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概要 

本システムでは、工事原価や工事実績などから予実管理を行います。 

インストール後、初回起動でデータベース設定画面が表示されます。 

SQL server側で設定した各項目を入力し、データベースの設定を行って下さい。 

画面構成と機能 
メイン画面

現場データの作成・修正・削除、現場データのバックアップ・取り込み、データベース・桁数/算

出方法設定等を行います。 
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現場データ新規作成・修正・更新 

現場データを作成・修正・更新します。 

別 PCで作成・修正した現場情報データは、「現場データ更新」で取り込んで下さい。 

▼  管理番号 

現場データ並び替え等で活用されます。 

▼  受注日・工期範囲 

各日付を入力します。入力項目下部ボタンクリックで表示されるカレンダーから取得も出来ます。 

▼  ファイルの読込 

積算ファイル(J8GR(ゴールデンリバー)、J8MV(メビウス))から現場情報の読込みが出来ます。 

▼  別現場参照 

別工事の現場情報を参照します。 

▼  契約金額の設定 

予算管理画面の契約金額とリンクし、契約金額設定を行います。 

積算ファイル(J8GR、J8MV)から現場情報を読込んだ際は、積算から取得します。 

▼  完成 

完了した工事にチェックを入れると、メイン画面の工事タイトルに「完成」と表示されます。 

▼  表示用パスワード 

他者に現場データを見られないよう、パスワード設定を行います。 

現場データ修正や現場業務表示の際にパスワード入力が必要になります。 

パスワードを変更した際、他 PCは「現場データ更新」を行い最新パスワードを取得して下さい。 
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現場データ削除 

現場データ一覧で選択中のデータを削除します。 

※現場データは削除すると復旧できません。削除前にバックアップを取る事をお勧めします。 

現場データ並び替え 

各条件で現場データの並び替え、及び現場データの表示・非表示を行います。 

ボタン上部クリックで 

設定画面が表示 

ボタン下部クリックで 

昇順・降順、最小化・最大化の切替え 
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「現場データ並び替え」サブボタンメニュー 

▼  昇順 

工事データを昇順で並び替えます。 

▼  降順 

工事データを降順で並び替えます。 

▼  一括最小化 

工事データを一括で最小化表示します。 

▼  一括最大化 

工事データを一括で最大化表示します。 

設定画面メニュー 

▼  並び替え条件切替え 

昇順・降順で並び替える条件を選びます。 

▼  表示・非表示 

工事データの表示・非表示設定を行います。 

▼  検索 

工事データの検索を行います。 

現場データ検索 

現場データの検索を行います。 
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データベース設定 

データベースの設定を行います。 

接続設定 

本アプリケーションは入力データをMicrosoft SQL Serverに保存するため、Microsoft SQL Server

が必須となります。 

Microsoft SQL Server がインストールされている環境に合わせて設定して下さい。 

接続設定内容をプリセット保存しておき、切替えが可能です。 

設定内容の更新時にプリセット更新案内が表示されるので、設定内容とプリセット名を確認の上、

保存を行って下さい。 

工事ロック情報 

強制終了など何らかの原因でロック状態となった工事を解除します。 
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管理者権限 

パスワード設定し、管理者を制限できます。パスワード変更のタイミングによって、他 PCが認

証または設定更新が出来なくなる可能性があります。その際はシステムを再起動して下さい。 

「社員マスタの金額表示を管理者権限にする」は常に lock状態となり、 

各画面や各印刷帳票に表示される金額は認証状態で変化します。 

パスワード認証を行った場合のみ、管理者用の金額確認が可能となり、 

管理者パスワード未設定、パスワード未認証の際は lock 時基準額が表示されます。 

lock時基準額は社員マスタに登録しておきます。 

 マスタ作成
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制限をかけた機能はグレーアウトし、操作・画面表示が出来なくなります。 

▽全体処理    ▽工事パスワード解除

▽社員マスタ画面の日報集計用金額

作業を行う管理者は、パスワード認証を行って下さい。 

工事パスワード解除 

現場データに設定した表示用パスワードを解除します。 
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環境設定 

