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民商組織管理システム Ver.2005.4.0 追加機能 

 

民商組織管理システム Ver．2005.4.0 の追加機能について 

 

Ver.2005.4.0 追加機能一覧 

 

1. 15 日集金率表 

・ 15日が土曜日または日曜日だった場合、翌週の月曜日(16日)までを集計対象とするように変

更しました。 

 

2. 会費台帳 

・ [会費選択]に「6=指定会費」と「7=募金」を追加しました。 

・ 会費 2 および商工新聞代について、郵送料の加算機能を追加しました。 

・  [印刷条件]に「支部班」「集金者」別の範囲指定機能を追加しました。 

・ 会費台帳の CSV 出力機能を追加しました。 

 

3. 未集金リスト 

・ [会費選択]に「6=指定会費」と「7=募金」を追加しました。 

・ 会費 2 および商工新聞代について、郵送料の加算機能を追加しました。 

・ 滞納月の範囲指定機能を追加しました。 

・ 未集金リストの CSV 出力機能を追加しました。 

 

4. 会外読者台帳 

・ 元読者の CSV 出力機能を追加しました。 

 

5. 多機能消込 

・ 入金返済処理機能を追加しました。 

・ 入金伝票の CSV 出力機能を追加しました。 

 

6. 領収書(請求用)発行処理 

・ 請求データの CSV 出力機能を追加しました。 

 

7. 共済台帳 

・ 共済加入者を一覧表示したチェックリスト機能を追加しました。 

 

8. 総合現勢報告 

・ 月別の会員、会外読者、婦人部、青年部、共済会員増減リスト機能を追加しました。 

9. 家族マスタの宛名リスト印刷 

・ 家族マスタリストに各会員の生年月日が表示されるようになりました。 
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10. 会員・退会マスタ宛名印刷 

・ 会員マスタリスト A、B について、業種・入会理由・退会理由が表示されるようになりました。 

 

11. 前納入金消込 

・ 科目ごとの部分消込を可能にしました。 
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1. 15 日集金率表 

① 15 日が土曜日または日曜日だった場合、翌週の月曜日(16 日)までを集計対象とするように

変更しました。 

 

例. 2009 年 2 月は 15 日が日曜日のため、16 日集計となっている。 

 

 

2. 会費台帳 

①  [45.会費台帳] → [会費選択]欄に「6=指定会費」と「7=募金」が追加されました。 

 

 

例. [会費選択]欄で「6=指定会費」を選択し、出力。 

  → 指定会費のみの会費台帳が出力されます。 
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② 民商会費 2 と商工新聞代について、郵送料が指定されている場合、加算した金額が表示され

るようになりました。 

 

③ [会費選択]欄で「0=全体」を指定して出力した際、これまでは会費（会費＋会費 2）、商工新聞

代（会外）、婦人部費、青年部費、共済費に限定されていましたが、ver4.0 では、単価マスタ全

てに対応するようになりました。 

 

例. 会費（会費＋会費 2）、商工新聞代（会外）、婦人部費、青年部費、共済費に加えて支部費、

指定会費、郵送費を含めた金額が会費台帳に表示される。 
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④ [印刷条件]に「支部班」「集金者」別の範囲指定機能を追加しました。支部班、集金者をプル

ダウンメニューから指定すると、対象の支部班、集金者が設定されている会員のみ出力され

ます。 

  

 

⑤ 会費台帳の CSV 出力機能を追加しました。[CSV 出力]ボタンを押すと、会費台帳が CSV テキ

ストデータ形式で作成されます(ファイル名：会費台帳_xx_xxxxxxxx-xxxx.csv)。 
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◆ 会費台帳_xx_xxxxxxxx-xxxx.csv の出力項目 

会員コード ･･･会員コード 

氏名 ･･･氏名 

屋号 ･･･屋号 

ＴＥＬ ･･･ＴＥＬ 

携帯番号 ･･･ 事業所の携帯電話番号 

支部班コード ･･･ 支部班コード 

支部名 ･･･ 該当会員の支部名 

班名 ･･･ 該当会員の支部班名 

集金者コード ･･･集金者コード 

集金者名 ･･･ 集金者名 

前々年度 ･･･ 前々年度の年数 

前年度 ･･･ 前年度の年数 

当月 1 ･･･ 本年度の第一月  

当月 12 ･･･ 本年度の第十二月 

前々年度請求金額 ･･･ 前々年度の合計請求金額 

前年度請求金額 ･･･前年度の合計請求金額 

請求金額 1 ･･･ 本年度の第一月の請求金額 

請求金額 12 ･･･ 本年度の第十二月の請求金額 

請求金額合計 ･･･ 本年度の合計請求金額 

前々年度入金額 ･･･ 前々年度の合計入金金額 

前年度未入金額 ･･･ 前年度の合計未入金金額 

入金額 1 ･･･ 本年度の第一月の入金額 

入金額 12 ･･･ 本年度の第十二月の入金額 

入金額合計 ･･･ 本年度の合計入金額 

入金日 1 ･･･ 本年度の第一月の入金日 

入金日 12 ･･･ 本年度の第十二月の入金日 
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3. 未集金リスト 

