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｢税込み価格｣の場合

① 現在の販売価格｢税込み価格｣から
｢税抜き価格｣を作成します。

② 現税率の売価はそのままに、作成した｢税抜き
価格｣に新税率を掛けて｢新税込み価格｣を作成
します。

③ 作成した｢新税込み価格｣のまるめ作業
（売価を見た目が良い数字にまるめます）

④ レジは現在価格のまま｢新税込み価格｣の
プライスカードを改正日前に出力し貼ります。

※｢新税込み価格｣のプライスカード（現在価格
とは違うカラー付きラベル)を出力して
｢新税込み価格｣と｢旧税込み価格｣のラベル
を商品に貼る事も可能です。

⑤ 税改正日に｢新税込み価格｣と｢新消費税率｣へ
自動で切り換えます。

※ 次回以降の消費税改正は、上記と同様の手順
で変更を行います。

｢税抜き価格｣の場合

① 現在の販売価格｢税込み価格｣から｢税抜き価格｣
を作成します。

② － － － －

③ 作成した｢税抜き価格｣のまるめ作業
（売価を見た目が良い数字にまるめます）

④ レジは現在価格のまま｢税抜き価格｣のプライス
カードを設定変更前に出力し貼ります。

※｢税抜き価格｣のプライスカード(現在価格とは違
うカラー付きラベル)を出力し｢税込み価格｣と
｢税抜き価格｣のラベルを商品に貼る事も可能です。

⑤ お店のタイミングで｢税抜き価格｣を適用します。

⑥ 各種設定変更
（部門の税種別の設定は特に重要になります）

消費税改正プログラムの利用手順

利用手順

はじめに商品価格を｢税込み価格｣、｢税抜き価格｣のどちらか選択します。
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消費税転嫁対策措置法が2013年10月1日より施行されます。
プライスカード・ラベルの表示方法を変更されますか？

￥ 1,050 ￥ 1,000

1,050 円
(税込)

1,050 円
消費税 50円

1,050 円
税抜 1000円

｢消費税転嫁対策措置法2013/10/01より実施｣に含まれる｢税込み価格(総額表示)義務の緩和｣に
よって、消費税が改正される度にプライスカード・ラベルの張替えがお店の負担となる事から、
｢税抜き価格の表示｣が可能となります。

ラベル印字 例 ラベル印字 例

プライスカード 例 プライスカード 例

カスタマディスプレイ表示 例 カスタマディスプレイ表示 例

販売画面 例 小計画面 例 販売画面 例 小計画面 例

｢税込み設定偏｣次項へ

｢税込み価格(総額表示)｣販売
税改正時の張替え有り

｢税抜き価格｣販売
税改正時の張替え無し

｢税込み価格(総額表示)｣のプライスラベ
ル、レジ画面・ディスプレイ表示

｢税抜き価格｣のプライラベル
レジ画面・ディスプレイ表示

1,000 円
(税抜)

1,000 円
税込1,050 円

1,000 円
+50 円(税)

お店の表示価格(税抜き価格・税込み価格)の選択

｢税抜き設定偏｣P-22へ

はじめに
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■■ 税込み設定偏 ■■税改正マスタ金額設定マニュアル
まるめ設定について① (税抜き価格作成・消費税額表示)
まるめ設定について ② (税抜き価格作成・消費税額表示)
税改正後価格の作成① －税改正マスタ金額設定
税改正後価格の作成② －税改正マスタ金額設定
税改正後価格の作成③ －改正後価格のまるめ設定
税改正後価格の作成④ －改正後価格の部分修正・作成
税改正後価格の適用設定
セール価格の設定 (改正日以降)
ラベル印字設定-① (部門設定)
ラベル印字設定-② (機種設定)
ラベル印字設定-③ (印字パターン設定)
改正後価格のラベル一括作成－①
改正後価格のラベル一括作成－②
レジ画面からの改正後価格ラベル作成方法
税改正日前に｢現在価格｣のラベルを一括作成する方法
システム関連の方へ
返品しょりについて－税込み運用(総額表示)
2015年10月（予定）税改正日について

