財務応援 Ai 手形管理－電子債権の達人 データ移行手順

財務応援 Ai 手形管理－電子債権の達人

データ移行手順書
財務応援 Ai 企業会計、財務応援 Ai 手形管理に登録されているマスター情報や手形データをユニオン
ソフト社の「電子債権の達人」に移行する手順をご説明いたします。
※電子債権の達人の動作環境、セットアップ手順、操作手順の詳細については、電子債権の達人の
マニュアルをご参照ください。本書では、簡単な操作手順のみ記載しています。
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コンバートの対象となるデータ
財務応援 Ai 企業会計 部門マスター、勘定科目マスター、補助科目マスター、摘要マスター
財務応援 Ai 手形管理 取引先マスター、支払手形データ、受取手形データ

データ移行ツールの動作環境
データ移行ツールの動作環境は財務応援 Ai 手形管理の動作環境と同様です。データ移行ツールを使用
する環境には、財務応援 Ai 企業会計、財務応援 Ai 手形管理がセットアップされている必要がありま
す。
※リモートデスクトップ接続で処理することはできません。

財務応援 Ai 手形管理：事前準備
データ移行後は、ユニオンソフト社「電子債権の達人」で手形管理を運用することを想定しています。
・手形データを電子債権の達人に移行する前に、財務応援 Ai 手形管理の財務仕訳未転送の仕訳につ
いては、転送を完了しておいてください。財務応援 Ai 手形管理で決済済みのデータを電子債権の
達人に移行しない場合は、財務仕訳転送後に、［手形データ削除］を実行してください。
・電子債権の達人では、手形№の未入力および重複は受入不可となります財務応援 Ai 手形管理の手
形データを移行する前に手形№を確認してください。
・財務応援 Ai 手形管理の「取引先設定・一覧表」で、取引先区分（得意先／仕入先）が異なる同一
コードの取引先が存在している場合、受取手形／支払手形で共通の取引先として、電子債権の達
人に取り込みます。このとき、名称は仕入先の名称を優先します。
得意先／仕入先を別々に取り込みたい場合は、データ移行ツールで処理する前に財務応援 Ai 手形
管理の［取引先設定・一覧表］で得意先を別のコードに変更してください。
・財務応援 Ai 手形管理の「銀行設定・一覧表」で、全銀協コードと異なる銀行コード・支店コード
を設定している場合は、あらかじめ、全銀協のコード（支店コードは全銀協の銀行コード＋支店
コード）に変更しておいてください。
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電子債権の達人：事前準備
電子債権の達人で行う事前準備について説明します。


会社データの作成

電子債権の達人を起動し、財務応援 Ai 手形管理
で使用していた会社データを新規作成します。

会社データを作成すると、引き続き会社情報登録画面が表示されます。

注意



◆ 財務応援 Ai 企業会計や財務応援 Ai 手形管理のバックアップデータをもとに、電子債権の達人の
会社データを作成することはできません。

会社情報登録

会社情報登録画面で必要な情報を登録します。
Point
財務応援 Ai 手形管理から移行するため、以下の内容は必ず設定してください。
［コード表示設定］タブ
桁数設定
取引先コード
部門コード
勘定科目コード

「6」に変更してください。

補助科目コード
摘要コード
摘要文字数

「40」に変更してください。

表示タイプ設定
勘定科目コード

「前に０を付けない」に変更し

補助科目コード

てください。

※桁数設定は財務応援 Ai の最大桁数を記載しています。それよりも最大桁が少ない場合は変更して
いただいても問題ありません。

-3-

財務応援 Ai 手形管理－電子債権の達人 データ移行手順
［財務会計］タブ

仕訳出力レイアウト

エプソン財務会計システム

「コードの前０を消去して仕
コード出力設定

訳テキストを出力する」にチェ
ックを付けます。

［財務会計］タブ→［システム設定］→［手形］タブ
受手仕訳伝票作成指定

裏書仕訳伝票作成指定
「作成する」に変更します。
割引仕訳伝票作成指定

支手仕訳伝票作成指定

設定が完了したら、システム設定画面で［適用］をクリックしてください。
［財務会計］タブ→［仕訳伝票設定］
明細表示設定

部門表示有無

摘要表示有無

「表示する」に変更します。

「1 明細単位」になっているこ
とを確認します。

設定が完了したら、［適用］をクリックしてください。会社情報登録画面で［登録］をクリックして
ください。
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・ 会社情報登録画面は［総合］→［導入処理］→［１．会社情報登録］→［１．会社情報登録］で
も起動できます。

メモ

財務応援 Ai 企業会計：マスター出力
財務応援 Ai 企業会計から、電子債権の達人移行用の部門マスター・勘定科目マスター・補助科目マ
スター・摘要マスターを出力します。

