請求書がここに表示されます。 
ページ上部の、記録済み、下書き、全て、または定期請求のタブを使って、表示する
一覧の内容を変更することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示す
る請求書を期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限するこ
ともできます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の請求書のみを
表示することもできます。更新ボタンをクリックすると、選択した条件に合った請求
書のみ表示します。「閲覧のみ」に制限されているユーザーは、請求書の追加/削除を
行うことができません。 
新規請求書を追加([定期的な表示] タブでは使用できません)
このボタンをクリックし、新規請求書を作成します。
選択した請求書の実行([定期的なタブのみを表示] )
[選択した請求書の実行] 
ボタンをクリックして、選択した定期的な請求書の現在期日が済んでいるすべての請
求書をスケジュールに従って生成します。
編集 
請求書の編集は編集アイコンをクリックします。
Pdf 
請求書を .pdf ドキュメントとして保存できます。
印刷 
このコマンドを実行すると、[印刷] ダイアログ 
ウィンドウが開き、請求書を印刷したり、.pdf 
ドキュメントとして保存したりできます。
梱包明細書 
梱包明細書アイコンをクリックすると、請求書の梱包明細書がPDF形式でダウンロー
ドされます。
出荷ラベル 
出荷ラベルのアイコンをクリックすると、請求書の出荷ラベルがPDF形式でダウンロ
ードされます。
履歴 
履歴アイコンをクリックすると、請求書に行った処理の履歴（例：得意先に電子メー
ルで送信）が表示されます。
スケジュールの編集 
請求書スケジュールの詳細を変更するには、このボタンをクリックします。
入金([定期的な表示] タブでは使用できません)
このボタンをクリックして入金処理を行います。
スケジュール([定期的なタブのみを表示] )
[スケジュール] 
ボタンをクリックして、選択した定期的な請求書のスケジュールを表示または変更し
たり、請求書の生成時に実行するアクション (電子メール、FAX、印刷、保存など) 
を変更したりします。
削除 
請求書を削除するには、削除アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 請求書の追加/編集
請求書の詳細は「請求書の追加/編集」画面で入力します。請求書の追加/編集画面を
開くには新規請求書を追加を請求書一覧からクリックするか、請求書一覧から既存の
請求書を選択し「編集」アイコンをクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザー
は、請求書の内容を編集することができません。 
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作
成するたびにすばやくアクセスできます。
日付 
請求書の日付をタイプ入力するか、カレンダーをクリックして日付を選択します。 
流用 
プルダウンメニューを使って流用する見積書や注文書、下書請求書を選択します。既
存の書類を流用しない場合はこの欄は空欄のままにしておきます。 
注文番号 
既存の注文請書を流用して請求書を作成する場合、流用する注文請書の番号がこの欄
に表示されます。この欄に自動入力される番号を手動で変更することはお勧めしませ
ん。 
支払条件 
支払条件を使って支払期日の計算をします。 
日数 
請求日から支払期限までの日数を入力します。 
預金口座 
請求書に対する支払いが入金される口座をプルダウンメニューを使って選択します。 
発送方法 
プルダウンメニューから発送方法を選択するか、新規の発送方法を入力します。発送
方法は得意先の参照用に請求書に記載されます。不要な場合は入力は不要です。 
送料と送料税
請求書に関連付けられている送料を 
フィールドに入力します。送料に税金を適用する必要がある場合は、ドロップ 
メニューから適切な税率を選択します。税率は、ここで使用する前に[オプション ~ 
税]タブで設定する必要があります。
配送伝票番号： 
配送伝票番号は得意先が発送方法を参照できるよう、請求書に記載されています。不
要な場合は空欄のままにしておきます。 
得意先注文番号 
得意先注文番号は、参照用に請求書および明細書に印刷される番号です。不要な場合
は空欄のままにしておきます。 
営業担当者 
この請求書の販売員を入力するか、プルダウン リストから営業担当者を選択します。
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
送付先 
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商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
備考 
このメモは、請求書の下部に印刷されます。 
社内用コメント 
このメモは、内部での使用に限られます　－　請求書に印刷されません。 
請求書の項目 
これは、請求書の品目一覧です。品目を追加をクリックして品目を追加するか、既存
の品目を編集/削除します。 
フラットディスカウントの追加
請求書全体に割引として一律金額を追加するには、このボタンをクリックします。
割引率の追加
請求書全体に割合ベースの割引を追加するには、このボタンをクリックします。
アイテムごとの割引の追加
請求書の各品目の割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品目割引
は割合で入力する必要があります。
小計 
これは税金無しの合計金額です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合は
、オプションの税金タブを確認します。 
記録 
このボタンをクリックし、請求書を記録します。 
記録と支払い (使用可能な場合)
このボタンをクリックすると、請求書を記録するとともに入金処理を行います。 
下書きとして保存 (使用可能な場合)
このボタンをクリックし、請求書を下書きとして保存します。 
定期タスクとして保存 
このボタンをクリックすると、請求書を保存し、定期請求として設定します。 
記録してFax送信 
このボタンをクリックすると、請求書を記録し請求書のコピーを得意先にFaxで送信
します。 
記録して電子メール送信 
このボタンをクリックすると、請求書を記録し、コピーを得意先に電子メールで送信
します。 
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Webアクセス画面について - 
表示する見積書の期間を選択する
Webインターフェイスのコントロールパネルの見積書リンクをクリックすると、表示
する見積書の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
得意先を選択 
プルダウン メニューから顧客またはすべての顧客を選択します。
見積書を選択 
プルダウンメニューから表示する見積書の種類（記録済みまたは下書き）を選択しま
す。
期間を選択 
表示する見積書の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定す
る場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します
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Webアクセス画面について - 見積書一覧
見積書一覧を使って見積書を管理します。一覧を開くには、Webインターフェイスの
コントロールパネルにある見積書リンクをクリックし、表示する見積書の期間を選択
します。Express Accountsに入力した全ての見積書はここに表示されます。 
ページ上部の、記録済み、下書き、または全ての見積書のタブを使って、表示する一
覧の内容を変更することができます。期間の選択機能を使って、表示する見積書を期
間で選択することができます。また、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限
することもできます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の見積書
のみを表示することもできます。更新ボタンをクリックすると、選択した条件に合っ
た見積書のみ表示します。「閲覧のみ」に制限されているユーザーは、見積書の追加/
削除を行うことができません。 
新規見積書を追加 
このボタンをクリックし、新規見積書を作成します。
注文請書を作成 
注文請書アイコンをクリックすると、見積書を流用して注文請書を作成することがで
きます。
請求書を作成 
請求書アイコンをクリックすると、見積書を流用して請求書を作成することができま
す。
編集 
編集アイコンをクリックして、関連する見積書を編集します。
Pdf 
見積もりを .pdf ドキュメントとして保存できます。
削除 
削除アイコンをクリックして、関連する見積書を削除します。
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Webアクセス画面について - 見積書の追加/編集
見積書の詳細は「見積書の追加/編集」画面で入力します。見積書の追加/編集画面を
開くには新規見積書を追加を見積書一覧からクリックするか、見積書一覧から既存の
見積書を選択し「編集」アイコンをクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザー
は、見積書の内容を編集することができません。 
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作
成するたびにすばやくアクセスできます。
日付 
見積り日を選択します。 
営業担当者 
この見積もりの営業担当者を入力するか、プルダウン 
リストから営業担当者を選択します。
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
備考 
これらのコメントは、見積もりの下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは内部使用のみのコメントであり、見積もりには印刷されません。
見積書の項目 
これは、見積書の品目一覧です。品目を追加をクリックして新規品目を追加するか、
既存の品目を編集/削除します。 
フラットディスカウントの追加
このボタンをクリックすると、見積もり全体に値引きとして一律金額が追加されます
。
割引率の追加
このボタンをクリックすると、見積もり全体にパーセンテージベースの割引が追加さ
れます。
アイテムごとの割引の追加
見積もりの各アイテムの割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品
目割引は割合で入力する必要があります。
小計 
これは税金無しの合計金額です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合は
、オプションの税金タブを確認します。 
記録 
このボタンをクリックして、見積書を記録します。 
下書きとして保存 
このボタンをクリックし、見積書を下書きとして保存します。 
記録してFax送信 
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このボタンをクリックすると、見積書を記録し、コピーを得意先にFaxで送信します
。 
記録して電子メール送信 
このボタンをクリックすると、見積書を記録し、コピーを得意先に電子メールで送信
します。 
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Webアクセス画面について - 
表示する注文請書の期間を選択する
Webインターフェイスのコントロールパネルの注文リンクをクリックすると、表示す
る注文書の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
得意先を選択 
プルダウン メニューから顧客またはすべての顧客を選択します。
注文を選択 
プルダウン メニューから表示する注文の種類として、[下書きと記録]、[記録済み]、[

き]、または [定期的な受注] を選択します。
期間を選択 
表示する注文請書の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定
する場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します。
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Webアクセス画面について - 注文請書一覧
受注を管理するには、販売注文リストを使用します。ここまで移動するには、Web 
インターフェイスのコントロール パネルの [注文] 
リンクをクリックし、期間に基づいて表示する注文の範囲を選択します。ここでは、
エクスプレス アカウントが作成したすべての注文の一覧が表示されます。
このリストの内容を絞り込むには、ページ上部のタブを使用して、[記録済み]、[下書

下書き]、[記録済み]、または [定期的な注文] 
を選択します。期間セレクターを使用して、一覧表示された注文を日付でフィルター
処理し、開始日と終了日の選択を使用して日付期間を微調整できます。顧客セレクタ
を使用して、注文の選択を特定の得意先にさらに制限することもできます。[更新] 
をクリックして、選択した条件に基づいて注文をフィルター処理します。閲覧者専用
権限を持つユーザーは、注文を追加および削除できません。
新規注文請書を追加([定期的な表示] タブでは使用できません)
このボタンをクリックし、新規注文請書を追加します。
選択した注文の実行([定期的なタブのみを表示] )
[選択した注文の実行] 
ボタンをクリックして、選択した定期的な販売注文の現在期日が取れているすべての
販売注文をスケジュールに従って生成します。
請求書を作成([定期的な表示] タブでは使用できません)
請求書アイコンをクリックすると、注文請書を流用して請求書を作成することができ
ます。
スケジュール([定期的なタブのみを表示] )
ツールバーのスケジュールボタンをクリックすると、選択した定期受注の表示/変更を
行うことができます。また、注文請書作成時の処理方法（電子メール、Fax、印刷、
保存他）の変更を行うこともできます。
編集 
注文請書を編集するには、編集アイコンをクリックします。
Pdf 
注文を .pdf ドキュメントとして保存できます。
削除 
注文請書を削除するには、削除アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 受注書の追加/編集
[販売注文の追加/編集] 
ウィンドウでは、注文の詳細を入力します。[販売注文の追加/編集] 
ウィンドウにアクセスするには、[注文リスト] から [新しい注文の追加]をクリックす
るか、既存の注文の編集アイコンをクリックします。閲覧者専用権限を持つユーザー
は、注文の詳細を編集できません。
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作
成するたびにすばやくアクセスできます。
日付 
注文日を選択します。 
見積書番号 
プルダウンメニューから既存の見積書を選択し、新規見積書番号をタイプ入力します
。既存の見積書から注文を作成しない場合、入力は不要です。 
支払条件 
支払条件を使って支払期日の計算をします。 
日数 
支払期日の計算に使用する支払日数 (日数)の日数を入力します。
発送方法 
プルダウンメニューから発送方法を選択するか、新規発送方法を入力します。発送方
法は得意先の参照用に注文請書に記載されます。不要な場合は空欄のままにしておき
ます。 
配送伝票番号： 
配送伝票番号を入力することで、得意先の参照用に番号が注文請書に表示されます。
不要な場合は空欄のままにしておきます。 
得意先注文番号 
得意先注文番号は、参照用に注文請書や明細書に記載されます。不要な場合は空欄の
ままにしておきます。 
営業担当者 
プルダウンメニューからこの注文請書の営業担当者を選択するか、新規営業担当者を
タイプ入力します。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
請求先 
注文の送付先住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
備考 
これらのコメントは、注文の下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは内部使用のみのコメントで、注文には印刷されません。
注文品目 
これは、注文の品目一覧です。品目を追加をクリックして新規品目を追加するか、既
存の品目を編集/削除します。 
フラットディスカウントの追加
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このボタンをクリックすると、注文全体に割引として一律金額が追加されます。
割引率の追加
注文全体にパーセンテージベースの割引を追加するには、このボタンをクリックしま
す。
アイテムごとの割引の追加
注文の各品目の割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品目割引は
割合で入力する必要があります。
小計 
これは税金無しの合計金額です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合は
、オプションの税金タブを確認します。 
記録 
このボタンをクリックすると、注文を記録します。 
下書きとして保存 
このボタンをクリックすると、注文を下書きとして保存します。 
定期タスクとして保存 
注文を送信日と送信方法のスケジュールと共に保存します。送信日になると、Expres
s 
Accountsは先ず最初に注文請書の送信日であるプロンプトを表示し、前回使用した送
信方法（例：印刷、電子メールまたはFax）で自動で注文請書を送信します。 
記録してFax送信 
このボタンをクリックすると、注文を記録しコピーを得意先にFaxで送信します。 
記録して電子メール送信 
このボタンをクリックすると、注文を記録し、コピーを得意先に電子メールで送信し
ます。 
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Webアクセス画面について - 支払と仕入
支払と仕入ダイアログを使って購入や支払いの取引を記録し、金額を複数の勘定に振
り分けます。支払や仕入の入力を行うには、取引メニューをクリックし、支払を選択
するか、コントロールパネルの即時払いリンク（仕入タブ）をクリックします。 
Webインターフェイスの場合は、支払いリンクを使って行うか、新規小切手を追加ボ
タンを小切手一覧でクリックして表示します。 
取引日 
この取引の日付を選択します。 
Pay To 
この取引の仕入れ先を選択します。 
勘定 
この取引を仕訳ける勘定を選択します。 
金額 
入金額を入力します。 
取引番号 
取引番号は自動的に入力されているので、必要に応じて別の番号を入力しなおしてく
ださい。 
摘要 
この取引に関するメモを記入すると、帳簿での取引を区別しやすくなります。 
仕訳 
金額を勘定に仕訳します。追加ボタンをクリックして新しい仕訳を行います。プルダ
ウンメニューから、勘定科目番号または科目名を使って勘定を選択します。貸方と借
方の両方を入力し、勘定が一致したら記録ボタンをクリックします。 
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
チェックの記録と作成
支払を保存し、印刷の支払詳細を含む小切手を作成するには、このボタンをクリック
します。
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Webアクセス画面について - 
表示する入金の期間を選択する
Webインターフェイスのコントロールパネルの支払いリンクをクリックすると、表示
する支払いの期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
期間を選択 
表示する入金の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定する
場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します。
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Webアクセス画面について - 入金一覧
支払一覧を使って支払いを管理することができます。一覧を開くには、Webインター
フェイスのコントロールパネルにある支払リンクをクリックし、表示する支払の期間
を選択します。Express 
Accountsで作成した全ての支払は全てここに表示されます。 
期間セレクタを使用して、一覧表示された支払いを日付でフィルター処理し、開始日
と終了日の選択を使用して日付期間を微調整できます。顧客セレクタを使用して、支
払選択を特定の顧客にさらに制限することもできます。[更新]をクリックして、選択
した条件に基づいて支払をフィルター処理します。閲覧者専用権限を持つユーザーは
、支払いを適用および削除できません。
請求書番号をクリックすると、請求書番号を編集できます。
入金 
このボタンをクリックして入金処理を行います。
PDF領収書 
PDF領収書アイコンをクリックすると、入金処理を行った取引のPDF版領収書をダウ
ンロードします。
編集 
支払いを編集するには、このボタンをクリックします。
削除 
関連する入金を削除するには、削除アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 入金
入金の詳細は「入金」画面で行います。入金画面を開くには、入金一覧で入金処理を
クリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、入金の内容を編集することがで
きません。 
日付 
支払日を選択します。 
得意先 
プルダウンメニューから既存の得意先を選択するか、新規得意先として入力します。 
請求書 
支払い処理に適用する請求書を入力します。 
金額 
支払い金額を入力します。 
決済方法 
適用する支払方法を選択します。
支払い方法は記録されるもので、クレジットカードでの支払いは自動的に顧客のクレ
ジットカードに課金されません。
参照番号 
この支払い処理の問い合わせ番号を入力します。 
記録 
支払いを記録するには、このボタンをクリックします。
預金口座 
入金先となる勘定をプルダウンメニューから選択します。 
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Webアクセス画面について - 
クレジットカードにチャージ
「クレジットカードにチャージ」画面で、得意先のクレジットカードへのチャージ金
額を、事前設定されたクレジットカードのゲートウェイ送信します。 
支払先アカウント 
支払の送金先となるゲートウェイアカウントです。
得意先 
得意先の名前です。
カードタイプ 
得意先のクレジットカードの種類です。
カード番号 
得意先のクレジットカード番号です。
得意先情報 
このセクションには得意先の住所を入力します。支払い処理を行う前に住所の変更が
可能です。ここで行った変更は得意先記録にも反映されます。
請求書番号 
この支払いが行われる請求書です。
金額 
支払総額。

112



Webアクセス画面について - 支払い領収書
支払いに対するチャージを行った結果を表示するページです。チャージが正しく行わ
れた場合は、取引参照番号が表示されます。チャージが正しく行われなかった場合は
問題の発生をお知らせするエラーメッセージが表示されます。

113



Webアクセス画面について - 
電子メール詳細を入力
この画面は、PDF形式の請求書や注文請書、見積書、注文書を電子メールで送信する
場合に使います。 
電子メール 
受信者の電子メールアドレスを入力します。選択した得意先の電子メールアドレスが
既に登録されている場合は自動的に入力されます。
備考 
ここに入力したコメントが電子メールの本文として使われます。本文の入力は任意で
す。
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Webアクセス画面について - 品目一覧
品目一覧を使って見積書を管理します。これを開くには、Webインターフェイスのコ
ントロールパネルにある品目リンクをクリックします。Express 
Accountsで作成した全ての品目はここに表示されます。「閲覧のみ」に制限されてい
るユーザーは、品目の追加/削除を行うことができません。 
新規品目を追加 
このボタンをクリックして、新規品目を追加します。
編集 
編集アイコンをクリックして、関連する品目を編集します。
削除 
削除アイコンをクリックして、関連する品目をを削除します。
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Webアクセス画面について - 車両一覧
「車両一覧」を使い各車両の情報を管理します。一覧はWebインターフェイスのコン
トロールパネルで「車両一覧」リンクをクリックすると表示され、Express 
Accountsに記録したすべての車両情報を確認することができます。閲覧者権限のユー
ザーは、車両情報の追加や削除を行うことができません。
新規車両を追加 
このボタンを追加して新規車両を追加します。
編集 
編集アイコンをクリックして車両情報の編集を行います。
削除 
削除アイコンをクリックして車両情報の削除を行います。
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Webアクセス画面について - 走行距離一覧
走行距離一覧を使って走行距離の記録を管理します。走行距離一覧画面は、Webイン
ターフェイスのコントロールパネルで「走行距離を表示」リンクをクリックすると表
示されます。Express 
Accountsに記録されている全ての走行距離記録がこの画面に表示されます。アクセス
権限が「閲覧のみ」のユーザーは記録の追加や削除を行うことができません。 
新規走行距離を追加 
新規走行距離記録の追加はこのボタンをクリックします。
編集 
編集アイコンをクリックし走行距離記録を編集します。
削除 
削除アイコンをクリックし走行距離記録を削除します。
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Webアクセス画面について - 車両の追加/編集
車両の詳細は「車両の追加/編集」画面で入力します。車両の追加/編集画面を開くに
は新規車両を追加を車両一覧でクリックするか、既存の車両を選択して「編集」をク
リックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、車両情報を編集することができま
せん。 
車両名 
車両名を入力します。
車両の詳細 
車両の詳細を入力します。
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Webアクセス画面について - 
走行距離を追加/編集
走行距離記録の詳細は、走行距離の追加/編集画面で入力します。走行距離の追加/編
集画面は、新規走行距離を追加を走行距離一覧内でクリックするか、車両を選択して
編集ボタンをクリックします。「閲覧者」権限のユーザーは記録の追加や削除を行う
ことができません。 
車両 
車両名を選択または新規入力します。 
得意先 
得意先を一覧から選択、または新規入力します。
処理コード 
処理コードを入力します。
走行開始日： 
走行開始日を入力します。 
走行終了日： 
走行終了日を入力します。 
計測開始時の走行距離 
走行開始時の走行距離を入力します。
計測終了時の走行距離 
走行終了時の走行距離を入力します。
走行距離合計 
計測開始時と終了時の走行距離から今回の走行距離を計算し表示します。
メモ 
この走行距離記録に関する備考を入力します。

119



Webアクセス画面について - 品目の追加/編集
品目の詳細は「品目の追加/編集」画面で入力します。品目の追加/編集画面を開くに
は新規品目を追加を品目一覧でクリックするか、既存の品目を選択して「編集」をク
リックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、品目情報を編集することができま
せん。 
品番 
品番を入力します。 
品名 
品目の詳細を入力します。 
販売価格 
品目の販売価格を入力します。 
仕入価格 
品目の単価を入力します。 
税金 
この品目の注文に適用する、税金タイプを選択します。 
損益勘定 
複数の収益勘定がある場合は、ここで勘定を選択します。デフォルトは、一般的な売
上になっています。小計は、その後の会計報告書に記載されます。 
費用勘定 
費用の入力が複数ある場合は、ここで勘定を選択します。デフォルトは、一般的な仕
入になっています。小計は、その後の会計報告書に記載されます。 
在庫レベルの管理 
Express Accountsを使ってこの品目の在庫を管理したい場合は、クリックします。 
現在の数量 
現在の在庫数です。 
適正在庫数 
最適な在庫数です。 
発注点在庫数 
品目の在庫集がここに入力した発注点以下になると、Express 
Accounts　は警告を表示します。 
変更を保存 
現在の品目を変更し品目一覧に戻ります。 
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Webアクセス画面について - 得意先一覧
得意先一覧を使って見積書を管理します。これを開くには、Webインターフェイスの
コントロールパネルにある得意先リンクをクリックします。Express 
Accountsで作成した全ての得意先はここに表示されます。「閲覧のみ」に制限されて
いるユーザーは、得意先の追加/削除を行うことができません。 
新規得意先を追加 
このボタンをクリックし、新規得意先を追加します。
明細書 
明細書アイコンをクリックし、関連する得意先の明細書を準備します。
編集 
選択した得意先を編集するには、編集ボタンをクリックします。
削除 
選択した得意先を削除するには、削除ボタンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 得意先の追加/編集
得意先の詳細は「得意先の追加/編集」画面で入力します。得意先の追加/編集画面を
開くには新規得意先を追加を得意先一覧でクリックするか、既存の得意先を選択して
「編集」をクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、得意先情報を編集す
ることができません。 
得意先名 
得意先の社名を入力します。
担当者 
得意先の担当者名を入力します。
担当者の姓 
この欄には担当者の姓に敬称を付けて入力しておくと便利です（例：鈴木様、山田教
授など）
住所 
得意先の請求先住所を入力します。得意先の商品の送付先住所が請求先住所と異なる
場合は、得意先~その他タブに記入します。
電話 
通常連絡先として使う得意先の電話番号を入力します。
Fax 
得意先にFaxで請求書類を送信する場合に使用するFax番号を入力します。
電子メール 
送信方法に電子メールを選択した場合、ここで指定した電子メールアドレスに請求書
類が送信されます。
追加情報 
ABN などの追加情報を入力します。
この顧客は有効です 
この顧客が現在アクティブであることを示す場合は、このチェック 
ボックスをオンにします。
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Webアクセス画面について - 
得意先詳細オプションの追加/編集
得意先のその他の情報は「得意先のその他の情報」画面で入力します。得意先のその
他の情報追加/編集画面を開くにはその他の情報ボタンを得意先画面でクリックします
。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、得意先のその他の情報を編集することができま
せん。 
送付先住所 
得意先の商品の送付先住所が請求先住所と異なる場合は、ここに記入します。商品の
送付先住所が請求先住所と同じ場合、入力は不要です。
希望する請求書の送付方法： 
新規の定期請求を作成する場合に、Express 
Accountsを使ってこの得意先へ請求書を送付する方法を選んでください。
この得意先を非課税扱いにする 
オンにすると、この顧客のトランザクションに税金は適用されません。
支払い条件 
支払条件を選択します。請求書の作成時に表示するようデフォルトで設定されていま
す。
支払い条件(日数）： 
支払い条件期間を入力します。
営業担当者 
これは営業担当者の名前です。請求書の作成時に選択できるようデフォルトで設定さ
れています。
得意先メモ 
この欄に入力した情報は社内でのみ使われ、請求書類等には印刷されません。特定の
得意先との取引履歴や、特記事項などを社内で共有するためなどにお使いください。
得意先グループ 
この顧客が属するグループを選択します。新しいグループを作成するには、フィール
ドにグループを入力します。
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Webアクセス画面について - 
得意先のクレジットカードの追加/編集
得意先のクレジットカード情報は「得意先のクレジットカード情報」画面で入力しま
す。得意先のクレジットカード情報追加/編集画面を開くにはクレジットカードボタン
を得意先画面でクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、得意先のクレジ
ットカード情報を編集することができません。 
カード番号 
得意先のクレジットカード番号を入力します。
CVV番号 
得意先のクレジットカードのセキュリティコードを入力します。
カードタイプ 
得意先のクレジットカードタイプを選択します。
使用期限月 
得意先のクレジットカードの使用期限月を入力します。
使用期限年 
得意先のクレジットカードの使用期限年を入力します。
カード保持者名 
得意先のクレジットカード保持者の名を入力します。
カード保持者姓 
得意先のクレジットカード保持者の姓を入力します。
通貨タイプ 
得意先が支払う通貨タイプを選択します。これはPaypalにのみに使われます。認証に
使用する通貨のタイプは常に米ドルです。 
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Webアクセス画面について - 
得意先詳細の追加/編集
得意先の追加情報は「得意先の追加情報」画面で入力します。得意先の追加情報画面
を開くには追加情報ボタンを得意先画面でクリックします。権限が「閲覧のみ」のユ
ーザーは、得意先の追加情報を編集することができません。 
繰越残高 
得意先の繰越残高がある場合は入力します。
残高 
得意先の現時点での残高です。
支払期日 
一番古い請求書の支払期日です。
直近の請求書 
これは、得意先宛に作成した、最新の請求書の日付です。
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Webアクセス画面について - 
ユーザーアカウント一覧
ユーザーアカウント一覧を使ってWebインターフェイス用のユーザーアカウントを管
理します。この機能は管理者権限のあるユーザー以外はお使いいただけません。 
この一覧を開くには、メインページの右にあるナビゲーションパネルから、ユーザー
の追加/編集リンクをクリックします。 
新規ユーザーを追加 
新規アカウントを作成するには、画面上部の「新規ユーザーを追加」ボタンをクリッ
クします。新規ユーザーを追加画面が開き、アカウントの詳細を入力することができ
ます。
編集 
アカウントの設定を編集するには、編集アイコンをクリックします。
削除 
アカウントを削除するには、削除アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 仕訳期間を選択
Webインターフェイスのコントロールパネルの表示リンクをクリックすると、表示す
る仕訳の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
仕訳を選択 
プルダウンメニューから表示する仕訳のタイプを選択します：一般、支払い、入金、
売上、仕入
期間を選択 
表示する仕訳の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定する
場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示する仕訳期間の終了日を入力します。
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Webアクセス画面について - 仕訳一覧
仕訳一覧を使って仕訳の管理を行います。仕訳一覧を表示するには 帳簿を表示 
リンクをWebインターフェイス画面でクリックし、表示する仕訳の期間を選択します
。Express Accountsに入力した全ての仕訳の一覧が表示されます。 
このリストの内容を絞り込むには、ページ上部のタブを使用して、[すべて]、[一般]、
[支払]、[領収書]、[販売]、または [購買] エントリを選択します。[期間] ドロップ 
メニューを使用して、一覧表示されたエントリを日付でフィルター処理し、[開始日] 
と [終了日] の選択を使用して日付期間を微調整できます。[アカウント] ドロップ 
メニューを使用して、特定のアカウントに表示されるエントリをさらに絞り込むこと
もできます。探している特定のジャーナル項目がある場合は、[参照] 
フィールドを使用して、そのジャーナル項目の参照 ID 
を入力できます。フィールドに入力し、Enter 
キーを押します。これにより、すべてのエントリがフィルター処理され、入力した参
照 ID を持つエントリが表示されます。検索をクリアするには、[参照] 
フィールドに入力したエントリを削除し、その外側をクリックします。
CSVにエクスポート 
CSVにエクスポートボタンをクリックして入力項目をCSVファイルに保存します。
PDFに保存 
PDFに保存 ボタンをクリックして仕訳をCSVファイルに保存します。
編集 
右端のエントリの最後にある鉛筆アイコンをクリックして、[履歴書] 
ウィンドウを開きます。ここでは、そのエントリの詳細を編集できます。
削除 
ゴミ箱アイコンをクリックして、そのエントリを削除します。ポップアップ 
ウィンドウに、削除するかどうかを確認する情報が表示されます。
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Webアクセス画面について - 注文書の期間を選択
Webインターフェイスのコントロールパネルの注文書リンクをクリックすると、表示
する注文書の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
注文を選択 
プルダウン メニューから表示する発注書のタイプ ([すべて]、[記録済み]、または 
[下書き]) を選択します。
期間を選択 
表示する注文書の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定す
る場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します。