各桁数・算出方法・税率、画面フォントやサイズ、工種項目色、日報データ修正時の既存内容の

クリア方法などの設定を行います。労務費に関する設定は日報入力の際に有効になります。 

会社情報 

会社情報、労務・休日などの設定を行います。 
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労務設定 

勤務区分ごとの時間指定など、労務設定を行います。 

登録した勤務区分は日報入力時に選択切替え可能となります。 

※労務費の数量を金額算出するのか時間算出するのか切り替えます。登録済み日報に関しては 

算出方法を切替え後に日報データを登録し直すか、日報管理画面の再集計を行って下さい。 

休日設定 

任意に休日を追加・解除または、祝日設定を行います。 

任意の追加・解除は対象日付をクリックします。（日付が「赤」になれば休日に設定されます） 
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外部出力・外部取込 

外部出力 

選択した工事データを任意の場所にバックアップします。 

出力先フォルダを「参照」から指定します。 

工事名一覧から目的の現場データにチェックを入れます。 

一覧先頭の工事番号にチェックすると、全工事にチェックが入ります。 
※歩掛・マスター・その他データも含める場合はそれぞれにチェックを入れて下さい。 

マスター・その他データのみのバックアップも可能です。

「OK」クリックし完了すると、指定先にバックアップフォルダが作成されます。 

外部取込 

入力元フォルダの「参照」からバックアップフォルダを指定します。 

必要な工事データにチェックを入れ「OK」をクリックします。 
※歩掛・マスター・その他データも取り込む場合はそれぞれにチェックを入れて下さい。



原価管理システム CM-BRIDGE 

    画面構成と機能 11

データベースバックアップ 

SQL Serverがインストールされている PCに、データベースのバックアップを行います。 

使用 PCの最後 1 台の CM-Bridge 終了時に自動バックアップも取られます。 

上出来出力 

現場情報及び予算データを積算ファイル(j8bg)で出力します。 

ライセンス管理 

ライセンスの管理を行います。 

設定方法はスタートアップガイドをご覧下さい。 

登録証サポート情報 

登録証を表示し、現在の保守加入状況を確認します。 

認証方法はスタートアップガイドをご覧下さい。 
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現場業務

予算・日報の管理から帳票出力、予実分析を行います。 

予算管理 

契約金/変更予算 

「契約金額」「予算変更」より、予算の登録・変更を行います。 

予算の追加・切替え・削除は「予算変更」から、金額の修正は「契約金額」から行って下さい。 
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工種体系取り込み 

必要な工種にチェックを入れ、「選択行の下に追加」または「最終行に追加」をクリック

します。直接行挿入し、手入力する事も可能です。 

▼  選択行の上へ追加 

選択行の上へ、空白行を追加します 

▼  選択行の下へ追加 

選択行の下へ、空白行を追加します 

▼  選択行の削除 

選択行を削除します 

▼  選択行のコピー 

選択行をコピーし「行の下へ貼付け挿入」で行コピーします 

▼  選択行の移動 

選択行の移動から「行の下へ貼付け挿入」で行移動します。 

▼  削除行を戻す 

削除行を元に戻します。（1つ前の削除動作のみ有効です） 
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数量や金額、予算データ等を設定します。 

「行追加」から科目を選び、各内容を入力し登録します。 

「名称」「業者」については、「参照」ボタンからマスタを引用できます。 
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「名称」マスタ参照時、shiftキーや Ctrlキーで複数項目の選択が可能です。 

選択後、各項目の内容を「前ページ(F11)」「次ページ(F12)」で切替え入力します。 

この際、マスタ参照に戻り項目を選び直すと前回の選択内容は破棄されます。 

積算取り込み 

積算データから予算データを作成します。現場データ作成時に積算ファイルから現場情報を 

読み込んだ場合は「積算取り込み」クリック時、同積算データを取り込むか聞いてきます。 

「積算データ種類」から積算システムを選択します。 

「積算データ取込み」から積算データファイルを開きます。 

「積算取り込み」から取込む階層を 6階層以下に設定します。 

「自動設定」では 7階層以上を全削除します。 
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【最下層をチェックする】最下層の工種を一括で削除します。 