■■ 税抜き設定偏 ■■税改正マスタ金額設定マニュアル
まるめ設定について① (税抜き価格作成・消費税額表示)
まるめ設定について ② (税抜き価格作成・消費税額表示)
まるめ設定について ③ (小計時の税金計算)
税抜き価格の作成① －税改正マスタ金額設定
税抜き価格の作成② －税改正マスタ金額設定
税改正後価格の作成③ －改正後価格のまるめ設定
税改正後価格の作成④ －改正後価格の部分修正・作成
税種別の一括変更 (税抜き運用開始以降)
税改正後の消費税率適用設定
セール価格の設定 (税抜き運用開始以降)
ラベル印字設定-① (部門設定)
ラベル印字設定-② (機種設定)
ラベル印字設定-③ (印字パターン設定)
税抜き価格のラベル一括作成－①
税抜き価格のラベル一括作成－②
総額表示運用（税込み価格）時に税抜きラベルを印字する場合－①
総額表示運用（税込み価格）時に税抜きラベルを印字する場合－②
総額表示運用（税込み価格）時に｢税込み価格｣のラベルを一括作成する方法
返品処理について－税抜き運用(総額表示から税抜き運用変更時)
返品処理について－税抜き運用
2015年10月（予定）税改正日について
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■■ 税込み設定偏 ■■

税改正マスタ金額設定マニュアル

2014/04/01消費税改正版

総額表示金額5％ ＞ 8％
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まるめ設定について① (税抜き価格作成・消費税額表示)

① ｢税抜き価格｣計算時の端数処理が現在の設定で良いか、下記手順で確認します。
Ⓐパターン ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣＞｢初期｣-（税金計算）（総額表示使用）
Ⓑパターン ｢開始メニュー｣＞｢F6基本設定｣＞｢F3消費是設定｣｢税設定｣-（税金計算）（税表示）

切上
四捨
五入

切捨
端数処理.

.基の値

922円922円921円921.510･･･円

922円921円921円921.410･･･円

税金計算のまるめ設定 例）
￥921.410･･･の場合。

連動しています

事前に、税改正後価格を作成する場合、現在の販売価格から｢税抜き価格｣を作成し、
｢税抜き価格｣×｢新税率｣＝｢改正後価格｣を作成します。

｢税抜き価格｣を作成する上で、銭単位(円以下の小数点)の｢まるめ処理｣設定を行います。

税金計算の設定について
Ⓐ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣ ＞【税金計算】の設定と
Ⓑ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F3 消費税設定｣＞【税金計算】の設定は連動しています。
いずれかの設定を変更しても、同じ設定が反映されます。

Ⓐ-1

Ⓐ-2

Ⓑ-2

Ⓑ-1

（注意）
設定変更後は、必ず｢F10 更新｣を実行してください。

税込み価格編

まるめ設定編
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｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣＞税金計算

【税改正マスタ金額設定】
｢税改正マスタ金額設定｣で作成される｢税
抜き価格｣のまるめ設定。
作成された｢税抜き価格｣を元に改正後の価
格を作成します。

切上
四捨
五入

切捨
端数処理.

.基の値

922円922円921円921.510･･･円

922円921円921円921.410･･･円

税金計算の設定 例）
￥921.410･･･の場合。

税金計算のまるめ設定は、下記の場所に適用されます。

【商品登録】
｢商品登録｣で自動で作成される｢税抜金額｣
または｢税込金額｣のまるめ設定。

まるめ設定編

改正後価格作成の為に、まるめ設定を変更した場合の注意点
税込み価格(総額表示) 運用時の税計算方法｢レシート｣

単品商品の売価に、税金が含まれている為レジ画面では、税計算を行い
ませんが、バーコードラベル・レシートの下段には、消費税額を表示で
きる設定があります。（内消費税 ￥○○○）

