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SuperStreamユーザ様向け
バージョンアップ説明会

エス･エス･ジェイ株式会社

Tokyo 2011/8/31

第1部 会計シリーズ バージョンアップの内容ご説明
カスタマーサポート部 若林 倫子

■ SuperStream-CORE （財務会計システム）

■ SuperStream-AP+ （支払管理システム）

■ SuperStream-field （分散入力システム）

■ SuperStream-AR+ （債権管理システム）

■ SuperStream-FA+ （固定資産・リース資産管理システム）

■ SuperStream-PN+ （手形管理システム）

■ SuperStream-Planning （戦略経営支援システム）

～ご休憩～

第2部 TOOLの内容ご説明
カスタマーサポート部 若林 倫子

第3部 人事給与シリーズ バージョンアップの内容ご説明
カスタマーサポート部 堤 伸子

■ SuperStream-HR+ （人事管理システム）

■ SuperStream-HR+ 退職金管理

■ SuperStream-PR+ （給与管理システム）

■ SuperStream-field/HR （人事諸届・照会システム）

～質疑応答～
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第１部第１部 会計シリーズ会計シリーズ

～バージョンアップの内容ご説明～～バージョンアップの内容ご説明～

エス・エス・ジェイ株式会社
カスタマーサポート部

若林 倫子

SuperStream-CORE

１１. . 科目・補助科目帳票出力設定機能追加科目・補助科目帳票出力設定機能追加

２２. . 開始残高登録での決算残高登録機能追加開始残高登録での決算残高登録機能追加

３３.. 消費税部門集約機能追加消費税部門集約機能追加

４４. . 消費税申告書対応消費税申告書対応

５５.. 端末番号４桁化対応端末番号４桁化対応

6. 6. その他新規追加・改善機能その他新規追加・改善機能

付録付録. . 変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -



2011/9/1

3

合計残高試算表、損益計算書、貸借対照表について、残高がない科目、補助科目は出力しない
という出力条件は設定できませんでした。また、現金・預金出納帳については、残高0の場合、出力
出来ませんでした。

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 5

SuperStream-CORE
１.科目・補助科目帳票出力設定機能追加

合計残高試算表、損益計算書、貸借対照表について、残高のない科目、補助科目は出力しない
という出力条件を指定できるようにしました。また、現金・預金出納帳について、残高0を出力可能
としました。出力条件の設定は「CORE初期値マスタ登録」にて、ユーザー毎に対象帳票の残高0の

出力可否設定を行います。

ユーザー毎に残高のない科目、補助科目について、出力制御できるようになります。

・合計残高試算表/KP001300
・貸借対照表/KP001400 貸借対照表（包括利益用）/KP027300
・損益計算書/KP001500 損益計算書（包括利益用）/KP026000
・現金・預金出納帳/KP009100※残高0の設定のみ

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【CORE初期値マスタ登録画面】

・「CORE初期値マスタ登録」はユーザー毎の設定であり、ログインユーザーにて設定されます。
・「CORE初期値マスタ登録」を行っていないユーザーは初期値（合計残高試算表、損益計算書、

貸借対照表は“出力する”、現金・預金出納帳は“出力しない”）設定で出力されます。

 注意点

「出力する」「出力しない」を選択

SuperStream-CORE
１.科目・補助科目帳票出力設定機能追加
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【合計残高試算表画面】

集計科目については、残高がない場合でも出力します。

 注意点

科目残高、補助科目残高０を出力する 科目残高、補助科目残高０を出力しない

SuperStream-CORE
１.科目・補助科目帳票出力設定機能追加

導入会計期で、期中導入（導入月度が第４会計月以降）の場合、「開始残高登録」で決算残高を
登録できませんでした。
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SuperStream-CORE
２. 開始残高登録での決算残高登録機能追加

導入会計期での「開始残高登録」時に決算残高の登録を可能としました。

導入会計期で、期中導入（導入月度が第４会計月以降）の場合、決算金額を含むまたは、含まない
それぞれの残高を確認することが可能となります。

・開始残高登録/ KM003100

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【開始残高登録画面】

 決算額チェックなしのフォーマット ※従来通りのフォーマット

 決算額チェックありのフォーマット ※決算額をフォーマットに追加

中間決算額（第6会計月）、9ヶ月決算額（第9会計月）は
決算用の金額欄に登録し、四半期決算額は四半期用の
金額欄に登録して、取込みます

SuperStream-CORE
２. 開始残高登録での決算残高登録機能追加

仮受・仮払の消費税残高は課税対象科目の発生部門に計上するため、共通管理部門への振替
処理が手作業のため時間がかかっていました。
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SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加

仮受消費税・仮払消費税の残高について、課税対象科目の発生部門から指定管理部門への
振替仕訳を月毎に生成する機能を追加しました。

消費税振替仕訳を容易に作成することができます。

・消費税集約部門登録/ KM004900
・消費税振替チェックリスト/ KP028100
・消費税振替データ作成/ KE003100
・消費税振替データ更新/ KB000600

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム



2011/9/1

6

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 11

【消費税部門集約機能の手順】

消費税集約
部門登録

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

集約部門の指定
消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

振替仕訳作成 振替仕訳の確認 振替仕訳の確定

業務の流れ

システム対応

・配賦と同様の仕様となるため、発番グループは配賦用システム区分（‘０４’）を使用して、 振替仕訳を
作成します。

・［ユーザーマスタ登録］の［処理区分］に“全社”が指定されているユーザで処理を行います。

SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加
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【消費税集約部門登録画面】

消費税集約
部門登録

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

内部コード“17610（仮払消費税）”または、
“31710（仮受消費税）”に関係づけている
勘定科目や補助科目のコードと名称が
一覧されます

集計処理を行う消費税科目について、
チェックボックスを選択状態にしてから
集約先部門コードを指定します

①消費税科目毎に集約先部門コードを指定します

消費税集約部門登録

SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加
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【消費税振替データ作成画面】

消費税集約
部門登録

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

②月毎に消費税振替データを作成します

消費税振替データ作成

「伝票日付」に指定した日付を伝票日付として
振替仕訳データを作成します

「データ作成」又は「取消」を選択します。
※作成した消費税振替データは、［消費
税振替データ更新］による更新処理前
であれば取り消すことができます

SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加
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【消費税振替チェックリスト画面】

消費税集約
部門登録

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

③「消費税振替データ作成」で作成した消費税振替データを出力する

消費税振替チェックリスト

SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加
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【消費税振替データ更新画面】

消費税集約
部門登録

消費税振替
データ作成

消費税振替
チェックリスト

消費税振替
データ更新

④「消費税振替データ作成」で作成した消費税振替データを更新し、仕訳トランと残高マスタを作成

消費税振替データ更新

SuperStream-CORE
３. 消費税部門集約機能追加

消費税申告書を出力するためのデータ集計処理が手作業のため時間がかかっていました。

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 16

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応

仕訳トラン内に保持している金額を、消費税申告項目ごとに集計し、XML形式のデータを作成する
機能を追加しました。作成したＸＭＬデータは「消費税申告システム」への連携が可能です。

消費税申告項目毎に設定された情報をもとに対象金額を集計処理するため、消費税申告書
準備作業の負荷が軽減されます。

・消費税申告項目マスタ登録/ＣＭ000300
・消費税申告項目別集計条件登録/ CM000310
・消費税申告項目別集計条件一覧表/ CP000320
・消費税申告項目集計処理/ CB000330
・消費税申告項目集計結果確認/ＣＲ000340
・消費税申告連携処理/ CM000350

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【連携データ作成手順】

業務の流れ

システム対応

「消費税申告書連携処理」にて作成したＸＭＬデータは、「消費税申告システム（消費税の達人）」への
連携が可能です。

申告書項目
の準備

消費税金額
集計

項目と税コード
紐付け

連携データ作成
消費税金額

の確認

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件

登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計結果確認

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告項目マスタ登録画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

「申告期間」、「申告項目」を選択し、[確定]ボ
タン押下で、あらかじめ設定してある消費税申
告項目が表示されます

集計条件を設定する申告項目を選択して、
ダブルクリックまたは、[集計条件]をクリッ
クして、集計条件を設定します

①作成する消費税申告書の期間、申告項目を選択し、申告項目に集計する仕訳データの抽出条件を設定

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告項目別集計条件登録画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

②候補リストボックスには科目グループコード[0400（売上勘定）][0500（仕入関係勘定）]
[0600（製造原価勘定）]に関係づけられている税処理コード、内部科目コードが表示

集計対象とする項目を
選択して[追加]ボタン
をクリック

集計条件を設定する項目をリストボックス上で
選択し、ダブルクリックまたは、[明細入力]
ボタンをクリックします

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告項目別集計条件登録画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告項目別集計条件一覧表画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告項目別集計処理画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

③申告期間の仕訳トラン（GLSWKTRN）から消費税申告項目別に金額を集計

集計処理を行う前に、申告対象期間は
月次更新を行ってください

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告書項目別集計結果確認画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

申告書項目を選択し、ダブルクリックまたは、
[明細確認]ボタンで明細を確認

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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【消費税申告書連携処理画面】

消費税申告項目
マスタ登録

消費税申告
項目集計処理

消費税申告項目
別集計条件登録

消費税申告
連携処理

消費税申告項目
集計確認

⑤集計結果データから申告書データ（XML形式）を作成し、連携データ格納先に保存

SuperStream-CORE
４. 消費税申告書対応
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端末番号は3桁までしか登録できませんでした。※現在の製品仕様は、999端末まで使用可能。
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SuperStream-CORE
５．端末番号４桁化対応

SuperStream全てのプロダクトの端末番号を３桁から４桁に変更。４桁までの端末番号を
設定可能とし、全プロダクトの関連プログラムを修正しました。

1000端末以上を使用するお客様に対して、SuperStream-CORE 製品の導入が可能になります。

・SuperStream-CORE (CORE, AP+, FA+, AR+, PN+)
・SuperStream-HR+,PR+,HR+退職金管理
・SuperStream-V3 （CORE, AP+）
・SuperStream-uno
・SuperStream-field
・SuperStream-field/HR
・SuperStream-planning
・SuperStream-connect
※上記製品の範囲で端末番号を保持する全テーブル、カラムが対象となります。

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【端末番号登録時画面】

 ClientMGR 端末番号登録時

４桁の番号で端末登録が可能です

 クライアントインストール時

４桁の番号で端末登録が可能です

SuperStream-CORE
５．端末番号４桁化対応
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【端末番号を出力している画面について】

端末番号を出力している
項目表示幅を調整
３桁分⇒４桁分

SuperStream-CORE
５．端末番号４桁化対応
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改修箇所 改修内容