129



Webアクセス画面について - 注文書一覧
注文書一覧を使って注文書を管理します。一覧を開くには、Webインターフェイスの
コントロールパネルにある注文書リンクをクリックし、表示する注文書の期間を選択
します。Express Accountsで作成した注文書は、全てここに表示されます。 
ページ上部の、記録済み、下書き、全てのタブを使って、表示する一覧の内容を変更
することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する注文書を期間で
選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。仕
入先のプルダウンメニューを使って、特定の仕入先への注文のみ表示することもでき
ます。更新ボタンをクリックすると、選択した条件に合った注文書のみ表示します。 
閲覧者専用権限を持つユーザーは、発注書を追加または削除できません。
新しい発注書の追加 
新しい発注書を追加するには、このボタンをクリックします。
編集 
選択した発注書を編集するには、このボタンをクリックします。
Pdf 
発注書を .pdf ドキュメントとして保存できます。
削除 
選択した発注書を削除するには、このボタンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 新規買掛金
買掛金ページには、後に受け取った請求書を入力することができます。 
日付 
タイプ入力またはカレンダー機能を使って日付を入力します。 
支払い期限 
この請求書の支払い期日を入力します。 
仕入先 
プルダウンメニューから仕入先を選択します。 
仕入先住所 
仕入先の住所を入力します。 
買掛金 
プルダウンメニューから、買掛金のタイプを選択します。 
金額 
この買掛金の合計金額を入力します。 
参照番号 
このトランザクションの参照番号を入力します。
メモ 
この請求書のメモを記入します。 
仕訳 
ここで、特定の勘定に金額を振り分けることができます。追加ボタンをクリックして
、新規勘定を追加します。勘定用の金額を入力した後、プルダウンメニューから税金
を選択します。入力を削除するには、ゴミ箱のアイコンを使います。 
記録 
このボタンをクリックして、請求書を記録します。 
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Webアクセス画面について - 買掛金の期間を選択
Webインターフェイスのコントロールパネルの注文書リンクをクリックすると、表示
する注文書の期間を尋ねるプロンプトが表示されます。 
期間を選択 
表示する請求書の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定す
る場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します。
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Webアクセス画面について - 買掛金一覧
請求書の管理には、買掛金一覧を使います。一覧を開くには、Webインターフェイス
のコントロールパネルにある買掛金リンクをクリックし、表示する買掛金の期間を選
択します。Express Accountsで作成した全ての請求書は、ここに表示されます。 
期間のプルダウンメニューを使って、表示する請求書の日付を指定したり、開始日と
終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。仕入先のプルダウンメニ
ューを使って、特定の仕入先への支払いのみ表示することもできます。更新ボタンを
クリックすると、選択した条件に合った支払い請求書のみ表示します。 
新しい買掛金勘定の入力 
新しい買掛金勘定を追加するには、このボタンをクリックします。
編集 
選択した買掛金勘定を編集するには、このボタンをクリックします。
削除 
選択した買掛金勘定を削除するには、このボタンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 支払い一覧
支払一覧を使って買掛金の支払いを管理します。 Express 
Accountsに入力した全ての支払一覧が表示されます。 支払一覧を表示するには、買
掛金の支払いを表示リンクをメイン画面右側のナビゲーションパネルからクリックし
ます。 閲覧のみの権限のユーザーはこの機能をお使いいただけません。 
ページ上部にあるフィルターを使って、支払一覧に表示する内容を選択することがで
きます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する支払日を選択したり、開始日
と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。仕入先のプルダウンメ
ニューを使って、特定の仕入先への支払いのみ表示することもできます。 
支払いを入力 
支払いを入力ボタンをクリックして、新規の入金を入力します。
削除 
支払を削除するには、削除アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 
支払い一覧の期間を選択
買掛金の支払いを表示リンクをWebインターフェイスのコントロールパネルでクリッ
クし、表示する支払いの期間を入力します。 
期間を選択 
表示する入金の期間をプルダウンメニューから選択します。特定の日にちを指定する
場合は、プルダウンメニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日 
特定の日にちで期間を指定する場合、まず上記の通りプルダウンメニューから「日に
ちを指定」を選択します。次に開始日の欄に表示を開始する日付を入力します。
終了日 
表示期間の最終日を終了日に入力します。
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Webアクセス画面について - 小切手一覧
小切手の管理には、小切手一覧を使います。この一覧を開くには、メインページの右
にあるナビゲーションパネルから、小切手を表示リンクをクリックします。 
新規小切手を追加 
新規小切手を作成するには、画面上部の「新規小切手を追加」ボタンをクリックしま
す。支払と仕入画面が開き、購入に関する情報を入力することができます。記録して
小切手を作成ボタンをクリックすると小切手の情報が記録され、PDFで保存されます
。 
編集 
小切手を編集するには、編集アイコンをクリックします。
無効 
小切手を無効にするには、無効アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 新規勘定ダイアログ
[新しい取引先企業] 
ダイアログでは、勘定科目表に追加する新しい取引先企業を作成します。[勘定科目表
] ダイアログで、[新しいアカウントの追加]ボタンをクリックして 
[新しいアカウント] ダイアログを開きます。
新しいアカウントの作成

アカウント名
作成している科目名を入力します。
タイプ
勘定の種類を資産、負債、資本金、収益、費用の横にあるラジオボタンをクリック
して選択します。その後、勘定の種類の右にあるプルダウンメニューを使って、タ
イプを指定します。
キャッシュ フローの分類
この領域で選択した項目がキャッシュフロー計算書に使われます。営業活動、投資
活動、財務活動から選択することができます。
勘定番号
勘定番号を入力します。勘定番号に使用する番号の桁数は、勘定科目一覧表で使っ
ている番号の桁数と一致しなければなりません。デフォルトでは、4桁に設定され
ています。
既定のリンクされたアカウント (使用可能な場合)
この領域で選択した科目が、指定した取引用のデフォルト勘定として使われます。
期首残高
勘定の繰越金を入力するか、ゼロにしておいてください。
アカウントは単なるヘッダーアカウントです
勘定が見出し項目の場合、この勘定自体には何も入力することはできませんが、見
出し以下の同一接頭番号の勘定の小計が報告書に表示されます。
現金転記可能
勘定が現金で転記可能な場合は、支払いが行われるアカウントまたは預金の一覧に
表示されることを意味します。通常、銀行およびクレジット 
カードの口座には、このオプションがオンになります。
税込
このアカウントからの支払いに消費税が含まれている場合、このボックスにチェッ
クを入れます。税金は、オプションの税金タブで入力した値に基づいていますが、
支払と仕入ダイアログで調整することもできます。
追加
新規勘定作成に必要な詳細を全て記入後、[追加]ボタンをクリックし勘定科目一覧
表に勘定を追加してください。
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Webアクセス画面について - 請求書記録の履歴
Express 
Invoiceは請求書が印刷された日付やFaxや電子メールでの送信日等を管理します。請
求書が送付済みかどうかを確認したい場合などに非常に便利です。
請求書記録の履歴を開くには、請求書一覧から請求書入力に進み、履歴アイコンをク
リックします。
請求書記録の履歴ページには、選択した記録の履歴が表示されます。「履歴を保存」
をクリックすると選択した履歴がファイルに保存されます。
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Webアクセス画面について - 貸方票の選択
Web インターフェイスのコントロール パネルから [貸方票の表示] 
リンクをクリックすると、表示する貸方票の期間を選択するように求められます。
貸方票の選択 
プルダウン メニューから表示する貸方票のタイプ (記録済みまたは下書き) 
を選択します。
期間を選択 
プルダウン 
メニューから表示する貸方票の期間を選択します。カスタム期間を入力する場合は、
最初にメニューから[カスタム期間]を選択する必要があります。
開始日 
カスタム期間を表示する場合は、上の [期間の選択] プルダウン メニューで 
[カスタム期間] 
が選択されていることを確認します。次に、表示する貸方票範囲の開始日を入力しま
す。
終了日 
表示する貸方票範囲の終了日を入力します。
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Webアクセス画面について - 貸方票一覧
エクスプレス 
アカウントの貸方票を管理するには、貸方票リストを使用します。ここをクリックす
るには、Web インターフェイスのコントロール パネルの [クレジット ノートの表示] 
リンクをクリックします。ここでは、エクスプレスアカウントが作成したすべての貸
方票のリストが表示されます。
このリストの内容を絞り込むには、ページ上部のタブを使用して、[記録済み]、[下書
き]、または [すべての貸方票] 
を選択します。「期間」セレクターを使用して、リストされた貸方票を日付でフィル
ター処理し、「開始」および「終了」日付ピッカーを使用して日付期間を微調整でき
ます。「顧客」セレクタを使用して、貸方票の選択をさらに特定の得意先に制限する
こともできます。[更新] 
をクリックして、選択した基準に基づいて貸方票をフィルター処理します。
閲覧者専用権限を持つユーザーは、貸方票を追加または削除できません。
新しい貸方票の追加 
このボタンをクリックし、新規貸方票を追加してください。
編集 
[編集] アイコンをクリックして、関連付けられた貸方票を編集します。
Pdf 
貸方票を .pdf ドキュメントとして保存できます。
削除 
関連付けられた貸方票を削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 貸方票の追加/編集
[貸方票の追加/編集] 
ウィンドウでは、貸方票の詳細を入力します。[貸方票の追加/編集] 
ウィンドウにアクセスするには、[貸方票リスト] から [新しい貸方票の追加]をクリッ
クするか、既存の貸方票の [編集] をクリックします。
得意先 
プルダウン リストから [顧客] を選択します。
日付 
貸方票の日付を選択します。 
請求書番号 
プルダウン リストから既存の請求書を選択します。
営業担当者 
この貸方票の販売員を入力するか、プルダウン リストから販売担当者を選択します。
税金 
消費税免除等（海外からのご注文の場合など）の特別な消費税オプションを選択しま
す。 
顧客住所
顧客の住所を入力します。
備考 
これらのコメントは、貸方票の下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは、貸方票には印刷されない内部使用に関するコメントです。
貸方票品目
これは貸方票の品目の一覧です。[追加] 
ボタンをクリックして新しい項目を追加し、[アイテム] セルまたは [説明] 
セル内をクリックして、項目を選択できるドロップ 
メニューにアクセスするか、新しい項目の名前を入力します。項目エントリの右側に
あるゴミ箱をクリックして、アイテムを削除します。
フラットディスカウントの追加
貸方票全体に割引として一律金額を追加するには、このボタンをクリックします。
割引率の追加
貸方票全体に割合ベースの割引を追加するには、このボタンをクリックします。
アイテムごとの割引の追加
貸方票の各品目の割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品目割引
は割合で入力する必要があります。
下書きとして保存 
貸方票を下書きとして保存するには、このボタンをクリックします。
記録してFax送信 
このボタンをクリックして貸方票を記録し、顧客にコピーを FAX 送信します。
記録して電子メール送信 
このボタンをクリックして貸方票を記録し、顧客にコピーを電子メールで送信します
。
記録 
見積もりを記録するだけです。必要に応じて、後で印刷、電子メール、または FAX 
送信できます。
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Webアクセス画面について - 予算一覧
予算一覧を使って予算の管理を行います。予算一覧を表示するには、Webインターフ
ェイスの「予算を表示」リンクをクリックします。Express 
Accountsに入力した全ての予算一覧が表示されます。権限が「閲覧のみ」のユーザー
は、予算一覧を編集することができません。 
新規予算を追加 
このボタンをクリックして新しい予算を追加します。
編集 
予算の編集を行うには、「編集」アイコンをクリックします。
削除 
予算の削除を行うには、「削除」アイコンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 予算を作成
新しい予算を作成するには、「新規予算を作成」をクリックします。予算一覧を表示
するには、Webインターフェイスの「予算を表示」リンクをクリックし、「新規予算
を追加」ボタンをクリックします。 
開始 
会計年度の始期。
貸借対照表（期末残高） 
貸借対照表タイプの予算を作成する場合はここにチェックを入れます。
損益計算書（年間を通した動き全般） 
損益計算書タイプの予算を作成する場合はここにチェックを入れます。
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Webアクセス画面について - 予算報告書
「予算報告書」を使い予算報告書の作成を行います。予算報告書を作成するには、ま
ず「報告書」をクリックし、予算報告書を選択します。報告書を作成する予算を選択
し、「作成」ボタンをクリックすると報告書が作成されます。 
予算を選択 
報告書を作成する予算を選択します。
品名 
予算の詳細です。
CSVで保存 
予算をCSV形式で保存する場合はこのオプションを選択します。デフォルトを選択し
た場合はPDF形式で保存されます。
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Webアクセス画面について - 予算ダイアログ
「予算」ツールを使って予算の編集を行います。コントロールパネル右側のサイドバ
ーから「予算を表示」をクリックし、編集する予算の編集アイコンをクリックします
。各勘定の予算を月ごとに入力します。 
変更を保存 
予算を保存し、予算一覧画面に戻ります。
キャンセル 
変更点を保存せずに予算ページを閉じます。

145



Webアクセス画面について - 仕訳
取引の詳細は、仕訳ダイアログから入力することができ、2つまたはそれ以上の勘定
に仕訳することができます。 
日付 
この仕訳の日付を選択します。 
帳簿 
取引を記録する帳簿をプルダウンメニューを使って選択します。 
参照 
この仕訳に、自動で作成されるID番号と異なる番号を付けて記録したい場合は、参照
ID番号を入力します。 
摘要 
この仕訳に関するメモを記載することにより、仕訳の詳細を分かりやすくします。 
仕訳 
金額を勘定に仕訳します。追加ボタンをクリックして新しい仕訳を行います。プルダ
ウンメニューから、勘定科目番号または科目名を使って勘定を選択します。貸方と借
方の両方を入力し、勘定が一致したら記録ボタンをクリックします。 
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
記録 
仕訳入力を記録するには、このボタンをクリックします。
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Webアクセス画面について - 勘定の消し込み
勘定 勘定のプルダウンメニューから、消し込みを行う勘定を選択します。
最終消し込み日 
選択した勘定の最終消し込み日を表示します。
銀行明細書の日付 
銀行明細書に表示されている日付を入力します。
新規計算書残高 
銀行明細書に表示されている残高を入力します。
計算済み明細書残高 
ここにある数字は、消し込み前の勘定残高です。
残高不一致 
この欄に残高がある場合は、記録に間違いがある可能性があります。仕訳と銀行明細
書を比べると、間違いが発見しやすくなります。
ローカル元帳取引 
これは、消し込み前の記帳一覧です。手作業で勘定の消し込みを行う場合は、銀行明
細書と消し込みを行う仕訳のチェックボックスにチェックマークを入れます。
新規支払い取引を追加 
ここをクリックし、新規支払い取引を追加します。
新規入金取引を追加 
このボタンをクリックし、新規入金取引を追加します。
全てチェック 
一覧の全勘定を選択するには、このボタンをクリックします。
全てのチェックを解除 
一覧の全勘定のチェックを解除するには、このボタンをクリックします。
前にロールバック 
このボタンを使用すると、選択した勘定の最後の調整を元に戻すことができます。誤
って調整を行った場合、または最後の照合に含まれているはずのトランザクションを
受け取った場合は、ロールバックできます。
このボタンは、ロールバックする有効な調整がある場合にのみ有効になり、最大 1 
つの調整に戻ることができる場合にのみ有効になります。
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Webアクセス画面について - 
勘定および銀行明細書を選択
勘定 勘定のプルダウンメニューから、消し込みを行う勘定を選択します。
最終消し込み日 
選択した勘定の最終消し込み日を表示します。
銀行明細書の日付 
銀行明細書に表示されている日付を入力します。
新規計算書残高 
銀行明細書に表示されている残高を入力します。
計算済み明細書残高 
ここにある数字は、消し込み前の勘定残高です。
残高不一致 
この欄に残高がある場合は、記録に間違いがある可能性があります。仕訳と銀行明細
書を比べると、間違いが発見しやすくなります。
銀行明細書ファイルを読み込む 
参照ボタンをクリックし読み込みを行う銀行明細書を選択します。Express 
Accountsでは.csvまたは.ofxフォーマットのファイルのみ読み込むことができます。

ボタンを押すと 勘定の消し込み画面に銀行明細が読み込まれます。
Express 
Accountsを使い元帳と銀行明細書を比較して自動的に消し込みを行うことで、こうし
た作業にかかる手間を省くことができます。ローカル元帳一覧（画面上部）では、消
し込み済み取引にチェックマークが入り、緑色にハイライトされています。ローカル
元帳一覧で、チェックマークが入っていないものは、エラーが発生している可能性が
あります。
銀行口座明細書一覧（下の一覧）に表示されているにも関わらず、ローカル元帳に表
示されていない取引は、簡単に追加することができます。銀行口座明細書一覧から取
引を選択し、取引を追加ボタンをクリックします。取引が元帳に記録され、消し込み
済みとして表示されます。
銀行口座明細書一覧（下の一覧）で、赤くハイライトされた仕訳は、定期的な取引で
ある可能性があります。仕訳を選択し取引を追加をクリックすると、この仕訳が元帳
一覧に追加され、この仕訳を含む銀行口座明細書が消し込みダイアログに読み込まれ
るたびに自動的に明細一覧に追加されます。
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Webアクセス画面について - 得意先明細書期間
自動的に月または最も古い支払期日を使用 現在の月、または1番古い支払期日を使用
する場合は、このオプションを選択します。
明細書期間を入力 
得意先明細書の期間を指定します（指定の日付を含みます）。
開始日 
明細書期間を入力するが選択されている場合、この日付以降の取引明細が表示されま
す。 
終了日 
明細書期間を入力する 
が選択されている場合、この日付までの取引明細が表示されます。
メールを送信 
「電子メールを送信」ボタンをクリックして、得意先明細書をPDFファイルで送信す
ることができます。この操作の前に、電子メールの設定をしておく必要があります。
作成 
「作成」ボタンをクリックして、得意先明細書をダウンロードすることができます。
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Webアクセス画面について - 注文書の作成と編集
[発注書の新規作成/編集] 
ダイアログでは、発注書の詳細を入力します。このダイアログを開くには、[購入] 
メニューをクリックし、[新しい発注書]を選択します。
仕入先 
プルダウンメニューから既存の仕入先を選択するか、新規仕入先名をタイプ入力しま
す。新しい仕入先をタイプ入力した場合、仕入先一覧に新規仕入先として自動的に記
録され、次にこの仕入先宛の書類を作成する際にはプルダウンメニューからこの仕入
先を選択できるようになります。 
日付 
注文日を選択します。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
仕入先住所 
仕入先の住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
備考 
これらのコメントは、発注書の下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは内部使用専用のコメントであり、発注書には印刷されません。
注文書の項目 
これは、発注書の品目の一覧です。[追加] 
ボタンをクリックして新しい項目を追加し、[アイテム] セルまたは [説明] 
セル内をクリックして、項目を選択できるドロップ 
メニューにアクセスするか、新しい項目の名前を入力します。新しい値を入力して、
数量または単位の値を変更します。項目エントリの右側にある赤い "X" 
をクリックして、項目を削除します。
新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧に新規品目として自動的に記録され、
次にこの品目に関する書類を作成する際はプルダウンメニューからこの品目を選択で
きるようになります。 
フラットディスカウントの追加
発注書全体に割引として一律の金額を追加するには、このボタンをクリックします。
割引率の追加
発注書全体に割合ベースの割引を追加するには、このボタンをクリックします。
アイテムごとの割引の追加
発注書の各品目の割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品目割引
は割合で入力する必要があります。
小計 
これは税金無しの合計金額です。 
合計 
これは、売上税、小計、および合計表示です。売上税の計算が間違っている場合は、
「はじめに」セクションの「税金」および「オプション ~税」を参照してください。
下書きとして保存 
発注書を下書きとして保存するには、このボタンをクリックします。
記録とファックス
発注書を記録し、コピーをファックスするには、このボタンをクリックします。
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記録と電子メール
発注書を記録し、コピーを電子メールで送信するには、このボタンをクリックします
。
記録 
発注書を記録または保存するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 返金一覧
この画面を使用して、払い戻しを管理します。エクスプレスアカウントが処理したす
べての払い戻しのリストが表示されます。
メイン ボタン バーの下にある対話型フィルター 
コントロールを使用して、このリストの内容を絞り込むことができます。「期間」セ
レクターを使用して、表示された払い戻しを日付でフィルター処理し、「開始」と「
終了」の日付ピッカーを使用して日付期間を微調整できます。「顧客」セレクタを使
用して、払い戻しの選択を特定の顧客にさらに制限することもできます。
新規 
新しい払い戻しを作成するには、このボタンをクリックします。
削除 
払い戻しを削除するには、一覧から削除する払い戻しを選択し、このボタンをクリッ
クします。
編集 
現在選択されている払い戻しを編集するには、このボタンをクリックします。これは
一度に 1 つの払い戻しにのみ適用されます。
プレビュー 
このボタンをクリックすると、印刷、PDF 
ドキュメントとして保存したとき、または顧客に電子メールで送信されたときの払い
戻しの表示方法を確認できます。
印刷 
現在選択されている払い戻しを印刷するには、このボタンをクリックします。
電子メール 
このボタンを使用して、選択した 1 つ以上の払い戻しを PDF 
ドキュメントとして受信者に電子メールで送信します。電子メール 
アドレスの入力を求められます。
Fax 
このボタンを使用して、選択した 1 つ以上の払い戻しを FAX 
で受信者に送信します。FAX 番号の入力を求められます。
保存 
このボタンをクリックすると、現在選択されている払い戻しが PDF 
ファイルとしてコンピュータに保存されます。
クレジット カードの請求 
顧客にクレジットカードで返金する場合は、ここをクリックします。[支払い] タブの 
[オプション on] で支払いアカウント (クレジット カード ゲートウェイ) 
を設定し、一覧に顧客のカスタム クレジット 
カード情報を入力しておく必要があります。
払い戻しの検索 
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の払い戻しを検索します。日付、払い戻し ID 
番号、または顧客で検索できます。
次の払い戻しを探す 
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[払い戻しを検索] コマンドと [次の払い戻しを検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の払い戻しの検索] 
を使用するオプションは、[払い戻しの検索] 
を使用した後に表示されます。次の払い戻しを検索すると、[払い戻しの検索] 
で入力した検索条件と同じ検索条件で次の払い戻しが検索されます。
[次の払い戻しの検索] を使用する場合、[払い戻しの検索] 
から一致する検索条件を持つすべての払い戻しをスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに「一致する払い戻しが見つかりませんでした」と通知されます。
注: [払い戻しの検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに "一致する '' 
が見つかりませんでした" という通知が表示されます。[次の払い戻しの検索] 
機能がグレー表示され、選択できなくなります。[次の払い戻しの検索] 
機能は、[払い戻しの検索] を使用すると再び使用できるようになります。

153



Webアクセス画面について - 定期受注を設定
「定期発行として保存」ボタンを、Webインターフェイスの注文請書ダイアログでク
リックすると、定期発行のスケジュールに対する確認が表示されます。 
開始日 
定期発行を開始する日にちを選択します。
発行頻度 
定期発行の頻度を選択します。頻度は、毎週、隔週、毎月、隔月、四半期、半年ごと
、毎年、隔年から選択することができます。
%period%の文字列を日付に変更  
定期発行される書類上に期間を自動表示する場合はこのオプションにチェック入れる
と、備考欄に%period%の文字を入力することで定期発行書類に対応する期間を自動
的に表示します。
変更のあった品目の価格を更新 
品目の価格が変更になった場合は自動的に変更後の価格を使って請求が行われるよう
にする場合は、このオプションにチェックを入れます。
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Webアクセス画面について - 得意先を選択
全てをチェック 
全ての得意先を選択、または全ての得意先の選択を外す場合はここにチェックを入れ
ます。
得意先を選択 
報告書の作成を行う得意先の一覧です。

155



Webアクセス画面について - 
顧客リスト期間の選択
全てをチェック 
全ての得意先を選択、または全ての得意先の選択を外す場合はここにチェックを入れ
ます。
得意先を選択 
報告書の作成を行う得意先の一覧です。
期間の選択
プルダウン 
メニューから表示する請求書の期間を選択します。カスタム期間を入力する場合は、
いずれかの選択肢を選択し、日付を変更できます。
開始日
カスタム期間の場合は、表示する請求書範囲の開始日を入力します。
終了日
表示期間の最終日を終了日に入力します
レポートを CSV として保存
レポートを CSV ファイルとして保存する場合に選択します。
列で並べ替え
請求書の並べ替えに使用する列を選択します。[降順]または [昇順]を選択して、並べ
替え順序を設定します。
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Webアクセス画面について - 
アカウントリスト期間の選択
アカウントの選択
これは、レポートを生成するアカウントの一覧です。
期間の選択
プルダウン 
メニューから表示するトラスナアクションの期間を選択します。カスタム期間を入力
する場合は、いずれかの選択肢を選択し、日付を変更できます。
開始日
カスタム期間の場合は、表示するトランザクション範囲の開始日を入力します。
終了日
表示するトランザクション範囲の終了日を入力します。
レポートを CSV として保存
レポートを CSV ファイルとして保存する場合に選択します。
列で並べ替え(使用可能な場合)
トランザクションの並べ替えに使用する列を選択します。[降順]または [昇順]を選択
して、並べ替え順序を設定します。
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各画面について - 予算一覧
この画面を使用して、予算レコードを管理します。[エクスプレス アカウント] 
に入力したすべての予算の一覧がここに表示されます。[予算] リストを開くには、[表
示] メニューをクリックし、[予算] を選択します。
追加 
新しい予算を作成するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。
削除 
既存の予算を削除するには、削除する予算を一覧から選択し、ツールバーの「削除」
ボタンをクリックします。
編集 
既存の予算を編集するには、編集する予算を選択し、ツールバーの「編集」ボタンを
クリックします。複数の予算を1度に編集することはできません。
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各画面について - 予算メイン画面
この画面を使って予算の編集を行います。 
右にコピー 
このボタンをクリックすると、選択されている値が後続の全ての月にコピーされます
。（デスクトップ版のみ）
行の値を調整... 
行の値を調整...ボタンをクリックすると現在選択されている予算の値を特定の割合で
増減することができます。（デスクトップ版のみ）
消去 
消去ボタンを押すと、作業中の予算画面の値が全て消去されます。（デスクトップ版
のみ）