消費税額を表示するために、【合計金額】X【消費税率】で算出してお
り、この際にでる端数（小数点）は
｢基本設定｣＞｢初期｣＞【税金計算】の設定値で｢まるめ処理｣を行います。
※｢基本設定｣＞｢消費税設定｣＞｢税設定｣＞｢税金計算｣と上記設定は連動
しています。

税込み価格編

まるめ設定について ② (税抜き価格作成・消費税額表示)
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① ｢税改正マスタ金額設定｣を、下記手順で開きます。
｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F3 消費税設定｣＞｢消費税設定｣＞｢税改正マスタ金額設定ツール起動｣

｢税改正マスタ金額設定｣で｢税抜き価格｣と｢改正後価格｣を作成します。

作成された（新税率）×（税抜き価格）＝｢改正後価格｣は、税改正日まで保存され、税改
正日に適用されます。（プライスラベルの印字は、税改正日以前でも行えます）

② ｢税改正マスタ金額設定｣が開きます。
｢部門範囲｣｢発売日｣｢価格設定日｣｢登録
日｣等で、商品を絞り込んで処理が可能
です。
改正後価格を作成していない商品は｢改
正後価格未設定商品｣に☑を入れる事で、
表示できます。

■ 改正後価格未設定商品
☑を入れる事で｢改正後価格｣未設定商品だけを抽出できますので、
価格の改正もれが防げます。（☑を入れる事を推奨します）

税込み価格編

価格作成編

税改正後価格の作成① －税改正マスタ金額設定

2014/03/31までに、｢改正後価格未設定商品｣に☑を入れて、価格の改正
もれが無いか確認をしてください。

※ 非課税品は｢税改正マスタ金額設定｣では表示されません。
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｢税抜き価格｣を作成する上で、既存の｢税抜き価格｣を使用するかしないかの設定を行います。

税込み価格編

価格作成編

税改正後価格の作成② －税改正マスタ金額設定

③-1 ｢☑既存税抜価格を使用しない｣
は、現在の商品マスタに｢税抜き価格｣が、
入っており｢税込価格｣（販売価格）と整
合性（税抜き×消費税率）があっていな
い場合｢既存税抜価格を使用しない｣に☑
を入れる事で、現在の｢税込価格｣に｢現
在の税率｣で計算し｢税抜き価格｣を算出
します。
※今現在の売価から税抜き価格を作成し
ますので、一番正確な方法となります。

※ ｢□既存税抜価格を使用しない｣にチェックを入れない場合に表示される｢差｣は

（税抜き価格<現在の販売価格>）－（既存の税抜き価格×現税率<5%>）＝差

を表示しています。
この｢差｣の欄に表示された商品は、商品マスタ登録時以降に、値下げをした(-表色)、値上げをした(緑色)、
商品マスタをＣＳＶで取り込んだ等、整合性のあっていない商品となりますので、確認してください。

③-2 ｢□既存税抜価格を使用しない｣
にチェックを入れない場合は、
現在の税抜き金額に現税率(5%)を掛け
て、算出した税込み金額と
現在の税込み価格との差異を表示してい
ます。
※商品マスタの税込み価格と税抜き価格
の整合性が合っていない商品は｢差｣の欄
に表示されます。

商品マスタにある｢現在の税抜き価格｣

商品マスタにある｢現在の税込み価格｣×
｢現在の税率｣で作成した｢税抜き価格｣
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① ｢税改正後価格｣のまるめ処理を設
定します。

4,556 円

4,556 円

4,555 円

なし 100101
まるめ.

.端数

5,000 円4,600 円4,560 円切り上げ

5,000 円4,600 円4,560 円四捨五入

4,000 円4,500 円4,550 円切り捨て

5,445 円

5,444 円

5,444 円

なし 100101
まるめ.