注意

◆ 財務応援 Ai で登録されているコードが数値で「1」「01」「001」「0001」等を分けて使用し
ている場合、電子債権の達人では同じコードとみなされます。
その場合は、マスター情報を出力する前にコードの見直しが必要です。

操 作

11

財務応援 Ai 企業会計で、電子債権の達人に移行する会社データを起動します。

22

［設定（その他）］→［外部データ出力］を選択します。
外部データ出力画面が表示されます。

33

画面上部の［1.オプション］→［2.開く］を選択します。
ファイルを開く画面が表示されます。

44

ファイルの場所を選択して、ダウンロー
ドした「電子債権の達人連動用.gpo」を
選択します。
［開く］をクリックします。

55

［参照］をクリックして、出力先のフォ
ルダーを指定します。
「部門情報」「主科目情報」「補助科目
情報」「摘要語句」にチェックがあるこ
とを確認して［処理開始］をクリックし
ます。
※ 「摘要語句」は［設定（科目等）→
［摘要語句設定］に登録されている
すべての摘要コード、摘要名称が対
象です。移行する必要がない場合は
チェックを外してください。

66

外部データ出力画面を右上の「×」で閉じます。

77

財務応援 Ai 企業会計を終了します。
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電子債権の達人：マスター登録


マスター情報の受入
財務応援 Ai 企業会計から出力したマスター類を電子債権の達人に受け入れます。
操 作

11

電子債権の達人で移行する会社データを起動します。

22

［総合］→［随時処理］→［マスターデ
ータ受入］→［部門インポート］を選択
します。

33

部門インポート画面が表示されます。
［参照］をクリックして、財務応援 Ai
企業会計から出力したファイルのうち、
「BUMON.csv」を選択します。
［読み込み］をクリックします。
※ 明細部門のみが移行対象です。

44

部門マスターの一覧が表示されます。
［データチェック］をクリックします。
「全て選択」にチェックを付けます。
［登録］をクリックします。

55

部門インポート画面を［閉じる］で閉じます。
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66

同様にその他のマスター類も受入します。
［総合］→［随時処理］→［マスターデータ受入］→［科目インポート］→［勘定科目インポート］
⇒「MKAMOKU.CSV」
［総合］→［随時処理］→［マスターデータ受入］→［科目インポート］→［補助科目インポート］
⇒「SKAMOKU.CSV」
［総合］→［随時処理］→［マスターデータ受入］→［摘要インポート］
⇒「TEKIYO.CSV」

メモ



・ 財務応援 Ai 企業会計から出力したマスター情報を受入せず、手作業でマスターを設定する場合は、
次の機能から設定してください。
操作手順の詳細は電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。
・［総合］→［導入処理］→［部門登録］
・［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［勘定科目登録］
・［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［補助科目登録］
・［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［摘要登録］

会社情報登録

マスター類の受入（登録）が完了したら、会社情報登録画面で必要な情報を登録します。
［総合］→［導入処理］→［１．会社情報登録］→［１．会社情報登録］を選択します。
［財務会計］タブ

諸口科目コード１

「999

諸口」を設定します。

諸口科目コード２
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［財務会計］タブ→［定型仕訳］
電子債権の達人の手形処理で使用する科目を設定します。
操 作

11

会社情報登録画面で［財務会計］タブを
選択します。
［定型仕訳］をクリックします。

22

定型仕訳科目登録画面が表示されます。
「取引種別：受取手形」「てん末：受領」
が選択されていることを確認します。
［新規］をクリックします。

33

定型仕訳画面が表示されます。
取引種別、てん末別に標準の仕訳を設定
します。
標準の仕訳例は次の通りです。
お客様の科目設定にあわせて対応願い
ます。

取引種別

てん末

（借方）勘定科目

（借方）補助科目

受取手形

受領

161 受取手形

162 売掛金

支払手形

振出

302 買掛金

301 支払手形
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（貸方）勘定科目

（貸方）補助科目
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※ 補助科目は取引先や銀行が設定されるため、定型仕訳画面では設定する必要はありません。
裏書は［総合］→［導入処理］→［１．会社情報登録］→［１．会社情報登録］→［システム設定］の選
択によって異なります。設定の詳細は電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。
設定が完了したら［登録］をクリックします。

44

定型仕訳科目登録画面に戻ります。
取引種別・てん末ごと仕訳を登録してく
ださい。
登録が完了したら［閉じる］をクリック
します。

設定が完了したら、会社情報登録画面で［登録］をクリックしてください。


銀行本支店

支払手形、割引手形、受取手形の取立決済時の入金処理で使用する補助科目として、銀行の設定を行
います。
操 作

11

［総合］→［導入処理］→［銀行登録］
→［銀行本支店仕訳科目登録］を選択し
ます。

22

銀行本支店仕訳科目登録画面が表示さ
れます。
「取引種別：受取手形」「てん末：決済」
が選択されていることを確認します。
銀行欄に使用する銀行のコード（全銀協
コード）を入力します。銀行名が表示さ
れます。
※ 直接銀行支店コード（全銀協コード）
を入力しても処理できます。
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33