相手先・得意先元帳 元伝票情報として「元伝票グループコード」、「元伝票番号」が出力可能になりました。

本支店振替チェックリスト 抽出条件に「伝票区分」を追加し、オリジナル伝票のみの出力を可能としました。

バッチマスタ登録 換算レートマスタ（CMCRTMST)および入力チェックマスタ(GLCHKMST)の登録が可能になりました。

各種マスタ一覧表対応 以下のマスタ一覧表について、新規対応及び項目追加対応を実施
＜新規一覧表＞
・入力項目チェックマスタ一覧表

＜項目追加＞
・ユーザーマスタ一覧表 ： 「伝票発番グループの設定」、「メニューセットコード」
・組織マスタ一覧表 ： 「関係開始日」、「使用開始日」、「使用終了日」
・科目一覧表 ： 「使用開始日」、「使用終了日」
・補助科目一覧表 ： 「使用開始日」、「使用終了日」
・仕訳パターン一覧表 ： 「相手先情報」

外部データ削除 PR+の外部取込用ワークデータを削除可能としました。削除されたデータは退避テーブルにコピー。

また、退避テーブルのデータは「データ削除ログ照会画面」で確認可能です。

仕訳チェックリスト 伝票毎に改ページできるようフォームを新規作成しました

CORE新会社セットアップ 新会社セットアップで以下のマスタを複写対象に追加しました
・相手先参照表示マスタ CMASHMST
・帳票照会抽出設定マスタ CMSPSMST
・CORE初期値マスタ GLDEFMST
・消費税集約マスタ GLSBMMST

銀行休日マスタ登録 各銀行の「12/31」を銀行休日とするよう修正しました

SuperStream-CORE
6. その他新規追加・改善機能

 その他新規追加・改善機能
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改修箇所 改修内容

IFRS包括利益計算書対応 以下の対象帳票について包括利益表示対応を行う。
【対象帳票】
・損益計算書（包括利益用） ・損益計算書（決算書・包括利益用）
・損益計算書 当月・当期（包括利益用） ・損益計算書推移表（包括利益用）
・貸借対照表（包括利益用） ・貸借対照表（決算書・包括利益用）
・貸借対照表推移表（包括利益用） ・部門別損益計算書（包括利益用）
・部門別貸借対照表（包括利益用） ・組織変更前損益計算書（包括利益用）
・組織変更前貸借対照表（包括利益用） ・予算対比貸借対照表（包括利益用）
・予算対比損益計算書（包括利益用） ・予算損益計算書 当月・当期（包括利益用）
・四半期対比損益計算書（包括利益用） ・四半期対比貸借対照表（包括利益用）
・前年対比損益計算書（包括利益用） ・前年対比貸借対照表（包括利益用）
・株主資本等変動計算書（包括利益用） ・包括利益計算書
・包括利益計算書（決算書）

IFRS過年度遡及対応 SuperStream-COREにおける過年度遡及に対応する機能を追加。
【対応内容】
１．遡及機能の使用可否、遡及入力者、遡及承認者に関するオプションを追加。

２．遡及仕訳専用の伝票発番グループを作成し、遡及伝票の管理機能を追加。

３．「遡及仕訳入力」から誤謬訂正する仕訳を、起票できるよう対応。

４．年次更新処理で過年度遡及残高を繰越処理する機能を追加。

５．過年度遡及前、遡及後、遡及のみでの財務諸表を出力する。
【対応プログラム】
・CORE新会社セットアップ ・コントロール情報登録 ・伝票発番コントロールマスタ登録
・ユーザーマスタ登録 ・ユーザーマスタ一覧表 ・勘定科目属性修正
・外部伝票修正（大量データ用） ・外部データ承認 ・外部データ更新
・外部仕訳データチェックリスト ・外部データエラーリスト ・仕訳日記帳照会

・伝票検索照会 ・仕訳チェックリスト照会 ・総勘定元帳

 ＩＦＲＳ関連対応

SuperStream-CORE
6. その他新規追加・改善機能
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改修箇所 改修内容

IFRS過年度遡及対応 【対応プログラム】
・補助元帳 ・合計残高試算表 ・貸借対照表
・損益計算書 ・製造原価報告書 ・貸借対照表（決算書）
・損益計算書（決算書） ・製造原価報告書（決算書） ・販売費・一般管理費明細書(決算書)
・四半期対比貸借対照表 ・四半期対比損益計算書 ・四半期対比製造原価報告書
・前年対比貸借対照表 ・前年対比損益計算書 ・前年対比製造原価報告書
・相手先・得意先元帳 ・損益計算書（包括利益用） ・損益計算書（決算書・包括利益用）
・前年対比損益計算書(包括利益用) ・四半期対比損益計算書（包括利益用）
・包括利益計算書（決算書） ・包括利益計算書 ・貸借対照表（包括利益用）
・貸借対照表（決算書・包括利益用） ・前年対比貸借対照表（包括利益用）
・四半期対比貸借対照表(包括利益用) ・総勘定元帳照会 ・合計残高試算表照会
・貸借対照表照会 ・損益計算書照会 ・製造原価報告書照会
・相手先元帳照会 ・株主資本等変動データ自動更新
・株主資本等変動データ検索／修正 ・株主資本等変動計算書 ・遡及仕訳入力
・仕訳承認入力 ・仕訳チェックリスト ・承認・未承認リスト
・仕訳日記帳 ・仕訳伝票更新 ・年次更新
・外部データ取込 ・外部エラーデータ検索／修正 ・外部伝票修正

 ＩＦＲＳ関連対応

SuperStream-CORE
6. その他新規追加・改善機能
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

WKP027000 包括利益計算書（決算書）用ワークテーブル

WKP027100 包括利益計算用ワークテーブル

CMIFSMST IFRS会計管理マスタ

CMIDCMST IFRS伝票番号コントロールマスタ

GLUSRMST COREユーザーマスタ

GLINCMST IFRS年次コントロールマスタ

GLSZIMST サブ相手先残高マスタ

GLSZNMST サブ残高マスタ

GLSSKTRN サブ仕訳トラン

GLSSHTRN サブ仕訳履歴トラン

GLSSAWRK サブ仕訳ワーク

GLSW5WRK その他システム用サブ仕訳ワーク（取り込み後）

WKE000200 サブ仕訳複写元伝票検索

GLDEFMST CORE初期値マスタ

GLSBMMST 消費税集約部門マスタ

GLSDKMST 消費税振替実行伝票番号管理マスタ

GLSFWWRK 消費税振替用中間ワーク

GLSSWWRK 消費税振替用仕訳ワーク

GLZR2WRK その他システム用更新エラーログデータ(削除)

GLZWEWRK その他システム用エラー仕訳ワーク(削除)

WKL011000 入力項目チェックマスタ一覧表ワークテーブル

WKP028100 消費税振替チェックリストワークテーブル

WKP009101 現金・預金出納帳ワークテーブル

GLTX1MST            消費税申告項目名称マスタ

GLTX2MST            消費税申告項目マスタ

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧

 変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

GLTX3MST            消費税申告項目集計マスタ(税処理コード)

GLTX4MST            消費税申告項目集計マスタ(内部科目コード)

GLTX5MST            消費税申告項目集計マスタ(科目コード)

GLTX6MST            消費税申告項目集計マスタ(補助科目コード)

GLTX7TRN             消費税申告項目集計処理管理トラン

GLTX8TRN             消費税申告項目集計見出トラン

GLTX9TRN             消費税申告項目集計伝票トラン

GLTXATRN             消費税申告項目集計伝票履歴トラン

GLTXBWRK            画面表示項目選択ワーク(項目名)

GLTXCWRK            画面表示項目選択ワーク(データ)

GLTXDTRN             消費税申告書連携データ見出トラン

GLTXETRN             消費税申告書連携データ明細トラン

GLTXFWRK            消費税申告税処理ワーク

GLTXGWRK            消費税申告科目ワーク

GLTXHWRK            消費税申告補助科目ワーク

GLTXIWRK             消費税申告内部科目ワーク

GLTXJWRK             画面表示項目選択明細ワーク(項目名)

GLTXKWRK            画面表示項目選択明細ワーク(データ)

WCP003200 消費税申告項目別集計条件一覧表ワーク

新規ビュー CMCALVEW 会計カレンダービュー

CMDECVEW 伝票番号コントロールマスタビュー

カラム追加

WKP000100 仕訳チェックリストワークテーブル
WRK_SHIWAKE_KBN 仕訳種別区分

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKP000300 外部データチェックリストﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ WRK_SWK_TYPE_NAME 仕訳種別名称

WKP000400 仕訳日記帳
WRK_SHIWAKE_KBN 仕訳種別区分

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

WKP001100 総勘定元帳

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKP001200 補助元帳

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKP001300 合計残高試算表ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP001400 貸借対照表ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP001500 損益計算書ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP001600 製造原価報告書ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP003900 承認･未承認リストﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ
WRK_SHIWAKE_KBN 仕訳種別区分

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKP004600 外部データエラーリストﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ WRK_SWK_TYPE_NAME 仕訳種別名称

WKP004700 外部仕訳チェックリストﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SWK_TYPE_NAME 仕訳種別名称

WRK_SSK_KBN_NAME 伝票種別区分名

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

WKP005100 貸借対照表（決算書）ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005200 損益計算書（決算書）

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005300 製造原価報告書（決算書）

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005400 販売費・一般管理費明細書（決算書）

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005600 四半期対比貸借対照表ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005700 四半期対比損益計算書ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP005800 四半期対比製造原価報告書ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP006700 前年対比貸借対照表

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP006700 前年対比貸借対照表

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

WKP006800 前年対比損益計算書

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP006900 前年対比製造原価報告書

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP007100 相手先・得意先元帳

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKP027000 包括利益計算書（決算書）用ワークテーブル

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKP027100 包括利益計算用ワークテーブル

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKR000100 仕訳日記帳照会 WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKR000200 伝票検索照会
WRK_SHIWAKE_KBN 仕訳種別区分

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKR000201 伝票検索リスト
WRK_SHIWAKE_KBN 仕訳種別区分

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKR000300 総勘定元帳照会

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

WKR000500 合計残高試算表照会

WRK_SOKYU_KBN 過年度遡及区分

WRK_SOKYU_YEAR 基準会計期

WRK_SOKYU_EDIT 過年度遡及条件名

WKR000800 仕訳チェックリスト照会 WRK_SKY_DEN_YEAR 過年度遡及発生期

WKL000300        会計部門一覧表ワークテーブル

WRK_KBN 仕訳区分

WRK_START_DATE 関係開始日

WRK_APPSTR_DATE 使用開始日

WRK_APPEND_DATE 使用終了日

WKL000600        補助科目一覧表ワークテーブル

WRK_APPSTR_DATE_KMK 使用開始日（科目）

WRK_APPEND_DATE_KMK 使用終了日（科目）

WRK_APPSTR_DATE_HKM 使用開始日（補助）

WRK_APPEND_DATE_HKM 使用終了日（補助）

WKL001400        仕訳パターン一覧ワークテーブル

WRK_TORI_KBN 取引先区分

WRK_TORI_KBN_NAME 取引先区分名

WRK_TORI_CODE 取引先コード

WRK_TORI_CODE_NAME 取引先コード名称

WKL000500        科目一覧表ワークテーブル
WRK_APPSTR_DATE 使用開始日

WRK_APPEND_DATE 使用終了日

GLPRMMST パラメータ登録マスタ

PRM_SHIWAKE_KBN 仕訳区分

PRM_SOKYU_KBN 過年度遡及修正区分

PRM_SOKYU_YEAR 過年度遡及会計期

GLUDGMST ユーザー別伝票発番グループマスタ UDG_SSK_KBN 仕訳種別区分

SuperStream-CORE
付録.変更ＤＢ一覧

※端末番号４桁化対応によるカラム変更は全プロダクトの端末番号カラムが３桁⇒４桁へ変更のため記載なし
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SuperStream-AP+