.端数

6,000 円5,500 円5,450 円切り上げ

5,000 円5,400 円5,440 円四捨五入

5,000 円5,400 円5,440 円切り捨て

例－1）
￥4555.52の、各まるめ+端数処理を行います

例－2）
￥5444.49の、各まるめ+端数処理を行います

Ⓑ 【処理方法】
まるめの処理の方法をどの様にするか決めます。
・切り捨て ・四捨五入 ・切り上げ のいずれか。

Ⓐ 【まるめ単位】
下記を参照して、まるめ単位を決めます。

100円の位をまるめ= )100・まるめ単位(

10

1

なし

10円の位をまるめ= )・まるめ単位(

1円の位をまるめ= )・まるめ単位(

小数点のまるめ= )・まるめ単位(

①

Ⓐ

Ⓑ

② 【税率】現在の税率を入力
この税率設定を見て、税抜き価格を
算出します。

③ 【新税率】改正後の新税率を入力
この税率設定を見て、改正後価格を
算出します。

④ 【F5 確認】をクリックします。

② ③ ④

作成する｢改正後価格｣（税込み価格(総額表示)）の｢まるめ処理｣設定を行いリスト作成しま
す。※前述のまるめ設定は、税抜き価格でしたが、この設定は売価のまるめ設定です。

税込み価格編

価格作成編

税改正後価格の作成③ －改正後価格のまるめ設定
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① 「F5 確認」でリスト表示します。
部分修正を行う場合は、修正したい｢改
正後価格｣をクリックして修正し、
「F10 実行」をクリックしてください。

注）部分修正を行った後は、左上の｢改
正後価格未設定商品｣に☑を入れないと、
前項で設定した値で、上書き修正を行っ
てしまいます。

注）｢税抜価格｣は現在のマスタにある価
格ですので、変更する場合は特に注意を
してください。

② リスト右側のチェックBOXに☑を入
れて画面下｢F4 削除｣をクリックする事
で、リストから除外され｢改正後価格｣は、
適用されません。

※ ｢改正後価格未設定商品｣に☑を入れ
前項と同一条件を設定した場合に、再度
表示させる事ができます。

作成した｢改正後価格｣（税込み価格(総額表示)）のリストを部分修正し反映させます。

｢改正後価格｣の作成が終了しました。
税改正日前に、プライスカード・ラベルを改正後価格に変更してください。

③ リストを確認して問題がなければ、
「F10 実行」で、新価格が保存され、税
改正日に更新されます。

※上記｢改正後価格｣は、税改正日まで何
度でも変更が可能です。

税込み価格編

価格作成編

税改正後価格の作成④ －改正後価格の部分修正・作成
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① ｢開始メニュー」＞「基本設定｣＞｢消費税設定」＞「税設定」を開きます。
改正日設定が「2014/04/01」税率が「8」に
なっているのを確認してください。

税改正日に、新消費税率と作成した改正後価格を適用する設定を行います。

※税改正日の前日2014/03/31お店の営業を終了したらバックアップを取ってください。
お店の休業日が、税改正日の前日（2014/03/31）で、3/31に新消費税率と作成した改正後価格を適

用したい等で2014/04/01以外の設定変更を行った場合には、必ず前日のBCPOS終了前にバックアッ
プを行っててください。

② 2014/04/01当日、BCPOSを起動すると自動で
消費税率と改正価格が適用され、右図｢月次処理｣が開
始されます。

③ 下記の様に各設定が変更されています。

改正後価格を適用する「改正日｣の設定が終了しました。
税改正日2014年4月1日に、｢改正後価格｣が適用されます。

次項は「改正日」以降に、金額変更(セール売価等)をする設定になります。

税込み価格編

価格作成編

税改正後価格の適用設定
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※ ミックマッチの価格変更
Ⓐをクリックすると、下図ミック
スマッチの絞込み設定画面に切り
替わります。絞込み範囲を設定し
て｢F10リスト｣をクリックします。

③ 税率変更に伴い変更したい
「対象価格」を選択します。

④「F10 リスト」をクリック
します。

② 絞り込む範囲を選択します。

セール価格の設定 (改正日以降)

消費税改正日以降に、セール価格1.2、複数単価、仕入価格を「セール価格一括変換ツー
ル」で改正後価格を作成します。
※消費税改正日前に下記操作を行うと、即座にマスタに反映されてしまいます。