［表示］をクリックして、銀行支店を選
択します。
登録する銀行支店を選択して［編集］を
クリックします。

44

定型仕訳画面が表示されます。
選択した取引種別、てん末の仕訳を入力
します。
「取引種別：受取手形」「てん末：決済」
の場合は、借方の勘定科目と補助科目
（銀行）を設定します。
［登録］をクリックします。

55

支店行に仕訳が表示されます。
同一の銀行で別の銀行支店の補助科目
がある場合は、同様に仕訳を登録しま
す。
全ての銀行支店の登録が完了したら［キ
ャンセル］をクリックします。

66

別の銀行で補助科目を設定する必要がある場合は、同様に登録します。

77

別の取引種別、てん末でも、同様に登録します。
標準の仕訳例は次の通りです。お客様の科目設定・補助科目設定にあわせて対応願います。
取引種別

てん末

（借方）勘定科目

受取手形

決済

111 当座預金

支払手形

決済

定型仕訳借方科目

（借方）補助科目
該当の補助コード

（貸方）勘定科目

（貸方）補助科目

定型仕訳借方科目
111 当座預金

該当の補助コード

※ 割引は［総合］→［導入処理］→［１．会社情報登録］→［１．会社情報登録］→［システム設定］の選
択によって異なります。設定の詳細は電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。
設定が完了したら［閉じる］をクリックします。
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科目別入力項目設定

部門設定している場合は、勘定科目別に部門を入力するかどうかの設定を行います。
操 作

11

［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設
定］→［勘定科目登録］を選択します。

22

勘定科目登録画面が表示されます。
［入力項目設定］をクリックします。

33

科目別入力項目設定画面が表示されま
す。入力有無設定欄で、部門を使用しな
い科目を選択し、「選択範囲のチェック
を外す」にチェックを付けます。
[登録]をクリックします。

44

設定が完了したら［閉じる］をクリックします。
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財務応援 Ai 手形管理：取引先情報・手形データの出力
データ移行ツールを使用して、財務応援 Ai 手形管理の取引先情報を出力します。
処理をする前に、財務応援 Ai を使用している全ての環境で、財務応援 Ai 支払管理・入金管理・手形
管理が終了していることを確認してください。

注意

◆ 手形データを電子債権の達人に移行する前に、財務仕訳未転送の仕訳については、転送を完了し
ておいてください。
◆ 手形データで決済済みのデータを電子債権の達人に移行しない場合は、財務仕訳転送後に、［手
形データ削除］を実行してください。
◆ 電子債権の達人では、手形№の未入力および重複は受入不可となります手形データを移行する前
に手形№を確認してください。（決済済みの手形は、システムで設定し直しができません。移行
用に出力したテキストファイルの値を直接修正する必要があります。項目行の最初の項目が手形
No.です。）
◆ 財務応援 Ai 手形管理の「取引先設定・一覧表」で、取引先区分（得意先／仕入先）が異なる同一
コードの取引先が存在している場合、受取手形／支払手形で共通の取引先として、電子債権の達
人に取り込みます。このとき、名称は仕入先の名称を優先します。
得意先／仕入先を別々に取り込みたい場合は、データ移行ツールで処理する前に財務応援 Ai 手形
管理の［取引先設定・一覧表］で得意先を別のコードに変更してください。
移行用ファイル作成後、財務応援 Ai 企業会計－財務応援 Ai 手形管理の処理を継続して行う場合
は、得意先のコードをもとに戻しておいてください。
◆ 財務応援 Ai 手形管理の「銀行設定・一覧表」で、全銀協コードと異なる銀行コード・支店コード
を設定している場合は、あらかじめ、全銀協のコード（支店コードは全銀協の銀行コード＋支店
コード）に変更しておいてください。
◆ 手形データは遷移変化した全ての顛末が出力対象です。
・顛末「不渡」を含む手形は遷移変化を含め全て出力対象外です。
・「受入」→「裏書（割引）」→「買戻」の遷移変化の場合、「裏書（割引）」「買戻」分は
出力対象外です。
・「受入」→「取立」→「回収」の遷移変化の場合、「取立」「回収」分は出力対象外です。

操 作

11

ダウンロードした AiOptCnv.exe をダ
ブルクリックします。
※ ユーザーアカウント制御」画面が表
示されたら、［続行］または［はい］
を選択します。
会社選択：データ移行ツール画面が表示
されます。
移行する会社を選択して［OK］をクリ
ックします。
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22