159

budgetadjustrowvalue.html


各画面について - 行の値を調整...
この画面を使って予算の値の増減を行います。 
開始 
値の調整を開始する月を、「初月以降」または「選択されている月以降」のいずれか
から選択します。
この行の月額を調整 
増加または減少のいずれかを選択します。デフォルトでは増加が選択されています。
率を入力 
増減の割合を入力します。ここに入力した割合で、選択した月の予算が増減されます
。
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各画面について - 予算を作成
新しい予算を作成するには、「新規予算を作成」をクリックします。新規予算を作成
するには、まず「画面表示」をクリックし、予算を選択します。追加ボタンをクリッ
クし新規予算の作成を開始します。 
開始 
会計年度の始期。
貸借対照表（期末残高） 
貸借対照表タイプの予算を作成する場合はここにチェックを入れます。
損益計算書（年間を通した動き全般） 
損益計算書タイプの予算を作成する場合はここにチェックを入れます。

161



各画面について - 請求書の新規作成と編集
請求書の詳細は「請求書の追加/編集」ダイアログで入力します。このダイアログを表
示するには、請求書アイコンをホーム、売上または銀行取引タブでクリックします。
請求先タブ

画面右上部にある請求先タブで、請求先となる得意先に関する情報を入力します。
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を
作成するたびにすばやくアクセスできます。
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
得意先注文番号 
得意先の注文番号は請求書および明細書に記載されます。不要な場合は空欄のまま
にしておいてください。 
得意先の税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
送付先タブ
請求書タブの後ろにある送付先タブをクリックし、この得意先の送付先情報を入力
します。
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
請求用と同じ
請求先と送付先の住所が同じである場合はここにチェックを入れます。
発送方法 
プルダウンメニューから発送方法を選択するか、新規の発送方法を入力します。発
送方法は得意先の参照用に請求書に記載されます。不要な場合は入力は不要です。

配送伝票番号： 
配送伝票番号は得意先が発送方法を参照できるよう、請求書に記載されています。
不要な場合は空欄のままにしておきます。 
送料 
この請求書に関連する送料を入力します。送料に税金が課される場合は、プルダウ
ンメニューを使って税率を指定します。税率をプルダウンメニューに表示するには
事前にオプションの税金タブで税率を設定する必要があります。
請求書タブ
請求書画面の右上にある請求書タブにある「流用」ボタンを使い、既存の見積書や
注文書、下書請求書の内容を流用して請求書を作成することができます。請求書タ
ブではまた、請求書に関するその他の情報を設定することができます。
流用 
既存の見積もり請求書、受注請求書、またはドラフト請求書を使用して、新しい請
求書を作成できます。プルダウン リストからタイプを選択すると、エクスプレス 
アカウントに新しいウィンドウが表示され、特定の見積もり、受注、またはドラフ
ト請求書を選択できます。
日付 
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請求書の日付を選択します。 
支払条件 
支払条件を使って支払期日の計算をします。 
営業担当者 
この請求書の販売員を入力するか、プルダウン 
リストから営業担当者を選択します。
請求書番号 
この番号は Express Accounts 
によって自動的に生成されますが、新しい請求書の作成時に変更できます。ただし
、請求書の編集時に番号を変更することはできません。
預金口座 
請求書に対する支払いが入金される口座をプルダウンメニューを使って選択します
。 
請求書の項目 
請求書の品目一覧です。一覧内をクリックし新規品目を入力するかプルダウンメニ
ューから既存の品目を選択し、正しい数量を入力します。注文請書を流用して請求
書を作成する場合、品目は編集できません。 
割引を適用
「割引を追加」ボタンをクリックして全ての品目、または特定の行に割引を適用し
ます。詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。 
「コメント」タブ 
備考
これらのコメントは、メモと足のコメントの上の請求書の下部に印刷されます。
社内用コメント 
このメモは、内部での使用に限られます　－　請求書に印刷されません。 
メモコメント
これらのメモは、Foot コメントの上の請求書の下部に印刷されます。
[デフォルト]「お支払い方法の詳細については、お問い合わせください。
フットコメント
これらの足のコメントは、請求書の下部に印刷されます。
[デフォルト]「お仕事に感謝します」
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合
は、オプションの税金タブを確認します。 
記録 
請求書を記録するには、このボタンをクリックします。アクションを選択するには
(請求書を印刷、電子メール、または FAX 送信するには)、プルダウン 
リストをクリックします。請求書を下書きとして保存したり、定期的な請求書とし
て保存したり、請求書をプレビューしたりすることもできます。[支払いで記録] 
を選択して、請求書が支払済として記録されるようにすることもできます。印刷、
電子メール、または FAX 
の操作が取り消された場合や完了しなかった場合でも、請求書は常に記録されます
。

注:
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 Inventoria 
アプリケーション統合または在庫レベル管理が有効になっている場合、定期的な
請求書から作成されたすべての請求書は、定期的な請求書が最初に数量変更が記
録された注文であった場合でも、在庫数量の変更を引き起こします。その注文と
は別の請求書を直接作成しても、余分な数量変更は行われりません。

請求書オプション 
請求書オプションボタンをクリックすると請求書の設定を行う画面が開き、請求書
のデザインや名称などの設定や、請求書のプレビューなどを行うことができます。
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各画面について - 貸方票の新規作成と編集
貸方票の詳細は「貸方票の追加/編集」ダイアログで入力します。このダイアログを表
示するには、貸方票メニューを売上メニューでクリックします。
流用
既存の請求書や下書き貸方票を使って新しい貸方票を作成する場合は、流用する書類
のタイプをプルダウンメニューから選択し、選択した書類の一覧を表示します。流用
する書類を選択し選択をクリックすると新規貸方票作成画面に流用される情報が自動
的に入力されます。
貸方票の得意先
新しい得意先名を入力するか、既存の得意先名から選択します。新しい得意先名を入
力するとこの得意先が得意先一覧に追加されます。追加された得意先の詳細情報は後
から得意先一覧を使って入力することができます。
得意先の住所
得意先の住所を入力します。
日付
貸方票の日付を選択します。
営業担当者
この貸方票の販売員を入力するか、プルダウン リストから販売担当者を選択します。
請求書
このフィールドには、この貸方票が適用された請求書が表示されます。
税金
海外拠点のため非課税の得意先などは、必要に応じて特殊な税金オプションを選択し
ます。
預金口座 
この取引用の預金口座をプルダウンメニューから選択します。 
貸方票の項目
貸方票の品目一覧です。「追加」ボタンを押して新規品目を追加し、 
品番または品名のセルをクリックしてプルダウンメニューから既存の品目を選択する
か、 新規品目をタイプ入力します。新規品目は自動的に品目一覧に追加されます。 
数量や単価の変更を行う場合は新しい数字をタイプ入力してください。 
品目を削除する場合は各品目欄の左横にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。
割引を適用
割引を適用 
ボタンをクリックして全ての品目、または特定の行に割引を適用します。詳しくは
割引を適用 の項目をご覧ください。 
備考
このメモは、貸方票の下部に印刷されます。
社内用コメント
このメモは、内部での使用に限られ、請求書には印刷されません。
合計
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合は
、オプションの税金タブを確認します。
記録を選択
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貸方票の記録のオプションを表示するには、このボタンをクリックします。プルダウ
ン リストをクリックし、アクションを選択します。記録と印刷、記録と 
FAX、または記録と電子メールを行うことができます。[記録のみ]、[下書きとして保
存]、または [貸方票のプレビュー] を選択することもできます。
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各画面について - 注文請書の新規作成と編集
注文請書の詳細は「注文請書の追加/編集」ダイアログで入力します。このダイアログ
を表示するには、売り上げメニューをクリックし、新規注文請書を選択するか、新規
注文請書を作成リンクを売上タブのエクスプローラ画面でクリックします。
見積書番号 
既存の見積書を流用して注文請書を作成するには、流用する見積書をプルダウンメニ
ューから選択します。新規で作成する場合は流用のプルダウンメニューは空欄のまま
にしておきます。 
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作
成するたびにすばやくアクセスできます。
日付 
注文日を選択します。 
支払条件 
支払条件を使って支払期日の計算をします。 
営業担当者 
プルダウンメニューからこの注文請書の営業担当者を選択するか、新規営業担当者を
タイプ入力します。 
この顧客への変更を保存する (使用可能な場合)
選択した顧客の住所を導入された "請求先" アドレスにする場合は、このチェック 
ボックスをオンにします。
請求先 
注文の送付先住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
得意先注文番号
得意先注文番号は、参照用に注文請書や明細書に記載されます。不要な場合は空欄の
ままにしておきます。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
発送方法 
プルダウンメニューから発送方法を選択するか、新規発送方法を入力します。発送方
法は得意先の参照用に注文請書に記載されます。不要な場合は空欄のままにしておき
ます。 
配送伝票番号： 
配送伝票番号を入力することで、得意先の参照用に番号が注文請書に表示されます。
不要な場合は空欄のままにしておきます。 
注文品目 
注文する品目の一覧です。一覧に品目を追加するには、「新規品目追加」ボタンをク
リックして、品番または品名欄のプルダウンメニューを使って品目を選択するか、新
規品目の場合は一覧内に品番や品名をタイプ入力し、発注個数をタイプ入力します。
品目を削除するには、品目入力画面の右にある赤いバツ印をクリックします。 
新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧
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に新規品目として自動的に記録され、次にこの品目に関する書類を作成する際はプル
ダウンメニューからこの品目を選択できるようになります。
割引を適用
「割引を追加」ボタンをクリックして全ての品目、または特定の行に割引を適用しま
す。詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。 
備考 
備考欄に入力した内容は注文書の下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内用メモ欄です。注文書には表示されません。 
合計 
これは、売上税、小計、および合計表示です。売上税の計算が間違っている場合は、
「はじめに」セクションの「税金」および「オプション ~税」を参照してください。
保存とプレビュー
注文を保存し、ウィンドウの左下隅にあるボタンをクリックして、販売注文の外観を
プレビューします。
請求書への変換/請求書の編集
この販売注文の請求書がまだない場合は、[請求書に変換]ボタンが表示されます。 

請求書に変換 
このボタンをクリックすると、販売注文をすばやく請求書に変換できます。これに
より、受注のコピーが "請求済" の状態で受注リストに保存されます。
請求書を編集 
この受注の既存の請求書を編集します。
記録 

このボタンをクリックして、注文を記録または保存します。記録、印刷、Faxで送信
、電子メールで送信を行うには、プルダウンメニューから選んだ後、「実行」を選択
します。入金と同時に記録することも可能で、その場合は、支払い済みの注文書とし
て記録されます。また、スケジュールに合わせて注文書を作成する必要がある場合は
、定期的に記録することも可能です。 
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各画面について - 注文書の作成と編集
注文書の詳細は「注文書の追加/編集」ダイアログで入力します。このダイアログを表
示するには、仕入メニューをクリックし、新規注文書を選択します。
仕入先へ注文 
プルダウンメニューから既存の仕入先を選択するか、新規仕入先名をタイプ入力しま
す。新しい仕入先をタイプ入力した場合、仕入先一覧に新規仕入先として自動的に記
録され、次にこの仕入先宛の書類を作成する際にはプルダウンメニューからこの仕入
先を選択できるようになります。 
日付 
注文日を選択します。 
仕入先住所 
仕入先の住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
注文書の項目 
注文する品目の一覧です。一覧に品目を追加するには、「新規品目追加」ボタンをク
リックして、品番または品名欄のプルダウンメニューを使って品目を選択するか、新
規品目の場合は一覧内に品番や品名をタイプ入力し、発注個数をタイプ入力します。
品目を削除するには、品目入力画面の右にある赤いバツ印をクリックします。 
新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧に新規品目として自動的に記録され、
次にこの品目に関する書類を作成する際はプルダウンメニューからこの品目を選択で
きるようになります。
備考 
これらのコメントは、発注書の下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは内部使用専用のコメントであり、発注書には印刷されません。
合計 
これは、売上税、小計、および合計表示です。売上税の計算が間違っている場合は、
「はじめに」セクションの「税金」および「オプション ~税」を参照してください。
保存とプレビュー
発注書に対する変更を保存し、印刷前に発注書がどのように表示されるかをプレビュ
ーするには、このボタンをクリックします。
記録 
このボタンをクリックして注文書を記録します。記録した後の作業（印刷、Fax送信
、電子メールなど）はプルダウンメニューから選択します。 
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各画面について - 買掛金の新規作成と編集
後日支払いが必要な請求書の情報は、買掛金を追加/編集ダイアログに入力します。こ
のダイアログを表示するには、仕入メニューをクリックし、買掛金を入力を選択する
か、買掛金を入力アイコンをホーム 、仕入 、銀行取引 または報告書タブでクリック
します。 
仕入先 
プルダウンメニューから既存の仕入先を選択するか、新規仕入先名をタイプ入力しま
す。新しい仕入先をタイプ入力した場合、仕入先一覧に新規仕入先として自動的に記
録され、次にこの仕入先宛の書類を作成する際にはプルダウンメニューからこの仕入
先を選択できるようになります。 
日付 
日付を選択します。 
仕入先住所 
仕入先の住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
買掛金の項目 
これは、請求書の項目一覧です。新規品目を追加するには、「追加」ボタンをクリッ
クし、品番または品名欄にてクリックし、プルダウンメニューを開きます。そこで、
品目を選択するか、新規品目名をタイプ入力することができます。新しい値をタイプ
入力して、数量または単価を変更することができます。品目を削除するには、品目入
力画面の右にある赤い"X"印をクリックします。 
新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧に新規品目として自動的に記録され、
次にこの品目に関する書類を作成する際はプルダウンメニューからこの品目を選択で
きるようになります。 
プライベートメモ 
これらのメモは社内での使用に限られます。 
合計 
消費税、小計、合計が表示されます。消費税の計算が正しく行われていない場合は、
税金 （マニュアルの「はじめに」のページ）および オプションの税金のページをご
参照下さい。 
記録 
このボタンをクリックし、請求書を記録してください。 
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各画面について - 見積書の新規作成と編集
見積書の詳細は「見積書の追加/編集」ダイアログで入力します。このダイアログを表
示するには、売上メニューをクリックし、新規見積書を選択します。
得意先 
プルダウン リストから [顧客] 
を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、
顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作
成するたびにすばやくアクセスできます。
日付 
見積り日を選択します。 
営業担当者 
この見積もりの営業担当者を入力するか、プルダウン 
リストから営業担当者を選択します。
請求先 
見積書の送付先住所を入力します。 
送付先 
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。 
税金 
課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。 
見積書の項目 
これは、見積もりのアイテムの一覧です。[追加] 
ボタンをクリックして新しい項目を追加し、[アイテム] セルまたは [説明] 
セル内をクリックして、項目を選択できるドロップ 
メニューにアクセスするか、新しい項目の名前を入力します。新しい値を入力して、
数量または単位の値を変更します。項目エントリの左側にある [ゴミ箱] 
アイコンをクリックして、項目を削除します。
新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧に新規品目として自動的に記録され、
次にこの品目に関する書類を作成する際はプルダウンメニューからこの品目を選択で
きるようになります。
割引を適用
「割引を追加」ボタンをクリックして見積書全体、または特定の行の品目に割引を適
用します。詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。 
備考 
これらのメモは、見積書の下に印刷されます。 
社内用コメント 
これらのメモは、社内での使用に限られます　－　見積書に印刷されません。 
合計 
消費税、小計、合計が表示されます。消費税の計算が正しく行われていない場合は、
税金 （マニュアルの「はじめに」のページ）および オプションの税金のページをご
参照下さい。 
保存とプレビュー
このボタンをクリックすると、印刷、PDF 
ドキュメントとして保存したとき、または顧客に電子メールで送信されたときの見積
もりの表示方法を確認できます。
請求書への変換/請求書の編集
この見積もりの請求書がまだない場合は、[請求書に変換]ボタンが表示されます。 
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請求書に変換
見積書を請求書に変換します。変換後は変換した見積書の状況が請求済みになり、
見積もりの内容が自動入力された新規請求書画面が表示されます。 
請求書を編集 
この見積もりの既存の請求書を編集します。
記録 

このボタンをクリックして見積もりを記録または保存します。記録して印刷するには
、FAX、または電子メールでプルダウン 
リストをクリックし、アクションを選択します。
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各画面について - 勘定の消し込み
エクスプレスアカウントレコードを口座取引明細書と調整する場合は、口座調整を使
用します。手動で調整することも、電子口座明細書をエクスプレスアカウントにアッ
プロードして、より迅速な調整を行うことができます。[アカウントの調整] 
ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューをクリックして 
[アカウントの調整] を選択するか、Ctrl+Eを押します。
「勘定の消し込み」の画面は、2つの欄に分かれています。上の欄には、消し込みが
行われていないローカル元帳取引を表示します。銀行明細書を読み込んだ場合は、下
の欄に表示されます。 
ローカル元帳取引 
勘定 
勘定のプルダウンメニューから、消し込みを行う勘定を選択します。 
最終消し込み日 
選択した勘定の消し込みを前回行った日付が表示されます。 
銀行明細書の日付 
銀行明細書に表示されている日付を入力するか、カレンダーのプルダウンメニューか
ら日付を選択します。 
新規計算書残高 
銀行明細書に表示されている残高を入力します。 
計算済み明細書残高 
ここにある数字は、消し込み前の勘定残高です。 
残高不一致 
この欄に残高がある場合は、記録に間違いがある可能性があります。仕訳と銀行明細
書を比べると、間違いが発見しやすくなります。 
記帳一覧 
これは、勘定一致前の記帳一覧です。手作業で勘定の消し込みを行う場合は、銀行明
細書と一致する仕訳のチェックボックスにチェックマークを入れてください。電子消
し込みを行うには、銀行明細書を消し込み画面に読み込む必要があります（以下を参
照してください）。仕訳の消し込み作業を自動的に行い、消し込んだ仕訳は緑色で表
示されます。銀行明細書の取引と仕訳の消し込みを行う場合は、ローカル仕訳の履歴
メモ欄をクリックし、表示したプルダウンメニューから銀行の取引に関する仕訳を選
択します。 
消し込み作業中に、ローカル元帳一覧にエラーが表示された場合は、仕訳をダブルク
リックして帳簿の仕訳を表示してから、仕訳を選択したのち「編集」をクリックしま
す。 
新規支払い取引を追加 
ここをクリックし、新規支払い取引を追加してください。支払いの仕訳の記載漏れを
見つけた場合は、このボタンをクリックすることにより「消し込み」セッションを終
了することなく仕訳を入力することができます。 
新規入金取引を追加 
このボタンをクリックし、新規入金取引を追加してください。入金の仕訳の記載漏れ
を見つけた場合は、このボタンをクリックすることにより「消し込み」セッションを
終了することなく仕訳を入力することができます。 
銀行明細書の処理 
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銀行明細のトランザクション一覧です。作業中の消し込みに銀行明細を読み込むまで
は、ここには何も表示されません。一致した仕訳には自動的にチェックが入り、緑色
の文字で表示されます。元帳の取引の消し込みを行うには、銀行明細のセクションで
元帳の項目の欄をクリックし、消し込みを行う元帳の項目をプルダウンメニューから
選択します。赤字で表示されたものは定期的に発生する費用の取引である可能性があ
ります。仕訳を選択し取引を追加をクリックすると、この仕訳が元帳一覧に追加され
、この仕訳を含む銀行口座明細書が消し込みダイアログに読み込まれるたびに自動的
に明細一覧に追加されます。 
銀行明細書を読み込む 
CSVまたはOFX形式の銀行明細書を読み込むには、「銀行明細書を読み込む」をクリ
ックします。 
以下の形式を使用することができます： 
1. 日付 - 摘要 - 金額支出と入金にはマイナス額も表示できます。
2. 日付 - 摘要 - 入金- 

支払この形式を使用すると、入金のない金額欄には0と表示します（入金または支
出）。

取引を追加 
このボタンを使用すると、銀行明細書からローカル元帳に素早く仕訳を入力すること
ができます。銀行取引一覧から仕訳を選択し、「取引を追加」ボタンをクリックして
支払いまたは入金のダイアログを開きます。 
前にロールバック
このボタンを使用すると、選択した勘定の最後の調整を元に戻すことができます。誤
って調整を行った場合、または最後の照合に含まれているはずのトランザクションを
受け取った場合は、ロールバックできます。
このボタンは、ロールバックする有効な調整がある場合にのみ有効になり、最大 1 
つの調整に戻ることができる場合にのみ有効になります。
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各画面について - 仕訳
仕訳ダイアログを使って取引の詳細や仕訳を記録し、金額を複数の勘定に振り分けま
す。手動で仕訳を行う場合は、「取引」メニューをクリックし、手動で仕訳を選択す
るか、キーボードのCtrl+Jを押す、または帳簿画面の追加ボタンをクリックして仕訳
ダイアログにアクセスします。 
日付 
この仕訳の日付を選択します。 
帳簿 
取引を記録する帳簿をプルダウンメニューを使って選択します。 
参照 
この仕訳に、自動で作成されるID番号と異なる番号を付けて記録したい場合は、参照
ID番号を入力します。 
摘要 
この仕訳に関するメモを記載することにより、仕訳の詳細を分かりやすくします。 
仕訳 
この取引を勘定に仕訳します。テーブルをクリックして勘定を追加してください。勘
定番号または科目名のセルで勘定番号または科目名をクリックし、勘定を選択します
。借方と貸方の両方の勘定を追加し、両勘定が一致したら、「記録」をクリックしま
す。 
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
テンプレートを使用 
仕訳ダイアログに記帳する前に、「テンプレートを使用」のボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、以前作成した取引テンプレートを使って仕訳の詳細を
入力することができます。 
テンプレートとして保存 
取引のテンプレートを作成することにより、作業時間を節約することができます。新
規テンプレートを作成するには、まず取引詳細を仕訳に記入し、ダイアログ左にある
「テンプレートとして保存」ボタンを押します。テンプレート名を確認するプロンプ
トが表示されるのでテンプレート名を入力すると、テンプレートの詳細が一覧に保存
され次回の仕訳入力時から使用することができます。 
記録 
仕訳入力を保存するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 買掛金
後日支払いが必要な請求書の情報は、買掛金ダイアログに入力します。このダイアロ
グを表示するには、仕入メニューをクリックし、買掛金を入力を選択するか、買掛金
を入力アイコンをホーム 、仕入 、銀行取引 または報告書タブでクリックします。 
日付 
この取引の日付を選択します。 
支払い期限 
この取引の支払い期限を選択します。 
仕入先 
買掛金のある仕入先を入力します。 
仕入先住所 
仕入先の住所を入力します。 
買掛金 
この取引を仕訳ける勘定を選択します。 
残高 
上記で選択した勘定の残高は、この欄に表示されます。 
金額 
取引金額を入力します。 
参照番号 
買掛金勘定リストに表示され、この買掛金勘定に対して行われた支払いに表示される
オプションの参照番号を追加します。
メモ 
この取引に関するメモを記入すると、帳簿での取引を区別しやすくなります。 
仕訳 
この取引を勘定に仕訳します。テーブルをクリックして勘定を追加してください。勘
定番号または科目名のセルで勘定番号または科目名をクリックし、勘定を選択します
。借方と貸方の両方の勘定を追加し、両勘定が一致したら、「記録」をクリックしま
す。 
記録 
[記録] ボタンをクリックして請求書を保存します。
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
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各画面について - 注文書を適用
注文書を適用ダイアログで、特定の仕入先宛ての未払い注文書の編集を行うことがで
きます。適用する注文書をプルダウンメニューから指定し、品目一覧から注文品目の
編集を行います。注文書に行った変更は完了ボタンをクリックするまで保存されませ
ん。 
注文書の作成や 
編集する注文書を選択します。
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各画面について - 支払と仕入
[支払と購買] 
ダイアログから、購買トランザクションまたは支払トランザクションの詳細を記録し
、その金額を複数の勘定に割り当てることができます。[ホーム]タブで購入または支
払い入力を行うには、[トランザクション]メニューの左側のサイドバーで [支払い]を
クリックします。[購入]タブに移動し、上部のツール バーの [支払]ボタンをクリック
するか、[即時支払い] または [購入]ブロックをクリックすることもできます。このダ
イアログの Web バージョンは、メイン ページの[お支払い]リンクまたは [リストの確
認]ページの[新しいチェックの追加]ボタンを使用して開きます。
取引日 
この取引の日付を選択します。 
Pay To 
この取引の仕入先を選択します。仕入先ボタンを押して、仕入先一覧画面を開き仕入
先を選択するか、新規仕入先を入力します。
勘定 
この取引を仕訳ける勘定を選択します。 
勘定残高
上記で選択した勘定の残高は、この欄に表示されます。 
決済方法 
このトランザクションの支払方法を選択します。ビジネスのお支払い方法は、[オプシ
ョン] -> [お支払い] ページで構成します。
金額 
入金額を入力します。 
参照番号 
これは、仕入先から提供された請求書番号など、支払いをより適切に管理するために
使用できるオプションのフィールドです。小切手として支払を入力する場合、この参
照番号は印刷時に小切手に表示されます。
取引番号 
取引番号は自動的に入力されているので、必要に応じて別の番号を入力しなおしてく
ださい。 
[いいえ] をオンにします。
このフィールドは、お支払い方法として [小切手] 
が選択されている場合にのみ使用できます。小切手番号は Express Accounts 
によって自動的に生成されますが、必要に応じて別の番号を入力することもできます
。
摘要 
この取引に関するメモを記入すると、帳簿での取引を区別しやすくなります。 
仕訳 
この取引を勘定に仕訳します。テーブルをクリックして勘定を追加してください。勘
定番号または科目名のセルで勘定番号または科目名をクリックし、勘定を選択します
。借方と貸方の両方の勘定を追加し、両勘定が一致したら、「記録」をクリックしま
す。 
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
テンプレートを使う（デスクトップ版のみ） 
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仕訳ダイアログに記帳する前に、「テンプレートを使用」のボタンが表示されます。
このボタンをクリックして、以前作成した取引テンプレートを使って入金の仕訳を行
います。 
テンプレートとして保存（デスクトップ版のみ） 
取引のテンプレートを作成することにより、作業時間を節約することができます。新
規テンプレートを作成するには、まず取引詳細を仕訳に記入し、ダイアログ左にある
「テンプレートとして保存」ボタンを押します。テンプレート名を確認するプロンプ
トが表示されるのでテンプレート名を入力すると、テンプレートの詳細が一覧に保存
され次回の仕訳入力時から使用することができます。 
レコード オプション
お支払いを適用する準備ができたら、ウィンドウの下部にある録画オプションから選
択できます。ボタンのメイン部分をクリックして支払いを記録するか、ボタンの右側
にある矢印をクリックして[記録と印刷チェック]を選択します。
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各画面について - 入金処理
入金処理ダイアログを使って入金情報を記録し、金額を複数の勘定に振り分けます。
入金処理を行うには、「取引」メニューをクリックし、入金を選択します。Webイン
ターフェイスでは、入金リンクをメイン画面右側のナビゲーションパネルからクリッ
クします。 
取引日 
この取引の日付を選択します。 
預金口座 
この取引を仕訳ける勘定を選択します。 
残高 (デスクトップ バージョンのみ)
上記で選択した勘定の残高は、この欄に表示されます。 
金額 
入金額を入力します。 
参照番号 
オプションの参照番号でカタログ化できる受け取った支払。参照番号は、通常、サプ
ライヤーによって提供されます。
小切手番号
現在のチェック 
プレフィックスまたは小切手番号が表示されます。必要に応じてどちらかを変更でき
ます。小切手を入力するたびに数値が 1 ずつ増加します。
取引番号 
取引番号は自動的に入力されているので、必要に応じて別の番号を入力しなおしてく
ださい。 
摘要 
この取引に関するメモを記入すると、帳簿での取引を区別しやすくなります。 
仕訳 
この取引を勘定に仕訳します。テーブルをクリックして勘定を追加してください。勘
定番号または科目名のセルで勘定番号または科目名をクリックし、勘定を選択します
。借方と貸方の両方の勘定を追加し、両勘定が一致したら、「記録」をクリックしま
す。 
不一致残高 
借方と貸方の勘定が一致しない場合、勘定割り当て一覧の下に一致しない金額が表示
されます。 
テンプレートを使用 
仕訳ダイアログに記帳する前に、「テンプレートを使用」のボタンが表示されます。
このボタンをクリックして、以前作成した取引テンプレートを使って入金の仕訳を行
います。 
テンプレートとして保存 
取引のテンプレートを作成することにより、作業時間を節約することができます。新
規テンプレートを作成するには、まず取引詳細を仕訳に記入し、ダイアログ左にある
「テンプレートとして保存」ボタンを押します。テンプレート名を確認するプロンプ
トが表示されるのでテンプレート名を入力すると、テンプレートの詳細が一覧に保存
され次回の仕訳入力時から使用することができます。 
記録 
領収書または入金取引を記録するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 報告書を表示
報告書画面では報告書のプレビューや印刷、保存、電子メールやFaxによる送信など
を行うことができます。全ての報告書画面には同じオプションがあります（以下の通
り）。報告書を表示するには報告書タブをクリックし、表示する報告書を選択します
。
プレビュー 
「プレビュー」ボタンをクリックすると報告書をPDF形式で保存した際や印刷した際
の書面のプレビューを行うことができます。プレビュー通りに印刷されなかった場合
は、「オプション」の領域タブで用紙サイズの設定を確認します。
印刷 
「印刷」ボタンをクリックし、印刷を行います。
保存 
保存ボタンをクリックして、報告書をPDF またはCSV 
ファイルとして保存することができます。
電子メール 
「電子メール」ボタンをクリックして、報告書をPDFファイルで送信することができ
ます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります。設
定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことが
できます。 
Fax 
「Fax」ボタンをクリックすると報告書をPDF形式のファイルとしてFax送信すること
ができます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定を行っておく必要があります
。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うこ
とができます。
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各画面について - 勘定科目一覧表
この画面で勘定番号や、勘定科目名、見出し設定、銀行勘定の設定など、勘定の管理
を行います。各勘定は一覧に表示されます。勘定科目一覧表を開くには、ホームタブ