② [49.未集金リスト] → [会費選択]欄に「6=指定会費」と「7=募金」が追加されました。 

 

 

例. [会費選択]欄で「6=指定会費」を選択し、出力。 

  → 指定会費のみの未集金リストが出力されます。 

 

 

③ 民商会費 2 と商工新聞代について、郵送料が指定されている場合、加算した金額が表示され

るようになりました。 
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④ [会費選択]欄で「0=全体」を指定して出力した際、これまでは会費（会費＋会費 2）、商工新聞

代（会外）、婦人部費、青年部費、共済費に限定されていましたが、ver4.0 では、支部費、指定

会費、郵送費を含めたトータル未集金額が表示されるようになりました。 

 

 

⑤ 滞納月の範囲指定機能を追加しました。 

 

例. チェックボックスに「5」を入力 

  → 5 ヶ月以上の滞納者のみ未集金リストに表示されます。 
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⑥ 未集金リスト CSV 出力機能を追加しました。[CSV 出力]ボタンを押すと、未集金リストが CSV

テキストデータ形式で作成されます(ファイル名：未集金リスト_xx_xxxxxxxx-xxxx.csv)。 

 

 

◆ 未集金リスト_xx_xxxxxxxx-xxxx.csv ファイルの出力項目 

会員コード ･･･会員コード 

氏名 ･･･氏名 

屋号 ･･･屋号 

ＴＥＬ ･･･ＴＥＬ 

携帯番号 ･･･ 事業所の携帯電話番号 

支部班コード ･･･ 支部班コード 

支部名 ･･･ 該当会員の支部名 

班名 ･･･ 該当会員の支部班名 

集金者コード ･･･集金者コード 

集金者名 ･･･ 集金者名 

前々年度 ･･･ 前々年度の年数 

前年度 ･･･ 前年度の年数 

当月 1 ･･･ 本年度の第一月  

当月 12 ･･･ 本年度の第十二月 

前々年度請求金額 ･･･ 前々年度の合計請求金額 

前年度請求金額 ･･･前年度の合計請求金額 

請求金額 1 ･･･ 本年度の第一月の請求金額 

請求金額 12 ･･･ 本年度の第十二月の請求金額 
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請求金額合計 ･･･ 本年度の合計請求金額 

前々年度入金額 ･･･ 前々年度の合計入金金額 

前年度未入金額 ･･･ 前年度の合計未入金金額 

入金額 1 ･･･ 本年度の第一月の入金額 

入金額 12 ･･･ 本年度の第十二月の入金額 

入金額合計 ･･･ 本年度の合計入金額 

入金日 1 ･･･ 本年度の第一月の入金日 

入金日 12 ･･･ 本年度の第十二月の入金日 

前々年度未集金額 ･･･ 前々年度の合計未集金額 

前年度未集金額 ･･･ 前々年度の合計未集金額 

未集金額 1 ･･･ 本年度の第一月の未集金額 

未集金額 12 ･･･ 本年度の第一月の未集金額 

未集金額合計 ･･･本年度の合計未入金額 

 

4. 会外読者台帳 

① 元読者の CSV 出力機能を追加しました。[元読者 CSV 出力]ボタンを押すと、元読者リストが

CSV テキストデータ形式で作成されます(ファイル名：元読者台帳_xxxxxxxx-xxxx.csv)。 
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◆ 元読者台帳_xxxxxxxx-xxxx.csv の出力項目 

自動番号 ･･･ システムの内部コード 

会員コード ･･･ 会員コード 

会員区分 ･･･ 会員区分 

性別 ･･･ 性別 

氏名 ･･･ 氏名 

カナ名 ･･･ カナ名 

屋号 ･･･ 屋号 

屋号カナ ･･･ 屋号カナ 

購読開始日 ･･･ 購読開始日 

購読終了日 ･･･ 購読終了日 

業種大分類 ･･･ 業種大分類 

業種中分類 ･･･ 業種中分類 

電話 ･･･ 電話 

ＦＡＸ ･･･ ＦＡＸ 

メール ･･･ メール 

郵便番号 ･･･ 郵便番号 

住所１ ･･･ 住所１ 

住所２ ･･･ 住所２ 

住所３ ･･･ 住所３ 

領収証名 ･･･ 領収証名 

商工新聞代 ･･･ 商工新聞代の有無 

購読月請求 ･･･ 購読月請求の有無 

郵送(指 1) ･･･ 郵送(指 1)の有無 

支部班 ･･･ 支部班名 

集金組名 ･･･ 集金組名 

集金者 ･･･ 集金者名 

配達組名 ･･･ 配達組名 

配達者 ･･･ 配達者名 

最終更新日 ･･･ 最終更新日 

最終更新時間 ･･･ 最終更新時間 

最終更新者 ･･･ 最終更新を行なったユーザーの名称 
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5. 多機能消込 