【燃料を材料費として出力する】燃料を材料費の科目として取り込みます。 

積算データの科目・名称・数量・単価・規格の内容を変更する事も可能です。 

「積算データ表示」から、取込んだ積算データの確認が行えます。 

※要素は最下層が持ち、親階層は下層の積み

上げ合計となります。 
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歩掛り取り込み 

登録しておいた歩掛りから予算を作成します。 

登録済み歩掛りから、取り込みたい工種にチェックを入れます。 

「チェックを反転させる」でチェック有無状態を反転できます。 

「選択行の下に追加」または「最終行に出力」クリックで数量設定画面が表示されます。 

「予算数量」に今回工事の数量を入力し OKと進みます。 

追加作業が完了したら、歩掛り読込み画面を閉じます。 

 歩掛管理
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歩掛り予算置き換え 

既存の予算データを歩掛りで置き換えます。 

置き換えたい工種を選択し「歩掛り予算置き換え」をクリックします。 

歩掛り読込み画面が表示されるので、置き換え対象工種にチェックを入れ「選択行置き換

え」をクリックします。 
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置き換え確認案内が表示されるので「はい」と進み、歩掛り読込み画面を閉じると置き換

え完了です。 

 歩掛管理

他工事予算参照 

他工事の予算データを参照します。 

参照する工事と工種を選択し、最終行に出力で追加します。 
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マスタ登録 

積算からマスタ登録し、関連付けする事が出来ます。 

登録するには「登録」欄が「登録可」になっている必要があります。 

▼  集計方法 

各条件で表示を統合・分割します。 

統合された項目に関しては 1マスタとして登録されます。 

例：〇〇名称+△△規格 と 〇〇名称+□□規格 が存在した場合 

名称で集計すると、1行に統合され件数欄には「2件」となります 

名称+規格で集計すると、2行に分割され件数欄には「1件」となります 

▼  絞り込み表示 

科目毎に表示を絞り込みます。 

▼  マスタチェック 

各条件でマスタに登録済みか確認します。 

▼  登録名称等の変更 

名称・規格等の変更を行います。 
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マスタ参照/科目削除 

積算から登録したマスタを参照し関連付け、または不要な項目を削除します。 

「削除」欄が「削除」で、削除準備状態です。 

「削除」欄が「変更」で、マスタ関連付け準備状態です。 

▼  マスタ参照 

各条件でマスタと照合します。 

合致するマスタコードが下段に表示され登録準備状態となります。 

▼  一括削除 

科目の一括削除設定を行います。 

▼  個別設定 

マスタ関連付けを自動ではなく、個別で手動設定します。 
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単価固定自動算出 

数量変更の際、単価を固定し予算データで調整します。 

単価固定自動算出を有効にし、数量を変更すると単価は動かず予算金額が変わります。 

印刷 

実行予算に関する帳票印刷を行います。 
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日報管理 

予算管理に工種ツリーを作成せず、メイン画面から日報管理に切り替えると予算自動作成ダイア

ログが表示します。 

いずれかの項目を選択すると工種ツリーが自動生成されます。 
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本日の日報入力 

「本日の日報入力」クリックで「工種選択」が開くので、対象工種にチェックを入れ 

「追加」をクリックします。「工種追加」から工種選択画面を再度開く事ができます。 

「予算明細データも取り込む」にチェックで、同時に予算データも取り込みます。 

右クリックメニューや、予め工種を選び「本日の日報入力」または日付列ダブルクリック

でも可能です。 

※メイン画面の環境設定で「本日以外の日報入力をしようとした際に、警告画面を表示する」を ONにすると 

本日以外の日報データ入力・修正の際、確認ダイアログが表示されます。 
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「行削除」から不要な予算データを削除、または「予算参照」から個別に予算データの取

り込みも可能です。 

「行修正」または対象予算データをダブルクリックで日報データ入力画面を開き、 

各内容を設定し実施金額を登録します。 

「追加」から直接、実施金額を登録する事も可能です。 

※科目によってはマスタ参照を行わないと、帳票印刷などで適切に集計されない場合があります。 

※「労務時間設定」は、外注労務の際などにチェックを入れて下さい。 
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名称コードから入力履歴を参照する事も可能です。 

マスタ参照、又は名称コードを直接入力します。 

「履歴表示」から入力履歴を参照し更新します。 
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▼  全現場 

チェック ONで全現場データを検索、チェック OFFで選択中の現場データで検索します。 

▼  置き換え項目 

置き換える項目を選択します。 

その他、天候や気温、出来高などは手入力となります。 

※出来高を入力しないと進捗率が計算されません。 

「複写して日報入力」で登録済み日報を複写し、本日の日報入力も可能です。 
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労務一括登録 

労務の複数一括登録を行います。 

日報入力画面から「労務一括登録」をクリックします。 

労務一括登録画面に社員を追加します。 
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日報に登録する社員にチェックを入れ、労務区分や勤務区分など確認し「登録」をクリッ