１１. . 月次更新戻し機能追加月次更新戻し機能追加

２２. . 支払管理コード伝票単位入力対応支払管理コード伝票単位入力対応

３３.. 銀行口座マスタ単一口座複数登録対応銀行口座マスタ単一口座複数登録対応

４４. . 仮払精算入力摘要初期表示対応仮払精算入力摘要初期表示対応

５５. . その他新規追加・改善機能およびその他新規追加・改善機能および

変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -

月次更新の取消が出来ない事により、過去日付の伝票起票や修正が実行不可となっていました。
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 機能追加背景

月次更新の取消が行えるように改善しました。

 機能内容

月次更新後に対応漏れが発覚した場合等、過去日付の伝票起票や修正が可能になります。
月次更新処理を誤って複数回実施してしまった場合、正しい会計月に戻すことができます。

 メリット・効果

・月次更新/ PB000900

 対応プログラム

SuperStream-AP+
１.月次更新戻し機能追加
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【月次更新画面】

・年次更新を跨いだ更新戻しは実行できません。
・月次更新で退避された伝票は戻りません。

 注意点

「更新戻し」の実行で現在会計月が
前月に戻ります

39

「更新戻し」を実行します

SuperStream-AP+
１.月次更新戻し機能追加

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 40

マスタ上で設定されている仕入先コードに紐付く支払管理コード以外では管理不可となっていました。

40

SuperStream-AP+
２.支払管理コード伝票単位入力対応

・会社方針マスタに支払管理コード変更区分オプション機能を追加しました。
・請求書入力、相殺入力画面に支払管理コードの項目を追加しました。

経費入力と同様に、請求書入力、相殺入力でマスタ設定値以外の支払管理コードが入力可能に
なります。

・AP+新会社セットアップ/PN000100
・ AP+会社方針マスタ登録/PM000100

・請求書入力/PE000100
・経費入力/PE000200
・相殺入力/PE100700
・経理承認/PE002000

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【AP+会社方針マスタ登録画面】

41

【請求書入力/相殺入力画面】

「支払管理コード」を任意に
設定することが可能です

・これまで変更可能であった経費入力についても、支払管理コード変更区分オプション機能による制御を
追加しています。

 注意点

SuperStream-AP+
２.支払管理コード伝票単位入力対応
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同一の銀行・支店・預金種別・口座番号を複数登録する事ができませんでした。

42

SuperStream-AP+
３.銀行口座マスタ単一口座複数登録対応

同一口座の複数入力を不可とするチェックを廃止し、同一口座の複数登録が可能になりました。

同一口座での異なる振込依頼人コードや支払手数料負担部門の設定が可能になるため、複数の
支払いサービスに対応することができます。

・銀行口座管理マスタ登録/PＭ001400
・FBデータ作成/ PB000600
・FBデータ再作成/PB400100

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【銀行口座管理マスタ登録画面】

43

今後SuperStream-COREで現預金管理の機能を利用する予定がある場合、同一の銀行口座情報をもつ複数の

口座管理コードに対し、同一の［科目コード］、［補助科目コード］、［機能コード］を設定する必要があります。

 注意点

異なる口座管理コードで同一口座を
複数登録する事が可能です

SuperStream-AP+
３.銀行口座マスタ単一口座複数登録対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 4444

仮払精算入力時、仮払申請伝票で入力した摘要は自動表示されませんでした。

44

SuperStream-AP+
４.仮払精算入力摘要初期表示対応

仮払精算入力で精算対象伝票を選択時に申請伝票の摘要を初期表示するよう対応しました。

仮払申請時の摘要が仮払精算伝票に自動表示され、都度入力する必要がなくなりました。

・仮払精算入力/PE200200

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【仮払精算入力画面】

45

・申請伝票を複数選択した際には、一番最初に選択した申請伝票の摘要が精算伝票の摘要にセットされます。
・申請伝票を全て選択解除した場合、精算伝票の摘要がクリアされます。

<単一レコード選択時>
申請伝票の摘要が自動セット
されます

<複数レコード選択時>
複数行選択した場合、最初に選択した
申請伝票の摘要がセットされた状態から
変更されません

 注意点

SuperStream-AP+
４.仮払精算入力摘要初期表示対応
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SuperStream-AP+
５.その他新規追加・改善機能および変更DB一覧

 その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

新会社セットアップ 「メニューセット」、「メニューグループ」を会社複写対象マスタに追加しました。

ＦＢデータ作成 「銀行振込方法：FB及び一括振込依頼書」の実施で、FBデータのみ作成対象であった場合、

終了後メッセージを一括振込依頼書の表示対象データがない事が分かる内容に変更しました。

外部取込IF処理 「更新取消」の際、外部データ取込結果レポート画面に取消金額合計を表示するよう変更しました。

 変更ＤＢ一覧

変更内容 テーブルID テーブル名 カラムID カラム名称

カラム追加

APAPCMST AP+会社方針マスタ APC_SH_KNR_EDIT_KBN 支払管理コード変更区分

APDPHMST 伝票見出しパターンマスタ DPH_SH_KNR_CODE 支払管理コード

APFBDWRK 銀行振込明細ワーク FBD_FILE_ID ファイルID

APTFDWRK 銀行振込明細退避ワーク TFD_FILE_ID ファイルID

カラム変更

APFBHWRK 銀行振込見出しワーク FBH_FILE_ID ファイルID

APTFHWRK 銀行振込見出し退避ワーク TFH_FILE_ID ファイルID

APSSTTRN 支払集計（その他）トラン SST_SAITO サイト
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SuperStream-field

１１. . シングルサインオン対応シングルサインオン対応

２２. . 外部データ取込外部データ取込((伝票伝票))の税処理コードの税処理コード

チェック対応チェック対応

３３. . 伝票承認入力画面への伝票提出者名表示対応伝票承認入力画面への伝票提出者名表示対応

４４. . 各明細書への相手先区分出力対応各明細書への相手先区分出力対応

５５. . 経理承認入力の表示順設定対応経理承認入力の表示順設定対応

６６. . 各明細書の明細出力順設定対応各明細書の明細出力順設定対応

７７. . その他新規追加・改善機能およびその他新規追加・改善機能および

変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -
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シングルサインオンでログインする事ができませんでした。

ＵＲＬまたはＨＴＴＰヘッダにログイン情報「会社コード」、「ユーザID」、「パスワード」、「社員コード」の
値を引き渡し、認証後、ログイン画面を表示せずにメニュー画面に遷移します。
パスワード認証の有無は「Messages_ja_JP.properties」ファイルで設定します。パスワード認証を
“なし”とした場合は、認証済みユーザーとしてログインします。

社内ポータルからログイン情報をfieldへ引き渡すことで、ログイン作業を省略できます。

・ログイン処理

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
１.シングルサインオン対応
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【シングルサインオン イメージ】

Portal field

ログイン情報（会社コード、ユーザID、パスワード、社員コード）をＵＲＬまたＨＴＴＰヘッダパラメータとして引き渡します
【HTTPヘッダ指定の場合】

ログイン情報を各項目に設定し、index.jspによりfieldに接続します。

会社コード：kaiCd
ユーザID：userId
パスワード：usrPassword
社員コード：usrSynCd

【URL指定の場合】
http://field_host:7001/field/index.jsp?kaiCd=CORE&usrId=usr01&usrPassword=pass01&usrSynCd=shain01
会社コード：kaiCd
ユーザID：userId
パスワード：usrPassword
社員コード：usrSynCd

SuperStream-field
１.シングルサインオン対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 50

【index.jsp使用時に各ログイン情報の指定がない場合】
ログイン情報を指定せずにindex.jspを使用した場合、ログイン画面が表示されます。

【エラー時】
各ログイン情報のエラーチェックでエラーとなった場合、エラーを表示しログイン画面を表示します。

【パスワード認証なしの場合】
・パスワード認証なしと設定している場合、 usrPassword項目を指定する必要はありません。
・パスワード認証なしの設定で、usrPassword項目を指定しパスワードを設定している場合でも、パスワードの

正誤チェックは行われません。

【ログアウト時】

通常、ログアウト後のログイン画面にはパスワード以外のログイン情報が表示されますが、シングルサインオンで
ログインした場合のログアウト時にはログイン情報の表示は行われません。

 注意点

SuperStream-field
１.シングルサインオン対応
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外部データ取込では科目コードに紐付く税処理コードのチェックが行われておりませんでした。

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 51

伝票の外部データ取込画面に税処理コードチェック（する・しない）のオプション機能を追加し、
税処理コードチェック“する”とした場合は、ユーザの「税処理区分変更区分」の設定により、
科目に紐付く税処理コードのチェックを行います。

チェックを行う場合、取込前に税処理コードや税額の不整合データを修正する事が可能になります。
チェックを行わない場合は、これまでと同様に汎用性を持たせた外部データの取込が可能です。

・外部データ取込（伝票） / WB005900

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
２.外部データ取込（伝票）の税処理コードチェック対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 52

「更新戻し」を実行します

【外部データ取込（伝票）/ユーザIDマスタ保守画面】

［ユーザIDマスタ保守］の「税処理区分変更区分」
の設定により、取込データに設定されている科目
の税処理コードチェック処理が行われます

［外部データ取込（伝票）］画面に
「税処理コードチェック」オプション
機能を追加

＜税処理区分変更区分によるチェック内容＞
①0：変更不可の場合

科目マスタ(CMKMKMST)に設定されている科目/税処理コー
ドと取り込んだ税処理区分コードが一致しない場合はエラー。

②1：SS準拠の場合

(1)取り込み科目に設定されている税処理コードが科目マスタ

(CMKMKMST)上どの分類に設定されているかチェックする。

(以下、分類①とする)

1：対象外 2：売上 3：仕入 4：変更不可

(2)取り込んだ科目の税処理区分コードがどの分類になるか

チェックする。

(以下、分類②とする)

1：対象外 2：売上 3：仕入

(3)分類①が対象外の場合かつ、分類②が対象外以外

の場合はエラー。

(4)分類①が売上かつ分類②が仕入または、分類①が

仕入かつ分類②が売上の場合はエラー。

(5)分類①が変更不可の場合、科目に紐付く税処理区分

コードと取り込んだ税処理区分コードが一致しない

場合はエラー。

(6)上記(3)～(5)に当てはまらない場合はチェックOK

③3：全て自由の場合

税処理コードは自由に変更できるのでチェック処理を行わない。

SuperStream-field
２.外部データ取込（伝票）の税処理コードチェック対応
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伝票承認入力画面には提出したユーザIDのみが表示され、提出者名称（ユーザ名）が表示されて
いませんでした。

53

伝票承認入力の一覧に提出者名称の列を追加し、提出者名称（ユーザ名）を表示します。

提出者名称（ユーザ名）の確認が可能になりました。

・伝票承認入力/ WB006300

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
３.伝票承認入力画面への伝票提出者名表示対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved.