① 入金返済処理機能を追加しました。 

 

例. 2 月 1 日に入金処理を行なった共済会費 200 円について返済処理を行なう 

「共済金」科目を右クリック → 「入金返済処理」をクリック。 

 

 

入金された 200 円を 2 月 2 日に返済し、請求額を 0 円にする。 

(入金日付を入力し、共済会費の返却情報欄に「-200」、請求情報欄に「0」と入力して[返却実行]

ボタンを押す) 
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2 月 1 日に入金された 200 円が 2 月 2 日に返済処理され、請求残額は 0 円となった。 

 

 

② 入金伝票の CSV 出力機能を追加しました。[41.入金伝票] → 処理選択で「CSV」を選択し、

[CSV 出力]ボタンを押すと、入金伝票が CSV テキストデータ形式で作成されます(ファイル名：

入金情報_xxxxxxxx-xxxx.csv)。 
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◆ 入金情報_xxxxxxxx-xxxx.csv ファイルの出力項目 

伝票番号 ･･･ <処理日時-ユーザー名-コンピュータ名> 

領収証氏名 ･･･  屋号 

会員コード ･･･ 会員コード 

会員名 ･･･ 会員名 

支部班コード ･･･  

支部班名 ･･･ 支部班名 

会費月 ･･･ 会費月 

入金日 ･･･ 入金日 

入金額 ･･･ 入金額 

民商会費 ･･･ 民商会費入金額 

民商会費２ ･･･ 民商会費２入金額 

商工新聞代 ･･･ 商工新聞代入金額 

婦人部会費 ･･･ 婦人部会費入金額 

青年部会費 ･･･ 青年部会費入金額 

共済会費 ･･･ 共済会費入金額 

支部費 ･･･ 支部費入金額 

郵送(指 1) ･･･ 郵送(指 1)入金額 

指定２ ･･･ 指定２入金額 

指定３ ･･･ 指定３入金額 

指定４ ･･･ 指定４入金額 

募金１ ･･･ 募金１入金額 

募金２ ･･･ 募金２入金額 

募金３ ･･･ 募金３入金額 

募金４ ･･･ 募金４入金額 

募金５ ･･･ 募金５入金額 

入会金 ･･･ 入会者入金額 
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6. 領収書(請求用)発行処理 

① 請求データの CSV 出力機能を追加しました。[CSV 出力]ボタンを押すと、領収書データが

CSV テキストデータ形式で作成されます(ファイル名：領収証印刷_xxxxxxxx-xxxx.csv)。 

 

 

◆ 領収証印刷_xxxxxxxx-xxxx.csv ファイルの出力項目 

請求年月 ･･･ 請求年月 

会員コード ･･･ 会員コード 

氏名 ･･･ 氏名 

集金者コード ･･･ 集金者コード 

集金者名 ･･･ 集金者名 

総額 ･･･ 請求総額 

会費 ･･･ 会費請求額 

会費２ ･･･ 会費２請求額 

新聞代 ･･･ 新聞代請求額 

婦人部 ･･･ 婦人部請求額 

青年部 ･･･ 青年部請求額 

共済金 ･･･ 共済金請求額 

支部費 ･･･ 支部費請求額 

指定会費１ ･･･ 指定会費１請求額 

指定会費２ ･･･ 指定会費２請求額 

指定会費３ ･･･ 指定会費３請求額 

指定会費４ ･･･ 指定会費４請求額 
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募金１ ･･･ 募金１請求額 

募金２ ･･･ 募金２請求額 

募金３ ･･･ 募金３請求額 

募金４ ･･･ 募金４請求額 

募金５ ･･･ 募金５請求額 

 

7. 共済台帳 

① 共済加入者を一覧表示したチェックリスト機能を追加しました。 

 

例. [36.共済台帳] → [チェックリスト] ボタンを選択 

 

 

共済加入台帳が表示されます 
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8. 総合現勢報告 

① 月別の会員、会外読者、婦人部、青年部、共済会員増減リスト機能を追加しました。 

 

対象月を 2 月に指定して[増減リスト]ボタンをクリック 

 

 

2 月の民商会員、商工新聞、婦人部、青年部、共済会員増減リストが表示される 
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9. 家族マスタの宛名リスト印刷 

① 家族マスタリストに各会員の生年月日が表示されるようになりました。 

 

 

10. 会員・退会マスタ宛名印刷 

① 会員マスタリスト A、B について業種・入会理由・退会理由が表示されるようになりました。 
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11. 前納入金消込 

・ 科目ごとの部分消込を可能にしました。 

 

例. 共済会費のみを選択し、部分消込みを実行する 

 

 

 

 