画面表示アイコンをクリックし、勘定科目一覧表を選択します。勘定科目の内容を
変更する場合は、変更する勘定科目をダブルクリックし勘定のプロパティを開いて行
います。 
新規 
このボタンをクリックして新規勘定を作成したり、新規のデフォルト勘定を追加する
ことができます。
編集 
このボタンをクリックして、勘定のプロパティを編集することができます。一覧表か
ら選択した勘定の、勘定番号やタイプ、科目名や繰越残高などを変更することができ
ます。1度に1つの勘定のみ更新することができます。
削除 
アカウントを削除するには、一覧から削除するアカウントを選択し、このボタンをク
リックします。トランザクションで使用されていない限り、任意のアカウントを削除
できます。
既定値の作成 (デスクトップ バージョンのみ) 
これにより、勘定科目表に既定の勘定リストが追加されます。既に既定のリストがあ
る場合は、このオプションをクリックしても違いは表示されません。
復元 (デスクトップ バージョンのみ) 
現在選択している勘定を復元するには、このボタンをクリックします。1度に1つの勘
定のみ更新することができます。削除した勘定を表示するには、「削除した勘定も表
示」のチェックボックスにチェックしていることを確認します。
アカウント番号の桁数 (デスクトップ バージョンのみ) 
勘定番号用の桁数を設定することができます。各勘定は、作成の度にここで設定した
桁数の勘定番号が与えられます。 
また、最近削除したアカウントを表示する (デスクトップバージョンのみ)  
最近削除した勘定も同時に表示したい場合は、このチェックボックスをチェックして
ください。このボックスがチェックされていると、削除済みの勘定は一覧表にピンク
色で表示されます。 
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各画面について - 請求書一覧
この画面を使って請求書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての請求書の一覧が表示されます。請求書一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、請求書を選択します。 
請求書 

[請求書] メニューには、ショートカット 
キーを使用して次のアクションが実行されます。
請求書の検索 - Ctrl + F 
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の請求書を検索します。日付、請求書番号、受注
、または顧客で検索できます。
次の請求書を探す - F3 
[請求書の検索] コマンドと [次の請求書の検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の請求書の検索] 
を使用するオプションは、[請求書の検索] 
を使用した後に表示されます。次の請求書を検索すると、[請求書の検索] 
で入力したのと同じ検索条件を持つ次の請求書が検索されます。
[次の請求書の検索] を使用する場合、[請求書の検索] 
から検索条件が一致するすべての請求書をスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに "一致する請求書が見つかりませんでした'(SEARCH CRITERIA)' 
が見つからないことが通知されます。
注:[請求書の検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに 一致する '' 
が見つかりませんでした という通知が表示されます。[次の請求書の検索] 
機能がグレー表示され、選択できなくなります。[次の請求書の検索] 
機能は、[請求書の検索] を使用した後に再び使用できるようになります。
次のアクションでは、最初に一覧から [請求書] を選択する必要があります。
請求書の印刷 - Ctrl + P 
このコマンドを実行すると、[印刷] ダイアログ 
ウィンドウが開き、請求書を印刷したり、.pdf 
ドキュメントとして安全に印刷したりできます。
印刷プレビュー - Ctrl + Shift + P 
[印刷プレビュー] ウィンドウには、プリンタで印刷される請求書が表示されます。
電子メール請求書 - Ctrl + E 
請求書を電子メールの受信者に送信できます。
ログの表示 - Ctrl + L 
このダイアログ ボックスには、選択したレコードのログが表示されます。
支払の適用 - Ctrl + Y 
このウィンドウでは、受け取った支払いを追加または編集できます。
貸方票の適用 - Ctrl + C 
[貸方票の適用] 
ウィンドウでは、期限切れの請求書に顧客の貸方票を適用できます。
CSV からの請求書のインポート 
外部データは、csv 
ファイルを使用して高速アカウントにインポートできます。ウィンドウが開き、イ
ンポートする CSV ファイルを保存した場所から選択できます。
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梱包明細書
[梱包明細] 
メニューには、注文に梱包明細を含めるオプションがあります。次のアクションを
実行するには、請求書を選択する必要があります。
梱包明細のプレビュー - Ctrl + Shift + S 
[梱包明細のプレビュー] 
ウィンドウには、プリンタで印刷される梱包明細が表示されます。
梱包明細の印刷 - Ctrl + S 
このコマンドを実行すると、[印刷] ダイアログ 
ウィンドウが開き、梱包明細を印刷したり、.pdf 
ドキュメントとして保存したりできます。
電子メール梱包明細 
電子メールの受信者に梱包明細を送信できます。
FAX 梱包明細 
電話 FAX 番号を使用して梱包明細を送信できます。
PDF として保存 
梱包明細を .pdf ドキュメントとして保存できます。
出荷ラベル 
このメニューには、注文に出荷ラベルを作成するためのオプションがあります。次
のアクションを実行し、出荷指示を指定するには、請求書を選択する必要がありま
す。
出荷ラベルのプレビュー 
[出荷ラベルのプレビュー]ウィンドウには、プリンタで印刷される出荷ラベルが表
示されます。
出荷ラベルの印刷 
このコマンドを実行すると、[印刷] ダイアログ 
ウィンドウが開き、出荷ラベルを印刷したり、.pdf 
ドキュメントとして保存したりできます。
電子メール出荷ラベル 
出荷ラベルを電子メールの受信者に送信できます。
ファックス出荷ラベル 
電話 FAX 番号を使用して出荷ラベルを送信できます。
PDF として保存 
出荷ラベルを .pdf ドキュメントとして保存できます。
ヘルプ 
[ヘルプ] メニューには、Express Accounts のヘルプ 
ドキュメントへのリンク、Express Accounts Web 
ページへのリンク、テクニカル 
サポート、関連プログラム、およびその他の役に立つリンクが含まれています。
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、請求書一覧表に表示する請求

書を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する請求書
を期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもでき
ます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の請求書のみ表示したり
、記録または下書きの請求書のみを表示することも可能です。 
新規 
新規請求書を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
コピー 
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[コピー] 
ボタンをクリックすると、新しい請求書が作成され、選択した請求書を使用して顧客
および品目情報が自動的に入力されます。
削除 
請求書を削除するには、一覧表から削除する請求書を選択して、ツールバーの「削除
」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している請求書を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックし
ます。1度に1つの請求書のみ編集することができます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、請求書を印刷、PDF保存また
は電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます。
印刷 
現在選択している請求書を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックし
ます。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の請求書をPD
Fファイル形式で電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが
表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があり
ます。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行
うことができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の請求書をFaxで送信します。
Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している請求書をPDFファ
イルでコンピュータに保存することができます。
支払い 
現在選択している請求書の支払い処理を行うには、ツールバーの「支払い」ボタンを
クリックします。
貸方票 
ツールバーの「貸方票」ボタンを押すと、選択した請求書に貸方票が適用されます。
梱包明細書 
「梱包明細書」メニューをクリックすると、現在選択している請求書の梱包明細書の
作成に関するオプションを表示します。梱包明細書のプレビュー、印刷、電子メール/
Faxでの送信、および保存が可能です。
出荷ラベル 
出荷ラベルメニューをクリックすると、現在選択している請求書の出荷ラベルの作成
に関するオプションを表示します。出荷ラベルのプレビュー、印刷、電子メール/Fax
での送信、および保存が可能です。
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各画面について - 請求書一覧を選択
この画面を使って請求書を選択します。Express 
Accountsで作成した全ての請求書の一覧が表示されます。請求書一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、請求書を選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、請求書一覧表に表示する請求書
を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する請求書を
期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできま
す。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の請求書のみ表示したり、
記録または下書きの請求書のみを表示することも可能です。 
選択 
ツールバーの「選択」ボタンをクリックして、ハイライトした請求書を選択します。
請求書の検索 - Ctrl + F  
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の請求書を検索します。日付、請求書番号、受注、
顧客、または営業担当者で検索できます。
次の請求書を探す - F3  
[請求書の検索] コマンドと [次の請求書の検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の請求書の検索] 
を使用するオプションは、[請求書の検索] 
を使用した後に表示されます。次の請求書を検索すると、[請求書の検索] 
で入力したのと同じ検索条件を持つ次の請求書が検索されます。 
[次の請求書の検索] を使用する場合、[請求書の検索] 
から検索条件が一致するすべての請求書をスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに "一致する請求書が見つかりませんでした'(SEARCH CRITERIA)' 
が見つからないことが通知されます。 
注:[請求書の検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに 一致する '' が見つかりませんでした 
という通知が表示されます。[次の請求書の検索] 
機能がグレー表示され、選択できなくなります。[次の請求書の検索] 
機能は、[請求書の検索] を使用した後に再び使用できるようになります。
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各画面について - 見積書一覧
この画面を使って見積書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての見積書の一覧が表示されます。見積書一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、見積書をクリックします。 
見積書 

[見積もり] メニューには、ショートカット 
キーを使用して次の操作が行われます。
新規見積書 
このオプションを選択すると、[見積もりの編集] 
ダイアログが開き、新しい空の見積もりが表示されます。
見積もりのコピー 
このオプションを選択すると、新しい見積もりが作成され、選択した見積もりを使
用して顧客および品目情報が自動的に入力されます。
見積もりの削除 
このオプションを選択すると、選択した見積もりが見積もりリストから削除されま
す。
見積もりの編集 
このオプションを選択すると、選択した見積もりを含む [見積もりの編集] 
ダイアログが開きます。
注文請書を作成 
このオプションを選択すると、見積もりから受注が作成されます。
請求書を作成 
このオプションを選択すると、見積もりから請求書が作成されます。
見積もりの検索 - Ctrl + F 
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の見積もりを検索します。日付、見積もり、また
は顧客で検索できます。
次の見積もりを探す - F3 
[見積もりの検索] コマンドと [次の見積もりの検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の見積もりの検索] 
を使用するオプションは、[見積もりの検索] 
を使用した後に表示されます。次の見積もりを検索すると、[見積もりの検索] 
で入力した検索条件と同じ検索条件を持つ次の見積もりが検索されます。
[次の見積もりの検索] を使用する場合、[見積もりの検索] 
から一致する検索条件を持つすべての見積もりをスクロールすると、ポップアップ
ウィンドウに "一致する引用符が見つからないことがなくなりました" 
と通知されます。
注: [見積もりの検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに "一致する '' 
が見つかりませんでした" という通知が表示されます。[次の見積もりの検索] 
機能が淡色表示され、選択できなくなります。[次の見積もりの検索] 
機能は、[見積もりの検索] を使用すると再び使用できるようになります。
次のアクションでは、最初にリストから [見積もり] を選択する必要があります。
見積もりの印刷 - Ctrl + P 
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このコマンドを実行すると、印刷ダイアログ 
ウィンドウが開き、見積もりまたは安全なファイルを .pdf 
ドキュメントとして印刷できます。
印刷プレビュー - Ctrl + Shift + P 
[印刷プレビュー] 
ウィンドウには、プリンタで印刷される見積もりと同様に見積もりが表示されます
。
電子メール見積もり - Ctrl + E 
見積もりを電子メール受信者に送信できます。
ファックス見積もり 
電話 FAX 番号を使用して見積もりを送信できます。
PDF として保存 
見積もりを .pdf ドキュメントとして保存できます。
CSV からの見積もりのインポート 
外部データは、csv 
ファイルを使用して高速アカウントにインポートできます。ウィンドウが開き、イ
ンポートする CSV ファイルを保存した場所から選択できます。
ヘルプ 
[ヘルプ] メニューには、Express Accounts のヘルプ 
ドキュメントへのリンク、Express Accounts Web 
ページへのリンク、テクニカル 
サポート、関連プログラム、およびその他の役に立つリンクが含まれています。
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、見積一覧表に表示する見積書

を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する見積書を
期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできま
す。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の見積書のみ表示したり、
記録または下書きの見積書のみを表示することも可能です。 
新規 
新規見積書を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
コピー 
[コピー] 
ボタンをクリックすると、新しい見積もりが作成され、選択した見積もりを使用して
顧客および品目の情報が自動的に入力されます。
削除 
見積書を削除するには、一覧表から削除する見積書を選択して、ツールバーの「削除
」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している見積書を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックし
ます。1度に1つの見積書のみ編集することができます。
注文請書 
特定の見積書を流用して新規注文請書を作成する場合は、流用する見積書を一覧から
選択し、ツールバーの「注文請書」ボタンをクリックします。注文請書を新規作成す
るために必要な情報が、選択した見積書を元に書き込まれます。
請求書 
特定の見積書を流用して新規請求書を作成する場合は、ツールバーの「請求書」ボタ
ンをクリックします。請求書を新規作成するために必要な情報が、選択した見積書を
元に書き込まれます。
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プレビュー
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、見積書を印刷、PDF保存また
は電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
印刷 
現在選択している見積書を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックし
ます。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の見積書をPD
Fファイルで電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示
されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります
。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うこ
とができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の見積書をFaxで送信します。
Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している見積書をPDFファ
イルとしてコンピュータに保存することができます。
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各画面について - 見積書一覧を選択
この画面を使って見積書を選択します。Express 
Accountsで作成した全ての見積書の一覧が表示されます。見積書一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、見積書をクリックします。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、見積一覧表に表示する見積書を
選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する見積書を期
間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます
。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の見積書のみ表示したり、記
録または下書きの見積書のみを表示することも可能です。 
選択 
ツールバーの「選択」ボタンをクリックして、ハイライトした見積書を選択します。
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各画面について - 注文請書一覧
この画面を使って注文請書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての注文請書の一覧が表示されます。注文請書一覧を表示する
には、画面表示をクリックし、注文請書を選択します。 
注文請書 

[順序] メニューには、ショートカット キーを使用して次の操作を実行できます。
この受注を請求書に変換 
このオプションを選択すると、請求書に注文が作成されます。
注文の検索 - Ctrl + F 
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の順序を検索します。日付、受注番号、見積もり
、または顧客で検索できます。
次の注文を探す - F3 
[順序の検索] コマンドと [次の順序の検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の順序の検索] 
を使用するオプションは、[注文の検索] 
を使用した後に表示されます。[次の注文を検索]では、[注文の検索]に入力した検
索条件と同じ検索条件を持つ次の注文が検索されます。
[次の注文の検索] を使用する場合、[請求書の検索] 
から検索条件が一致するすべての注文をスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに 「'(SEARCH CRITERIA)) 
に一致する注文が見つかりませんでした」 が通知されます。
注: [順序の検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに "一致する '' 
が見つかりませんでした" 
という通知が表示されます。[次の順序を検索]機能がグレー表示され、選択できな
くなります。[次の注文を検索] 機能は、[注文の検索] 
を使用した後に再び使用できるようになります。
次のアクションでは、最初にリストから [受注] を選択する必要があります。
注文の印刷 - Ctrl + P 
このコマンドを実行すると、[印刷] ダイアログ 
ウィンドウが開き、注文または安全を .pdf ドキュメントとして印刷できます。
印刷プレビュー - Ctrl + Shift + P 
[印刷プレビュー] ウィンドウには、プリンタで印刷される順序が表示されます。
電子メールの順序 - Ctrl + E 
注文を電子メール受信者に送信できます。
ファックス注文 
電話 FAX 番号を使用して注文を送信できます。
PDF として保存 
注文を .pdf ドキュメントとして保存できます。
CSV からの注文のインポート 
外部データは、csv 
ファイルを使用して高速アカウントにインポートできます。ウィンドウが開き、イ
ンポートする CSV ファイルを保存した場所から選択できます。
ヘルプ 
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[ヘルプ] メニューには、Express Accounts のヘルプ 
ドキュメントへのリンク、Express Accounts Web 
ページへのリンク、テクニカル 
サポート、関連プログラム、およびその他の役に立つリンクが含まれています。
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、注文請書一覧に表示する注文

請書を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する注文
請書を期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することも
できます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の注文請書のみ表示
したり、記録または下書きの注文請書のみを表示することも可能です。 
新規 
新規注文請書を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 
注文請書を削除するには、一覧表から削除する注文請書を選択し、ツールバーの「削
除」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している注文請書を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリック
します。1度に1つの注文請書のみ編集することができます。
請求書 
現在選択している注文請書を使って新規請求書を作成するには、ツールバーの「請求
書」ボタンをクリックします。新規請求書の作成に必要な情報が、選択した注文請書
を元に書き込まれます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、注文請書を印刷、PDF保存ま
たは電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
印刷 
現在選択している注文請書を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリック
します。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の注文請書をP
DFファイルで電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示
されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります
。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うこ
とができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の注文請書をFaxで送信します
。Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している注文請書をPDFフ
ァイルでコンピュータに保存することができます。
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各画面について - 注文請書一覧を選択
この画面を使って注文請書を選択します。Express 
Accountsで作成した全ての注文請書の一覧が表示されます。注文請書一覧を表示する
には、画面表示をクリックし、注文請書を選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、注文請書一覧に表示する注文請
書を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する注文請
書を期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもで
きます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の注文請書のみ表示し
たり、記録または下書きの注文請書のみを表示することも可能です。 
注文の選択 
ツールバーの「選択」ボタンをクリックして、ハイライトした注文請書を選択します
。
注文の検索 - Ctrl + F  
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の順序を検索します。日付、受注番号、見積もり、
顧客、または営業担当者で検索できます。
次の注文を探す - F3  
[順序の検索] コマンドと [次の順序の検索] 
コマンドは連携して動作します。[次の順序の検索] 
を使用するオプションは、[注文の検索] 
を使用した後に表示されます。[次の注文を検索]では、[注文の検索]に入力した検索条
件と同じ検索条件を持つ次の注文が検索されます。 
[次の注文の検索] を使用する場合、[請求書の検索] 
から検索条件が一致するすべての注文をスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに 「'(SEARCH CRITERIA)) に一致する注文が見つかりませんでした」 
が通知されます。 
注:[順序の検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに 一致する '' が見つかりませんでした 
という通知が表示されます。[次の順序を検索]機能がグレー表示され、選択できなく
なります。[次の注文を検索] 機能は、[注文の検索] 
を使用した後に再び使用できるようになります。
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各画面について - 注文書一覧
この画面を使って注文書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての注文書の一覧が表示されます。注文書一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、注文書を選択します。 
メイン ツールバーの下にある対話型フィルタ コントロールを使用して、[発注書] 
リストの内容を絞り込むことができます。

[期間] ドロップ 
メニューを使用して、一覧表示された発注書を日付でフィルター処理し、開始日と
終了日の選択を使用して日付期間を微調整できます。
サプライヤ 
セレクタを使用して、発注書の選択を特定の仕入先にさらに制限することもできま
す。
[発注書の表示] 
セレクターでは、記録された発注書またはドラフト発注書のみを選択できます。
ステータス セレクタを使用して、[オープン] または [入庫済] 
発注書をフィルター処理できます。
新規 (使用可能な場合)  

新規注文書を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 (使用可能な場合)  
注文書を削除するには、一覧表から削除する注文書を選択して、このボタンをクリッ
クします。
選択（ボタンがある場合） 
ツールバーの [選択] ボタンをクリックして、強調表示された発注書を選択します。
編集 
現在選択している注文書を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックし
ます。1度に1つの注文書のみ編集することができます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、注文書を印刷、PDF保存また
は電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
印刷（可能な場合） 
現在選択している注文書を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックし
ます。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の注文書をPD
Fファイル形式で電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが
表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があり
ます。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行
うことができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の注文書をFaxで送信します。
Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
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ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している注文書をPDFファ
イルとしてコンピュータに保存することができます。
法案 
現在選択されている発注書を手形/買掛金勘定レコードに簡単に変換するには、ツール
バーの [請求] ボタンをクリックします。一度に 1 つの発注書を請求に変換できます。
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各画面について - 買掛金一覧
この画面を使って注文書の管理を行います。Express 
Accountsに入力した全ての注文書一覧が表示されます。買掛金一覧を表示するには、

をクリックし、買掛金を選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、買掛金一覧に表示する買掛金を
選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する買掛金を期
間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます
。仕入先のプルダウンメニューを使って、特定の仕入先の買掛金のみを表示したり、
記録または下書きの仕入のみを表示することも可能です。 
新規 
新規買掛金を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 
買掛金を削除するには、一覧表から削除する買掛金を選択して、ツールバーの「削除
」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している買掛金を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックし
ます。1度に1つの買掛金のみ編集することができます。
入金（入金がある場合） 
買掛金に対する請求書を選択して支払いを行う場合はこのボタンをクリックします。

196



各画面について - 買掛金一覧を選択
この画面を使って買掛金を選択します。Express 
Accountsに入力した全ての買掛金一覧が表示されます。買掛金一覧を表示するには、

をクリックし、買掛金を選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、買掛金一覧に表示する買掛金を
選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する買掛金を期
間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます
。仕入先のプルダウンメニューを使って、特定の仕入先の買掛金のみを表示したり、
記録または下書きの仕入のみを表示することも可能です。 
選択 
ツールバーの「選択」ボタンをクリックして、ハイライトした買掛金を選択します。
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各画面について - 買掛金の支払い
この画面を使って買掛金に対する支払を管理します。Express 
Accountsに入力した全ての支払一覧が表示されます。支払一覧を表示するには、画面
表示をクリックし、買掛金の支払いを選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、支払い一覧に表示する内容を選
択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する支払いを期間
で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。
仕入先のプルダウンメニューを使って、特定の仕入先への支払いのみ表示することも
できます。 
新規 
新規に支払いを入力するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 
入金を削除するには、削除する入金を一覧から選択し、削除ボタンをクリックします
。
編集 
現在選択している入金を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に1つの入金のみ編集することができます。
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各画面について - 得意先一覧
この画面を使って得意先の情報を管理します。Express 
Accountsに入力した全ての得意先一覧が表示されます。得意先一覧を表示するには、

をクリックし、得意先をクリックします。 
請求書や注文請書、見積書、新規貸方票、領収書画面から得意先一覧にアクセスした
場合、請求書、見積書、注文請書、入金、明細書などのメニューは一覧画面に表示さ
れません。 
選択（ボタンがある場合） 
選択ボタンを押すと選択した仕入先が入力フォームに挿入されます。
追加 
新規得意先記録を作成するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。
削除 
得意先記録を削除するには、一覧表から削除する得意先記録を選択して、ツールバー
の「削除」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している得意先記録を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリッ
クします。1度に1つの得意先記録のみ編集することができます。
見積書（ボタンがある場合） 
このボタンをクリックして選択した得意先用の新規見積書を作成します。
注文請書（ボタンがある場合） 
このボタンをクリックして選択した得意先用の新規注文を作成します。
請求書（ボタンがある場合） 
このボタンをクリックして選択した得意先用の新規請求書を作成します。
入金（入金がある場合） 
このボタンをクリックして選択した得意先からの入金を入力します。
明細書（ボタンがある場合） 
このメニューボタンを使って、選択した得意先の様々な書類にアクセスすることがで
きます。 
● 印刷：得意先の明細書を印刷します。
● 印刷プレビュー：得意先の明細書を印刷前に画面で確認することができます。
● 電子メール： 

選択した得意先の明細書をPDFフォーマットで電子メールで送信します。電子メ
ールアドレスを尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、電子
メールの設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「そ
の他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。

● Fax： 選択した得意先の明細書をFaxで送信します。Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設
定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタ
ブにある、「送信設定」で行うことができます。

● PDFで保存： 明細書をPDF ファイルとしてコンピュータに保存します。
保存 
すべての顧客のレコードを保存するには、このボタンをクリックします。
● PDF として保存 - レコードを PDF ファイルとしてコンピュータに保存します。
● CSV として保存 - レコードを CSV ファイルとしてコンピューターに保存します。
顧客グループの表示 
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このドロップダウンをクリックすると、特定の顧客グループに属する顧客のみがフィ
ルター処理され、表示されます。
顧客グループを作成するには、このヘルプ マニュアルの「画面参照」セクションの「
顧客グループリスト」トピックを参照してください。
無効な顧客の表示 
非アクティブな顧客を顧客リストに含めるには、このチェック 
ボックスをオンにします。
非アクティブな顧客は、色付きの背景で強調表示されます。
クリックし、 
「得意先」メニューから選択できる作業は以下の通りです。新規得意先の追加、既存
の得意先情報の編集および削除、見積書や注文請書、請求書の作成、入金処理、請求
書類の電子メールまたはFax送信、得意先の検索、得意先グループの管理、CSVやOu
tlookおよびExpress 
Accounts内の他の事業から得意先をインポート、得意先情報のエクスポート、得意先
の残高の再計算、得意先宛の住所が入った封筒の印刷。
報告書メニュー 
「報告書」メニューからは、得意先一覧の印刷やプレビュー、電子メールおよびFax
送信、PDFまたはCSV形式で保存などの作業を行うことができます。
出荷ラベル 
「出荷ラベル」メニューをクリックすると一覧内で選択した得意先の出荷ラベル作成
に関する各種オプションが表示されます。出荷ラベルは印刷、メール送信、Fax送信
、保存が可能なほか、プレビューを確認することもできます。
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各画面について - 仕入先一覧
この画面を使って仕入先の記録を管理します。Express 
Accountsに入力した全ての仕入先一覧が表示されます。この一覧はまた、支払と仕入
の入力フォームに仕入先情報を挿入する場合にも表示されます。 
選択（入力フォーム用に仕入先を選択する際の画面にのみ表示されます） 
選択ボタンを押すと選択した仕入先が支払と仕入の入力フォームに挿入されます。
追加 
新規仕入先記録を作成するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。
削除 
仕入先記録を削除するには、一覧表から削除する仕入先記録を選択し、ツールバーの
「削除」ボタンをクリックします。
編集 
選択した仕入先記録を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックします
。1度に1つの仕入先記録のみ編集することができます。
仕入先を検索 
[仕入先の検索] 
ウィンドウを開くには、このオプションを選択します。ここから、検索する仕入先名
を入力して一覧から検索します。
次のサプライヤーを探す 
最後の用語が検索されたリスト内の次の仕入先を検索するには、このオプションを選
択するか、ショートカット F3 を使用してリスト内の次の仕入先を検索します。
電子メール（可能な場合） 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックして、選択した仕入先に電子メールを
送信することができます。
電話（可能な場合） 
選択した仕入先に電話を掛けるには、ツールバーの「通話」ボタンをクリックします
。Express Talk 
ソフトフォンが起動し、コンピュータから電話をかけることができます。Express 
Talk ソフトフォンの詳細は以下のページからご覧いただけます： 
http://www.nch.com.au/talk/jp/index.html
差し込み印刷用にデータをエクスポート（可能な場合） 
差し込み印刷などに使うために仕入先一覧をエクスポートする必要がある場合はこの
オプションを使います。詳しくは差し込み印刷のページをご覧ください。 
CSVから仕入先をインポート 
このオプションはデスクトップ版のExpress 
Accountsでのみお使いいただけます。また、支払と仕入の入力フォームから仕入先一
覧を開いた場合もこのオプションをお使いいただけません。
エクスプレスアカウントに新しいサプライヤを入力する時間を節約するために、以前
に使用したサプライヤーのリストをインポートできます。リストをインポートするに
は、[仕入先] リストを開き、[仕入先]メニューをクリックして、[CSV 
から仕入先をインポート]をクリックします。CSV ファイルを参照し、[開く] 
をクリックします。[CSV フィールドの一致] ダイアログが [高速アカウント] 
で開きます。CSV ファイルの列を Express Accounts 
の見出しと一致させる必要があります。これを行う方法の詳細については、このマニ
ュアルの「画面参照」セクションのヘルプトピック「CSV フィールドの一致」
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を参照してください。
明細書（ボタンがある場合）
現在選択されている仕入先宛ての明細書に関する作業を表示するメニューです。 
● 印刷：仕入先宛の明細書をプリンタで印刷します。
● 印刷プレビュー：印刷された明細書のプレビューをコンピュータ上で確認すること