【伝票承認入力画面】

54

項目「提出者名称」を追加

SuperStream-field
３.伝票承認入力画面への伝票提出者名表示対応
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得意先と仕入先が同一コードの場合等、画面上に相手先区分を表示していなかったため、
得意先・仕入先を画面上で判別する事ができませんでした。

55

各明細書の相手先コード出力箇所に、相手先区分（得意先：1、仕入先：2、社員：3 ）の項目を
追加しました。

区分の追加により、得意先・仕入先を画面上で判断可能になりました。

・請求明細書印刷/WB003400
・源泉税請求明細書印刷/WB003600
・仮払申請精算印刷/WB003800
・出張申請精算書印刷/WB004000
・交通費精算書印刷/WB004200
・振替伝票明細書印刷/WB004400
・現金預金出納明細書印刷/WB006500

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
４.各明細書への相手先区分出力対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 56

【請求明細書】

56

異なる口座管理コードで同一口座を複
数登録する事が可能です。

相手先区分（得意先：1、仕入先：2、社員：3 ）を表示

SuperStream-field
４.各明細書への相手先区分出力対応
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ソート順の指定は、伝票提出、伝票承認のみが可能となっていました。

57

伝票提出、伝票承認に加え、経理承認入力の一覧表示順を会社方針マスタで設定可能にしました。

伝票グループ、伝票番号、伝票日付の項目を昇順/降順の指定で出力可能です。

・経理承認入力/WB005000

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
５.経理承認入力の表示順設定対応

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 58©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 58

【経理承認入力画面】

58

伝票グループ、伝票番号、
伝票日付で一覧表示

会社方針マスタのソート機能に
経理承認を追加

【会社方針マスターその他設定画面】

SuperStream-field
５.経理承認入力の表示順設定対応
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各明細書の明細出力順は昇順固定になっていました。

各明細書の明細出力順が会社方針マスタで昇順/降順の指定が可能になりました。

昇順/降順を任意で設定可能になります。

・請求明細書印刷/WB003400
・源泉税請求明細書印刷/WB003600
・仮払申請精算印刷/WB003800
・出張申請精算書印刷/WB004000
・交通費精算書印刷/WB004200
・振替伝票明細書印刷/WB004400
・現金預金出納明細書印刷/WB006500

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-field
６.各明細書の明細出力順設定対応
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【昇順】

会社方針マスタに明細出力順
オプション機能を追加

【会社方針マスタ - その他設定画面-】

【降順】

SuperStream-field
６.各明細書の明細出力順設定対応
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 その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

外部データ取込（マスタ） 外部データ取込にて、エラーが発生した場合に出力されるエラーファイル名を一覧およびプルーフリストに出力

経理承認入力 経理承認入力にて、承認処理を行った情報（ユーザＩＤ、端末番号、処理時間）を各伝票のヘッダテーブルに格納

SuperStream-field
７.その他新規追加・改善機能および変更DB一覧

 対応プログラム

変更内容 テーブルID テーブル名 カラムID カラム名称

カラム追加

BSBSCMST 会社方針マスタ BSC_MEISAI_SORT_KBN 明細出力順区分

BSFDHDAT 振替伝票ヘッダファイル
FDH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
FDH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号
FDH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

BSFDHTRN 振替伝票ヘッダ履歴ファイル
FDH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
FDH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号
FDH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

BSSEHDAT 請求書ヘッダファイル
SEH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
SEH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号

SEH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

BSSEHTRN 請求書ヘッダ履歴ファイル
SEH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
SEH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号

SEH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

BSSSHDAT 申請・精算ヘッダファイル
SSH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
SSH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号

SSH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

BSSSHTRN 申請・精算履歴ヘッダファイル
SSH_KEI_SHONIN_USR_ID 経理承認ユーザID
SSH_KEI_SHONIN_STS_NO 経理承認端末番号

SSH_KEI_SHONIN_YMD 経理承認システム日付

カラム変更

BSSEHDAT 請求書ヘッダファイル SEH_SAITO サイト

BSSEHTRN 請求書ヘッダ履歴ファイル SEH_SAITO サイト
BSSIRWRK 仕入先WRK SIR_SAITO サイト

BSTSHDAT 定型請求書ヘッダファイル TSH_SAITO サイト

SuperStream-AR+

１１. . 消込処理等の承認機能追加消込処理等の承認機能追加

２２. . 各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加

３３. . 手動消込入力の対象データ抽出条件追加手動消込入力の対象データ抽出条件追加

４４.. 前受金振替機能追加前受金振替機能追加

５５. . 自動消込（任意消込キー）画面追加自動消込（任意消込キー）画面追加

６６. . 法人グループでの消込機能追加法人グループでの消込機能追加

７７. . 回収部門変更入力画面追加回収部門変更入力画面追加

８８. . 伝票更新ログ検索画面追加伝票更新ログ検索画面追加

９９. . その他新規追加・改善機能その他新規追加・改善機能

付録付録. . 変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -
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消込処理、入金振替処理、入金予定ゼロ登録処理、不良債権登録処理の承認機能がありません
でした。

63

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加

AR+会社方針マスタ登録で、どの処理の承認を行うか否かの設定が可能となります。また、AR+
〔ユーザIDマスタ登録2〕ではユーザ毎の承認権限、承認レベルの設定および、AR+画面表示項目
設定名称マスタ登録、AR+画面表示項目設定マスタでは、各承認画面の項目の表示や並び順等の

設定が可能です。

消込処理、入金振替処理、入金予定ゼロ登録処理、不良債権登録処理の承認処理が行えます。

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

・新会社セットアップ/RM000100 ・AR+会社方針マスタ登録/RM001010
・ AR+ユーザーIDマスタ登録2/RM004200                  ・ AR+ユーザーIDマスタ一覧表/RL002010
・ AR+画面表示項目設定名称マスタ登録/RM004000   ・ AR+画面表示項目設定マスタ登録/RM004100

・消込経理承認/RE008200 ・消込承認リスト/RP008280
・入金振替経理承認/RE006190                              ・入金振替承認リスト/RP006200               
・入金予定ゼロ登録経理承認/RE005170                   ・入金予定ゼロ登録承認リスト/RP005180     
・不良債権登録経理承認/RE005160                        ・不良債権登録承認リスト/RP005180

©2011  SSJ K.K. All rights reserved.
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【AR+会社方針マスタ登録画面】

・自動消込
・残高消込
・自動消込(任意消込キー)

・入金入力(予定紐付) → 自動消込
・入金入力予定紐付 → 消込伝票確定(入金入力予定紐付)
・入金入力(ユーザ消込任意キー) → 消込伝票確定(ユーザ消込任意キー)

・手動消込入力
・手動消込入力（ユーザ消込任意キー）
・手動消込入力（債権伝票番号検索）
・手動消込入力（法人グループ単位）
・前受金消込入力
・前受金消込入力（ユーザ消込任意キー）
・前受金消込入力（法人グループ単位）

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加
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【AR+ユーザーIDマスタ登録2画面 AR+ユーザーマスタ一覧表】

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 66

【AR+画面表示項目名称マスタ登録画面 AR+画面表示項目マスタ登録画面】

予めテンプレートを標準装備

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加
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【消込経理承認画面】

伝票区分の内訳は以下の通り
・手動消込入力
・手動消込入力(ユーザ消込任意キー)
・手動消込入力(債権伝票番号検索)
・手動消込入力(法人管理単位)
・前受金消込入力
・前受金消込入力(ユーザ消込任意キー)
・入金入力(予定紐付)
・入金入力予定紐付
・自動消込(任意消込キー)

モードの内訳は以下の通り
・表示のみ
・承認処理
・承認取消
・保留処理
・保留取消

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加
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【消込承認リスト】

SuperStream-AR+
１.消込処理等の承認機能追加
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承認画面に表示される項目が固定されていたため、確認したい項目を表示できませんでした。

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 69

SuperStream-AR+
２.各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加

AR+画面表示項目設定名称マスタ登録、AR+画面表示項目設定マスタにて、承認画面の項目の

表示や並び順を設定できるようにしました。
・(新)債権計上経理承認 ・(新)入金財務承認 ・(新)入金経理承認
・(新)相殺財務承認 ・(新)相殺経理承認 ・(新)入金予定情報変更財務承認

承認画面で表示したい項目を自由に設定することが可能になりました。

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

・AR+画面表示項目設定名称マスタ登録/RM004000            ・AR+画面表示項目設定マスタ登録/RM004100

・(新)債権計上経理承認/RE005150                                ・(新)入金財務承認/RE006150
・(新)入金経理承認/RE006160                                      ・(新)相殺財務承認/RE006170
・(新)相殺経理承認/RE006180                                      ・(新)入金予定情報変更財務承認/RE008190

 対応プログラム

従来の承認入力との併用も可能です

 補足

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 70

【AR+画面表示項目設定名称マスタ登録】

予めテンプレートを標準装備

SuperStream-AR+
２.各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加
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【AR+画面表示項目設定マスタ登録画面】

SuperStream-AR+
２.各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 72

【(新)債権計上経理承認画面】

SuperStream-AR+
２.各承認画面の表示項目、出力順の設定機能追加
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手動消込入力で、入金データや入金予定データを絞り込むことが出来ませんでした。
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SuperStream-AR+
３.手動消込入力の対象データ抽出条件追加

AR+初期値マスタ登録にて、「表示条件」の使用可否の設定を行うことにより、手動消込入力にて表示条件を

指定可能としました。表示条件は以下の通りです。

また手動消込入力(ユーザ消込任意キー)、手動消込入力(債権伝票番号検索)、前受金消込入力、前受金
消込入力(ユーザ消込任意キー)、手動消込入力(法人グループ単位)、前受金消込入力(法人グループ単位)
についても同様の表示条件を指定可能としました。

入金データ 入金予定データ

回収部門 得意先

入金方法 回収部門

入金日(FROM-TO) 債権部門

回収方法

締日(FROM-TO)

入金予定日(FROM-TO)