データ移行：テキスト出力画面が表示さ
れます。
移行対象システムの選択で「手形管理」
を選択します。
※ ファイルの出力先の初期値は、
「C\EPSON￥KAIKEI\Ai_option
￥Tegata￥WORK」です。
必要に応じて［変更］をクリックし
て変更してください。
［実行］をクリックします。

33

右の確認メッセージが表示されます。
内容を確認して［OK］をクリックしま
す。
取引先情報、受取手形、支払手形が出力
対象です。

44

会社選択：データ移行ツール画面が表示されます。［終了］をクリックします。
※ データ移行：テキスト出力画面で指定した出力先フォルダーに「CONVDATA」フォルダーが作成され
ます。以下のファイルが登録されます。
・ 取引先(21 形式).txt
・ 受取手形(全項目).txt
・ 支払手形(全項目).txt

- 13 -

財務応援 Ai 手形管理－電子債権の達人 データ移行手順

電子債権の達人：取引先情報・手形データの受入


取引先情報の受入
財務応援 Ai 手形管理から出力した取引先情報を電子債権の達人に受け入れます。
操 作

11

電子債権の達人で移行する会社データを起動します。

22

［総合］→［随時処理］→［マスターデ
ータ受入］→［取引先インポート］を選
択します。

33

取引先インポート画面が表示されます。
受入データ形式：21 形式を選択します。
［参照］をクリックして、財務応援 Ai
企業会計から出力したファイルのうち、
「取引先(21 形式).txt」を選択します。
［読込］をクリックします。

44

取引先情報の一覧が表示されます。
［実行］をクリックします。
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55

結果表示を確認します。
［受入］をクリックします。

66
メモ



取引先インポート画面を［閉じる］で閉じます。

・ 財務応援 Ai 手形管理から出力した取引先情報を受入せず、手作業で取引先を設定する場合は、次
の機能から設定してください。
操作手順の詳細は電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。
・［総合］→［導入処理］→［取引先登録］→［取引先基本情報登録］

取引先仕訳科目登録

買掛金、売掛金、受取手形で使用する補助科目として、取引先の設定を行います。
操 作

11

［総合］→［導入処理］→［取引先登録］
→［取引先仕訳科目登録］を選択します。

22

取引先仕訳科目登録画面が表示されま
す。
「取引種別：受取手形」「てん末：受領」
が選択されていることを確認します。
取引先（得意先）のコードを入力します。
取引先名が表示されます。
［表示］をクリックします。
［編集］をクリックします。
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33

定型仕訳画面が表示されます。
選択した取引種別、てん末の仕訳を入力
します。
「取引種別：受取手形」「てん末：受領」
の場合は、借方と貸方の補助科目（取引
先）を設定します。
［登録］をクリックします。

44

取引先行に仕訳が表示されます。
［キャンセル］をクリックします。

55

別の取引先で補助科目を設定する必要がある場合は、同様に登録します。

66

別の取引種別、てん末でも、同様に登録します。
標準の仕訳例は次の通りです。お客様の科目設定・補助科目設定にあわせて対応願います。
※ 受取手形の補助科目に「取引先」、支払手形の補助科目に「銀行」を設定している場合を想定しています。
取引種別

てん末

（借方）勘定科目

（借方）補助科目

（貸方）勘定科目

受取手形

受領

定型仕訳の設定

該当の補助コード

定型仕訳の設定

支払手形

振出

定型仕訳の設定

該当の補助コード

定型仕訳の設定

（貸方）補助科目
該当の補助コード

※ 裏書は［総合］→［導入処理］→［１．会社情報登録］→［１．会社情報登録］→［システム設定］の選
択によって異なります。設定の詳細は電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。
設定が完了したら［閉じる］をクリックします。
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手形データの受入

財務応援 Ai 手形管理から出力した受取手形・支払手形データを電子債権の達人に受け入れます。
操 作

11

［総合］→［随時処理］→［データ受入］
→［データインポート］を選択します。

22

データインポート画面が表示されます。
形式種別：受取手形
受取形式：0000 受取手形（全項目）
仕訳設定：作成しない
を選択します。
［参照］をクリックして、財務応援 Ai
企業会計から出力したファイルのうち、
「受取手形(全項目).txt」を選択します。
［読込］をクリックします。
※ 支払手形の受入時は、次の項目を選
択します。
形式種別：支払手形
受取形式：0000 支払手形（全項目）
受取ファイル名：支払手形(全項目).txt

33

受入対象の手形の一覧が表示されます。
［実行］をクリックします。
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44

状態を確認します。
［受入］をクリックします。

55

状態が「受入済み」になったことを確認して、データインポート画面を［キャンセル］します。
引き続き、支払手形を受け入れます。受入が完了したらデータインポート画面を［閉じる］で閉じます。