クします。 

日報に労務が登録されます。 

労務区分や勤務区分などは統一されます。設定が異なる際は一括登録後に個々に見直しが

必要になります。 
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範囲登録 

日付範囲を指定し日報データを登録します。 

登録したい工種で日報入力画面を開き、日報データを追加します。 

「範囲登録」クリックで日付範囲登録画面を開き、登録範囲を指定します。 

休日も金額が発生する際は「休日も追加する」にチェックを入れます。 

登録済み日報データには追加されません、追加する場合は「工種が登録されている日付で

も項目がない場合、追加登録する」にチェックを入れます。 

登録が完了すると指定した日付にバーが追加されます。 

日報入力画面の出来高・進捗率等は見直しが必要になります。 
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グループ作成 

現場チーム等のグループデータを作成しておき、日報入力の際に参照する事が出来ます。 

右側画面の下部ボタンはグループの追加・削除・登録を行います。 

右側画面の上部ボタンは日報データの追加・修正・削除を行います。 
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入力済み日報データからのグループ登録も可能です。(出来高・進捗率等は含まれません) 

登録したグループを日報入力画面で参照します。 
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日報複写・移動・削除 

入力済み日報を複写・移動・削除します。 

日報複写画面は、日付範囲設定で指定した範囲内の表示となります。 

 日付範囲設定

右クリックメニューからも複写・移動・削除が可能です。 

複写元の日報バーを選択し（複数選択可）右クリックの移動またはコピーを選びます。 
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移動またはコピー完了のメッセージが表示されます。 

複写先の日付列をクリックします。 

実行確認メッセージを「はい」で移動・コピーの完了です。 

日報印刷 

日付設定を行い印刷画面へ進み、日報に関する帳票印刷を行います。 

再集計 
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予測数量 

集計日までの実績から差異金額や予測数量を算出し、当初予算と最終的な予算の比較を行います。 

※実施データのみ(予算データ無し)の場合は、比較対象外となります。 

▼  集計日付・集計実行 

設定した日付までの実績集計を行います。 

▼  予測数量 

「入力した予測数量から各数量算出」クリックで、予測数量に入力した値から各数量を割り出します。 

▼  予算数量-実施数量を予測数量に設定 

予算数量と実施数量の差から全予算の予測数量を割り出します。 

既に予算を実施が超えている、または予算無しで実施のみといった数量は算出されません。 

実績表印刷 

日付設定を行い印刷画面へ進み、実施・実行予算に関する帳票印刷を行います。 

画面切替 

バー表示と金額表示の切替えを行います。 
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日付範囲設定 

バー表示範囲の設定を行います。 

現場帳票 

日付設定を行い印刷画面へ進み、工事別の労務や業者に関する帳票印刷を行います。 

仕入管理 

業者毎に見積もりを照査するなど、仕入れに関する管理を行います。 
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仕入れ業者の候補を登録します。「行追加」より仕入業者画面を開きます。 

仕入業者画面の「参照」から業者マスタ参照画面を開き、見積もり対象の業者を選択します。 

業者マスタ未登録の場合は、「マスター追加」から登録を行って下さい。 
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仕入業者画面に選択した業者情報が入りますので、その他必要項目があれば入力を行い登

録します。 

仕入れ業者にそれぞれ予算追加を行います。登録した業者を選択し「予算追加」から予算

参照画面を開きます。 

▼  集計方法 

各条件で表示を統合・分割します。 

例：〇〇名称+△△規格 と 〇〇名称+□□規格 が存在した場合 

名称で集計すると、1行に統合され件数欄には「2件」となります 

名称+規格で集計すると、2行に分割され件数欄には「1件」となります 

▼  絞り込み表示 

科目毎に表示を絞り込みます。 

▼  詳細表示 

予算の詳細を表示します。 
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予算参照画面から見積もり対象の予算を選び、各業者に予算を追加します。 

行追加からマスタを参照し予算追加も可能です。 

マスタ未登録の場合は、マスタ参照画面からマスタ追加を行って下さい。 
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仕入れ業者への見積もり依頼に活用する事が出来ます。 

それぞれ業者を選び「出力」から任意の場所へ Excelで見積書を出力します。 

※見積書の各項目内容に関し

ては、「出力設定」から調整

して下さい。 
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出力された見積書をメール等で業者に渡し、単価を入力してもらいます。 