 機能追加背景

 機能内容

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 74

対象データを絞込みが可能となり、消込処理の業務効率向上が期待できます。

・手動消込入力/RE008040
・手動消込入力(ユーザ消込任意キー)/RE008150
・手動消込入力(債権伝票番号検索)/RE008180
・前受金消込入力/RE008050
・前受金消込入力(ユーザ消込任意キー)/RE008250
・手動消込入力(法人グループ単位)/RE008260
・前受金消込入力（法人グループ単位）/RE008270

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-AR+
３.手動消込入力の対象データ抽出条件追加
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【AR+初期値マスタ登録画面】

SuperStream-AR+
３.手動消込入力の対象データ抽出条件追加
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【手動消込入力画面】

SuperStream-AR+
３.手動消込入力の対象データ抽出条件追加
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従来仮受金は一括振替のみの対応でした。そのため、前受金に振替える場合は、入金振替入力
にて一件ずつ処理を行わなければなりませんでした。
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SuperStream-AR+
４.前受金振替機能追加

前受・仮受振替画面にて、前受金への一括振替(個別振替も可能)を行えるようにしました。

入金振替入力にて一件ずつ処理をせずに、前受金に一括振替することができ、処理効率が
向上します。

・前受・仮受振替/RE006210
・前受・仮受振替チェックリスト/RP007250

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 78

【前受・仮受振替画面】

伝票区分の内訳は以下の通り
・入金入力
・入金外部
・FB入金

モードの内訳は以下の通り
・表示のみ
・振替処理
・振替取消

SuperStream-AR+
４.前受金振替機能追加
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【前受・仮受振替チェックリスト】

SuperStream-AR+
４.前受金振替機能追加

自動消込の消込キーをユーザの任意項目で設定したいとの要望がありました。

©2010  SSJ K.K. All rights reserved. 80

SuperStream-AR+
５.自動消込（任意消込キー）画面追加

自動消込(任意消込キー)項目名称マスタ登録、自動消込(任意消込キー)項目マスタ登録にて、
入金データ、入金予定データの任意消込キーを設定することにより、自動消込(任意消込キー)
画面にて消込処理を可能とし、自動消込(任意消込キー)結果確認画面にて消込結果を確認
できるようにしました。

任意消込キーを設定して、自動消込できるようになりました。

・自動消込(任意消込キー)/RE008230
・自動消込(任意消込キー)結果確認/RE008240
・自動消込(任意消込キー)項目名称マスタ登録/RM004300
・自動消込(任意消込キー)項目マスタ登録/RM004400

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【自動消込(任意消込キー)項目名称マスタ登録画面】 【自動消込(任意消込キー)項目マスタ登録画面】

入金照合金額：入金額、入金明細額
予定照合金額：請求額、債権計上金額、

債権計上明細金額

 補足

自動消込(任意消込キー)項目マスタで選択可能なテーブルは以下の通りです。

入金照合金額
入金額：入金見出しトラン
入金明細額：入金見出しトラン、入金明細トラン

予定照合金額
 請求額：入金予定トラン
 債権計上金額：入金予定トラン、入金予定計上見出しトラン
 債権計上明細金額：入金予定トラン、入金予定計上見出しトラン、

入金予定計上明細トラン

SuperStream-AR+
５.自動消込（任意消込キー）画面追加
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【自動消込(任意消込キー)設定可能項目一覧】

入金見出トラン 入金明細トラン 入金予定トラン 入金予定計上見出しトラン 入金予定計上明細トラン

(入金)伝票発番グループ (明細)部門 (予定)伝票日付 (債権)伝票発番グループ (明細)部門

(入金)伝票日付 (明細)機能コード1～4 (予定)伝票番号 (債権)伝票日付 (明細)機能コード1～4

(入金)伝票番号 口座管理 入金予定日 (債権)伝票番号 (明細)予備CHAR1～8

(見出)部門 (明細)予備CHAR1～8 回収部門 (見出)得意先 (明細)予備NUM1～3

入金方法 (明細)予備NUM1～3 回収方法 (見出)部門

(見出)予備CHAR1～8 口座管理 (見出)機能コード1～4

請求No.             契約No.               

(予定)予備CHAR1～8 (見出)予備CHAR1～8

(予定)予備NUM1～3

SuperStream-AR+
５.自動消込（任意消込キー）画面追加
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【自動消込(任意消込キー)画面】

SuperStream-AR+
５.自動消込（任意消込キー）画面追加

集金先、得意先をひとまとめにした法人グループ単位で消込処理を行いたいとの要望がありました。
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「AR+得意先マスタ登録」にて法人コードに法人グループコード1を設定し、 「法人グループマスタ1

登録」、「法人グループマスタ登録2」、「法人グループマスタ登録3」にて法人グループを登録できる
ようにしました。
また、手動消込入力(法人グループ単位)および前受金消込入力(法人グループ単位)にて、
法人グループ単位での消込処理を実現しました。

法人グループ単位での消込処理を可能としました。

・法人グループマスタ1登録/RM004500
・法人グループマスタ2登録/RM004600
・法人グループマスタ3登録/RM004700
・手動消込入力(法人グループ単位)/RE008260
・前受金消込入力(法人グループ単位)/RE008270

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【法人グループの階層構造】

法人グループ1

法人グループ2

法人グループ3

法人グループコード１：10000

法人グループコード3：50000

法人グループコード3：60000

法人グループコード3：70000

法人グループコード3：80000

法人グループコード2：30000法人グループコード2：20000

法人グループコード3：40000

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【法人グループマスタ1登録画面】

【AR+得意先マスタ登録画面】

法人コードに法人グループ1コードを指定

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【法人グループマスタ2登録画面】

【AR+得意先マスタ登録画面】

法人コードに法人グループ1コードを指定

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【法人グループマスタ3登録画面】

【AR+得意先マスタ登録】

法人コードに法人グループ1コードを指定

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【手動消込入力（法人グループ単位）画面】

法人グループ1のみ指定した場合、
法人グループ1に属する全ての得意先の入金データ、
入金予定データが消込対象となります。

法人グループ2まで指定した場合、
法人グループ２に属する全ての得意先の入金データ、
入金予定データが消込対象となります。

法人グループ3まで指定した場合、
法人グループ3に設定した得意先の
入金データ、入金予定データが消込対象となります。

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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【手動消込入力（法人グループ単位）-入金選択画面】

【手動消込入力（法人グループ単位）-入金予定選択画面】

SuperStream-AR+
６.法人グループでの消込機能追加
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債権条件マスタの「回収部門」と入金予定データの「回収部門」をまとめて変更したいとの
要望がありました。
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SuperStream-AR+
７.回収部門変更入力画面追加

回収部門変更入力にて、債権条件マスタおよび入金予定データの「回収部門」を一括変更
できるようにしました。

回収部門の変更処理を簡便に行えるようになりました。

・回収部門変更入力/RE008210
・回収部門変更入力一覧表/RP008220

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【回収部門変更入力画面 回収部門変更入力一覧表】

SuperStream-AR+
７.回収部門変更入力画面追加
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承認処理、日次更新処理を行った処理日付、ユーザIDを確認したいとの要望がありました。
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SuperStream-AR+
８.伝票更新ログ検索画面追加

AR+初期値マスタ登録にて、伝票の更新履歴情報を管理する設定を行うことにより、各伝票ごとの

伝票更新履歴を確認できるようになりました。

履歴管理可能な伝票は以下の通りです。
・債権計上伝票 ・入金予定ゼロ伝票 ・不良債権伝票 ・相殺伝票
・入金伝票 ・入金振替伝票 ・消込伝票 ・為替評価替え伝票
・仕訳伝票

各伝票毎の承認処理、日次更新処理を実施した処理日付、ユーザIDが画面上で確認できるように
なりました。

・伝票更新ログ検索/PRR016110

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【AR+初期値マスタ登録画面】

SuperStream-AR+
８.伝票更新ログ検索画面追加
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【伝票更新ログ検索画面】

SuperStream-AR+
８.伝票更新ログ検索画面追加
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SuperStream-AR+
９.その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

相殺予定一覧表 債権金額と債務金額の差額を表示するようにしました。

FB入金振込依頼人マスタ
自動登録対象外マスタ登録

FB入金振込依頼人マスタ自動登録対象外マスタ登録にて登録した集金先について、ＦＢ入金集金先
コード補正時、「FB入金振込人名マスタへ自動登録しない」ことを可能としました。

入金予定ゼロ登録リスト(貸借金額表示) 入金予定ゼロ登録リストに仕訳イメージで確認できるよう貸借の科目、金額を出力する帳票を追加した。

売掛金年齢表(6ヶ月)
4ヶ月以前も確認できるよう6ヶ月前までの金額を集計する帳票を追加しました。また、「先日付の消込結
果を反映しない」チェックボックスを追加しました。

債権・入金伝票別残高履歴
情報更新
回収部門別残高一覧表

[債権発生日][前月残][当月消込額][当月残][回収部門]を同時に確認できる帳票「回収部門別残
高一覧表」を追加しました。また、本帳票を出力するための更新処理「債権・入金伝票別残高履歴情報
更新」を追加しました。

会計残高一覧表-Ⅰ・会計残高一覧表-Ⅱ 得意先・月別、得意先・月別・部門別、得意先・部門別・月別に集計できる帳票を追加しました。

締次残高一覧表-Ⅰ・締次残高一覧表-Ⅱ 得意先・締日別、得意先・締日別・部門別、得意先・部門別・締日別に集計できる帳票を追加しました。

前受金消込入力 （ユーザ消込任意キー）
前受金消込入力(ユーザ消込任意キー)を新規追加し、前受金についてもユーザ消込任意キーを設定し
て、消込処理を実施できるようにしました。

相殺入力のタブ制御

AR+初期値マスタの設定により、相殺入力、相殺入力(債務複数選択)、相殺入力(得意先別)のタブ
制御を変更できるようにしました。

現行のタブ制御：部門→得意先→締前→外貨
新たに追加したタブ制御：部門→締前→得意先→外貨

また締区分のラジオボタンの初期選択を「締前」、「締後」とするかをAR+初期値マスタの設定により制御
可能としました。

AR+会社方針マスタの変更権限
「SUPERVISOR」以外のユーザでも、処理区分＝全社のユーザであればAR+会社方針マスタを変更でき
るようにしました。

入金データ取込 入金データ取込時、行番号に1行目が無い場合エラーとするようチェックを追加しました。

債権計上一覧表 出力条件に「入力日付」を追加しました。

新会社セットアップ 「メニューセット」「メニューグループ」を会社複写対象マスタに追加しました。

 その他新規追加・改善機能
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SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧

テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

ARBMNTRN1   回収部門変更入力トラン(処理日)              

ARBMNTRN2   回収部門変更入力トラン(得意先)              

ARBMNTRN3   回収部門変更入力トラン(データ)              