注意

◆ 財務応援 Ai 手形管理の顛末の遷移状態によって、正しく取り込めない場合があります。
◎エラーになるケース
受取手形：受入→担保差入→決済
受取手形：受入→担保差入→回収→取立
◎てん末が「回収」になるケース
支払手形：振出→回収→決済
◆ 財務応援 Ai 手形管理：受取手形の「支払場所」は電子債権の達人の「振出銀行」に移行されます
が、「支払場所」には文字情報しかないため、正しく判定できないときは、「振出銀行：０００
１みずほ銀行」、「本支店：999 支払場所 指定なし」として受入されます。
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電子債権の達人：手形処理
以後、手形の処理は電子債権の達人で行います。
操作手順の詳細は、電子債権の達人のマニュアルをご参照ください。

◆ 財務応援 Ai 支払管理・入金管理で作成された支払手形の振出データや受取手形の受入データを自
動で取り込む機能は、電子債権の達人にはありません。手動で手形の登録が必要です。
◆ 電子債権の達人では、手形の仕訳は、顛末変更分からを作成するようにしてください。
（財務応援 Ai 手形管理で財務仕訳転送済みの顛末を、電子債権の達人の手形の入力処理で確認す
る場合は、仕訳伝票画面で［保存］をクリックと仕訳が作成されてしまいますので注意してくだ
さい。）

注意

運用概要
財務応援 Ai

電子債権の達人

受取手形
受取手形入力

［手形］→［日常業務］→［受取手形］→［受取手形入力］

受取手形取込み

電子債権の達人に入金管理で処理した手形を取込む機能はありません。

手形データ削除

［総合］→［データ管理］→［会社データ保守］

各種帳表作成

P26 以降の機能比較表、帳表比較表をご参照ください。

支払手形
支払手形入力

［手形］→［日常業務］→［支払手形］→［支払手形入力］

支払手形取込

電子債権の達人に支払管理で処理した手形を取込む機能はありません。

手形データ削除

［総合］→［データ管理］→［会社データ保守］

各種帳表作成

P26 以降の機能比較表、帳表比較表をご参照ください。

データ作成・設定
財務仕訳設定

［総合］→［導入処理］→［会社情報登録］→［会社情報登録］→［財務会計］タブ→
［システム設定］

財務仕訳作成

［総合］→［連動処理］→［仕訳作成］

財務仕訳入力

［総合］→［連動処理］→［仕訳作成］（新規作成、削除はできません。）

財務仕訳転送

財務仕訳を自動転送する機能はありません。
P22 以降に記載のある通り、電子債権の達人で出力した仕訳データを財務応援 Ai の伝
票データ取込で取り込む運用となります。

マスタ情報取込み

電子債権の達人にマスター情報を取込む機能はありません。
P6 のマスター情報の受入機能で追加することができますが、2、3 件の追加・変更な
らば、直接、電子債権の達人で登録することをおすすめします。

連動科目設定

［総合］→［導入処理］→［会社情報登録］→［会社情報登録］→［財務会計］タブ→
［定型仕訳］
［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［勘定科目登録］
［総合］→［導入処理］→［銀行登録］→［銀行本支店仕訳科目登録］

銀行設定・一覧表

［総合］→［導入処理］→［銀行登録］→［銀行本支店登録］

取引銀行設定・一覧表

［総合］→［導入処理］→［銀行登録］→［会社銀行登録］

取引先設定・一覧表

［総合］→［導入処理］→［取引先登録］→［取引先基本情報登録］
［総合］→［導入処理］→［取引先登録］→［取引先サイト登録］
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■受取手形入力
財務応援 Ai

［受取手形処理］→［受取手形入力］

電子債権の達人

［手形］→［日常業務］→［受取手形］→［受取手形入力］
※登録済みの受取手形を修正する場合は、［手形］→［日常業務］
→［受取手形］→［受取手形入力］起動後の画面で［検索］して
ください。