見積もり金額が入った Excelを「取込」から各業者に取り込みます。 

「比較」クリックで比較設定を開きます。 

「自動設定」クリックで採用設定を自動更新するか聞いてくるので「はい」で進むと、 

仕入単価が最も安い業者を判断します。 

 比較設定画面を登録で閉じ「予算更新」「マスタ更新」を行うと、それぞれ登録済み予算
とマスタが採用金額に更新されます。 
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歩掛管理 

日報などから歩掛り登録し、より現実的な予算データ作成に活用します。 

前回工事で登録した歩掛りデータを新規工事で参照する事が出来ます。 

新規作成 

入力中データを無効にし新規作成状態にします。 

入力データが必要な場合は、新規作成の前に保存をお願いします。 

読込み 

再編集などの際に、登録済みの歩掛りデータを読み込みます。 
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新規保存 

作成した歩掛りデータを新規保存します。 

上書き保存 

登録済みデータを上書き保存します。 

工種体系取り込み 

工種体系から歩掛りデータを作成します。 

工種体系から工種を取り込みます。 

数量、単価、設計データは手入力となります。 
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工事予算から取り込み・工事日報から取り込み 

工事予算・工事日報から歩掛りデータを作成します。 
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全体処理

出面管理 

社員の就業時間などを管理します。 

詳細表示 

各社員の出面詳細情報を確認・修正します。 
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印刷 

日付設定を行い印刷画面へ進み、全体労務などに関する帳票印刷を行います。 

日付範囲設定 

出面管理画面の表示範囲設定を行います。 

物品管理 

各条件から日報データを検索し、内容を一括または個別修正します。 

「集計科目」「開始・終了日」「比較条件」から日報データを検索します。 

「絞込み検索」では現場コードと単価コード又は名称で検索を行います。 
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画面中の検索結果からは日報データの一括変更が出来ます。 

※一括変更の際は元に戻せませんので、ご注意下さい。 
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画面右の検索結果からは日報データの個別変更と削除が出来ます。 

業者別集計管理 

各条件から業者別に日報データを検索し、内容を修正します。 

「開始・終了日」「集計条件」から日報データを検索します。 

「絞込み検索」ではコード又は名称で検索を行います。 
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「一括変更」から業者の変更が出来ます。 

「個別変更」から日報データの修正が出来ます。 

「個別削除」から日報データの削除が出来ます。 

「印刷」から日付設定を行い印刷画面へ進み、全体業者に関する印刷が出来ます。 

  ※絞込み検索の「名称で絞込み」検索結果は印刷画面に反映しません 

工事集計表 

日付設定を行い印刷画面へ進み、工事一覧表印刷を行います。 

様式編集 

様式固定文字や枠線などを編集し、様式をカスタマイズします。 

ユーザー書式として登録するのではなく、対象様式を直接編集し保存します。 

「編集初期化」で元の様式状態に戻すことが出来ます。 

※但し、データ連動枠（青い文字枠）に関しては編集不可です。 
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マスタ作成

各マスタの登録・編集など行います。 

※集計科目と科目マスタに関しては、固定マスタが登録されていますが、これらは編集不可です。 

集計科目を追加する際は、科目マスタにも追加して下さい。 

集計科目のみ追加すると、各画面の選択時に正常に表示されません。 

追加・編集 

 マスタ種類を選び「追加」をクリックします。 

※単価マスタに関しては「集計科目選択」と「科目選択」も選んで下さい。 
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マスタ入力画面が表示されるので、必要項目を入力し「登録」を押します。 

登録が完了したら「戻る」クリックでマスタ入力画面を閉じます。 

登録済みマスタ内容を修正する場合は、対象マスタを選び「編集」をクリックします。 

マスタ入力画面が表示されるので、内容を編集し「登録」を押します。 

連続で編集する場合は「前ページ(F11)」「次ページ(F12)」で切り替え可能です。 

登録が完了したら「戻る」クリックでマスタ入力画面を閉じます。 
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社員マスタの基準額は、管理者用と非管理者用に登録が必要です。 