ができます。
● 電子メール：選択した仕入先宛の明細書をPDFフォーマットで添付して電子メー

ルで送信します。電子メールアドレスの入力が必要です。電子メールでの送信を選
択する場合は事前に電子メールの設定を行う必要があります。電子メールの設定は
、「オプション」の「その他」タブの「送信設定」欄で行います。

● FaxF：選択した仕入先宛の明細書をFaxで送信します。Fax番号の入力が必要です
。Fax送信を選択する場合は事前にFax送信の設定を行う必要があります。Faｘ送
信の設定は、「オプション」の「その他」タブの「送信設定」欄で行います。

● PDFで保存：明細書をPDF形式でコンピュータに保存します。
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各画面について - 入金一覧
この画面を使って得意先からの入金情報を管理します。Express 
Accountsに入力した全ての入金一覧が表示されます。入金一覧を表示するには、画面
表示をクリックし、入金をクリックします。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、入金一覧に表示する内容を選択
することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する入金日を選択し
たり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。得意先の
プルダウンメニューを使って、特定の得意先からの入金のみを表示することもできま
す。 
支払い 

[お支払い] メニューには、ショートカット 
キーを使用して次のアクションが実行されます。
チャージクレジットカード - Ctrl + C 
この機能は、顧客のクレジット 
カードをファイルに使用して、支払レコードで指定された金額を請求します。請求
が完了すると、支払レコードに参照番号が生成されます。
支払の検索 - Ctrl + F 
このダイアログ 
ボックスを使用して、一覧で目的の支払いを検索します。日付、支払番号、または
顧客で検索できます。
次の支払いを探す - F3 
[支払いを検索] コマンドと [次の支払いを検索] 
コマンドは連携して動作します。[次のお支払いを検索] 
を使用するオプションは、[お支払いを検索] 
を使用した後に表示されます。[次のお支払いを検索]では、[お支払いを検索]で入
力した検索条件と同じ検索条件で次の支払いが検索されます。
[次の支払いを検索] を使用する場合、[支払いの検索] 
から一致する検索条件を持つすべての支払いをスクロールすると、ポップアップ 
ウィンドウに 「一致する支払いが見つかりませんでした '(SEARCH CRITERIA)' 
が見つかりませんでした」という通知が表示されます。
注: [お支払いを検索]のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] 
をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに 「一致する '' 
が見つかりませんでした」と通知されます。[次のお支払いを検索] 
機能がグレー表示され、選択できなくなります。[次のお支払いを検索] 
機能は、[お支払いを検索] を使用すると再び使用できるようになります。
新規 

新規の得意先からの入金を入力するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックし
ます。
削除 
入金を削除するには、削除する入金を一覧から選択し、削除ボタンをクリックします
。
編集 
現在選択している入金を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に1つの入金のみ編集することができます。
返金 

203



選択した支払に払い戻しを適用するには、このボタンをクリックします。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、入金を印刷、PDF保存または
電子メール送信した場合のプレビューを確認することができます。
印刷 
選択した入金を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックします。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の入金台帳をP
DFファイル形式で電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが
表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があり
ます。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行
うことができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の入金台帳をFaxで送信します
。Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している入金をPDFファイ
ルとしてコンピュータに保存することができます。
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各画面について - 新しい列名の入力
このダイアログ ボックスを使用して、列名を編集します。
新しい列名の入力 
現在の列名を置き換える新しい列名を入力します。

205



各画面について - 返金
[エクスプレスアカウントの払い戻し]ウィンドウでは、選択した支払いに払い戻しを
適用できます。支払いリストダイアログで、支払いを選択し、メニューバーの「支払
い」をクリックして、[払い戻し]を選択します。顧客の払い戻し
日付:
払戻の払い戻し日を入力します
お客様:
プルダウンメニューから既存の得意先を選択するか、プルダウンメニュー右側にある
得意先ボタンを使って新規得意先を作成します。 
金額:
顧客を選択した場合、このフィールドには顧客の勘定残高が自動的に入力されます。
支払がこの数値と一致しない場合は、支払った正確な金額を入力します。
方法:
払い戻し方法を選択します。
参照番号:
参照番号を入力します。クレジットカードでオンラインで請求する場合は、このフィ
ールドを空白のままにします。参照番号は成功後に自動的に生成されます。クレジッ
トカードで請求しない場合、参照番号の入力はオプションですが、払い戻しと請求書
の間のソフトリファレンスを維持するのに役立ちます。
レコード:
支払いを記録するには、このボタンをクリックします。アクション ([記録と印刷]) 
を選択するには、プルダウン リストをクリックします。
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各画面について - 品目一覧
この画面を使って品目の管理を行います。Express 
Accountsに入力した全ての品目一覧が表示されます。品目一覧を表示するには、画面
表示をクリックし、品目を選択します。 
選択（ボタンがある場合） 
選択ボタンを使用して、選択した項目を項目リストに追加します。
追加 
新規品目を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 
品目を削除するには、一覧表から削除する品目を選択し、「削除」ボタンをクリック
します。
編集 
選択した品目を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックします。1度
に1つの品目のみ編集することができます。
印刷後 
[印刷] ボタンをクリックすると、ドキュメントを印刷できます。
[並べ替えの基準にするレポート値の選択] 
ダイアログが開き、アイテムの並べ替えに使用する列を選択できます。
ここから[表示]ボタンをクリックすると、生成されたレポートが開き、レポートの電
子メール、FAX、印刷、保存を選択できます。
品目メニュー
品目メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを選
択することができます：
品目を検索 
このオプションを選択すると品目の検索画面が表示されます。この画面で検索を行う
品名を入力し、一覧から品目を検索します。
次の品目を検索 
このオプションを選択すると、検索している品名を含む次の品目が検索されます。キ
ーボードのF3を押すことでも次の品目の検索を行うことができます。
CSVから品目をインポート 
CSV一覧からExpress 
Accountsに品目をインポートする場合はこのオプションを選択します。
他の事業から品目をインポート 
Express 
Accountsの他の事業からインポートを行う場合もこのオプションを使うことができま
す。
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各画面について - 車両一覧
この画面を使って車両情報の管理を行います。Express 
Accountsに入力した全ての車両情報一覧が表示されます。車両一覧を表示するには、

メニューから車両一覧を選択します。 
各車両の走行距離を確認するには、車両メニューをクリックし、走行記録を表示を選
択します。 （車両を右クリックし、車両の走行記録を表示を選択する形で表示するこ
ともできます）。走行距離一覧画面が開き、選択した車両の走行距離を表示します。 
選択（ボタンがある場合） 
選択ボタンをクリックして走行距離の記録用に車両を選択します。
追加 
新規車両を作成するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。
削除 
車両を削除するには、一覧表から削除する車両を選択し、ツールバーにある「削除」
ボタンをクリックします。削除する車両に走行距離記録がある場合、走行距離記録も
同時に削除するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
編集 
現在選択している車両を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に一台の車両のみ編集することが可能です。
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各画面について - 走行距離一覧
この画面を使って走行距離の管理を行います。Express 
Accountsに入力した全ての走行距離記録一覧が表示されます。走行距離一覧を表示す
るには、画面表示メニューから走行距離一覧を選択します。 
追加 
車両の走行距離を追加するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。
削除 
走行距離記録を削除するには、一覧から削除する記録を選択し、ツールバーの「削除
」ボタンをクリックします。
編集 
選択した走行距離記録を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に1つの記録のみ編集することが可能です。
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各画面について - 印刷プレビュー
プレビュー画面で、印刷前に各ページの印刷イメージを確認することができます。
編集 (使用可能な場合)
このドキュメントを編集するには、[編集] ボタンをクリックします。
これにより、プレビュー ウィンドウが閉じ、[請求書の編集] 
ダイアログが開き、現在のレコードを変更できます。
電子メール 
電子メールボタンをクリックすると、文書を電子メールで送信することができます。
受信者の電子メールアドレスおよび任意のメッセージを入力する画面が開きます。入
力したアドレス宛てに文書を添付した電子メールを送信します。 
印刷（可能な場合） 
印刷ボタンをクリックすると、文書を印刷することができます。
クリック後、プリンタの選択および設定のダイアログが開き、印刷するページを選択
することができます。 
FAX (使用可能な場合)
Faxボタンをクリックすると、この文書をFaxで送信することができます。
送信先のFax 番号を入力する画面が開き、入力したFax 番号先に文書を送信します。 
PDF の保存 (使用可能な場合)
レコードを PDF に保存する場合は、[PDF を保存] ボタンで保存できます。
これにより、ファイルブラウザウィンドウが開き、PDFファイルを保存する場所を選
択できます。
定期的な設定 (使用可能な場合)
現在の請求書を定期的な請求書に保存する場合は、[定期的な設定] 
ボタンを使用して保存できます。
[定期的な請求書のスケジュール] 
ウィンドウが開き、定期的な請求書に関連するオプションを設定できます。
支払の適用 (使用可能な場合)
現在の請求書に支払を適用する場合は、[支払いの適用] 
ボタンを使用して適用できます。
[お支払い方法] 
ウィンドウが開き、支払いモードを指定し、支払う金額を確認できます。
ロゴの設定 (使用可能な場合)
ビジネスロゴを設定していない場合は、[ロゴの設定] 
ボタンを使用して設定できます。
ファイル ブラウザダイアログが開き、ビジネスロゴを検索して選択できます。
削除 (使用可能な場合)
これにより、請求書レコードを削除する前に確認が求められます。
請求書のレイアウト (使用可能な場合)
請求書にカスタマイズを適用する場合は、[請求書のレイアウト] 
ボタンを使用して適用できます。
オプション windowの [請求書のスタイル] ページが開きます。
［戻る］および［次へ］（可能な場合） 
1ページ以上の文書を印刷する場合、[戻る] 
および[次へ]のボタンを使って、各ページを表示することができます。 
閉じる [閉じる]ボタンを使って、画面を閉じます。 
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各画面について - 定期請求一覧
この画面を使って定期発行を行う請求書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての定期請求スケジュールの一覧が表示されます。定期請求書
一覧を表示するには、画面表示をクリックし、定期請求を選択します。 
新規 
新規の定期請求を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。新
規請求書画面が開きますので、必要事項を通常通り記入し、定期請求として保存して
からスケジュールを設定します。
削除 
定期請求を削除するには、一覧表から削除する定期請求を選択して、「削除」ボタン
をクリックします。
編集 
選択した定期請求を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックします。
1度に1つの定期請求のみ編集することができます。
スケジュール 
ツールバーのスケジュールボタンをクリックすると、選択した定期請求の表示/変更を
行うことができます。また、請求書作成時の処理方法（電子メール、Fax、印刷、保
存他）の変更を行うこともできます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、定期請求書を印刷、PDF保存
または電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
ログの表示 
選択した定期的な請求書に関連するログを表示するには、[請求書] 
メニューからこのオプションを選択します。ログには、選択した定期的な請求書に関
連する過去の活動に関する情報が表示されます。
定期的な請求書の検索 
[定期的な請求書の検索] 
ウィンドウを開くには、このオプションを選択します。ここから、検索する請求書名
を一覧に入力します。
次の定期的な請求書の検索 
最後の用語が検索された一覧で次の請求書を検索する場合は、このオプションを選択
します。
実行 
ツールバーの実行ボタンをクリックすると、選択した定期請求のスケジュールに従っ
て、支払期日に達した全ての請求書を作成します。
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各画面について - 定期受注一覧
この画面を使って定期発行の注文請書の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての定期受注スケジュール一覧が表示されます。定期受注一覧
を表示するには、画面表示をクリックし、定期受注を選択します。 
新規 
新規定期受注を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。新規
注文請書画面が開きますので、必要事項を通常通り記入し、定期受注として保存して
から注文スケジュールを設定します。
削除 
定期受注を削除するには、一覧表から削除する注文請書を選択して、ツールバーの「
削除」ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している定期受注を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリック
します。1度に1つの注文請書のみ編集することができます。
スケジュール 
ツールバーのスケジュールボタンをクリックすると、選択した定期受注の表示/変更を
行うことができます。また、注文請書作成時の処理方法（電子メール、Fax、印刷、
保存他）の変更を行うこともできます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、注文請書を印刷、PDF保存ま
たは電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
定期的な注文の検索 
[定期的な注文の検索] 
ウィンドウを開くには、このオプションを選択します。ここから、検索する注文名を
入力して、一覧で検索します。
次の定期的な注文の検索 
最後の用語が検索されたリスト内の次の順序を検索するには、このオプションを選択
するか、ショートカット F3 を使用してリスト内の次の順序を検索します。
実行 
ツールバーの実行ボタンをクリックすると、選択した定期受注のスケジュールに従っ
て、支払期日に達した全ての注文請書を作成します。
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各画面について - 貸方票一覧
この画面を使って貸方票の管理を行います。貸方票一覧にはExpress 
Invoiceに入力されている全ての貸方票が表示されます。貸方票一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、貸方票を選択します。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、この一覧表に表示する内容を選
択することができます。 
期間のプルダウンメニューを使って、表示する貸方票を期間で選択したり、開始日と
終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。 
得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の貸方票のみを表示することも
できます。 
選択（「貸方票を適用」画面からアクセスした場合のみお使いいただけます） 
このボタンをクリックして選択した貸方票を「貸方票を適用」画面で開きます。
新規 (使用可能な場合)  
このボタンをクリックし、新規貸方票を追加してください。
削除 (使用可能な場合)  
貸方票を削除するには、一覧表から削除する貸方票を選択して、このボタンをクリッ
クします。
編集 (使用可能な場合)  
現在選択されている貸方票を編集するには、このボタンをクリックします。これは、
一度に 1 
つの貸方票にのみ適用されます。既に適用されている貸方票の編集は許可されていま
せん。
適用（ボタンがある場合） 
このボタンを押し、現在選択されている貸方票を既存の請求書に適用します。
クレジットの取り消し (使用可能な場合)  
選択した貸方票から請求書に適用された貸方を元に戻すには、このボタンをクリック
します。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、貸方票を印刷、PDF保存また
は電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます
印刷 
現在選択している貸方票を印刷するには、このボタンをクリックします。
電子メール 
このボタンをクリックすると、1通または複数の貸方票をPDFファイルで電子メール
で送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示されます。
Fax 
このボタンを使って、1通または複数の貸方票をFaxで送信します。Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。
保存 
このボタンをクリックすると、現在選択している貸方票をPDFファイルとしてコンピ
ュータに保存することができます。
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各画面について - 営業担当者一覧
この画面を使って営業担当者の管理を行います。Express 
Accountsに入力した全ての営業担当者の一覧が表示されます。営業担当者一覧を表示
するには、画面表示をクリックし、営業担当者を選択します。 
追加 
このボタンをクリックし、新規営業担当者の情報を追加してください。
削除 
営業担当者の情報を削除するには、一覧表から削除する営業担当者を選択して、この
ボタンをクリックします。
編集 
現在選択している営業担当者の情報を編集するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 帳簿を表示
この画面を使って帳簿の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての仕訳一覧が表示されます。帳簿を開くには、画面表示をク
リックし、帳簿を選択します。 特定の帳簿を開く場合は、ホームタブの帳簿ボタンを
クリックします。 
メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、帳簿一覧表に表示する仕訳を選
択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する仕訳を期間で
選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。勘
定のプルダウンメニューを使って、特定の勘定のみ表示することも可能で、また、参
照のプルダウンメニューを使って、特定の参照番号のみ表示することもできます。 
追加 
新規仕訳を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
削除 
仕訳を削除するには、一覧表から削除する仕訳を選択して、ツールバーの「削除」ボ
タンをクリックします。
編集 
現在選択している仕訳を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に1つの仕訳のみ編集することができます。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、帳簿を印刷、PDF保存または
電子メール送信した場合のプレビューを確認することができます。
印刷 
現在選択している帳簿を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックしま
す。
電子メール 
このボタンを使って、現在表示している帳簿をPDFとして電子メールで送信すること
ができます。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使
用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダ
イアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。
Fax 
このボタンを使って、現在表示している帳簿をFaxで送信することができます。Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在表示している選択している帳簿
ををPDFファイルとしてコンピュータに保存することができます。
CSV からトランザクションをインポート 
CSV (コンマ区切り値) 形式ファイルからジャーナル リストへのインポート 
プロセスを開始するには、このリンクをクリックします。エントリのバランスが取れ
ている場合、または必要な情報のいずれかが空白または欠落している場合、インポー
トは失敗します。Reqiured 
フィールドは、仕訳帳、参照、説明、勘定、借方金額または貸方金額です。
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各画面について - 仕訳を表示- 総勘定元帳取引
特定の勘定の取引一覧を、ここに表示します。 
削除 
仕訳を削除するには、一覧表から削除する仕訳を選択して、ツールバーの「削除」ボ
タンをクリックします。
編集 
現在選択している仕訳を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックしま
す。1度に1つの仕訳のみ編集することができます。
更新 
変更を行った後で、ツールバーにある、[更新]ボタンをクリックして、更新を行いま
す。
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各画面について - 小切手一覧
この画面を使って小切手の管理を行います。Express 
Accountsで作成した全ての小切手の一覧が表示されます。小切手一覧を表示するには
、画面表示をクリックし、小切手を選択します。 
新規 
新規小切手を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。支払と
仕入画面が開きますので、必要事項を通常通り記入し、定期受注として保存してから
注文スケジュールを設定します。
無効 
小切手を無効にするには、一覧から無効にする小切手を選択し、ツールバーの無効ボ
タンをクリックします。
編集 
現在選択している小切手を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックし
ます。1度に編集することのできる小切手は、1枚です。
プレビュー 
ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、小切手を印刷、PDF保存また
は電子メール送信した場合のプレビューを確認することができます。
印刷 
現在選択している小切手を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックし
ます。
電子メール 
ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の小切手をPD
Fファイル形式で電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが
表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があり
ます。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行
うことができます。
Fax 
ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の小切手をFaxで送信します。
Fax 
番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定
を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブに
ある、「送信設定」で行うことができます。
保存 
ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している小切手をPDFファ
イルとしてコンピュータに保存することができます。
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各画面について - 新規勘定ダイアログ
勘定科目一覧表に追加する新しい勘定を作成するには、新規勘定ダイアログで行いま
す。このダイアログを表示するには、画面表示アイコンをクリックし、勘定科目一覧
表を選択します。勘定科目一覧表から新規アイコンをツールバーでクリックし、新規
勘定ダイアログを開きます。
標準デフォルト勘定から新規勘定を追加するか、このダイアログから全く新規の勘定
を作成します。
標準デフォルト勘定を使用

追加する勘定の種類を選択し、勘定を追加ボタンをクリックすると勘定科目一覧に
新規勘定が追加されます。
新規勘定を作成
科目名
作成している科目名を入力します。
種類
勘定の種類を資産、負債、資本金、収益、費用の横にあるラジオボタンをクリック
して選択します。その後、勘定の種類の右にあるプルダウンメニューを使って、タ
イプを指定します。
キャッシュフローの種類
この領域で選択した項目がキャッシュフロー計算書に使われます。営業活動、投資
活動、財務活動から選択することができます。
勘定番号
勘定番号を入力します。勘定番号に使用する番号の桁数は、勘定科目一覧表で使っ
ている番号の桁数と一致しなければなりません。デフォルトでは、4桁に設定され
ています。
デフォルト科目
この領域で選択した科目が、指定した取引用のデフォルト勘定として使われます。
繰越残高
勘定の繰越金を入力するか、ゼロにしておいてください。
見出しとして設定
勘定が見出し項目の場合、この勘定自体には何も入力することはできませんが、見
出し以下の同一接頭番号の勘定の小計が報告書に表示されます。
現金転記可能
勘定が現金で転記可能な場合は、支払いが行われるアカウントまたは預金の一覧に
表示されることを意味します。通常、銀行およびクレジット 
カードの口座には、このオプションがオンになります。
税込み
このアカウントからの支払いに消費税が含まれている場合、このボックスにチェッ
クを入れます。税金は、オプションの税金タブで入力した値に基づいていますが、
支払と仕入ダイアログで調整することもできます。
追加
新規勘定作成に必要な詳細を全て記入後、[追加]ボタンをクリックし勘定科目一覧
表に勘定を追加してください。
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各画面について - キー文字列の検索
このダイアログ ボックスを使用して、一覧で目的の文字列を検索します。リスト 
ウィンドウからCtrl+Fを押して、このダイアログを開きます。
検索語句をここに入力してください 
以下のテキスト ボックスに目的の検索語句を入力して、リスト 
ウィンドウで一致するデータを検索します。
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各画面について - 新規グループ名を入力
このダイアログを使って得意先グループ名の作成と編集を行います。このダイアログ
を開くには、ホームタブで画面表示アイコンをクリックして得意先を選択し、得意先
一覧の得意先メニューから得意先グループを管理を選択して追加アイコンをクリック
するか、得意先グループ名をダブルクリックします。 
新規グループ名を入力 
現在のグループ名を変更する場合は、新しいグループ名を入力します。
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各画面について - 得意先グループ一覧
この画面を使って得意先グループを管理します。得意先グループ一覧にはExpress 
Accountsに入力されている全ての得意先グループが表示されます。この一覧から新し
い得意先グループを作成することもできます。得意先グループ一覧を表示するには、

から得意先をクリックします。 得意先メニューから得意先グループを管理を
選択します。この画面は得意先の記録からアクセスすることも可能です。一覧から得
意先をダブルクリックして得意先画面を開き、「その他」タブへ行くと得意先グルー
プのプルダウンメニューがあります。 
得意先グループを作成後は、「その他」タブを使って個々の得意先記録を得意先グル
ープに割り振ることができます。詳しくは「各画面について」の得意先一覧をご覧く
ださい。 
選択（ボタンがある場合） 
選択ボタンをクリックすると選択した得意先グループを得意先情報に追加します。
追加 
追加ボタンをクリックして新しい得意先グループを作成します。
削除 
得意先グループを削除するには、削除する得意先グループを選択し削除ボタンをクリ
ックします。
編集 
選択した得意先グループを編集する場合は、編集ボタンをクリックします。この作業
は得意先グループ1つ1つに行う必要があります。
さらに、カスタマグループメニューから以下の機能を使用することができます。

顧客グループの検索 
[顧客グループの検索] 
ウィンドウを開くには、このオプションを選択します。ここから、検索するグルー
プ名を一覧に入力します。
次の顧客グループの検索 
最後の用語が検索された一覧で次の顧客グループを検索する場合は、このオプショ
ンを選択します。
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各画面について - 請求書なしの売上
請求書なしの売上画面では、請求書の作成や入金処理、また領収書の発行などを1つ
の画面で素早く行うことができます。 請求書なしの売上画面を開くには、請求書なし
の売上 ブロックを選んでクリックするか、 もしくは請求書なしの売上を入力を売上
画面の左側サイドバーから選択します。 
請求書の項目 
請求品目の一覧です。一覧をクリックして新規品目を追加します。品番、品名、数量
、価格は、それぞれの欄をクリックすると変更することができます。また、バーコー
ド読取り機を使って新規品目を追加することもできます。 
アイテムの追加
このボタンをクリックして品目一覧に品目を追加します。 
アイテムの削除
このボタンをクリックして、品目一覧から選択した品目を削除します。 
割引の追加
割引金額を入力します。このフィールドは、[オプション] 
で割引が有効になっている場合にのみ使用できます 。
割引（％） 
割引率を数字で入力します。例：20とは、2割引きという意味です。 
預金口座 
この取引に使う預金口座をプルダウンメニューから選択します。 
営業担当者 
この未請求の現金販売の販売員を入力するか、プルダウン リストから 1 
つを選択します。
備考 
これらのコメントは、レシートの下部に印刷されます。
社内用コメント 
これらは内部使用専用のコメントであり、レシートには印刷されません。
合計 
これは合計を表示します。 
現金で支払い 
現金払いの取引を記帳する場合は、このボタンをクリックします。 
処理方法（クレジットカードまたは小切手で支払い、または請求書を作成）を選択す
るには、プルダウンメニューをクリックします。 
クレジットカードで支払い。得意先のクレジットカード情報を入力し、デフォルト設
定を使ってクレジットカードのチャージを行います。クレジットカードでの支払いは
、オプション->クレジットカードのゲートウェイで設定することができます。 
小切手で支払い。小切手番号を入力する必要があります。 
入金が無くても、取引のため請求書に保存します。 
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各画面について - 出荷ラベル
このダイアログボックスを使って発送方法の設定を行います。発送方法は、出荷ラベ
ルの上に印刷されます。 
発送上の指示事項をご記入ください 
出荷ラベルの上に印刷する指示事項を記入します。
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各画面について - 得意先グループを変更
このダイアログボックスを使って、得意先の所属グループを変更することが可能です
。 
新規得意先グループを選択 
プルダウンメニューから、得意先グループを選択します。
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各画面について - 営業担当者を変更
このダイアログボックスを使って、得意先の営業担当者を変更することができます。 
新規営業担当者を選択 
プルダウンメニューから、営業担当者を選択します。
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各画面について - 
トランザクションファイルを参照
銀行明細のトランザクションファイル（CSV/OFX）を参照する場合はこのダイアロ
グボックスを使います。 
銀行ファイル： 
CSVまたはOFX形式の銀行明細のトランザクションファイルを検索することができま
す。
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各画面について - トランザクションをインポート
このダイアログ 
ボックスを使用して、インポートする口座取引明細書のトランザクションを選択しま
す。左側のチェックボックスをオンにして、トランザクションを選択します。
勘定 
選択したトランザクションのインポート先のドロップダウン 
リストからアカウントを選択します。
インポート 
このボタンをクリックしてインポートを開始します。インポートを行うには最低1つ
のトランザクションが選択されている必要があります。
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各画面について - 割引見積もりの適用
見積もり全体に対する固定フラット割引 見積もり全体に一律金額を割引として追加す
るには、このオプションを選択します。
見積もり全体に対する固定割引 
見積もり全体に割合ベースの値引きを追加するには、このオプションを選択します。
現在、このタイプの割引は、金額を正しく計算するために、他のすべての品目の後に
追加する必要があります。
行ごとに異なる割引を適用 
見積もりの各品目の値引き列を有効にするには、このオプションを選択します。
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各画面について - 割引注文の適用
注文全体に対する固定フラット割引 注文全体に割引として一律金額を追加するには、
このオプションを選択します。
注文全体に対する固定割引 
注文全体に割合ベースの割引を追加するには、このオプションを選択します。現在、
このタイプの割引は、金額を正しく計算するために、他のすべての品目の後に追加す
る必要があります。
行ごとに異なる割引を適用 
注文の各品目の割引列を有効にするには、このオプションを選択します。
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各画面について - 割引貸方票の適用
貸方票全体に対する固定フラット割引 貸方票全体に割引として一律金額を追加するに
は、このオプションを選択します。
貸方票全体に対する固定割引 
貸方票全体に割合ベースの割引を追加するには、このオプションを選択します。現在
、このタイプの割引は、金額を正しく計算するために、他のすべての品目の後に追加
する必要があります。
行ごとに異なる割引を適用 
貸方票の各品目の割引列を有効にするには、このオプションを選択します。
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各画面について - 割引現金販売の適用
現金販売全体に対する固定フラット割引 現金販売全体に割引として一律金額を追加す
るには、このオプションを選択します。
現金販売全体に対する固定割引 
現金販売全体に割合ベースの割引を追加するには、このオプションを選択します。現
在、このタイプの割引は、金額を正しく計算するために、他のすべての品目の後に追
加する必要があります。
行ごとに異なる割引を適用 
現金販売の各品目の割引列を有効にするには、このオプションを選択します。
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各画面について - カスタム レポート
[カスタム レポート] 
ウィンドウでは、税務申告などの目的でカスタマイズされたレポートを作成、編集、
共有、および印刷できます。[カスタム レポート] 
ウィンドウにアクセスするには、レポート タブ画面の[カスタム レポート]ブロックを
クリックするか、[レポート] タブの左側のサイドバーにある [カスタム レポート]をク
リックします。
[カスタム レポート] ウィンドウは、[フィールド入力] と [レポート テキスト] の 2 
つの主要なセクションに分かれています。
詳細については、以下のトピックと、関連するウィンドウとダイアログのヘルプを参
照してください。
ツールバー