ARBMNWRK    回収部門変更入力ワーク

ARDSBMST    AR+画面表示項目マスタ

ARDSCMST    AR+画面表示項目設定名称マスタ

ARDSDMST    AR+画面表示項目設定マスタ

ARDSEMST    AR+任意消込キー項目マスタ

ARDSFMST    AR+任意消込キー項目設定名称マスタ

ARDSGMST    AR+任意消込キー項目設定(入金)マスタ

ARDSHMST    AR+任意消込キー項目設定(予定)マスタ

ARDSPWRK1   画面表示項目選択ワーク(項目名)              

ARDSPWRK2   画面表示項目選択ワーク(データ)              

ARDSPWRK3   画面表示項目選択ワーク(自動消込データ)      

ARDSPWRK4   画面表示項目選択ワーク(ログ)                

ARHJNMST1   法人グループマスタ１

ARHJNMST2   法人グループマスタ２

ARHJNMST3   法人グループマスタ３

ARHJNWRK    消込法人グループワーク

ARHSTKUK    仮受残高履歴トラン

ARHSTNYH    入金見出し残高履歴トラン

ARHSTNYM    入金明細残高履歴トラン

ARHSTSKH    債権計上見出し残高履歴トラン

ARHSTSKM    債権計上明細残高履歴トラン

ARHSTWRK1   残高履歴作成処理ワーク１

 変更ＤＢ一覧

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 98

テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

ARHSTWRK2   残高履歴作成処理ワーク２

ARHSTYTI    入金予定残高履歴トラン

ARKHOTRN    消込法人グループトラン

ARKSMDSPTRN 消込データ表示条件トラン

ARKSMDSPWRK 消込データ表示条件ワーク

ARKX1TRN    (任意消込キー)自動消込トラン１(見出)        

ARKX2TRN    (任意消込キー)自動消込トラン２(明細)        

ARLOGFKE    伝票更新ログ(入金振替伝票)                  

ARLOGFRY    伝票更新ログ(不良債権登録伝票)              

ARLOGKSM    伝票更新ログ(消込伝票)                      

ARLOGKWS    伝票更新ログ(期末為替評価替え伝票)          

ARLOGNYH    伝票更新ログ(入金伝票)                      

ARLOGSKH    伝票更新ログ(債権計上伝票)                  

ARLOGSSI    伝票更新ログ(相殺伝票)                      

ARLOGSTL    伝票更新ログ(予定ゼロ登録伝票)              

ARLOGSW2    伝票更新ログ(仕訳伝票)                      

AROMTMST    ＦＢ入金振込依頼人マスタ自動登録対象外マスタ

ARSNNWRK    承認ワーク

ARTIHFKE    伝票更新ログ退避(入金振替伝票)              

ARTIHFRY    伝票更新ログ退避(不良債権登録伝票)          

ARTIHKSM    伝票更新ログ退避(消込伝票)                  

ARTIHKWS    伝票更新ログ退避(期末為替評価替え伝票)      

ARTIHNYH    伝票更新ログ退避(入金伝票)                  

ARTIHSKH    伝票更新ログ退避(債権計上伝票)              

ARTIHSSI    伝票更新ログ退避(相殺伝票)                  

ARTIHSTL    伝票更新ログ退避(予定ゼロ登録伝票)          

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧
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テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

ARTIHSW2    伝票更新ログ退避(仕訳伝票)                  

ARXN1WRK    (任意消込キー)自動消込入金ワーク１

ARXN2WRK    (任意消込キー)自動消込入金ワーク２

ARXN3WRK    (任意消込キー)自動消込入金ワーク３

ARXN4WRK    (任意消込キー)自動消込入金ワーク４

ARXN5WRK    (任意消込キー)自動消込入金ワーク５

ARXY1WRK    (任意消込キー)自動消込予定ワーク１

ARXY2WRK    (任意消込キー)自動消込予定ワーク２

ARXY3WRK    (任意消込キー)自動消込予定ワーク３

WRP008700   会計残高一覧表（得意先別）

WRP008800   締次残高一覧表（得意先別）

WRP008900   不良債権登録承認リスト

WRP009000   入金予定ゼロ登録承認リスト

WRP009100   入金振替承認リスト

WRP009200   消込承認リスト

WRP009300   AR＋ユーザーマスタ一覧表

WRP009400   前受・仮受振替チェックリスト

WRP009500   回収部門変更入力一覧表

WRP009600   回収部門別残高一覧表

カラム追加 ARARCMST AR＋会社方針マスタ

ARC_FRY_KEI_KBN          不良債権登録経理承認区分

ARC_STL_KEI_KBN          入金予定ゼロ登録経理承認区分

ARC_FKE_KEI_KBN          入金振替経理承認区分

ARC_KSM_SHUDO_KEI_KBN    消込(手動)経理承認区分

ARC_KSM_HIMO_KEI_KBN     消込(紐付)経理承認区分

ARC_KSM_JIDO_ZAN_KEI_KBN 消込(自動・残高)経理承認区分

ARC_FRY_KEI_LVL          不良債権登録経理承認レベル

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧
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テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

ARARCMST AR＋会社方針マスタ

ARC_STL_KEI_LVL          入金予定ゼロ登録経理承認レベル

ARC_FKE_KEI_LVL          入金振替経理承認レベル

ARC_KSM_KEI_LVL          消込経理承認レベル

ARFKETRN 振替トラン

FKE_RYU_CODE             理由コード

FKE_RYU_NAME             理由名称

FKE_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ARKSMTRN 消込トラン

KSM_RYU_CODE             理由コード

KSM_RYU_NAME             理由名称

KSM_KEI_KBN              経理承認区分

KSM_KEI_USR_ID           経理承認ユーザＩＤ

KSM_KEI_DATE             経理承認日付

KSM_KEI_STS_NO           経理承認端末番号

KSM_KEI_LVL              経理承認レベル

KSM_PROC_ID_1            プログラムＩＤ１

KSM_PROC_ID_2            プログラムＩＤ２

ARKSMTRN  消込トラン KSM_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ARKUKTRN  仮受トラン

KUK_FKE_MAE_KRI_CRE_KBN  (振替)前受仮受作成区分

KUK_FKE_MAE_KRI_KBN      (振替)前受仮受区分

KUK_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

KUK_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ARNYHTRN  入金見出トラン

NYH_FKE_MAE_KRI_CRE_KBN  (振替)前受仮受作成区分

NYH_FKE_MAE_KRI_KBN      (振替)前受仮受区分

NYH_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

NYH_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ARSKHTRN  債権計上見出しトラン SKH_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧
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テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

ARSSITRN  相殺トラン SSI_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ARSTLTRN 予定ゼロトラン

STL_RYU_CODE             理由コード

STL_RYU_NAME             理由名称

STL_KEI_KBN              経理承認区分

STL_KEI_USR_ID           経理承認ユーザＩＤ

STL_KEI_DATE             経理承認日付

STL_KEI_STS_NO           経理承認端末番号

STL_KEI_LVL              経理承認レベル

STL_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART01TRN  債権計上見出し退避トラン T01_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART03TRN 入金見出退避トラン

T03_FKE_MAE_KRI_CRE_KBN  (振替)前受仮受作成区分

T03_FKE_MAE_KRI_KBN      (振替)前受仮受区分

T03_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART03TRN  入金見出退避トラン T03_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ART05TRN  仮受退避トラン

T05_FKE_MAE_KRI_CRE_KBN  (振替)前受仮受作成区分

T05_FKE_MAE_KRI_KBN      (振替)前受仮受区分

T05_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

T05_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ART06TRN 入金予定退避トラン
T06_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

T06_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ART12TRN  消込退避トラン

T12_RYU_CODE             理由コード

T12_RYU_NAME             理由名称

T12_KEI_KBN              経理承認区分

T12_KEI_USR_ID           経理承認ユーザＩＤ

T12_KEI_DATE             経理承認日付

T12_KEI_STS_NO           経理承認端末番号

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧
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テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

ART12TRN  消込退避トラン

T12_KEI_LVL              経理承認レベル

T12_PROC_ID_1            プログラムＩＤ１

T12_PROC_ID_2            プログラムＩＤ２

T12_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART19TRN  相殺退避トラン T19_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART24TRN  振替退避トラン

T24_RYU_CODE             理由コード

T24_RYU_NAME             理由名称

T24_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ART43TRN  残高更新履歴退避トラン T43_SWK_DEN_DATE         仕訳伝票日付

ART46TRN  予定ゼロ退避トラン T46_RYU_CODE             理由コード

ART46TRN  予定ゼロ退避トラン

T46_RYU_NAME             理由名称

T46_KEI_KBN              経理承認区分

T46_KEI_USR_ID           経理承認ユーザＩＤ

T46_KEI_DATE             経理承認日付

T46_KEI_STS_NO           経理承認端末番号

T46_KEI_LVL              経理承認レベル

T46_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

ARUSRMST  ＡＲ＋ユーザーマスタ

USR_FRY_KEI_KBN          不良債権登録経理承認区分

USR_STL_KEI_KBN          入金予定ゼロ登録経理承認区分

USR_FKE_KEI_KBN          入金振替経理承認区分

USR_KSM_KEI_KBN          消込経理承認区分

USR_FRY_KEI_MOD_KBN      不良債権登録経理承認戻し区分

USR_STL_KEI_MOD_KBN      入金予定ゼロ登録経理承認戻し区分

USR_FKE_KEI_MOD_KBN      入金振替経理承認戻し区分

USR_KSM_KEI_MOD_KBN      消込経理承認戻し区分

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧
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テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

ARUSRMST  ＡＲ＋ユーザーマスタ

USR_FRY_KEI_LVL          不良債権登録経理承認レベル

USR_STL_KEI_LVL          入金予定ゼロ登録経理承認レベル

USR_FKE_KEI_LVL          入金振替経理承認レベル

USR_KSM_KEI_LVL          消込経理承認レベル

USR_FRY_KEI_GRP_KBN      
不良債権登録経理承認伝票グループ
修正区分

USR_STL_KEI_GRP_KBN      
入金予定ゼロ登録経理承認伝票グルー
プ修正

USR_FKE_KEI_GRP_KBN      
入金振替経理承認伝票グループ修正
区分

USR_KSM_KEI_GRP_KBN      消込経理承認伝票グループ修正区分

ARYTITRN  入金予定トラン
YTI_ZAN_LOG_CRE_KBN      残高履歴作成区分

YTI_HJN_GRP_CODE         法人グループ１

ARZURTRN  残高更新履歴トラン ZUR_SWK_DEN_DATE         仕訳伝票日付

WRP003800 売掛金年齢表

WRK_KIN_5                残高（５ヶ月前）

WRK_KIN_6                残高（６ヶ月前）

WRK_KIN_7                残高（７ヶ月以前）

WRK_CUR_KIN_5            外貨残高（５ヶ月前）

WRK_CUR_KIN_6            外貨残高（６ヶ月前）

WRK_CUR_KIN_7            外貨残高（７ヶ月以前）

WRK_KSM_UPD_INF          先日付消込結果反映情報

SuperStream-AR+
付録.変更ＤＢ一覧

SuperStream-FA+

１１. . 固定資産異動増減内訳表の追加固定資産異動増減内訳表の追加

２２. . 処分済資産の削除対応処分済資産の削除対応

３３. . 残存価額一括修正の確認メッセージ対応残存価額一括修正の確認メッセージ対応

４４. . 処分仕訳の相手先出力対応処分仕訳の相手先出力対応

５５.. 再リースの支払開始日にリース開始日以前を再リースの支払開始日にリース開始日以前を

可能とする対応可能とする対応

６６. . その他新規追加・改善機能その他新規追加・改善機能

付録付録. . 変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -
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SuperStream-FA+
１.固定資産異動増減内訳表の追加