管理者権限パスワード未認証の場合、各画面や各印刷帳票に表示される金額は 

非管理者(ロック時基準額)に登録した金額となります。 

 管理者権限

※社員マスタ入力の「労務設定」からも勤務区分ごとの時間指定などの設定が出来ます。 

管理者用基準額 非管理者用基準額 
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削除 

削除したいマスタを選び「削除」をクリックします。 

対象マスタの選択は、行番号ドラッグまたは Shift キー + 行番号クリック、Ctrl キー + 行番号ク

リックで複数選択可能です。 

分類追加・修正・削除 

分類フォルダ毎にマスタを管理します。 

「分類追加」から分類名称を入力し登録します。 

「分類修正」から登録済み分類フォルダの名称変更、「分類削除」から登録済み分類フォ

ルダの削除が可能です。 

マスタ入力画面の分類選択ダイアログに登録した分類が表示されるので、 

対象の分類を選びマスタ追加すると分類フォルダにマスタが登録されます。 

（分類フォルダを直接選んでからマスタ追加でも可） 
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分類を指定しない場合は、未分類フォルダに登録されます。 

分類一括変更 

登録済みマスタを分類フォルダに移動します。 

移動元のマスタを選び(複数選択可)、「分類一括変更」クリックします。 

移動先分類フォルダを選択し OKをクリックすると、確認メッセージが表示されるので 

「はい」で進むと移動完了です。 
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分類間コピー 

登録済みマスタを複写します。 

複写元のマスタを選び(複数選択可)、「分類間コピー」クリックします。 

コピー先分類フォルダを選択し OKをクリックすると複写完了です。 

単価マスタ・業者コード一括変更 

単価マスタ、社員マスタにおいて業者(外注先)コードの一括変換を行います。 

業者マスタ画面時は「単価マスタ一括変更」、単価・社員マスタ画面時は「業者コード一括変更」

とボタンが切り替わります。 

対象のマスタを選び(複数選択可)、「業者コード一括変更」をクリックします。 
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「参照」から業者マスタを選び「OK」をクリックします。 

※既に業者コードが入ったマスタから、業者コードを抜くには一括変更画面の「業者コード」を

空欄のまま OKします。 

設定確認の案内が表示されるので、「はい」をクリックで完了します。 

「単価マスタ一括変更」からは単価マスタで使用している業者コードを別コードに一括変

換します。 
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検索 

キーワード検索を行います。 

最新データ 

他 PCで登録・修正した内容を取り込みます。 

並び順(分類) 

分類フォルダの並び順を変更します。 

また、集計科目マスタの並び順を変更し、集計科目選択の調整を行います。 

分類フォルダ     集計科目マスタ

上移動・下移動・並び順保存 

登録済みマスタの並び順を変更し、保存します。 
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CSV 取込み 

マスタデータの取り込みを行います。 

※集計科目マスタ対象外となります 

「入力可能項目」・・・取込み可能な項目です。 

「入力対象項目」・・・取込み元ファイルの構成に合わせ、予め項目や並びを調整しておきます。 

 上から 1 列目、2 列目….となります。 

  取込み不要な項目に関しては「無視項目」を挿入して下さい。 

   ・・・「入力可能項目」から「入力対象項目」に個別追加します。 

   ・・・「入力可能項目」から「入力対象項目」に全追加します。 

   ・・・「入力対象項目」から「入力可能項目」に全て戻します。 

   ・・・「入力対象項目」から「入力可能項目」に個別に戻します。 

   ・・・「入力対象項目」の並びを上へ移動します。 

   ・・・「入力対象項目」の並びを下へ移動します。 

「項目間の区切り符号」・・・取込み元のファイル形式を選択します。 

「タイトル行あり」・・・取込み元ファイルに項目名が含まれている場合、チェックを入れます。 

  項目名が含まれたファイルをチェック無しで読込むと、項目名も対象と

なりエラーが表示され登録できません。 

「読込み」・・・取込みファイルを指定し開きます。 

「キャンセル」・・・作業を中断します。 
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CSV 出力 

マスタデータの出力を行います。 

「出力可能項目」・・・出力可能な項目です。 

「出力対象項目」・・・出力する項目や並びを予め調整しておきます。 

「項目間の区切り符号」・・・出力するファイル形式を選択します。 

「タイトル行出力」・・・出力するファイルに項目名を挿入します。 

「出力順」・・・出力順を選択します。 

「出力」・・・出力先とファイ名を指定し保存します。 

「キャンセル」・・・作業を中断します。 

印刷 

各マスタの一覧印刷を行います。 
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帳票印刷

各印刷画面へ切り替えます。 

「帳票印刷」メニューが表示されない場合、画面下「>>」をクリックし「表示するボタンを増やす」をクリ

ックして下さい。 
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日報印刷、実績表印刷、現場帳票印刷、出面印刷、業者別集計表印刷、工事集計表印刷は日付設