新規 (レポート)
ツール バーの [新規]ボタンをクリックして、新しいレポート 
フォームを作成します。サンプル レポート フォームが作成され、ツール 
バーの下の [レポート フォーム]プルダウン 
リストに一覧表示されます。その後、新しいレポート 
フォームを要件に合わせて変更できます。
編集 (レポート)
ツールバーの (編集)ボタンをクリックして、選択したレポート 
フォームのレポート テキストを編集します。
削除 (レポート)
ツール バーの [削除]ボタンをクリックして、選択したレポート 
フォームを削除します。注意:このアクションは永続的です。削除されたレポート 
フォームは復元できません。
インポート
インポートを使用すると、レポート フォームをフォーム 
リストにインポートできます。インポートするレポート 
フォームは、エクスプレス アカウントによって生成された EAF 
ファイルである必要があります。これは、Express 
アカウントの個別のインストール間でフォームを共有する場合に便利です。
エクスポート
選択したレポート 
フォームをエクスポートまたはバックアップするには、このボタンをクリックしま
す。エクスポートされたレポート 
フォームは、後でインポートすることも、他のユーザーや Express Accounts 
オンライン フォーラムで共有することもできます。
プレビュー 
印刷前に生成されたレポート 
テキストをプレビューするには、このボタンをクリックします。
印刷
このボタンをクリックすると、生成されたレポートを印刷するためのシステムの印
刷ダイアログが開きます。
保存
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生成されたレポートテキストを PDF 
ファイルに保存するには、このボタンをクリックします。注: 単純なテキスト 
ファイルとして保存する場合は、レポート テキストをコピーし、任意のテキスト 
エディタに貼り付けて保存してください。
電子メール 
[電子メール] 
ボタンをクリックして、レポートを電子メールに送信します。生成されたレポート
は、電子メールの添付ファイルとして送信されます。
Fax 
[FAX] ボタンをクリックすると、FAX でレポートを PDF 
ファイルとして送信できます。この操作を オプション dialog完了する前に FAX 
設定を設定する必要があります。
レポート フォームのパラメーター (ツール バーの下)
レポート フォーム
このドロップ 
メニューには、アクティブなビジネスで使用可能なすべてのレポート 
フォームが一覧表示されます。ツールバーの [新規作成] 
ボタンをクリックすると、新しいレポート 
フォームが自動的にこの一覧に追加されます。
名前の変更
[名前の変更] ボタンをクリックして、選択したレポート 
フォームの名前を変更します。これは一意である必要があり、次の文字を含めるこ
とはできません: /\<>|:*?
期間
プルダウン 
リストからレポートの期間を選択します。これにより、レポートの期間から勘定残
高が確実に取得されます。
開始
[期間] ドロップダウン メニューで [期間の選択] 
を選択すると、日付の選択から開始日を選択して、特定の期間のレポートを生成で
きます。これは組み込みフィールドでもあり、レポート・テキストに 
PERIODSTART というフィールド名を入力してアクセスできます。
終了
[期間] ドロップダウン メニューで [期間の選択] 
を選択すると、日付の選択から終了日を選択して、特定の期間のレポートを生成で
きます。これは組み込みフィールドでもあり、レポート・テキストに 
PERIODEND というフィールド名を入力してアクセスできます。
フィールド入力

このセクションには、ユーザー定義フィールド 
リストが含まれています。リストの各行には、フィールド名、その値または数式、現
在の見積もり値または評価値などのフィールドの属性が表示されます。最終レポート
または他のフィールド方程式に表示される値を表すフィールドを作成します。各フィ
ールドには、フィールドをダブルクリックして表示されるフィールドの種類があり、
表示される値が決まります。フィールドの種類の詳細については、「
フィールドの追加/編集ダイアログ」を参照してください。
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行をダブルクリックすると、フィールドの他の属性を表示したり、編集したりできま
す。赤で表示された行は、フィールドの評価中にエラーが発生することを示します。
エラーの理由は、フィールド行をダブルクリックすると表示できます。
パネルの下部にある該当するボタンをクリックすると、フィールドを追加、編集、ま
たは削除できます。
フィールドの推定値は、角かっこ ([Field1] など) 
で囲まれたフィールド名を使用して、[レポート テキスト] 
セクションで置き換えることができます。
変更または削除できない組み込みシステム フィールドはほとんどありません。
期間開始 - レポートの開始日。
期間終了 - レポートの終了日。
会社名 - 現在アクティブなビジネスの名前。
COMPANYADDR - 現在アクティブなビジネスの住所。

追加 (フィールド)
選択したレポート 
フォームにフィールドを追加するには、このボタンをクリックします。
編集 (フィールド)
選択したフィールドを編集するには、このボタンをクリックします。
削除 (フィールド)
選択したフィールドを削除するには、[削除] 
ボタンをクリックします。削除されたフィールドは復元できません。
レポート テキスト

[レポート テキスト] 
セクションでは、目的の書式でレポートのテキストを記述できます。テキストを編集
するには、ウィンドウの下部にある [レポートの編集]ボタンをクリックし、[レポート
テキスト] ウィンドウに入力します。[ レポートの保存]をクリックして、レポート 
テキストへの変更を保存します。
レポート テキストにフィールド テキストを入力するには、フィールド名を角かっこ 
([Field1] など) で囲みます。レポートが生成されると、値によってフィールド 
プレース ホルダーが置き換えられます。
レポートは、スタイルや書式設定なしで単純なテキスト/pdfファイルとして生成され
、大多数のユーザーにとってシンプルに保つことができます。ただし、技術的に高度
なユーザーは、csv、html、または xml 形式でレポートを簡単に作成できます。

レポートの編集/保存
このボタンをクリックすると、[レポートの編集] モードと [レポートの保存] 
モードが切り替わっ、ユーザーはテキストを編集したり、レポートを保存したりで
きます。

234



各画面について - [フィールドの追加/編集] 
ダイアログ
このダイアログは、レポート フォームのフィールドのフィールド 
プロパティを入力または編集するために使用します。すべてのフィールドは、レポー
トで置き換えられる見積 (通貨金額またはテキスト) を生成します。通貨値 
($125.99、$55.0 など)、単純式 (Field1 + Field2 など) 
など、さまざまな種類のフィールドがあります。各フィールドには、以下で説明する 
4 つの基本的なプロパティが含まれています。
フィールド名:
フィールド名を入力します。[レポート テキスト] 
セクションの推定値を置き換えるためにフィールド名が必要です。フィールド名は一
意で、レポート内の他のフィールド名とは異なる名前にする必要があります。常に英
字で始まり、英数字のみを含める必要があります。/\<>|*のような記号?スペースは使
用できません。例えば、ABC、フィールド 1、a12、行 
1、および合計資産は有効なフィールド名です。ただし、123、1a、2?、$total、line
_1、私のフィールドなどは無効なフィールド名です。
フィールドの種類:
プルダウン 
リストからフィールドタイプを選択します。各フィールドの種類を以下に説明します
。
通貨値:これは、特定の金額または値を入力するために使用できます。例えば、$12、
123.45など
口座残高:これは、例については、以下の「フィールド値」セクションを参照Express 
Accounts.から口座残高を抽出するために使用することができるので、最も重要なフ
ィールドです。
単純式:これにより、ユーザーは算術演算を実行できます。使用できる演算子は、+、-
、*、および 
/を加算、減算、乗算、除算にそれぞれ使用できます。例えば、フィールド 1 + 
フィールド 2 には、既存のフィールド 1 とフィールド 2 の合計が表示されます。
比較式:これを使用して、2 
つの異なるフィールド値または式を比較し、比較に基づいてレポートに金額を入力で
きます。例については、以下の「フィールド値」セクションを参照してください。
真/偽値:これは、レポートにブール型 (True/False、はい/いいえ) 
値を入力するために使用できます。これは、チェックボックスや、レポートフォーム
で「はい/いいえ」タイプの質問に回答する場合に非常に便利です。例については、以
下の「フィールド値」セクションを参照してください。
丸め:これは、レポート 
フォームで式または金額を丸める場合に使用できます。例については、以下の「フィ
ールド値」セクションを参照してください。
フィールド値:
フィールド値を入力します。フィールド値の形式は、フィールドの種類によって異な
ります。ただし、[値の編集]
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ボタンをクリックしてフィールド値を入力することをお勧めしますが、ボタンが無効
になっている場合は通貨と単純式の種類を除きます。一部のフィールドタイプのフォ
ーマットを以下に説明します。
口座残高: [勘定番号/タイプ]:[期間開始]:[期間エンド][値の編集] 
ボタンをクリックしてこのフィールド値を入力または編集することを強くお勧めしま
す。
たとえば、4110:PERIODSTART:PERIODEND と入力すると、レポート 
フォームのメイン ウィンドウで定義された日付期間の勘定番号 4110 
の残高が表示されます。PERIODSTART は常に開始日の 00:00:00 
時間を開始し、PERIODEND は 1 日の 23:59:59 (つまり最後の秒) 
を終了します。また、4110:2013-01:01:2013-12-31 
など、異なる日付期間の勘定残高を取得することもできます。ここに入力する日付形
式は、YYYY-MM-DD 形式である必要があります。同様に、1110:PERIODSTART: 
定義された開始日の開始日 (00:00:00 分時間) に勘定番号 1110 
の残高を提供し、1110::PERIODEND は、定義された終了日の最後 (23:59:59 
時間) に勘定番号 1110 の残高を提供します。
比較式: [左式]:[比較演算子]:[右式]]:[真の状態式]:[偽の状態式][値の編集] 
ボタンをクリックしてこのフィールド値を入力または編集することを強くお勧めしま
す。
例えば、Field1:>:Field2:Field2:Field2 はデコードし、「フィールド 1 
がフィールド 2 より大きい場合、フィールド値がフィールド 
1、またはそれ以外のフィールド値が Field2 になります。
真/偽値: [0/1]:[テキスト]
例えば、1:Yes 
は「はい」テキスト値を持つフォームの質問に答えるために使用できます。同様に、
0:N はフォームの質問に 「N」という文字で答えます。
丸め: [丸めルール]:[丸め間隔]:[式][値の編集] 
ボタンをクリックしてこのフィールド値を入力または編集することを強くお勧めしま
す。
例えば、U:1.00:5.45 は 5.45 から 6.00 に切り上げです。同様に、D:1.00:5.45 は 
5.45 から 5.00 に切り捨て、値が間隔の途中にある場合は、Field1 
を最も近いドル値に切り上げ、切り上げられます。
フィールドの説明:
これは省略可能なフィールドです。フィールドを最もよく説明するテキスト、または
覚えておきたいフィールドに関する個人的なメモを入力します。このフィールドは、
フィールドまたはレポートには表示されません。
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各画面について - アカウント情報の認証
アカウント情報の認証
ログイン：
Authorize.Netから受け取ったログインIDを入力します
トランザクションキー：
Authorize.Netから受け取った取引キーを入力します
ゲートウェイ URL：
Authorize.Netゲートウェイを入力します。一般的なアカウントの場合はhttps://secu
re.authorize.net/gateway/transact.dll、テスト用アカウントの場合はhttps://test.au
thorize.net/gateway/transact.dllのはずです。
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各画面について - Ewayアカウント設定
Ewayアカウント設定
得意先ID：
Eway から取得した顧客 ID を入力します。
ゲートウェイ URL：
Eway ゲートウェイを入力します。一般的な URL は、テスト 
アカウントではhttps://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmltest/testpage.aspされ
、ライブ 
アカウントの場合https://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmlpayment.asp。
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各画面について - ペイパルPayflow 
Proアカウント設定"
Paypalアカウント設定（Payflow Pro/Paypal Payments Pro）
提携先：
PayPalパートナー（通常PayPalです）のログイン情報を入力。https://manager.pay
pal.comにログインする際と同じ証明を使います。
店側ログイン：
店側のログイン情報を入力
ユーザー：
通常これは店側ログイン情報と同じです
パスワード：
Paypalの店側アカウントのパスワードを入力します
テスト用アカウント（マニュアル参照）
実際には取引を行わないテストモードで作業を行う場合はここにチェックを入れます
。テストモードを使うには、https://sandbox.paypal.comにアカウントを作成し、sa
ndboxの電子メールアドレスをhttp://manager.paypal.comのサービス設定-> 
ホスト型決済 
->設定に入力します。（引用：https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/
developer/docs/pdf/payflowgateway_guide.pdf 19 July 2013 p.50）
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各画面について - Paypalアカウント設定
Paypalアカウント
API ユーザー名：
PayPalから受け取ったAPI ユーザー名を入力します
API パスワード：
PayPalから受け取ったAPI パスワードを入力します
ゲートウェイ URL：
PayPalゲートウェイを入力します。通常は、https://api-3t.paypal.com/nvpです
API 認証
クライアント側SSL
証明書を使用する場合は、このオプションを選択します。
3トークンの認証
署名を使用する場合は、このオプションを選択します。
署名：
3トークン認証の署名です
証明書パスワード：
クライアント側 SSLのファイル認証のパスワードです
クライアント側 SSLのファイル認証の絶対パスです。
接続をテスト
このボタンをクリックすると、提供された資格情報を使用してゲートウェイへの接続
が確認されます。
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各画面について - アカウント設定
サードパーティーのクレジットカードゲートウェイDLLをお使いの場合は、URLエン
コードされたログイン情報全体をここに入力します。
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各画面について - データをバックアップ
データを失うことのないよう、定期的にデータのバックアップをとっておくことをお
勧めします。下からオプションを1つ選択します。 
バックアップオプション
ネットワークフォルダにバックアップ
オフィス業務にお使いいただく場合には、このオプションをお使いいただくことをお
勧めします。共有サーバー上に安全なフォルダを作成するよう、ネットワーク管理者
に依頼してください。このフォルダを選択し、バックアップをクリックします。全て
のアプリケーションフォルダをそのフォルダにコピーします。問題が発生した場合（
ハードドライブのクラッシュ等）、フォルダをコピーするだけで全て復元することが
できます。
Express Burnを使ってCDまたはDVDにバックアップ
Express 
Burnを使って全てのデータをディスクに書き込む場合はこのオプションを選択します
。詳しくはこちらをご参照下さい： http://www.nch.com.au/burn/jp 。Express 
Burnの詳細をご覧いただけます。
着脱式ドライブにバックアップ
また、このオプションを使って、外付けのUSB ハードドライブまたはUSB 
キーのフラッシュドライブにバックアップを保存することもできます。取り外し可能
なメディアを使用する場合は、MEO 暗号化の使用をご検討ください。
バックアップ　スケジュール
毎日同じ時間にバックアップが実行されるようスケジュールを設定することができま
す。
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各画面について - データを復元
自動または手動で行われたバックアップからデータを復元する。
スケジュール済みバックアップの復元
スケジューラを使って実行したバックアップからデータを復元する場合はこのオプシ
ョンを選択。
復元ポイント
復元を行うポイントをバックアップ一覧から選択する。
手動バックアップを復元
手動でバックアップを行うディレクトリを選択する場合はこのオプションを選択。
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各画面について - Fax 番号
Fax 送信先の電話番号を入力します。
このFax 番号を記憶する
｢この番号を記憶する｣にチェックを入れると、後日また使う際に備え番号が保存され
ます。
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各画面について - 電子メールアドレス
送信先の電子メールアドレスを入力してください。アドレスは全体を入力する必要が
あります（例：taro.yamada@sample.com）。複数のアドレスに電子メールを送信す
る場合は、それぞれのアドレスを半角カンマ（,）で分けます。メールの送信に関する
問題については、こちらのページをご覧ください。
この電子メールアドレスを記憶する
このオプションが使える場合は「アドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じ
アドレスを使う場合に備えアドレスが保存されます。
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各画面について - Fax設定
PCから電子メールプロトコルを使って直接Faxを送信するには、電子ゲートウェイが
必要です。詳細は、お勧めゲートウェイリンクからご覧になることができます。
ゲートウェイのドメイン （＠マークの後）：
Faxを送信するには、ゲートウェイのドメイン（通常 
@の後ろに記載）を入力する必要があります。例えば、Faxを[Fax番号]@yourfaxco.c
omに送信する場合、yourfaxco.comをドメインとして入力します。
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各画面について - ユーザーアカウント
各 Web インターフェイス アカウントは、その電子メール 
アドレスによって識別されます。ユーザー アカウントを設定または編集するには、オ
プション アイコンをクリックし、 Webアクセスタブをクリックし、追加 
ボタンをクリックして新規ユーザーアカウントを設定するか、既存のユーザーアカウ
ントを選択して 編集 ボタンをクリックします。 
表示用ニックネーム：
ユーザー名を入力します。これは、[Web アクセス] タブでの表示に使用されます。
電子メールアドレス：
これは、ユーザーを一意に識別するために使用されます。ユーザーは、Web 
インターフェイスにログインするときに電子メールを入力します。電子メール 
アドレスは、紛失または忘れたパスワードを回復するためにユーザーが使用します。
パスワード：
このユーザーのパスワードを入力します。ユーザーは、このパスワードを使って、W
ebインターフェイスにログインします。パスワードを変更する場合は、Webインター
フェイスの右側にある「作業項目」の欄から「パスワードを変更」をクリックします
。
パスワードを再入力：
このユーザーのパスワードを確認するために再度入力します。
アカウントを有効にする
アカウントを有効にするには、このオプションをオンにします。アカウントが無効に
なっている場合、ユーザーは Web インターフェイスにアクセスできません。
ユーザー権限
管理者
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは他のユーザーの基本設定
を変更したり取引の追加/編集/削除を行うことができます。
ユーザー
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは、取引の追加/編集/削除
を行うことができます。
閲覧のみ
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは取引を表示することがで
きますが、取引の追加/編集/削除を行うことはできません。
団体
これは、ユーザーがアクセスできる組織の一覧です。この一覧には、プログラムを通
じて設定されたすべてのビジネスが含まれます。管理者特権を持つユーザーは、すべ
ての組織にアクセスできます。