種類・部門別に、期首残高・当期に発生した増減・減価償却費・期末残高を出力します。

決算の際に確認したい数字を、一つの帳票でまとめて確認することができます。

・固定資産異動増減内訳表/FP061000

期首残高は退避用資産マスタから出力しているため、FA＋0076を適用せずに前回の「年次更新」

を行っている場合、ゼロ円で出力されます。また、その他の項目についてはレポート用から出力して
いるため、事前に「レポート用データ抽出処理」を実行しておく必要があります。

 注意点

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【画面で「明細」を選択した場合】

「明細」を選択した場合、異動履歴を
取得・移動・用途変更・変更に分けて表示

SuperStream-FA+
１.固定資産異動増減内訳表の追加
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【画面で「集計」を選択した場合】

「資産記帳」画面から種類・部門を変更した場合は、増減として出力されません。

「集計」を選択した場合、増減を集計して表示

 注意点

SuperStream-FA+
１.固定資産異動増減内訳表の追加

全部処分を誤って行ってしまった場合、データベースから不要な履歴データを直接削除していました。
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SuperStream-FA+ 
２. 処分済資産の削除対応

「資産データの削除」で全部処分した資産を呼び出せるようにし、履歴データを削除できるように
対応しました。

全部処分を誤って行ってしまった場合のリカバリ作業が、画面のみの操作で行えるようになりました。

・資産データの削除/FB007000
・個別リース契約削除/FB103000

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【資産データの削除画面】

全部処分データを呼び出した場合、
「全部処分資産」と表示される

SuperStream-FA+ 
２. 処分済資産の削除対応
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【個別リース契約削除画面】

「中途解約」・「再リース」を行った
リース資産は、本機能から削除する
ことで、処分履歴も削除されます

SuperStream-FA+ 
２. 処分済資産の削除対応
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「残存価額一括修正」を未処理のまま第１会計月の月次更新を行ってしまった場合、
5年均等償却が行われないことがありました。
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SuperStream-FA+ 
３. 残存価額一括修正の確認メッセージ対応

第１会計月の「月次更新」実行時に、定率法・定額法の償却済資産が存在した場合
（5年均等償却に切り替わっていない）は、警告メッセージを表示するように対応しました。

「残存価額一括修正」を実行漏れを防ぐことができます。

・月次更新/FB002000 
・残存価額一括修正/FE030000

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【月次更新画面】

「月次更新」画面で警告が表示された場合でも、「残存価額一括修正」では対象残存率の範囲が設
定可能なため、処理対象の資産が存在しないこともあります。

以下条件を満たす資産が存在する場合、
警告メッセージを表示
・償却方法が定率法・定額法
・償却済みである
・改正前残存価額がゼロ円
・残存価額が2円以上

 注意点

SuperStream-FA+ 
３. 残存価額一括修正の確認メッセージ対応
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処分や売却時に作成される処分仕訳について、相手先情報を出力していませんでした。
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SuperStream-FA+ 
４. 処分仕訳の相手先出力対応

処分仕訳の作成時に、「資産の処分」画面で指定した処分先を仕訳データに出力するように
対応しました。

COREで、処分仕訳のデータを相手先別に確認することができます。

・資産の処分入力/FE003000
・資本的支出資産の処分入力/FE003100
・外部データ取込/FB000000 
・仕訳データ作成/FB002500
・仕訳情報マスタ設定/FM006000
・バッチマスタメンテ（償却情報・仕訳情報）/FB006100

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 114

【仕訳情報マスタ設定画面】

取引先区分が「なし」もしくは
「仕入先」の科目を設定
・売却収入科目
・処分振替科目
・売却損科目
・売却益科目
・除却損科目
・除去履行差額費用
・除去履行差額収入

SuperStream-FA+ 
４. 処分仕訳の相手先出力対応
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【資産の処分画面】

「処分先」に設定できるのは共通仕入先に設定されている取引先のみです。

仕訳データの相手先に
処分先を出力

【CORE 外部データチェックリスト】

 注意点

SuperStream-FA+ 
４. 処分仕訳の相手先出力対応

一次リースの最終回の支払と合わせて、再リース契約の支払も行う場合、再リース契約の
支払開始日にリース開始日以前の日付を設定できず、対応できていませんでした。
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SuperStream-FA+ 
５. 再リースの支払開始日にリース開始日以前を可能とする対応

再リース契約を登録する際、支払開始日にリース開始日以前の日付を設定できるようにしました。

再リース契約でリース開始日以前に支払を行う場合も登録することができます。

・リース契約登録/FE101000
・リース契約検収登録/FE105000
・リース契約修正・変更/FE102000
・再リース契約登録/FE103000
・リース契約一括登録/FB111000 

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【リース契約登録画面】

・売買処理のリース契約は固定資産が償却済にならないと再リース契約登録は行えません。
・支払開始日に前月以前の日付を設定した場合は、支払データは作成されません。

再リースの場合、リース開始日
以前の支払開始日を設定可能

 注意点

SuperStream-FA+ 
５. 再リースの支払開始日にリース開始日以前を可能とする対応
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SuperStream-FA+
６. その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

仕訳データ作成 「仕訳データ作成」で集計を選択して償却費配賦仕訳を作成した場合、「減価償却費配賦結果表」と端数処理
が異なっていたため、仕訳の配賦計算方法を明細データを配賦して集計する方法に変更し、仕様を統一化しま
した。

用途変更
用途変更（資本的支出)
外部データ取込

用途変更で税務の償却方法・耐用年数・償却率・申告種類を修正できるように対応しました。

バッチマスタメンテ（申告先） 申告先を一括で更新する際、以下の項目に空白１文字を設定することで、設定情報をクリアできるように対応
しました。
・税務署住所２ ・所有者住所２ ・所有者住所３
・所在地住所２ ・所在地住所３

新会社セットアップ 「メニューセット」、「メニューグループ」を会社複写対象マスタに追加しました。

資産の移動
資本的支出合算資産の移動
資産の処分
資本的支出資産の処分
入力データ更新
資産データの削除
処分資産照会
処分種類別処分資産照会
移動資産照会
用途変更資産照会
固定資産情報照会
固定資産棚卸照会
圧縮処分資産照会
固定資産異動履歴表

数量/面積に1.00未満を登録しての一部異動（移動・処分）を可能としました。またそれに合わせ、小数点以下
2桁で数量/面積を表示するように対応しました。

 その他新規追加・改善機能



2011/9/1

60

©2011  SSJ K.K. All rights reserved. 119

改修箇所 改修内容

償却資産税申告書作成 「種類別明細書」の全資産出力時、「増加事由」を出力するように対応しました。

月次更新
償却計算の取消
年次更新
外部データ作成
資産データの削除
新会社セットアップ

過年度遡及対応として資産マスタ（FASSNMST）のデータを退避するように対応しました。

別表16作成 別表１６の右欄外に印字される年度に、「別表１６作成」画面の「申告年」を出力するように対応しました。

別表十六（八）の集計方法を以下から選択できるように対応しました。

取得年度に出力 (新規)：取得年度に一括償却資産を出力。

年度毎に出力 (既存)   ：毎期一括償却資産を出力。

 その他新規追加・改善機能

SuperStream-FA+
６. その他新規追加・改善機能
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SuperStream-FA+ 
付録.変更ＤＢ一覧

変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

新規テーブル

FATSSMST 退避用資産マスタ

FATS2MST 退避用資産マスタ2

FATS3MST 退避用資産マスタ3

FATSPMST 退避用資産償却費マスタ

FASW6WRK 仕訳ワーク作成用 （本支店分解前配賦仕訳用）

WFP061000 固定資産異動増減内訳表ワーク

WFP061001 固定資産異動増減内訳表ワーク2

カラム変更

FATSSMST 退避用資産マスタ TSS_KZSKK_RITSU 会/増加償却率

FATS2MST 退避用資産マスタ２
TS2_SSN_NO2 資産番号２

TS2_LST_GSN_ZZN_PD 前回減損後残存月数

カラム追加

FABEP162
別表16 （一） 定額法 処理ワーク

BEP_WGK_GAKU 割引現在価値

BEP_JKS_YTD_SGAKU 除/当年度償却累計額

BEP_JKS_LTD_SGAKU 除/減価償却総累計額

FABEP163 別表16 （ニ） 定率法 処理ワーク

BEP_WGK_GAKU 割引現在価値

BEP_JKS_YTD_SGAKU 除/当年度償却累計額

BEP_JKS_LTD_SGAKU 除/減価償却総累計額

FASTGMST 出力定義マスタ
STG_DAI_KBN 台帳区分

STG_OUTPUT_TANI 出力単位

WFP020000 種類別明細書（減少資産用）

WRK_TRN_NO トランザクションＮＯ

WRK_RUN_YY 実行年

WRK_RUN_MM 実行月

WRK_KNR_TANI 管理単位

WFP020001 種類別明細書（増加資産用）

WRK_TRN_NO トランザクションＮＯ

WRK_RUN_YY 実行年

WRK_RUN_MM 実行月

WFP030001 別表16（一）定額法ワーク
WRK_WGK_GAKU1 割引現在価値１

WRK_WGK_GAKU2 割引現在価値２

 変更ＤＢ一覧
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変更内容 テーブルID テーブル名 カラム名 項目名