定を行い進みます。 

日付設定は各印刷画面の環境設定からも変更可能です。 

単価マスタ印刷は科目設定を行い進みます。 
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各印刷画面 
印刷画面

編集 

▼  登録 

設定や編集内容を保存します。 

▼  戻る 

前画面へ戻ります。 

▼  フリー画面 

フリー印刷画面へ切り替えます。 

様式 

「様式選択設定」クリックで「書式の選択」画面が表示されます。 

書式名称にチェックを入れると「様式」プルダウンメニューに追加されるので、印刷する様式を

選びます。 
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印刷・印刷メニュー 

設定内容を確認し印刷を実行します。 

「印刷メニュー」から「印刷設定」をクリックし、印刷条件を設定します。 

「用紙の余白設定」・・・印刷位置の調整を行います。 

使用プリンタの印字有効範囲に合わせ調整して下さい。 

「印刷される線の太さ」・・・印刷物はプリンタによって線の太さが異なります。 

通常はプリンタ依存せず、図形プロパティで調整します。 

「用紙サイズ設定」・・・用紙サイズを選択します。Printer設定からも選択できます。 

「printer 設定」・・・使用プリンタ、用紙サイズ、印刷向きなど設定します。 
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「印刷メニュー」の「印刷プレビュー」から印刷イメージの確認を行って下さい。 

印刷プレビュー画面、または前画面に戻り「印刷」からプリントアウトします。 
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「プリンタ名」・・・使用プリンタを選択して下さい。 

「プロパティ」・・・プリンタ側の設定を行います。 

設定方法はプリンタドライバのヘルプ等をご覧下さい。 

「印刷範囲」・・・印刷ページを指定します。 

「印刷部数」・・・印刷部数を設定します。 

出力 

フリー出力 

フリーデータ化し、帳票を自由に編集できます。 

「出力」から「フリー出力」をクリックします。 

「登録名称」画面が表示されるので、名称を決め OKと進みます。 

登録が完了したら「フリー画面」から画面を切り替えます。 

Excel 出力 

印刷データを Excelファイルに変換します。 

「出力」から「Excel出力」をクリックします。 

出力設定画面が表示されるので、各内容を確認し「OK」をクリックします。 
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▼  ファイル名称設定方法 

出力する Excelファイル名を自動設定します。 

前回出力名称・・・前回出力したファイル名を設定します。 

タイトル名・・・工事名称を設定します。 

様式名+タイトル名・・・様式名と工事名称を統合した名称を設定します。 

様式名・・・様式名を設定します。 

様式ファイル名・・・様式ファイル名を設定します。 

▼  フォルダ名 

保存場所を設定します。 

▼  ファイル名 

出力する Excelファイル名を自由入力します。 
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▼  出力方法 