247



各画面について - 印刷プレビュー
プレビュー画面では、プリンターで印刷する文書を印刷前に確認することができます
。 
印刷（可能な場合） 
印刷ボタンをクリックすると、文書を印刷することができます。
クリック後、プリンタの選択および設定のダイアログが開き、印刷するページを選択
することができます。 
[戻る] および[次へ]  
1ページ以上の文書を印刷する場合、[戻る] 
および[次へ]のボタンを使って、各ページを表示することができます。 
閉じる 
[閉じる]ボタンを使って、画面を閉じます。 
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各画面について - EDI へのエクスポートの詳細
このダイアログでは、EDI ドキュメントの送信に必要なデータを設定できます。
送信者の修飾子
送信者の修飾子と識別子は、ユーザーを仕入先として一意に識別する必要があります
。
受信者の修飾子
受信側の修飾子と識別子は、請求書の受信者を一意に識別する必要があります。
アプリケーション コード
アプリケーションの送信者コードと受信者コードは、請求書の送信者と受信者を一意
に識別する必要があります。送信者識別子と受信者 ID 修飾子と同じです。
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各画面について - 割引を適用
請求書全体から一定の金額を割引
請求書全体に一定の割引額を適用する場合はこのオプションを選択します。
請求書全体に同率の割引を適用
請求書全体に一定の割引率を適用する場合はこのオプションを選択します。このタイ
プの割引は、まず最初に全ての品目を請求書に入力してから適用する必要があります
。
行ごとに異なる割引を適用
請求品目ごとの割引欄を設ける場合はこのオプションを選択します。
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各画面について - 文字属性
このウィンドウでは、オプション 請求書のテキスト 
ブロックのテキスト設定を調整します。
フォント：
文字に使うフォントを選択します。
サイズ：
文字に使うフォントのサイズを選択します。
デザイン：
文字を太字や斜体にするかどうかを選択します。
色：
色の領域内をクリックし、文字の色を選択します。
配置：
文字の表示位置を右、中央、左のいずれかから選択します。
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各画面について - クローズド・ツー・デイト
このダイアログでは、ユーザーはクローズツーデイ機能を有効/無効にし、クローズド
・ツー・デイトを指定できます。このダイアログを開くには、クローズド・ツー・デ
イト...リンク元Express Accountsメイン ページのメニューから。
締日の設定をオンにする
締日の設定機能を使う場合はこのオプションを選択します。設定をオンにすると、新
規トランザクションの入力は締日以降の日付のみ可能になります。
締日：
締日の日付を入力します。設定をオンにするとこの日付までは新しいトランザクショ
ンの入力ができません。
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各画面について - VAT の税デジタル化
このダイアログでは、ユーザーはアプリケーションに HMRC 
に接続する権限を付与し、VAT 
返品を送信および取得できます。(英国のユーザーのみ)
アプリケーションの承認
HMRC への接続をアプリケーションに承認するには、このオプションを選択します。
VAT 義務の取得
VAT の義務を取得するには、このオプションを選択します。
VAT 返品の送信
期間の VAT 返品を送信するには、このオプションを選択します。
VAT 返品の表示
送信された VAT 返品を取得するには、このオプションを選択します。
VAT 負債の取得
VAT 
負債を取得するには、このオプションを選択します。(まだサポートされていません)
VAT 支払の取得
VAT 
支払を取得するには、このオプションを選択します。(まだサポートされていません)
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各画面について - VAT 返品の送信
これは、特定の期間の VAT 返品を送信するためのダイアログです。
期間：
この義務が属する VAT 期間
売上およびその他の出力に対する VAT の支払い:
販売およびその他の出力に対する VAT の支払い期限です。これは、VAT 
返品フォームのボックス 1 に対応します。値は -999999999999999999999999.99 
の間でなければなりません。
他のEC加盟国からの買収に伴う付加価値税:
他のEC加盟国からの買収に伴う付加価値税これは、VAT 返品フォームのボックス 2 
に対応します。値は -999999999999999999999999.99 
の間でなければなりません。
VAT の支払期限の合計 (ボックス 1 と 2 の合計):
VAT の支払総額 (vatDueSales と vatDue の取得の合計)。これは、VAT 
返品フォームのボックス 3 に対応します。値は -999999999999999999999999.99 
の間でなければなりません。
購入およびその他の入力 (EC からの取得を含む) で回収された VAT:
購入およびその他の入力 (EC からの取得を含む) で回収された VAT。これは、VAT 
返品フォームのボックス 4 に対応します。値は -999999999999999999999999.99 
の間でなければなりません。
HMRCに支払われるか、またはあなたによって回収される正味付加価値税(ボックス3
と4の違い):
総VatDueとvatReclaimedCurr期間の差額。これは、VAT 返品フォームのボックス 
5 に対応します。値は 0.00 ~ 99999999999.99 の間でなければなりません。
売上の合計値と VAT を除くその他すべての出力:
売上高と VAT を除くその他すべての出力の合計金額。これは、VAT 
返品フォームのボックス 6 に対応します。値は-99999999999999999999 から 
99999999999999 の間のポンド (ペンスなし) でなければなりません。
VAT (免税購入を含む) を除く購入およびその他すべての入力の合計金額:
VAT (免除購入を含む) 
を除く購入およびその他すべての入力の合計金額。これは、VAT 
返品フォームのボックス 7 に対応します。値は-99999999999999999999 から 
99999999999999 の間のポンド (ペンスなし) でなければなりません。
他の EC 
加盟国に対する、付加価値税を除く商品および関連コストのすべての供給の合計金額:
他の EC 
加盟国に対する、付加価値税を除く商品および関連コストのすべての供給の合計金額
。これは、VAT 返品フォームのボックス 8 
に対応します。値は-99999999999999999999 から 99999999999999 
の間のポンド (ペンスなし) でなければなりません。
他の EC 加盟国からの商品および関連コスト(VAT を除く)のすべての取得の合計金額:
他の EC 
加盟国からの付加価値税を除く商品および関連コストの取得の合計金額。これは、VA
T 返品フォームのボックス 9 に対応します。値は-99999999999999999999 から 
99999999999999 の間のポンド (ペンスなし) でなければなりません。
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この VAT 
情報を送信すると、その情報が真実で完全であることを法的申告を行います。
これは、ユーザーが VAT 返品を確定したことを宣言します。
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各画面について - VAT 返品の期間の選択
これは、送信された VAT 返品を取得する期間を選択するためのダイアログです。
期間：
この義務が属する VAT 期間を選択します
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各画面について - 支払い
Express 
Accountsの支払い画面で、受け取った支払いの追加または編集を行うことができます
。 新規支払いを記入するには、ツールバーの 売上タブをクリックしてからエクスプ
ローラバーの領収書 アイコンをクリックするか、 Ctrl+Yを押します。 
既に存在する支払いを編集するには、先ず 画面表示メニュー をクリックし、 支払い 
をクリックして支払い一覧を開き、編集する支払いを選択してから、ツールバーの 編
集 ボタンをクリックして開くこともできます。 
得意先からの入金
日付：
入金された日付を入力します（請求書の日付ではありません）。
得意先：
プルダウンメニューから既存の得意先を選択するか、プルダウンメニュー右側にある
得意先ボタンを使って新規得意先を作成します。
金額：
得意先を選択すると、得意先の合計残高がこの領域に自動的に入力されます。入金額
が残高とは違う場合は、実際の入金額を手入力します。 
支払額は、以下に示す未払いの請求書に配分され、最も古い請求書が最初に完了しま
す。請求書リストに適用済の金額を手動で再配分できます。適用されていない金額は
次のように表示されます。未適用残高。 
方法：
支払い方法を選択します。現金、小切手、クレジットカード、銀行振込み、その他か
ら選択することができます
参照番号：
参照番号を入力します。オンラインでクレジットカードにチャージを行った場合はこ
の欄の入力は不要です。入金処理が完了すると自動的に参照番号が作成されます。 
クレジットカード以外での支払いの場合は、参照番号の記入は任意になりますが、参
照番号があるとどの請求書に対する入金かがわかり易くなります。 
預金口座：
入金先の勘定をプルダウンメニューから選択します。
オンラインクレジットカードゲートウェイを通じて得意先から引き落とし
得意先の支払いをクレジットカードで行いたい場合は、これをチェックしてください
。このオプションを使用するには、クレジットカードゲートウェイタブのオプション
で支払い勘定が設定されており、得意先のクレジットカード情報がここに入力されて
いなければなりません。 
請求書
未仕訳残高：
どの請求書にもまだ適用されていない金額の残高です。
請求書一覧
これは、支払金額を適用できる請求書の一覧です。[適用済み] 
フィールドまたは各請求書の編集アイコンをクリックして、各請求書に適用される金
額を調整する場合は、適用された金額が最も古い請求書から始まるように自動的に入
力されます。
入金済み請求書を表示
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請求書リストビューに有料請求書を表示する場合は、このチェック 
ボックスをオンにします。有料の請求書は灰色の背景で強調表示され、期限量。
記録を選択
[録画のみ]ボタンをクリックして、支払いを適用して保存します。記録して印刷する
には、プルダウン リストをクリックし、アクションを選択します。
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各画面について - 払い戻しと返品
[払い戻しと返品] 
ダイアログ。払い戻しは、負の残高で顧客に支払うことができます。顧客の残高を正
の残高で調整するには、a) 既存の顧客の請求書を編集し、b) 
顧客に対して貸方票を発行するオプションです。
得意先を選択
顧客の一覧。過去 12 か月間の請求書を持つ顧客のみが一覧表示されます。
請求書の調整
選択した顧客の請求書を編集します。
貸方票の発行
選択した顧客の貸方票を発行します。
顧客の払い戻しの支払い
新しい払い戻しウィンドウを開き、顧客に払い戻しする金額を設定します。
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各画面について - 貸方票を適用する
「貸方票適用」画面で得意先の期限超過請求書に貸方票を適用します。 
適用する貸方票をプルダウンメニューから選んで内容を読み込むか、プルダウンメニ
ュー右横のボタンを押して表示した一覧から貸方票を選択、もしくは新しく貸方票を
作成します。 
貸方票を選択すると、請求書一覧にこの得意先宛の請求書がすべて表示されます。入
金額を各請求書の「入金額」欄に入力します（入金欄には選択した貸方票の金額が自
動的に入力されます）。 
得意先からの入金
日付：
入金された日付を入力します（請求書の日付ではありません）。
貸方票：
プルダウンメニューから貸方票を選択します。プルダウンメニュー右横のボタンをク
リックすると貸方票の一覧が表示され、選択した貸方票の編集を行うことができます
。
得意先：
選択した貸方票を適用する得意先です。この領域は貸方票を選択すると自動的に入力
されます。指定した得意先宛の請求書のみが一覧に表示されます。
金額：
この領域は貸方票を選択すると自動的に入力されます。
預金口座：
貸方票が適用される勘定を選択します。
請求書
未仕訳残高：
請求書に対する入金処理が行われていない金額の合計です。
入金済み請求書を表示
請求書一覧の表示画面に入金済み請求書も表示する場合は、このオプションにチェッ
クを入れます。
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各画面について - 買掛金の支払いを入力
Express Accountsの入金画面で、入金の入力または編集を行うことができます。 
買掛金の支払いを記入するには、 買掛金の支払いを入力 売上 仕入 
メニューをクリックします。 既に存在する支払いを編集するには、先ず 表示 
をクリックし、 買掛金の支払いをクリックして支払い一覧を開き、 
をクリックして支払い一覧を開き、編集する支払いを選択してから、ツールバーの 編
集 ボタンをクリックして開くこともできます。 
支払い
日付：
支払い日を入力します（請求書の日付ではありません）。
仕入先：
プルダウンメニューから、仕入先を選択します。請求書番号を記入した場合は、この
欄を空白にしておくこともできます。
支払い元勘定：
この支払いに使用する勘定を選択します。新規勘定を作成することもできます。
方法：
支払い方法を選択します。
金額：
仕入先または請求書番号を選択すると、この欄は仕入先の残高が自動的に記入されま
す。支払いがこの数字と一致しない場合は、支払った差額を記入します。
参照番号：
参照番号を入力します。参照番号の入力はオプションです。
いいえを確認してください:
小切手番号を入力します。これは、お支払い方法として [確認] 
を選択した場合にのみ適用されます。エクスプレスアカウントは自動的に小切手番号
をインクリメントします。
ジャーナルメモ:
仕訳帳での識別に役立つこのトランザクションに関するメモを追加します。
請求書
これは、どの請求書にも適用されていない残りの合計金額です。
記録 
支払いを記録するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 車両
車両ダイアログで、新規車両の車名および詳細を入力することができます。
車両名：
車名を入力します。
車両詳細：
車両の詳細を入力します。
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各画面について - 走行距離
車両走行距離ダイアログで、車両の走行距離に関する詳細を入力することができます
。
車両：
車名をタイプ入力するか、プルダウンメニューから選択することができます。この欄
で新規車両を追加すると、新規車両用の記録が新たに作成されます。
得意先：
この走行距離記録を適用する得意先を入力します。新規得意先名をタイプ入力するか
、既存の得意先をプルダウンメニューから選択します。新規得意先をこの欄に追加す
ると、新規得意先用の記録が作成され、後から詳細を入力することができます。得意
先の入力は任意ですが、走行距離報告書に表示することができます。
処理コード：
この走行距離の処理コードを入力します。処理コードは、走行距離報告書に表示する
ことができ、照合時に使用したりすることが出来ます。処理コードを入力するには、
得意先が入力されていなければなりません。
走行開始日：
走行開始日を入力します。
走行終了日：
走行終了日を入力します。
走行距離（開始）：
この走行距離の記録を開始した時点での走行距離を入力します。
走行距離（終了）：
この走行距離の記録を終了した時点での走行距離計を入力します。
合計走行距離：
この欄は、開始時と終了時の走行距離計表示値が入力されると、自動的に算出されま
す。
備考：
走行距離に関するメモを記入します。この欄は任意です。
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各画面について - 走行距離の報告書
期間を選択
走行距離の報告書を作成する期間を選択。
走行距離
選択した期間の各車両の走行距離をまとめた報告書です。
走行距離詳細報告書
選択した期間の各車両の走行距離の詳細情報を個別にまとめた報告書です。
得意先別走行距離報告書
選択した期間の得意先および処理コードに関連する走行距離をまとめた報告書です。
車両の走行距離に関連する費用を得意先に請求する際にお使いいただけます。
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各画面について - 勘定振替
振替元口座：
金額の振替元となる口座を選択します。一覧から口座を選択すると、現在の残高が表
示されます。
振替先口座：
金額の振替先となる口座を選択します。
振替額：
振り替えを行う金額を入力します。この金額は振替元口座の現在の残高を超えること
はできません。
日付：
勘定振替を行った日付を入力します。将来の日付は入力できません。
レコード:
転送を記録するには、このボタンをクリックします。
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各画面について - 定期請求を設定する
定期的に送信する必要のある請求書は、Express 
Accountsの定期スケジュールを使って設定することができます。定期請求のスケジュ
ールを作成するには、通常通り請求書に必要事項を記入後、 記録を選択 
ボタンをクリックし、請求書を記録のダイアログから 定期発行として保存 
を選択します。 
開始日：
請求書を最初に作成する日付を入力します。
支払い間隔：
請求書の発行頻度を選択します。
処理
請求書の記録後の処理方法を印刷、電子メールで送信、Faxで送信の中から選択しま
す。
%period%の文字列を日付に変更
得意先の参照用に、請求期間を請求書に自動表示することができます。請求期間を自
動表示するには、periodの文字をパーセント記号で囲み（%period%）、備考欄に入
力し、「オプション」の「請求書類のレイアウト」＞＞「内容」で、「備考欄の「%
項目%」を実際の値や名称に置換え」にチェックを入れます。
価格が変更された品目のアップデート
これがチェックされている場合、定期請求が記録されるたびに、品目価格が変更され
たかどうか調べます。変更があった場合は、請求書の金額は更新されます。
得意先のクレジットカードから自動引き落し
ここにチェックを入れ、支払い方法をクレジットカード払いに設定した場合は、請求
の都度クレジットカードで自動的に支払いが行われます。クレジットカードでの支払
いを有効にするには、得意先記録のクレジットカードタブ（得意先~クレジットカード
を参照）に得意先のクレジット情報が記録されており、オプションでクレジットカー
ドゲートウェイが設定（オプション~クレジットカードゲートウェイを参照）されてい
なければなりません。 
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各画面について - 定期受注を設定
定期的に送信する必要のある注文請書は、Express 
Accountsの定期スケジュールを使って設定することができます。定期受注のスケジュ
ールを作成するには、通常通り注文請書を作成し、下にある[記録]ボタンをクリック
してから、下にある記録のプルダウンメニューから 定期発行として保存 
オプションを選択します。 
開始日：
注文請書を最初に作成する日付を入力します。
支払い間隔：
注文請書の発行回数を選択します。
処理
注文請書の記録後の処理方法を印刷、電子メールで送信、Faxで送信の中から選択し
ます。
%period%の文字列を日付に変更
得意先の参照用に、請求期間を定期受注書に自動表示することができます。請求期間
を自動表示するには、periodの文字をパーセント記号で囲み（%period%）、備考欄
に入力し、「オプション」の「請求書類のレイアウト」＞＞「内容」で、「備考欄の
「%項目%」を実際の値や名称に置換え」にチェックを入れます。
価格が変更された品目のアップデート
これがチェックされている場合、定期受注の記録が行われるたびに、品目価格が変更
されているかどうか確認を行います。変更があった場合、注文請書の金額を変更しま
す。
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各画面について - 明細書期間
明細書の期間のダイアログで、得意先の明細書を作成する期間を選択することができ
ます。得意先を選択すると、このダイアログが開き、 得意先一覧 
ツールバーの明細書ボタンがクリックされます。 
自動的に月または最も古い支払期日を使用
このオプションを選択すると、日付は今月（半月以降が経過している場合）、先月、
または、最も古い支払い期限一ヶ月前になります。
明細書期間を入力
このオプションを選択すると、特定の期間を入力することができます。
開始日：
明細書に表示する取引の開始日をタイプ入力するか、カレンダーのアイコンをクリッ
クして選択します。
終了日：
明細書に表示する取引の終了日をタイプ入力するか、カレンダーのアイコンをクリッ
クして選択します。
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各画面について - 得意先明細書
[顧客明細書] 
ダイアログでは、特定の期間内に明細書を生成する複数の顧客を選択できます。明細
書を生成するには、印刷、印刷プレビュー、電子メール、FAX、PDF 
としての保存の 5 
つの方法があります。選択した方法は、一覧で選択したすべての顧客に適用されます
。
得意先フィルタ
全てチェック
全得意先にチェックマークを入れる場合または全チェックマークを取り除く場合はこ
のボックスをチェックします
顧客の選択:
これは、エクスプレス アカウントが明細書を生成する顧客の一覧です。
日付で並べ替え
このチェック 
ボックスがオンの場合、明細書の請求書は請求書番号ではなく日付順に並べ替えられ
ます。
期間を選択
自動的に月または最も古い支払期日を使用
このオプションを選択した場合、日付は今月以前 
(半分以上の場合)、先月、または最も古い請求書の期日の 1 か月前になります。
明細書期間を入力
このオプションを選択すると、特定の期間を入力することができます。
開始日：
明細書にトランザクションを表示する日付 (両端を含む) を入力するか、カレンダー 
アイコンから開始日を選択します。
終了日：
明細書にトランザクションを表示する日付 (両端を含む) を入力するか、カレンダー 
アイコンから終了日を選択します。
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各画面について - 複数の事業
Express 
Accountsを1度インストールするだけで、複数の事業を管理することができます。ま
るで各事業毎に別々にインストールしているように作動します。Express Accounts 
内の他の事業とは一緒にしません。各事業毎にそれぞれ異なる設定を行うことができ
ます。各事業は、それぞれの得意先、品目、支払い、そして請求書の設定を行うこと
ができます。 
事業を追加するには、 ファイルメニューから、請求書 
->複数の事業を選択し、新規事業を追加ボタンをクリックします。追加をクリックす
ると、クイックスタートウィザードが起動します。 
事業を削除するには、ファイルメニューから、請求書 
->複数の事業所を選択します。削除したい事業所をハイライトしてから、事業所を削
除ボタンをクリックします。 
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各画面について - 勘定のプロパティ
勘定のプロパティダイアログで、勘定科目一覧表の各勘定の情報を管理することがで
きます。このダイアログを開くには、勘定科目一覧表から一覧表内の勘定をダブルク
リックします。勘定科目一覧表を開くには、 画面表示メニューから勘定科目一覧表を
選択します。Webインターフェイスの場合は、新規勘定を追加ボタンを勘定科目一覧
表でクリックして表示します。 
勘定
勘定番号：
デフォルトの勘定科目一覧に勘定を作成する際に割り当てられる番号です。勘定番号
の変更は、変更する勘定に対する取引が存在しない場合にのみ行うことができます。
分類：
勘定の作成時に、資産、負債、資本金、収益、費用の勘定の種類を設定することがで
きます。この設定は、後で変更することができません。間違った設定を行った場合は
、勘定を削除してから新たに作成し直してください。
小分類：
収益または費用の小分類です。
キャッシュフローの種類：
この領域で選択した項目がキャッシュフロー計算書に使われます。営業活動、投資活
動、財務活動から選択することができます。
名前： 
報告書に表示する科目名を入力します。
見出し（小計用、記帳不可）
勘定が見出し項目の場合、この勘定自体には何も入力することはできませんが、見出
し以下の同一接頭番号の勘定の小計が報告書に表示されます。
転記可能な現金（例：銀行またはクレジットカード）
勘定が現金で転記可能な場合は、支払いが行われるアカウントまたは預金の一覧に表
示されることを意味します。通常、銀行およびクレジット 
カードの口座には、このオプションがオンになります。
税込み
このアカウントからの支払いに消費税が含まれている場合、このボックスにチェック
を入れます。税金は、オプションの税金タブで入力した値に基づいていますが、支払
と仕入ダイアログで調整することもできます。
繰越残高：
他の会計システムから会計情報をExpress 
Accountsに移動する場合は、情報を移動した日の残高を繰越残高として入力します。
初期設定が完了後に繰越残高を手動で変更することはお勧めしません。買掛金および
売掛金の繰越残高は、それぞれの仕入先や得意先の繰越残高から変更することができ
ます。
デフォルト科目：
（利用可能な場合）この領域で選択した科目が、指定した取引用のデフォルト勘定と
して使われます。
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各画面について - テンプレートを選択
テンプレートは 支払と仕入 および 入金処理において使用することができます。既に
作成済みのテンプレートから選択するには、支払と仕入取引ダイアログまたは入金お
よび振込みダイアログの右下にある テンプレートを使用 
ボタンをクリックします。新規のテンプレートの作成方法は、「各画面について」ペ
ージの テンプレートに名前を付ける のページをご参照ください。 
テンプレートを選択
使用するテンプレートを選択し、読み込みボタンをクリックします。
テンプレートを削除
削除するテンプレートを選択し、削除ボタンをクリックします。
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各画面について - テンプレートに名前を付ける
テンプレートは 支払と仕入 および 入金処理において使用することができます。新規
テンプレートを作成するには、支出取引を入力（「各画面について」ページ 
支払と仕入 
参照）するか、入金または振込み取引を入力（「各画面について」ページ 入金処理 
参照）してください。なお、取引を記録する前に、ダイアログ左下にある、 テンプレ
ートとして保存 ボタンをクリックします。 
名前：
テンプレート名を入力します。ＯＫをクリックすると、テンプレートが保存され、取
引が記録されます。
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各画面について - 日付を選択
日付を選択
貸借対照表のような、日によって異なる報告書を表示する場合、日付を選択します。
本日、昨日、先月末あるいは昨年度末等の固定した日付から選択することもできます
。または、メニューから[選択]を選び、日付欄に特定の日付を記入するかカレンダー
から日付を選択することもできます。 
日付：
日付を入力するか、カレンダーボタンをクリックして日付を選択します。
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各画面について - 報告書の期間を選択
期間を選択
請求書の報告書、営業担当者別報告書、またはキャッシュフロー計算書のような、一
定の期間のデータを表示する報告書の場合、報告書の期間を指定します。 プルダウン
メニューから報告書の期間を選択します。今日、今月、先月、今四半期、前四半期、
今年、昨年、今会計年度、全会計年度などの特定の期間から選択するか、開始日と終
了日を手入力またはカレンダーを使って入力します。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
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各画面について - 並び替えの基準値を選択
「列単位で並び替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並び替えの基準となる
カラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自
動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 
レポートの並べ替えを含む期間の選択
期間を選択
期間を選択：
プルダウンメニューから、報告書の抽出を行う期間を選択します。期間は、「期間を
選択」のプルダンメニューから今日、今月、先月、今四半期、前四半期、今年、去年
、今会計年度、あるいは前会計年度など、特定の期間から選択するか、特定の開始日
と終了日をタイプ入力します。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
報告書の並べ替え
「列単位で並び替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並び替えの基準となる
カラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自
動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 
報告書を作成する得意先と期間を選択
期間を選択
期間を選択：
プルダウンメニューから、報告書の抽出を行う期間を選択します。期間は、「期間を
選択」のプルダンメニューから今日、今月、先月、今四半期、前四半期、今年、去年
、今会計年度、あるいは前会計年度など、特定の期間から選択するか、特定の開始日
と終了日をタイプ入力します。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
報告書の並べ替え
「列単位で並び替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並び替えの基準となる
カラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自
動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
得意先フィルタ
全てチェック
全得意先にチェックマークを入れる場合または全チェックマークを取り除く場合はこ
のボックスをチェックします
得意先を選択：
これは報告書作成に必要な得意先の一覧です。
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各画面について - 報告書の期間を選択
損益計算書分析報告書のような、2つの異なる期間のデータを比較する必要のある報
告書の場合、報告書の期間を指定します。 
今期
1番目の報告書の期間を選択します。本日、今月、先月、今期、前期、今年、去年、
今会計年度、あるいは前会計年度等の固定した期間から選択することもできます。ま
たは、プルダウンメニューから選択を選び、1番目の報告書の開始日と終了日を入力
することもできます。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
前期
2番目の報告書の期間を選択します。本日、今月、先月、今期、前期、今年、去年、
今会計年度、あるいは前会計年度等の固定した期間から選択することもできます。ま
たは、プルダウンメニューから選択を選び、1番目の報告書の開始日と終了日を入力
することもできます。 
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
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各画面について - 勘定および期間を選択
勘定照会報告書および消し込み報告書は、報告書メニューをクリックしその他の報告
書を選択します。プロンプトが表示されるので、作成する報告書の勘定を選択します
。 
勘定および期間を選択
報告書の勘定と期間を選択します。「期間を選択」プルダウンメニューから特定の期
間を選択するか、特定の期間の開始日と終了日をタイプ入力します。 
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
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各画面について - 予算を選択
予算報告書は報告書メニューの「その他の報告書」から選択します。表示されたプロ
ンプトから報告書を作成する予算を選択します。 
予算を選択
報告書を作成する予算を選択します。 
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各画面について - 得意先別在庫報告書
得意先別品目報告書には、得意先と報告書の期間を指定する必要があります。 
得意先別の在庫報告書を作成
得意先を選択：
報告書を作成する得意先を選択します。
期間を選択：
報告書の期間を選択します。「期間を選択」プルダウンメニューから今月、先月、今
年などの特定の期間から選択するか、特定の開始日と終了日をタイプ入力ることもで
きます。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
報告書の並べ替え
「列単位で並び替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並び替えの基準となる
カラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自
動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 売掛金の年齢調べ
報告書の並べ替え
「列単位で並び替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並び替えの基準となる
カラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自
動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
得意先フィルタ
全てチェック
全得意先にチェックマークを入れる場合または全チェックマークを取り除く場合はこ
のボックスをチェックします
得意先を選択：
報告書の作成を行う得意先の一覧です。
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各画面について - 得意先別売上報告書
得意先別の売上報告書を作成します
全てチェック
全得意先にチェックマークを入れる場合または全チェックマークを取り除く場合はこ
のボックスをチェックします
得意先を選択：
これは報告書作成に必要な得意先の一覧です。
期間を選択：
報告書の期間を選択します。「期間を選択」プルダウンメニューから今月、先月、今
年などの特定の期間から選択するか、特定の開始日と終了日をタイプ入力ることもで
きます。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
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各画面について - 事業および報告書を選択
複数の事業の貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書を表示する場合は、
事業と報告書をこのダイアログから選択します。このダイアログは報告書タブの報告
書一覧から開くことができます。 
事業
Express 
Accountsに設定されている全ての事業が、このダイアログの事業欄に一覧表示されま
す。事業名の横にあるボックスにチェックを入れて、報告書を連結する事業を選択し
ます。
ビジネスが異なる通貨の場合、レポートは複数のビジネスで選択された現在のビジネ
スの通貨になります。[通貨] 列と [レート] 
列の情報を更新する必要があります。これらの列を更新しても、各ビジネスの通貨は
変更されず、為替レートの入力に使用されるため、有効な通貨の計算が正しく行われ
ます。新しい通貨を選択するには、通貨セルをクリックすると、ドロップ 
メニューが表示されます。通貨が一覧に表示されない場合は、フィールドに入力しま
す。新しいレートを入力するには、レート セルに新しいレートを入力します。
報告書
表示する報告書を画面下部に表示されている報告書の一覧から選択します。 
日付を選択： 貸借対照表など、1 
日のデータを表示するレポートの場合は、レポートの日付を選択する必要があります
。利用可能な固定期間の選択肢は、今日、昨日、先月末、または昨年末です。または
、メニューから [選択] を選択し、[日付] 
フィールドに日付を入力するか、カレンダーから日付を選択して特定の日付を指定で
きます。
日付： 
日付を入力するか、カレンダーボタンをクリックして日付を選択します。
レポートを CSV として保存: 
レポートはスプレッドシート ファイル形式で保存できます。
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各画面について - 報告書を選択
報告書の選択ダイアログにはExpress 
Accountsで発行可能な報告書の一覧が表示され、ここから必要な報告書を選択するこ
とができます。報告書一覧を表示するには、報告書メニューからその他の報告書を選
択します。 一覧内の報告書を表示するには、表示する報告書を選択し画面表示ボタン
をクリックします。 
● 未回収売掛金： 支払い期限の過ぎた得意先の一覧を表示します。
● 請求書： 指定した期間中に作成した請求書の一覧を表示します。
● 見積書： 指定した期間中に作成した見積書の一覧を表示します。
● 注文書： 指定した期間に作成した注文の一覧を表示します。
● 入金報告書： 指定した期間に入金のあった、売掛金一覧を表示します。
● 営業担当者別売上げ： 

営業担当者一覧、および指定した期間の担当者別売上金額および全売上に対する割
合を表示します。

● 品目別売上げ： 
指定した期間の、売上のあった商品一覧および売上による収入金額の一覧を表示し
ます。

● 在庫： 全ての在庫品目とその単価、および在庫の合計額を表示します。
● 貸借対照表： 指定した期間の事業の資産、負債および資本の概要を表示します。
● 勘定科目一覧表： 

勘定番号や勘定の種類などを含む勘定科目の一覧と、借方または貸方などの情報を
表示します。

● 損益計算書： 
P/Lとも呼ばれる報告書で、指定した期間の事業所の収益を表示します。

● 損益計算書分析： 2つの期間を指定し、歳入を比較します。
● 勘定照会： 指定した期間の、勘定の取引および残高を表示します。
● キャッシュフロー計算書： 指定した期間の現金の出納を表示します。
● 残高試算表： 

指定した期間の、借方と貸方の残高を表示し、会計上の間違いを検証することがで
きます。

● 消し込み報告書： 指定した期間中に消し込みを行った全ての取引を表示します。
● 得意先別品目報告書： 

指定した期間に得意先が注文した品目の一覧を表示します。
● 買掛金報告書： 指定した期間中に発生した全買掛金の一覧を表示します。
● 買掛金の支払い報告書： 指定した期間中に支払った買掛金の一覧を表示します。
● 得意先報告書： 全ての得意先の残金を表示します。
● 売掛金受取報告書： 指定した期間に入金のあった、売掛金一覧を表示します。
● 売上税レポート - 会社が収集した税金の包括的なレポートを表示し、[オプション 

] ~ 
売上税で指定されている場合は、会社が購入に対して支払った税金を表示します。

● 走行距離報告書： 
全車両の合計走行距離を表示する「走行距離」報告書、全車両の走行距離を各走行
記録ごとに表示する「走行距離詳細」報告書、各得意先ごとの走行距離を表示する
「得意先別走行距離」の3種類の報告書があります。いずれの報告書も期間を指定
することができます。
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● 連結報告書： 
特定の事業の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のいずれかを表示
します。

● 売掛金の年齢調べ： 
未払い期間の長さを基準にした未払い金を表示します。報告書は得意先を指定して
表示することができます。

● 予算報告書： 予算を選択し実際の数字との比較を行います。
● カスタム レポート - 

ビジネス向けにカスタマイズされたレポートの作成を開始する場合に選択します。
を参照してください。カスタム レポートこの機能の使用方法の詳細については、
ヘルプ ページを参照してください。
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各画面について - 報告書の期間を選択
期間を選択
期間内のデータを表示するレポートと、売上税レポート (見越/入金基準) 
などのレポート 
サブタイプを選択するオプションを使用する場合は、レポートが期間を指定する日付
を指定する必要があります。ドロップメニューからレポートの期間を選択します。選
択できる固定期間は、今日、今月、または先月、今四半期または前四半期、今年度ま
たは前年度、今年度または前会計年度です。または、ドロップ メニューから [選択] 
を選択し、レポートの期間のフィールドに開始日と終了日を入力します。レポートタ
イプのプルダウンリストも用意されています。
開始日：
指定する期間の初日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で日
付を選択することもできます。
終了日：
指定する期間の最終日を入力します。矢印をクリックしてカレンダーを表示する形で
日付を選択することもできます。
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各画面について - 新規品目
品番：
この品目のコード（短く覚えやすいもの）を入力します
品名：
品目詳細を入力します。
単価：
品目の単価です。
数量：
品目の数量を入力します。
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各画面について - 現金で支払い
「現金で支払い」ダイアログを使った請求書なしの売上です。請求書なしの売上の入
力は売上タブから、エクスプローラバーの請求書なしの売上を入力 
をクリックし、売上品目を入力後、画面下部のプルダウンメニューから 現金で支払い

請求金額：
この欄には請求額が表示されます。
釣り銭：
釣り銭の欄には支払いを行った相手に返すべき金額が表示されます。受取った金額を
釣り銭欄の下にある「現金」欄に入力すると、釣り銭の金額が自動的に表示されます
。
現金：
受取った金額を入力します。請求額以上の金額を受け取った場合は、釣り銭欄に差額
が表示されます。
領収書を印刷
領収書（またはレシート）を印刷する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - クレジットカードで支払い
クレジットカード払いにより、請求書なしの売上を記録します。請求書なしの売上の
入力は売上タブから、エクスプローラバーの請求書なしの売上を入力 
をクリックし、売上品目を入力後、画面下部のプルダウンメニューから クレジットを
記録 を選択します。クレジットカードからの入金をExpress 
Accountsで行いたい場合は、オプションダイアログの 
クレジットカードのゲートウェイタブ（オプションダイアログ）。 
クレジットカード情報
カード番号：
得意先のクレジットカード番号を入力します。
セキュリティコード(CVV)
得意先のクレジットカードの認証番号を入力します。通常、カードの裏面に記載され
ています。
有効期限（月）：
得意先のクレジットカードの使用期限月を入力します。
有効期限（年）：
得意先のクレジットカードの使用期限年を入力します。
カード名義人：
クレジットカード名義人のお名前を入力。
請求先住所（任意）
得意先名：
得意先名を入力します。
得意先の住所を入力します。
請求金額：
支払が適用される勘定を選択します。
領収書を印刷
領収書を印刷する場合はここにチェックを入れます。
支払用ゲートウェイを設定する
ここをクリックしてクレジットカードのゲートウェイを設定
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各画面について - 小切手で支払い
小切手払いによる請求書なしの売上を記録します。請求書なしの売上の入力は売上タ
ブから、エクスプローラバーの請求書なしの売上を入力 
をクリックし、売上品目を入力後、画面下部のプルダウンメニューから 小切手を記録