カラム追加

WFP030001 別表16（一）定額法ワーク

WRK_WGK_GAKU3 割引現在価値３

WRK_WGK_GAKU4 割引現在価値４

WRK_WGK_GAKU5 割引現在価値５

WRK_JKS_YTD_SGAKU1 除/当年度償却累計額１

WRK_JKS_YTD_SGAKU2 除/当年度償却累計額２

WRK_JKS_YTD_SGAKU3 除/当年度償却累計額３

WRK_JKS_YTD_SGAKU4 除/当年度償却累計額４

WRK_JKS_YTD_SGAKU5 除/当年度償却累計額５

WRK_JKS_LTD_SGAKU1 除/減価償却総累計額１

WRK_JKS_LTD_SGAKU2 除/減価償却総累計額２

WRK_JKS_LTD_SGAKU3 除/減価償却総累計額３

WRK_JKS_LTD_SGAKU4 除/減価償却総累計額４

WRK_JKS_LTD_SGAKU5 除/減価償却総累計額５

WFP030002 別表16 （ニ） 定率法ワーク

WRK_WGK_GAKU1 割引現在価値１

WRK_WGK_GAKU2 割引現在価値２

WRK_WGK_GAKU3 割引現在価値３

WRK_WGK_GAKU4 割引現在価値４

WRK_WGK_GAKU5 割引現在価値５

WRK_JKS_YTD_SGAKU1 除/当年度償却累計額１

WRK_JKS_YTD_SGAKU2 除/当年度償却累計額２

WRK_JKS_YTD_SGAKU3 除/当年度償却累計額３

WRK_JKS_YTD_SGAKU4 除/当年度償却累計額４

WRK_JKS_YTD_SGAKU5 除/当年度償却累計額５

WRK_JKS_LTD_SGAKU1 除/減価償却総累計額１

WRK_JKS_LTD_SGAKU2 除/減価償却総累計額２

WRK_JKS_LTD_SGAKU3 除/減価償却総累計額３

WRK_JKS_LTD_SGAKU4 除/減価償却総累計額４

WRK_JKS_LTD_SGAKU5 除/減価償却総累計額５

SuperStream-FA+ 
付録.変更ＤＢ一覧

SuperStream-PN+

１１. . 仕訳摘要２設定対応仕訳摘要２設定対応

２２. . 手形取組申込書口座情報出力対応手形取組申込書口座情報出力対応

３３. . その他新規追加・改善機能およびその他新規追加・改善機能および

変更ＤＢについて変更ＤＢについて

- 対応内容 -
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仕訳摘要に取引先情報を含めることができませんでした。
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PN+新会社セットアップ、PN+会社方針マスタ登録の固有情報画面に、仕訳摘要２設定区分

オプションを追加し、仕訳摘要に含める内容を指定可能にしました。

仕訳インターフェース処理で、仕訳摘要２設定区分の値により、取引先の必要な情報を
その他システム用仕訳ワークの摘要２に自動設定します。

・PN＋新会社セットアップ/ NN000100
・PN＋会社方針マスタ登録/NM000100

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

SuperStream-PN+
１.仕訳摘要２設定対応
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【PN+会社方針マスタ登録（固有情報）画面】

受取手形より発生する仕訳には得意先情報が設定され、支払手形より発生する仕訳には仕入先情報が
設定されます。

 注意点

124

PN+会社方針マスタ登録（固有情報）画面に

仕訳摘要２設定区分の設定オプションを追加

SuperStream-PN+
１.仕訳摘要２設定対応
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【仕訳例】

125

 仕訳摘要２設定区分：設定しない

 仕訳摘要２設定区分：名称(略称）設定のみ

 仕訳摘要２設定区分：コード設定のみ

 仕訳摘要２設定区分：コードと名称（略称）設定

SuperStream-PN+
１.仕訳摘要２設定対応
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自社口座情報は出力されませんでした。

126

「手形取組申込書」画面に口座情報の出力有無を指定するチェックボックスを追加しました。
また、帳票出力項目として「口座種別」、「口座番号」、「口座名称」を追加しました。

手形取組申込書に、自社口座情報の出力有無を指定する事が可能です。

・ 手形取組申込書/NP001100

SuperStream-PN+
２.手形取組申込書口座情報出力対応

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【手形取組申込書画面】

127

出力指示画面に口座情報出力有無を
指定するチェックボックスを追加

SuperStream-PN+
２.手形取組申込書口座情報出力対応
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SuperStream-PN+
３.その他新規追加・改善機能および変更ＤＢ一覧

 その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

新会社セットアップ 「メニューセット」、「メニューグループ」を会社複写対象マスタに追加しました。

変更内容 テーブルID テーブル名 カラムID カラム名称

カラム追加

PNPNCMST PN+会社方針マスタ PNC_SW_TEK2_KBN 仕訳摘要２設定区分

WNP001100 手形取組申込書

WRK_KOZ_KNR_CODE 口座管理コード

WRK_KOZ_SYUBETSU 口座種別

WRK_KOZ_NO 口座番号

WRK_KOZ_NAME 口座名称

 変更ＤＢ一覧
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SuperStream-Planning V3

１１. . レポート作成に対する機能追加レポート作成に対する機能追加

２２. . マスタエクスポート機能追加マスタエクスポート機能追加

３３. . グループ配賦処理に対する機能追加グループ配賦処理に対する機能追加

４４. . レポート作成のパフォーマンス改善対応レポート作成のパフォーマンス改善対応

５５.. キューブ作成のパフォーマンス改善対応キューブ作成のパフォーマンス改善対応

６６. . その他その他 機能改善機能改善

- 対応内容 -

(1)レポートを出力する際、ディメンションメンバのラベルは「コード」＋「名称」が固定でした。
(2)レポートをEXCEL出力する場合、レイヤの出力形式は「Sheet単位」での出力のみでした。
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SuperStream-PlanningV3
１. レポート作成に対する機能追加

(1)「DisplayMethod」を追加し、「コード」および「名称」のチェックの状態に応じて、レポート出力時
のディメンションメンバのラベルの表示を変更できるようにしました。

(2)Excel出力時に「レイヤー出力条件」を追加し、「Sheet単位」または「Book単位」での出力を
可能としました。

(1)ディメンションメンバのラベルについて「コード」のみ、「名称」のみ、「コード」＋「名称」の
パターンでレポート出力が可能となります。

(2)「Book単位」を指定することで、レイヤに指定したメンバ毎に１つのエクセルファイルとして
出力することができます。

・レポート作成/plprn030.exe

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【レポート作成画面】

出力

「コード」、「名称」共にチェックONの場合

「名称」のみチェックONの場合

SuperStream-PlanningV3
１. レポート作成に対する機能追加
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【レポート作成画面】

Sheet単位を選択して出力した場合

Book単位を選択して出力した場合

出力

SuperStream-PlanningV3
１. レポート作成に対する機能追加
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マスタデータや実績(予算）データをCSVファイルとして出力することができませんでした。
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SuperStream-PlanningV3
２．マスタエクスポート機能追加

「マスタエクスポート」画面より、マスタデータや実績（予算）データをCSVに出力可能となります。
また、出力する情報はプレビュー画面によって確認することができます。

出力された「ＣＳＶファイル」を編集した後、「外部データ取込み」によって、マスタを更新したり、
出力した情報を外部システムに連携することができます。

・マスタエクスポート／plmstexp.exe

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【マスタエクスポート画面】

出力対象のフィールドを選択する
※条件に □ がある項目は
出力データの絞込みが可能

ＣＳＶ出力をする
マスタにチェック

出力対象フィールド

SuperStream-PlanningV3
２．マスタエクスポート機能追加
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【マスタエクスポート画面】

絞り込み前

絞り込み後

例：特定の科目のみを絞り込んで出力する
条件を設定して対象データの絞込みが可能

【絞込条件設定画面】

SuperStream-PlanningV3
２．マスタエクスポート機能追加
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【マスタエクスポート】

[F11CSV出力] WORKフォルダに出力

[F10プレビュー] 出力するデータを画面で確認可能

SuperStream-PlanningV3
２．マスタエクスポート機能追加
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MDB(tmpDATA.mdb)に対する配賦結果の登録状態や、COREに対する配賦結果の

フィードバック状況が確認できなかったため、重複して配賦結果を処理してしまうことがありました。
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SuperStream-PlanningV3
３．グループ配賦処理に対する機能追加

「配賦処理結果一覧」にMDBに対する配賦結果の登録状況および、COREに対する配賦結果の

フィードバック状況を確認するための項目を追加しました。

「配賦処理結果一覧」 でMDBに対する配賦結果の登録状況を確認できます。また、COREに対する

配賦結果のフィードバック状況が確認できるため、重複処理を防止することができます。

・グループ配賦処理/plhif030.exe

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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【グループ配賦処理 - 配賦処理結果一覧画面】

MDB(tmpDATA) ・・・実績、予算データのMDBに配賦結果が登録されているかどうかを表示
（登録を行ったときの日時を表示）

MDB(FeedBack)・・・配賦フィードバック用のMDBに配賦結果が登録されているかどうかを表示
（登録を行ったときの日時を表示）

実行日(FeedBack)・・・配賦フィードバックの実行状況を表示
（フィードバックしたときの日時を表示）

SuperStream-PlanningV3
３．グループ配賦処理に対する機能追加



2011/9/1

70

レポート作成時に選択メンバの件数が多い場合、レポート出力実行時のパフォーマンスに問題が
生じることがありました。
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SuperStream-PlanningV3
４．レポート作成のパフォーマンス改善対応

レポート出力時のパフォーマンス改善を実施しました。

レポート出力時の時間が短縮されます。

・レポート作成/plprn030.exe

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム

＜測定結果（PowerPlayへ出力時）＞

測定環境＝CPU：[Pentium 4][2.4Ghz]、メモリ：1GB
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SuperStream-PlanningV3
４．レポート作成のパフォーマンス改善対応
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＜測定結果（Excelへ出力時）＞

測定環境＝CPU：[Pentium 4][2.4Ghz]、メモリ：1GB
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SuperStream-PlanningV3
４．レポート作成のパフォーマンス改善対応

実績データ件数が多い場合、キューブ作成時のパフォーマンスに問題が生じることがありました。
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SuperStream-PlanningV3
５．キューブ作成のパフォーマンス改善対応

キューブ作成時のパフォーマンス改善を実施しました。

キューブ作成処理時間が短縮されます。

キューブ作成/CallCreateModel.exe,CreateModel.dll

 機能追加背景

 機能内容

 メリット・効果

 対応プログラム
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測定環境＝CPU：[Pentium 4][2.4Ghz]、メモリ：1GB
組織マスタ情報・・・326件、科目マスタ情報・・・431件、機能コード1マスタ情報・・・130件
機能コード2マスタ情報・・・130 件、機能コード3マスタ情報・・・130 件
機能コード4マスタ情報・・・130 件、相手先マスタ情報・・・2673 件
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SuperStream-PlanningV3
５．キューブ作成のパフォーマンス改善対応

約3割UP！
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SuperStream-PlanningV3
６．その他新規追加・改善機能

改修箇所 改修内容

「キューブ作成」や「レポート作成」
実行時の環境チェックを強化

Planningのインストール時、および、Planningメニューを起動する際に、PowerPlayのインストール状況を
確認する機能を追加する。

「レポート作成」時のチェックを強化 レポート作成において発生する予期せぬエラーを防ぐため、各処理の実行段階でキューブの状態などを確
認する処理を追加する。また、エラーメッセージの内容がわかりにくいものについてはメッセージ内容の改
善を行う。

計算メジャーメンテナンスの改善 「計算メジャーメインテナンス」画面に現在使用可能なボタンのみ選択可能とするよう変更する。

 その他新規追加・改善機能