セルを無視してイメージ通り出力する。 

・・・Excel のセルに出力は行わず、図形オブジェクトのみで出力します。 

   ※表や文字も図形オブジェクトで出力され、編集は全て図形オブジェクトでの操作になります。 

セルを文字、罫線に合わせて出力する。 

・・・セルに文字および罫線を出力します。 

セルに出力できない文字や線は図形オブジェクトで出力します。 

▼  ページ設定 

全てのページを出力・・・現在プレビュー中の様式全ページを Excel出力します。 

ページを指定して出力・・・現在プレビュー中の様式を指定した範囲で Excel 出力します。 

▼  ファイル形式 

Excel97-2003(.xls)形式・・・Excel97-2003 との互換形式ファイルで保存します。 

Excel2007-2013(.xlsx)形式・・・Excel2007 以上に対応した形式のファイルで保存します。 

▼  ファイル作成後 Excel を起動する。 

Excel出力完了後に作成した Excel ファイルを開く場合、チェックを入れます。 

▼  詳細設定 

セルを罫線に合わせる。 

・・・セルを無視してイメージ通り出力する」場合に、出力される罫線に合わせてセル幅を 

変更します。 

塗りつぶしされる四角形を半透明にする。 

 ・・・塗りつぶしされる四角形が出力される場合、半透明状態で出力します。 

セルに設定しない線の長さ 

・・・セルに設定しない線の長さを指定します。 

    〈「セルを無視してイメージ通り出力」時〉 

「セルを罫線に合わせる」場合に、セルに合わせない罫線の長さ。 

    〈「セルを文字、罫線に合わせて出力」時〉 

 セルの罫線ではなくオートシェイプで出力する罫線の長さ。 

座標値補正 

・・・Excel 出力する際に使用する座標値の、補正値を指定します。 

   大きいほど使用するセルの数が減りますが、データが出力される位置の誤差も 

大きくなります。 
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セルに設定しない文字サイズ 

・・・セルへ出力せずテキストボックスで出力する文字の大きさを指定します。 

    〈オブジェクト幅〉印刷画面に設定されている文字オブジェクトの幅で指定します。 

    〈文字サイズ〉印刷画面に設定されている文字サイズで指定します。 

  設定した文字サイズ以下の場合はテキストボックスで出力します。 

文字と線がある場合 1 つのセルにまとめる補正値 

・・・枠で囲まれている文字（文字が線で囲まれている）の場合、枠と文字を 1 つのセルに 

まとめる補正値を指定します。 

オートシェイプではなく、Meta ファイル(画像ファイル)を優先的に使用する 

・・・文字データがオートシェイプで出力される場合、オートシェイプではなくMeta ファイル

で出力します。オートシェイプで出力されない文字データが存在する場合に指定します。 

セルに出力する文字数が多い場合、Meta ファイル(画像ファイル)で出力する 

・・・1 つのセル（結合セル含む）に出力される文字数が多い場合、セルに出力するのではなく、

Meta ファイルで出力します。Excel の制限によりセルに出力されない場合に指定します。 

入力文字列が数値データの場合、出力先セルに数値を設定する 

・・・セルに出力する文字データが数字で構成されている場合、数値としてセルに出力する場合

に指定します。小数点以下桁数およびカンマ等は、[セルの書式設定]-[表示形式]にて設定

します。 

    ※注意：桁数が多いデータを数値変換する際、丸め処理が生じる場合があります。 

桁数が多いデータを出力する場合は、出力結果を確認して下さい。 

 例）「1234567.0123456789」→「1234567.0123456800」 
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環境設定 

文字サイズや色、集計日付など印刷帳票の環境設定を行います。 

設定内容は様式により異なります。 

倍率設定 

表示倍率の初期値、マウスホイールのズーム倍率などの設定を行います。 

ページ処理 

▼  前ページ 

前ページを表示します。 
▼  次ページ 

次ページを表示します。 
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詳細編集 

▼  原本編集 

原本を変更します。 

設定やデータ修正など行った場合は、初期化しデータの読込み直しが必要になりますので、ご注意

下さい。 
▼  固定値編集 

固定値を変更します。 
▼  初期化 

原本編集を中止して、様式・データを読み込み直します。 

フリー印刷画面

印刷画面から出力された帳票を自由に編集できます。 

フリーデータ化された帳票イメージは作図データの扱いになります。 
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編集 

▼  登録 

編集内容を保存します。 
▼  戻る 

印刷画面へ戻ります。 

様式 

▼  ファイル選択設定 

フリーデータの削除と名称変更を行います。 
▼  固定値編集 

固定値を変更します。 

印刷 

▼  印刷 

印刷範囲など確認しプリントアウトします。 
▼  印刷メニュー 

印刷プレビューや印刷条件の確認を行います。 
▼  倍率設定 

表示倍率の初期値、マウスホイールのズーム倍率などの設定を行います。 
▼  出力 

Excel出力を行います。 

ページ処理 

▼  前ページ 

前ページを表示します。 
▼  次ページ 

次ページを表示します。 
▼  追加ページ 

最終ページの後ろにページを追加します。 
▼  挿入ページ 

表示ページの前にページを挿入します。 
▼  削除ページ 

表示ページを削除します。 
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データ管理について 

システムからのバックアップ機能には、各 PCが持つ環境設定ファイルは含まれません。 

PC入れ替え時の際などには、Configフォルダをコピーする必要があります。 

Other フォルダ  

日報グループデータ等の管理ファイル 

Sel フォルダ  

入力履歴等の管理ファイル 

フリー印刷  

フリー印刷データ 

印刷設定  

様式選択状態など印刷に関する管理ファイル 

作図  

作図データ
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