財務応援 Ai
顛末
処理日

電子債権の達人

得意先
管理番号
手形 No.
種類
振出日
期日（サイト）

画面上部青色項目
入金日
取立依頼
裏書譲渡
割引
返却
振出人
－
手形番号
手形種類
振出日
記載期日／サイト

決済日

期日

金額
取引銀行

裏書先
備考

振出額
取立依頼
割引
－
振出銀行
本支店
裏書譲渡
備考

仕訳

［仕訳入力］

振出人
支払場所

備考
画面下部のファンクションキーにより操作
顛末「受入（手許）」の場合、処理日を設定
顛末「取立」の場合、処理日を設定
顛末「裏書」の場合、処理日を設定
顛末「割引」の場合、処理日を設定
顛末「返還（返却）」の場合、処理日を設定
ファンクションキーにより［検索］［マスタ登録］可能
電子債権の達人では管理番号はありません。
電子債権の達人では必須入力
約束手形／為替手形
サイトを入力すると、期日が自動設定されます。
※サイトは、［総合］→［導入］→［取引先登録］→［取引先サイト登録］により、
取引先ごと登録しておくことができます。
サイトを入力すると、決済日が自動設定されます。
※［総合］→［導入］→［会社情報登録］→［休日登録］で銀行休日を登録するこ
とにより、各債権の記載期日が銀行休日の場合、期日（決済日）に翌営業日を自
動的に表示します。
顛末「取立」の場合に設定
顛末「割引」の場合に設定
電子債権の達人では受入時、必須入力
電子債権の達人では受入時、必須入力
顛末「裏書」の場合に設定
［総合］→［導入］→［備考登録］で登録しておくことができます。
自由入力時はコード：999 を使用します。
［仕訳入力］ボタンクリックで入力
※基本の仕訳は、顛末ごと登録しておきます。
［総合］→［導入処理］→［会社情報登録］→［会社情報登録］→［財務会計］
タブ→［定型仕訳］（P8 参照）
［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［勘定科目登録］（P11 参照）
［総合］→［導入処理］→［銀行登録］→［銀行本支店仕訳科目登録］（P9 参
照）
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■支払手形入力
財務応援 Ai

電子債権の達人

［支払手形処理］→［支払手形入力］

［手形］→［日常業務］→［支払手形］→［支払手形入力］
※登録済みの支払手形を修正する場合は、［手形］→［日常業務］
→［支払手形］→［支払手形入力］起動後の画面で［検索］して
ください。
財務応援 Ai

電子債権の達人

顛末

画面上部青色項目

処理日
仕入先
管理番号
手形 No.
種類
振出日
期日（サイト）

支払日
返却
振出先
－
手形番号
手形種類
振出日
支払期日／サイト

決済日

期日

金額
取引銀行
備考

振出額
振出銀行
備考

仕訳

［仕訳入力］

備考
顛末「振出」の場合、画面下部のファンクションキーにより［返却］可能
決済処理は、［手形］→［日常業務］→［支払手形］→［支払手形決済指示］で行
う。
顛末「振出」の場合、処理日を設定
顛末「回収（返却）」の場合、処理日を設定
ファンクションキーにより［検索］［マスタ登録］可能
電子債権の達人では管理番号はありません。
電子債権の達人では必須入力
約束手形／為替手形
サイトを入力すると、期日が自動設定されます。
※サイトは、［総合］→［導入］→［取引先登録］→［取引先サイト登録］により、
取引先ごと登録しておくことができます。
サイトを入力すると、決済日が自動設定されます。
※［総合］→［導入］→［会社情報登録］→［休日登録］で銀行休日を登録するこ
とにより、各債権の記載期日が銀行休日の場合、期日（決済日）に翌営業日を自
動的に表示します。

［総合］→［導入］→［備考登録］で登録しておくことができます。
自由入力時はコード：999 を使用します。
［仕訳入力］ボタンクリックで入力
※基本の仕訳は、顛末ごと登録しておきます。
［総合］→［導入処理］→［会社情報登録］→［会社情報登録］→［財務会計］
タブ→［定型仕訳］（P8 参照）
［総合］→［導入処理］→［仕訳伝票設定］→［勘定科目登録］（P11 参照）
［総合］→［導入処理］→［銀行登録］→［銀行本支店仕訳科目登録］（P9 参
照）

※その他の機能については、P26 以降の機能比較表、帳表比較表をご参照ください。
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電子債権の達人：仕訳データ作成
財務応援 Ai 企業会計に仕訳データを受け入れる場合は、以下の手順で仕訳テキストファイルを作成し
ます。

注意

◆ 電子債権の達人で作成した仕訳データを財務応援 Ai 企業会計に自動で仕訳転送する機能は、電子
債権の達人にはありません。出力したファイルを財務応援 Ai 企業会計の［伝票データ取込］機能
で取り込む必要があります。

操 作

11

［総合］→［連動処理］→［仕訳作成］
を選択します。

22

仕訳作成－検索条件画面が表示されま
す。検索条件を設定して［検索］をクリ
ックします。
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33

仕訳作成画面が表示されます。「作成指
示」欄で出力対象の仕訳にチェックを付
けます。（［全て選択］をクリックする
と、全の仕訳データにチェックが付きま
す。）
出力先ファイル名で［参照］をクリック
して仕訳データファイルの保存先を指
定します。
［実行］をクリックします。