小切手番号：
小切手番号を入力します。
請求金額：
この欄には請求額が表示されます。
領収書を印刷
領収書（またはレシート）を印刷する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - 入金方法を選択
請求書の支払処理時に、入金方法を選択するダイアログが表示されます。請求書と入
金を記録する前に、そこで入金タイプを指定することができます。 
入金方法
現金
得意先からの入金が現金であった場合は、現金オプションを選択します。
小切手
得意先からの入金が小切手で行われた場合は、小切手オプションを選択します。その
後、小切手オプションの下の領域に小切手番号を入力します。
小切手番号：
得意先からの入金が小切手で行われ、小切手オプションを選択している場合は、小切
手番号を入力します。
クレジットカード
得意先がクレジットカードを使って支払いを行う場合は「クレジットカード」オプシ
ョンを選択しますクレジットカード情報は得意先情報に入力されているカード情報が
自動入力されます。またここでクレジットカード情報を変更した場合は、得意先情報
に保存されているクレジットカード情報にも変更が反映されます。クレジットカード
のゲートウェイも設定されている必要があります（ゲートウェイ情報は「オプション
」の「クレジットカードのゲートウェイ」タブにあります）。 
オンラインクレジットカードゲートウェイを通じて得意先から引き落とし
オンラインクレジットカードゲートウェイを介してクレジットカードで顧客に請求す
る場合は、このオプションをオンにします。支払いが正常に処理されるようにするに
は、([支払いオプション]の[クレジットカード 
ゲートウェイ]タブにある)クレジットカードゲートウェイを設定している必要があり
ます。
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各画面について - 得意先を保存
請求書の作成時に既存の得意先名の変更を行った場合、請求書の記録を行う際に「得
意先を保存」のダイアログが表示されるので、１）得意先名を変更、２）新規得意先
を作成、３）何もしないの3つの選択肢から作業を選択します。 
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各画面について - 複数にメールを送信
1度に複数の請求書を電子メールで送信することができます。 画面表示 
メニューから請求書を選択して請求書一覧を表示します。ShiftまたはCtrlキーを使っ
て複数の請求書を選択し、 電子メールアイコンをクリックします。
電子メールの送信先：
全ての請求書をこの電子メールアドレスに送信
全てのデータを指定した電子メールアドレスに送信します。
得意先の電子メールアドレスに送信
データを得意先の電子メールアドレスに送信します。 得意先の電子メールアドレスが
未記入の場合：
電子メールアドレスのプロンプトを表示
このオプションを使用すると、ユーザーの電子メールアドレスを尋ねるプロンプトを
表示します。
得意先をスキップ
電子メールアドレスが記載されていない場合は、送信しません。
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各画面について - 得意先を選択
複数の見積書または注文請書を組み合わせて請求書に変換することも可能です。異な
る得意先宛ての見積書や注文請書が選択された場合は、異なる得意先が選択された旨
の警告が表示する画面が表示され、見積書/注文請書を記録する得意先を選択すること
ができます。
注文書一覧を表示するには、メニューの画面表示オプションから注文請書を選択しま
す。見積書一覧を表示するには、メニューの見積書 
->画面表示オプションを選択します。Shift またはCtrl 
キーを使って2つ以上の見積書または注文請書を選択した後、ツールバーの請求書ア
イコンをクリックします。プロンプトが表示されるので、請求書に記録する得意先を
選択します。
得意先：
一覧から、得意先を選択します。
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各画面について - 自動明細書を作成
得意先の明細書を自動で作成する時期になると、サイドバーにリンク先が表示されま
す。リンク先をクリックすると、自動明細書の作成方法を選択する画面が現れます。 
作成方法を選択
メールアドレスが記録されている場合はメールで送信。記録されてない場合は印刷。
このオプションを選択すると、得意先情報に記録している電子メールアドレス宛に明
細書を送付します。電子メールアドレスが記録されていない場合は、明細書を印刷し
ますので、別の方法で得意先宛に送信することができます。
得意先の明細書を印刷
全ての明細書を印刷するには、このオプションを選択します。
得意先に明細書をメールで送信（メールアドレスが未記入の場合プロンプトを表示）
このオプションを選択すると、得意先情報に記録している電子メールアドレス宛に明
細書を送付します。電子メールアドレスが記録されていない場合、Express 
Accountsに電子メールアドレスを求めるプロンプトを表示します。電子メールアドレ
スを記入していない場合、明細書は作成されません。 
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各画面について - 営業担当者
営業担当者ダイアログで、新規営業担当者の記録を入力することができます。新規営
業担当者を追加するには、ツールバーの 画面表示から営業担当者 をクリックし、 追
加 
アイコンをクリックします。見積書、注文請書、または請求書に新規営業担当者名を
入力した場合にも、営業担当者の記録が自動的に作成されます。 
営業担当者の詳細
名前：
営業担当者名を入力します。
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各画面について - 税率
税率ダイアログで請求書の計算に使用される新しい税率の入力および既存の税率の編
集を行います。税率ダイアログは、オプションの税金タブからアクセスします 追加 
をクリックして新規税率を作成するか、入力済みの税率を選択した後 編集 
をクリックして税率詳細を変更します。 
税金名：
税金名を入力します。ここに入力した税金名が各種書類に表示されます。
単一税率 (%)：
請求書の計算に使用する税率です。
複合税率：
複数の単一税率をまとめた税金グループを作成する。
複合税率は税率1の後に税率2が適用されます
このオプションを選択すると、まず税率1が品目の価格に適用され、この課税後の値
段に税率2が適用されます。このオプションを選択しない場合は、品目の価格に税率1
と2の合計税率が適用されます。
0％を表示する
請求書上に0%の税率を表示する場合はこのチェックボックスにチェックを入れます。
EU（欧州連合諸国）およびイギリスでのご使用にのみ当てはまります。
受取消費税科目：
徴収した消費税の振分け先勘定を選択します。
支払消費税科目：
支払済みの消費税の振分け先勘定を選択します。
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各画面について - 他の事業から品目をインポート
他の事業から品目をインポートのダイアログで、Express 
Accountsにある他の事業の品目を現在の事業に転送することができます。現在作業中
のExpress Accountsの事業に品目をインポートするには、 画面表示メニュー ボタン
から品目を選択し、品目メニューをクリックして他の事業から品目をインポートを選
択します。 
事業
Express 
Accountsに設定した全ての事業が、このダイアログの事業欄に表示されます。インポ
ートを行うデータの送信元の事業を選択します 。 
品目
上の画面で事業を選択すると、下の画面に選択した事業の品目一覧を表示します。コ
ピーする品目を選択するには、チェックボックスをチェックします。 
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各画面について - 
他の事業から得意先をインポート
他の事業から得意先をインポートのダイアログにて、Express 
Accountsにある他の事業の得意先を現在の事業に転送することができます。現在作業
中のExpress Accountsの事業に得意先をインポートするには、 画面表示メニューか
ら得意先 クリックします 得意先 をクリックし、 他の事業から得意先をインポート 

。 
事業
Express 
Accountsに設定した全ての事業が、このダイアログの事業欄に表示されます。インポ
ートを行うデータの送信元の事業を選択します 。 
得意先
上の画面で事業を選択すると、下の画面に選択した事業の得意先一覧を表示します。
コピーする得意先を選択するには、チェックボックスがチェックされていなければな
りません。 
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各画面について - 科目名
[リンクされたアカウント] 
ダイアログは、重要なアカウントに関する情報が不足している場合に表示されます。
請求書、顧客支払い、およびビジネス購入を作成するために、エクスプレス 
アカウントには、預金口座、売掛金勘定、買掛金勘定、収入勘定、経費勘定、運送料
、運送、売上税の徴収、および売上税の勘定番号が必要です。新しいアカウント番号/
説明を入力するか、勘定科目一覧表.リンクされたアカウント設定を変更するには、[
オプション -> [経理] ページに移動し、[既定のアカウントのリンク...] 
をクリックします。ボタン。
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各画面について - アカウントの編集
[エクスプレスアカウントの支払いの編集]ウィンドウでは、適用された支払いを編集
できます。
決済済み：
この請求書に適用する支払金額です。
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各画面について - 請求書記録の履歴
Express 
Accountsは請求書類作成後の作業（印刷、Fax送信、電子メール送信など）を記録し
ます。後日、請求書が送付されたかどうかを確認する場合などに便利です。
請求書記録の履歴を表示するには、履歴を表示する請求書を請求書一覧から選択して
右クリックし、履歴を表示を右クリックメニューから選択します。
このダイアログボックスに、選択した記録の履歴を表示します。名前をつけて保存を
クリックすると、履歴を履歴ファイルに保存します。
印刷をクリックすると、履歴を印刷します。
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各画面について - 電子メールアドレス
送信先の電子メール アドレスを入力してください。これは、完全な電子メール 
アドレス (tom.jones@example.net など) である必要があります。複数の電子メール 
アドレスに送信するには、各アドレスをコンマで区切ります。電子メールの送信に関
する問題については、のページを参照してください。 
この電子メールアドレスを記憶する
このオプションが使用可能な場合は、[このメールを保存する...] 
をオンにします。をクリックして、将来使用するために電子メール 
アドレスを保存します。

請求書の添付または含める
請求書を PDF ファイルとして電子メールに添付するか、HTML 
ドキュメントとして電子メールに含めるかを選択できます。
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各画面について - メールアドレス - 支払い
送信先の電子メール アドレスを入力してください。これは、完全な電子メール 
アドレス (tom.jones@example.net など) である必要があります。複数の電子メール 
アドレスに送信するには、各アドレスをコンマで区切ります。電子メールの送信に関
する問題については、のページを参照してください。 
この電子メールアドレスを記憶する
このオプションが使用可能な場合は、[このメールを保存する...] 
をオンにします。をクリックして、将来使用するために電子メール 
アドレスを保存します。

支払の添付または含める
支払いを PDF ファイルとして電子メールに添付するか、HTML 
ドキュメントとして電子メールに含めるかを選択できます。
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各画面について - メールアドレス - 払い戻し
送信先の電子メール アドレスを入力してください。これは、完全な電子メール 
アドレス (tom.jones@example.net など) である必要があります。複数の電子メール 
アドレスに送信するには、各アドレスをコンマで区切ります。電子メールの送信に関
する問題については、のページを参照してください。 
この電子メールアドレスを記憶する
このオプションが使用可能な場合は、[このメールを保存する...] 
をオンにします。をクリックして、将来使用するために電子メール 
アドレスを保存します。

払い戻しの添付または含める
払い戻しを PDF ファイルとして電子メールに添付するか、HTML 
ドキュメントとして電子メールに含めるかを選択できます。
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各画面について - 行の値を調整...
このダイアログを使って予算の各行の値を調整します。
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各画面について - 
トランザクションファイルを参照
銀行ファイル：
CSVまたはOFX形式の銀行明細のトランザクションファイルを検索することができま
す。
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各画面について - 勘定値の編集
このダイアログは、指定した期間または特定の時点の ExpressAccounts 
から勘定残高を入力するために使用できます。
アカウント：
プルダウン リストからアカウントまたはアカウントの種類を選択します。
期間：
プルダウン リストから期間または時点を選択します。

310



各画面について - 比較式の値の編集
このダイアログは、レポートフォームに比較タイプ式を入力するために使用できます
。2 つの異なるフィールド値または式を比較し、それらの比較に基づいてレポート 
フォームに金額を入力できます。
左側の式または金額を入力します。
比較タイプを選択します。
右側の式または量を入力します。
上記の条件が真の場合の値:
上記の条件が有効または true 
の場合に、レポートテキストに置換する式または金額を入力します。
上記の条件が false の場合の値:
上記の条件が無効または偽の場合に、レポートテキストに置換する式または金額を入
力します。
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各画面について - 真/偽値の編集
このダイアログは、レポートにブール型 (True/False、はい/いいえ) 
値を入力するために使用できます。これは、チェックボックスやレポート内の 
Yes/No タイプの質問に回答する場合に非常に便利です。
状態の選択:
[True] または [偽の状態] を選択します。
値の名前:
現在の状態に必要なテキストを入力します。ユニコード文字や記号を入力することも
できます。
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各画面について - 丸め値の編集
このダイアログは、レポート内の式または金額を丸める場合に使用できます。
丸めルール:
丸めルールを選択します。
丸め間隔:
丸め間隔を選択します。
丸める式:
式または金額を入力します。例えば、フィールド1+フィールド2、259.66など
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各画面について - レポート 
フォームの名前の変更
このダイアログは、レポート フォーム名の名前を変更するために使用します。
新しいレポート フォーム名:
レポート フォーム名を入力します。レポート フォームのファイル名はレポート 
フォーム名と同じになっち、有効なファイル名文字を含める必要があります。
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各画面について - 列の順序
[列の順序] 
ウィンドウでは、請求書アイテムリストのヘッダーの順序を変更できます。
使用可能な列ヘッダーの一覧が含まれます (左から右に並べてください)。
上へ移動
列ヘッダーを高い順序に移動します。
下へ移動
列ヘッダーを低い順序に移動します。
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各画面について - 品番 ~ 品番
品目ダイアログの品目タブで、商品価格の詳細を入力したり、編集したりすることが
できます。既存の品目を編集するには、 画面表示から品目 
をクリックし、編集する品目を選択してから、 編集をクリックします。 
新規新目は、見積書、注文および請求書の作成時に新規品目を入力して基本情報を保
存し、後から詳細情報を入力や入力済み情報の編集を行ったりすることができるほか
、品目ダイアログを使って入力を行うこともできます。品目ダイアログは 画面表示 
から 品目 を選択し、ツールバーの 追加 をクリックすると表示されます。 
品番：
この品目用の短く覚えやすいコードを入力します。これは、請求書、見積書および注
文には表示されません。
品名：
請求書、見積書および注文に表示する、品目詳細を入力します。
売上単価（またはレート）：
これは、品目の販売単価です。
仕入単価（またはコスト）：
これは、品目の仕入単価（原価）です。
税金：
品目に適用する税率を選択します。選択肢が「無し」のみの場合は税率の設定が行わ
れていないということですので、メイン画面からオプションアイコンをクリックして
、税金タブへ行き、税率の設定を行ってください。
収益勘定：
複数の収益勘定がある場合は、ここで勘定を選択します。デフォルトは、一般的な売
上になっています。小計は、その後の会計報告書に記載されます。
費用：
費用の入力が複数ある場合は、ここで勘定を選択します。デフォルトは、一般的な仕
入になっています。小計は、その後の会計報告書に記載されます。
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各画面について - 品番 ~ 在庫
品目ダイアログの在庫タブで、品目の在庫レベルを入力したり、編集を行ったりする
ことができます。品目の在庫を編集するには、 画面表示から品目 
をクリックし、編集する品目を選択してから、 編集をクリックし、次に、仕入先領域
の右側にある、在庫タブをクリックします。 
在庫管理
在庫レベルを管理したい場合は、ここにチェックを入れます。
実在庫数：
実際の在庫の数です。
適正在庫数：
在庫としてあるべき品目の数量です。
発注点在庫数：
品目の在庫がここで指定した値に達すると、品薄をお知らせする警告が表示されます
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各画面について - 仕入先 ~ 仕入先
仕入先ダイアログを使って新規仕入先の情報を入力したり、既存の仕入先の情報を編
集したりします。Express 
Accountsに入力した仕入先は、注文書の作成や請求書の支払処理などの際に、「仕入
先」プルダウンメニューから選択できるようになります。デスクトップ版で新規仕入
先の記録を作成するには、表示 をクリックし、 仕入先 
をクリックしてツールバーにある 追加をツールバーでクリックします。Webインター
フェイスで新規仕入先の記録を作成するには、仕入先一覧リンクをクリックして新規
仕入先を追加ボタンを画面上部でクリックします。 
仕入先名：
「ABC株式会社」など、仕入先の事業名を入力します。
問い合わせ担当者：
仕入先の担当者名を入力します。
担当者の姓：
担当者の呼び名を入力します（例：山田様、斉藤教授など）
番地：
仕入先の住所を入力します。
電話（主）：
この電話番号は通話ボタンを使ってExpress 
Accountsから仕入先に直接電話をかける際に使われます。
電話（副）
仕入先の代替電話番号を入力します。
Fax：
このFax番号はFaxで注文書を送信する際に使われます。
電子メール：
送信方法に電子メールを選択している場合、この電子メールアドレスに注文書をメー
ルで送信します。
VAT 登録番号:
サプライヤーの VAT 登録番号
この仕入先を非課税扱いにする
この仕入先との取引には課税しない場合はここにチェックを入れます。
追加情報：
ABN などの追加情報を入力します。
支払条件: (使用可能な場合)
この仕入先に対して作成された買掛金勘定に既定で表示される支払条件を選択します
。
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各画面について - 仕入先 ~ 情報
繰越残高：
仕入先の繰越残高を入力します。
残高：
仕入先宛ての現時点での総合計未払い残高です。
前回の注文：
仕入先宛てに前回作成した注文書の日付です。
注文
注文検索
このボタンをクリックすると、このサプライヤに属するすべての注文が検索されます
。
仕入先宛ての注文書一覧から特定の注文書の詳細を表示する場合は、詳細を表示する
注文をを一覧内でダブルクリックします。
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各画面について - 得意先 ~ 得意先
得意先ダイアログの得意先タブで、得意先の問い合わせ先情報の入力および変更を行
うことができます。既存の品目を編集するには、 画面表示から得意先 
をクリックして編集する得意先を選択してから、ツールバーの 編集をクリックします
。 
新規得意先は、見積書、注文および請求書の記入中に入力することができ、またここ
で詳細も編集することができます。新規得意先を入力するには、得意先ダイアログで 

 から 得意先 を選択し、ツールバーの 追加 
をクリックすると表示されます。 
得意先名：
「ABC株式会社」など、得意先の社名を入力します。
問い合わせ担当者：
得意先の担当者氏名を入力します。
担当者の姓：
担当者の呼び名を入力します（例：山田様、斉藤教授など）
郵送先住所を送付先住所として使用
このボックスにチェックマークを入れると得意先の請求先住所を送付先住所として使
用します。
得意先の請求先住所を入力します。得意先の商品の送付先住所が請求先住所と異なる
場合は、得意先~その他タブに記入します。
VAT 登録番号:
顧客の VAT 登録番号を入力します
電話（主）：
得意先の電話番号を入力します。
電話（副）
得意先の代替電話番号を入力します。
Fax：
顧客の FAX 番号を入力します。
電子メール：
送信方法に電子メールを選択した場合、ここで指定した電子メールアドレスに請求書
類が送信されます。
その他の印刷情報:
ABN などの請求書に印刷する追加情報を入力します。
この顧客は有効です
この顧客が現在アクティブであることを示す場合は、このチェック 
ボックスをオンにします。
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各画面について - 得意先 ~ クレジットカード
得意先ダイアログのクレジットカードタブに、クレジットカードでの支払い認証時に
使用する得意先のクレジットカード番号を保存します。このタブを開くには 画面表示

得意先 をクリックしてから クレジットカード得意先のクレジットカードにチャ
ージを行うには、このタブおよびオプションの「クレジットカードゲートウェイ」タ
ブに必要な情報が入力されている必要があります（クレジットカードのゲートウェイ
の詳細はこちら：オプション ~ クレジットカードのゲートウェイを参照）。 
カード番号：
得意先のクレジットカード番号を入力します。
セキュリティコード(CVV)
得意先のクレジットカードの認証番号を入力します。これは、通常カードの裏に記載
された3桁の番号です。
カードタイプ：
得意先のクレジットカードタイプを選択します。
有効期限（月）：
得意先のクレジットカードの使用期限月を選択します。
有効期限（年）：
得意先のクレジットカードの使用期限年を選択します。
カード名義人（名）：
得意先のクレジットカード保持者の名を入力します。
カード名義人（姓）：
得意先のクレジットカード保持者の姓を入力します。
通貨の種類：
得意先が支払う通貨タイプを選択します。これはPaypalにのみに使われます。認証に
使用する通貨のタイプは常に米ドルです。
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各画面について - 得意先 ~ その他
得意先ダイアログにある「その他」タブには、送付先住所および得意先用の請求書の
作成時にデフォルトで表示するようになっているいくつかのオプション等の得意先に
関する詳細が記録されています。このタブを開くには 画面表示 から 得意先 
をクリックしてから その他 タブをクリックします。 
送付先住所：
得意先の商品の送付先住所が請求先住所と異なる場合は、ここに記入します。送付先
住所が請求先住所と同じ場合、得意先ページにある、「送付先住所を請求先住所とし
て使用」のチェックボックスにチェックを入れます。
請求書送付方法：
定期請求の作成時に、Express 
Accountsを使ってこの得意先へ請求書を送付する方法を選んでください。
この得意先を非課税扱いにする
この得意先との取引には課税しない場合はここにチェックを入れます。
支払い条件：
支払条件を選択します。請求書の作成時に表示するようデフォルトで設定されていま
す。
営業担当者：
これは営業担当者の名前です。請求書の作成時に選択できるようデフォルトで設定さ
れています。
得意先メモ：
この欄に入力した情報は社内でのみ使われ、請求書類等には印刷されません。特定の
得意先との取引履歴や、特記事項などを社内で共有するためなどにお使いください。
得意先グループ：
この得意先が所属するグループを選択します。得意先グループ欄の右にあるボタンを
使って、得意先グループを管理します。
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各画面について - 得意先 ~ 情報
繰越残高：
顧客の期首残高は、未払い残高を計算するための開始金額として使用されます。
残高：
得意先の現時点での残高です。
最も古い締切日：
一番古い請求書の支払期日です。
前回の請求書：
これは、得意先宛に作成した、最新の請求書の日付です。
請求書
請求書を検索
このボタンをクリックして、この顧客に属するすべての請求書を検索します。
これは、顧客に属する請求書のリストです。請求書を表示するには、請求書をダブル
クリックします。
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各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
クイック スタート: ビジネスの詳細
クイック スタート 
ウィザードは、高速アカウントが最初にインストールされたとき、および新しいビジ
ネスがセットアップされたときに実行されます。
会社名：
事業名を入力します。
番地：
事業の住所を入力します。
連絡先詳細：
請求書、報告書およびその他の文書に表示する問い合わせ先詳細を入力します。電話
番号、Fax、電子メールアドレスなどです。
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各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
クイック スタート: 勘定科目表
デフォルトの勘定科目一覧表を使う。
新しく勘定科目の一覧を作成する際はこのオプションを選択することをお勧めします
。Express 
Accountsにデフォルトとして設定されている勘定科目は、一般的な企業会計に必要な
科目を全て含んでおり、必要に応じて勘定の変更や追加を行うこともできます。
当座預金残高：
当座預金勘定の繰越残高を入力します。
クレジットカード残高：
クレジットカードの繰越残高を入力します。
独自の新規勘定科目一覧表を作成する。
独自の勘定番号等を使って独自の勘定科目一覧を作成する場合は、このオプションを
使います。設定に時間が掛かりますが、既に確立した経理システムをお使いで、この
システムに合わせた勘定科目一覧をお使いになりたい場合などに最適なオプションで
す。
主要業務から勘定科目表をインポートする
このオプションを使用して、主要事業のエクスプレス・アカウントに既に入力されて
いる勘定科目表をコピーします。

325



各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
クイック スタート: ビジネスタイプ
ビジネスに最も適したラジオ 
ボタンを選択します。これは請求書のラベルにのみ影響し、後でビジネスセクション
のオプションまたは請求書の名称 クリックします 請求書セクションのオプション。 
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各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
Express 
Accountsのクイックスタートウィザード
[地域の設定] 
ウィンドウでは、地域固有のシンボル、測定単位、およびビジネスのその他の形式を
選択できます。
通貨記号（￥記号は全角で入力）：
￥記号などの通貨記号です。￥記号は全角で入力してください。
通貨名：
事業所在地で使われている通貨の名称です。例えば日本であれば円、アメリカであれ
ばドルです。
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各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
クイックスタート：州を選択します（カナダのみ
）
州を選択する（カナダのみ）：
事業の所在地（州）を入力します（カナダは州ごとに異なる税率が存在するため、こ
こで州を選択してください）。
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各画面について - Express 
Accountsのクイックスタートウィザード ~ 
クイックスタート：国を選択する
国を選択する：
事業の居住国を選択します。
州を選択する（カナダのみ）：
事業の所在地（州）を入力します（カナダは州ごとに異なる税率が存在するため、こ
こで州を選択してください）。
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各画面について - Express 
AccountsWebアクセスウィザード ~ 
Webアクセスを設定
今すぐWebアクセスを設定しますか？
ローカルネットワーク/インターネットからのリモートアクセスを設定します。
Webアクセスの設定方法についてご説明します。
リモートアクセスを行いません。
Webアクセスの設定を中止します。
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各画面について - Express 
AccountsWebアクセスウィザード ~ 
Webアクセスのユーザーアカウント
Webアカウント
表示用ニックネーム：
ユーザー名を入力します。ここに入力したユーザー名が各所に表示されます。
電子メールアドレス：
ユーザーの識別に使用します。アカウント名にはユーザーの電子メールをお使いくだ
さい。Webインターフェイスへのログイン時、またパスワードの再発行時に、このメ
ールアドレスが必要になります。
パスワード：
このユーザーのパスワードを入力します。パスワードはWebインターフェイスへログ
インする際に必要になります。
パスワードを再入力：
このユーザーのパスワードを確認するために再度入力します。
アカウントを有効にする
このオプションにチェックマークを入れてアカウントを有効にします。有効にすると
、ユーザーはWebインターフェイスにアクセスできるようになります。
ユーザー権限
管理者
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは他のユーザーの基本設定
を変更したり取引の追加/編集/削除を行うことができます。
ユーザー
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは、取引の追加/編集/削除
を行うことができます。
閲覧のみ
このオプションをチェックすることにより、このユーザーは取引を表示することがで
きますが、取引の追加/編集/削除を行うことはできません。
団体
これは、ユーザーがアクセスすることのできる事業の一覧です。管理者権限のユーザ
ーは全ての事業にアクセスできるように設定されています。
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各画面について - Express 
AccountsWebアクセスウィザード ~ 
Webアクセスのタイプを選択する
ローカルアクセス - ローカルネットワーク内からデータにアクセス。
インターネット経由の遠隔地からではなく、同じネットワークから高速アカウントに
のみアクセスする場合は、このオプションを選択します。このオプションにアクセス
するためにブラウザExpress Accounts using使用するわけではありません。
パブリックアクセス - Webブラウザを使ってどこからでもデータにアクセス。
ネットワーク外の離れた場所にあるコンピュータ等からExpress 
Accountsにアクセスする場合はこのオプションを選択します。
クラウドアクセス - 処理速度は落ちるが、簡単にパブリックアクセスが可能。
パブリックアクセスの設定に問題がある場合はこのオプションを選択します。クラウ
ドアクセスは処理速度が比較的遅いですが、設定が非常に簡単です。
アクセス状況
アクセス状況には、接続タイプに関連するエラーの表示や、Webアクセスの設定が正
しく行われていることの通知などが表示されます。エラーが表示された際は、問題解
決のヒントも一緒に表示されているはずです。システムの設定に関する詳細は、ご自
身のネットワーク管理者までお問い合わせください。
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各画面について - 新規予算作成用ウィザード ~ 
新規予算を作成
日付：
予算を作成する日付を入力します。
予算のタイプを選択
貸借対照表（期末残高）
貸借対照表タイプの予算は最終残高に注目します。
損益計算書（年間を通した動き全般）
損益計算書方式の予算は年間を通したお金の流れを見ます。
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