44

仕訳データの作成が完了したら仕訳作成画面を［閉じる］で閉じます。
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財務応援 Ai 企業会計：伝票データ取込
電子債権の達人で出力した仕訳データは財務応援 Ai 企業会計の伝票データ取込で取り込みます。
操 作

11

財務応援 Ai 企業会計で、仕訳データを取り込む会社データを起動します。

22

［設定（その他）］→［環境設定（伝票作成）］を選択します。（初回のみ設定）
環境設定（伝票作成）画面が表示されます。

33

外部伝票データ取り込み用ディレクト
リに、電子債権の達人で作成した仕訳フ
ァイルの保存先を入力します。
※ ディレクトリを設定したら、最後に
必ず［Enter］をクリックしてくださ
い。
画面右上の「×」で画面を閉じます。

44

［月次業務］→［伝票データ取り込み］
を選択します。
処理条件指定画面が表示されます。
外部伝票データ取り込み用ディレクト
リに、環境設定（伝票作成）で指定した
仕訳ファイルの保存先が表示されてい
ることを確認します。
［参照］をクリックします。

55

ファイルを開く画面が表示されます。
ファイル名から取り込む仕訳データフ
ァイルを選択してください。
［OK］をクリックします。
※ 右側のフォルダー欄は変更しないで
ください。
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66

処理条件指定画面に戻ります。
エラーの通知方法を選択します。
伝票番号付番方法は「付番し直し」を選
択します。
［処理開始］をクリックします。

77

処理結果画面が表示されます。
内容を確認して［OK］をクリックして
ください。
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財務応援 Ai－電子債権の達人：機能比較表
No.

財務応援 Ai 手形管理

電子債権の達人

差異

1

会社登録

会社データ作成

2

会社選択

会社データ選択

3

会社削除

会社データ作成

パスワードの有無に関わらず削除できます。

4

マスタ情報取込み

取引先インポート

会計システムからの取込みはできません。ｃ
ｓｖ形式、カンマ区切りテキスト形式のファ
イルの読み込み可。

5

会社情報設定

会社情報登録

銀行休業日の処理は当日または翌営業日のみ
です。

6

連動科目設定

会社情報登録-定型仕訳登録

勘定科目と補助科目を登録後に仕訳パターン
を登録します。

勘定科目登録

新規に会社データを作成します。

全銀コードは納入時に登録されています。統
廃合は手修正または更新プログラム（保守特
典）により変更可能です。

7

銀行設定・一覧表

銀行本支店登録

8

取引銀行設定・一覧表

会社銀行登録

9

取引先設定・一覧表

取引先基本情報登録取引先サ
イト登録

会計システムからの取込みはできません。ｃ
ｓｖ形式、カンマ区切りテキスト形式のファ
イルの読み込み可。

受取手形入力

受取手形入力

「電子債権の達人」は入力メニューとてん末
異動の一括指示メニューが分割引・裏書の一
括指示も可能です。 てん末「更改」「返還」
「買戻」はありません。

10

受取手形取立依頼一括指示
受取手形割引依頼一括指示
受取手形裏書譲渡一括指示
受取手形決済指示
11

受取手形取込み

データインポート

入金管理からの取込みはできません。ｃｓｖ
形式、カンマ区切りテキスト形式のファイル
の読み込み可。

12

受取手形テキストデータ作成

データエクスポート

出力条件で「得意先」「取引銀行」「手形種
類」は指定できません。内訳書・概況書顧問
へ連動できません。

13

受取手形記入帳

受取手形照会（受取手形明細
表）

入力画面の項目すべてを抽出条件とすること
ができます。

14

受取手形明細表

受取手形照会（受取手形明細
表）

入力画面の項目すべてを抽出条件とすること
ができます。計出力の指定はできません。

15

受取手形得意先別明細表

受取手形取引先明細書

抽出条件に「取引銀行」「てん末種別」は指
定できません。計出力の指定はできません。

16

受取手形銀行別明細表

期日銀行別受手決済集計表

抽出条件に「得意先」「取引銀行」「てん末
種別」は指定できません。計出力の指定およ
び明細の出力はできません。

17

受取手形予定表

受取手形取引先管理表

抽出条件に「取引銀行」は指定できません。
計出力の指定および明細の出力はできませ
ん。

18

受取手形得意先別合計表

取引先別受取手形一覧表

抽出条件に「取引銀行」「てん末種別」は指
定できません。計出力の指定はできません。

19

受取手形依頼書

受取手形取立・割引依頼書

担保差入の依頼書は作成できません。
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20

手形集計表

月別残高一覧表

抽出条件に「取引銀行」指定できません。集
計単位、明細の出力はできません。

21

支払手形入力

支払手形入力

入力済みデータのてん末ごと枚数は表示でき
ません。1 データごとの分割は可能。・分割
対象額の下限が設定可能・枚数指定および金
額指定分割は不可。ただし、画面で金額およ
び枚数の修正は可能。・端数処理指定はでき
ません。

支払手形分割一括指示

一括での分割が可能です。・分割対象額の下
限が設定可能・枚数指定および金額指定分割
は不可。・端数処理指定はできません。

支払手形決済指示
22

支払手形取込み

データインポート

入金管理からの取込みはできません。ｃｓｖ
形式、カンマ区切りテキスト形式のファイル
の読み込み可。

23

支払手形テキストデータ作成

データエクスポート

出力条件で「仕入先」「取引銀行」「手形種
類」は指定できません。内訳書・概況書顧問
へ連動できません。

24

支払手形記入帳

支払手形照会（支払手形明細
書）

入力画面の項目すべてを抽出条件とすること
ができます。

25

支払手形明細表

支払手形照会（支払手形明細
書）

入力画面の項目すべてを抽出条件とすること
ができます。計出力の指定はできません。

26

支払手形仕入先別明細表

支払手形取引先明細書

抽出条件に「取引銀行」「てん末種別」は指
定できません。計出力の指定はできません。

27

支払手形銀行別明細表

銀行別支手振出明細書

抽出条件に「仕入先」は指定できません。計
出力の指定はできません。

銀行別支手決済明細書
28

支払手形予定表

支払手形取引先管理表

仕入先別

銀行別支払手形決済集計表

取引銀行別

29

収入印紙税一覧表

印紙税集計表

30

手形集計表

月別残高一覧表

31

財務仕訳設定

会社情報登録－システム設定

てん末ごとの仕訳作成可否の設定が可能で
す。

32

財務仕訳作成

仕訳作成

伝票まとめの仕様が異なります。

33

財務仕訳入力

仕訳作成

仕訳の変更は可能。新規および削除は不可。

34

財務仕訳一覧表

仕訳作成

一覧表示および印刷が可能

35

財務仕訳転送

36

手形データ削除

会社データ保守

期日および登録日の指定して削除します。

37

パスワード設定

システムユーザー登録

会社データごとにパスワード使用有無の指定
はできません。パスワードはユーザーID ごと
に設定します。

転送不可
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財務応援 Ai－電子債権の達人：帳表比較表
No.

財務応援 Ai 手形管理

電子債権の達人

代替

備考

1

受取手形記入帳

受取手形明細書

○

電子債権の達人には、受入日、振出人、振出銀
行、期日、手形番号の記載があります。ただし、
てん末合計は出力できません。

2

受取手形明細表

受取手形明細書

○

電子債権の達人には、受入日、振出人、振出銀
行、期日、手形番号の記載があります。ただし、
日計、月計は出力できません。

受取手形取引先明細書

○

電子債権の達人の受取手形取引先明細書は得
意先ごとの日計金額・日計枚数があります。

取引先別受取手形一覧表

○

電子債権の達人の取引先別受取手形一覧表は
取引先ごとの合計、手形区分、期日があります。

3

受取手形得意先別明細表

4

受取手形銀行別明細表

期日別・銀行別受取手形決
済集計表

△

財務応援 Ai 手形管理には、銀行ごとの決済額
合計がありますが、電子債権の達人にはありま
せん。

5

受取手形予定表

受取手形取引先管理表

○

電子債権の達人では、取引先ごと、それぞれの
月で何枚発行し、金額はいくらなのかわかりま
す。

6

受取手形得意先別合計表

取引先別受取手形一覧表

△

電子債権の達人では、取立、裏書、決済など、
区分ごとにわかれているわけではないが、手形
区分は記載がされています。てん末指定および
てん末ごとの集計はできません。また、枚数集
計もありません。

7

支払手形記入帳

支払手形明細書

○

電子債権の達人では、期日、手形番号、振出先、
銀行、金額がわかります。ただし、てん末合計
は出力できません。

8

支払手形明細表

支払手形明細書

○

電子債権の達人では、期日、手形番号、振出先、
銀行、金額がわかります。ただし、てん末合計
は出力できません。

9

支払手形仕入先別明細表

支払手形取引先明細書

○

電子債権の達人では、仕入先ごとの期日、枚数、
金額がわかります。

銀行別支払手形振出明細書

○

電子債権の達人では、銀行ごとに振出先、金額、
枚数、合計がわかります。

銀行別支払手形決済明細書

○

10

支払手形銀行別明細表

11

期日別手形集計表

月別残高一覧表

△

12

支払手形仕入先別合計表

支払手形取引先管理表

△

支払手形取引先管理表

○

13

支払手形予定表
銀行別支払手形決済集計表

○

電子債権の達人では、取引先ごとに、枚数、金
額、合計がわかります。決済、未決済で一覧に
することもできます。

以上
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