改正日以降

① ｢開始メニュー｣＞｢F9 メンテナンス｣＞｢F4 商品マスタユーティリティー｣＞セール価格一括変更

セール価格の設定 (改正
日以降)

②

③

④

Ⓐ

⑤ 「F5 確認」でリスト表示します。
設定方法は、P-9 「税改正後価格の作成③ －まるめ設定」を参照

税込み価格編

※ ｢基本設定｣＞｢追加基本設定｣＞
｢その他追加設定｣の｢ミックマッチ
販売使用する｣になっていないと表
示されません。

価格作成編

（注意）
作業が2014/04/01以降であ
ると、現税率に｢8％｣が適用さ
れています。セール価格は、消
費税率5％で作成された価格で
すので、現税率が｢5％｣になっ
ている事を確認してください。

セット販売について(一つのコードで複数商品を呼出し、値引する機能）
セット販売は、税込み価格の複数商品を合計した金額から、設定した値引金額を差引いています。
値引金額を変更する場合は、｢開始メニュー｣＞｢F2管理画面｣＞｢セット登録｣から変更してください。
尚、｢セット登録｣がグレーアウトの場合、お客様は現在｢セット販売｣の機能を利用していません。
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バーコードラベルを出力する場合には、下記の設定を必ず行ってください。

① 開始メニュー＞各種マスタ＞部門マスタを開きます。

② ラベル印字を行う部門を右にスライドします。（下図）

または、部門をダブルクリックする事で（右図）になります。

｢R印刷｣に、数値で｢1｣を入力します。(1または、空白以外は使

用しないでください。)

※このR印刷に1が入力されていないとラベルは印字されません。

部門コードを使わずに、マスタ登録した商品をラベル印字する場

合には、商品コードの先頭３桁を部門コードとして入力して、R

印字に｢1｣を設定することでラベル印字が可能となります。

※ 本稿を読む前に、ご利用になるラベルプリンタのドライバインストール等を行ってください。

【税込み価格】ラベル印字

ラベル印字設定-① (部門設定)

税込み価格編

ラベル作成編
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ラベル印字設定-② (機種設定)

※先にバーコードラベルプリンタの接続設定を行ってください。

① 開始メニュー＞基本設定＞全般設定＞初期2 ｢販売ラベル印刷機選択｣を｢外部プリンタ｣に☑を入れます。

｢外部プリンタのラベルフォーマット｣は｢社内タグ｣に☑をいれてください。(デフォルト)

※後述しますが、仕入同時ラベル印刷を行う場合は、｢仕入ラベル印刷機選択｣も｢外部プリンタ｣に☑を入れ

てください。

② 開始メニュー＞基本設定＞全般設定＞機種 ｢外部バーコードプリンタ使用｣を｢する｣に設定し

｢使用プリンタ名｣を、接続設定したプリンタに設定します。

※ラベルの印字テストを行った結果、印字位置の調整を行う場合は｢ラベル印字調整｣で

補正してください。

税込み価格編

ラベル作成編
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ラベルに印字される価格は「F6 基本設定」＞「F3 消費税設定」＞「印字設定」で設定します。

ラベル印字設定-③ (印字パターン設定)

①基本設定＞消費税設定＞印字設定

■ 注意 ■ 基本設定＞初期＞「総額表示使用」 (する☑)(しない☑)の設定に関わらず、
商品マスタ登録時に｢税込金額｣を入力している必要がございます。

②印字金額｢税込｣に☑を入れます。
③タグシールパターン(1～4)｣で金額の印字

パターンを設定します。(下図印字例参照)

■ 印字例（税込み価格）

①合計金額のみ ②税抜印字 ③税込印字 ④消費税印字
¥100 ¥100(税込) ¥100(税抜¥105) (内消費税¥105)

② ③

税込み価格編

※印字金額の｢税抜｣｢税込｣はどちらを選択しても、ラベル印字は可能ですが｢税抜｣を選択した場合には、商
品マスタの｢税抜売価｣を印字します。ラベル表記の金額と、レジ画面・カスタマディスプレイに表示される
金額（税込売価）が違いますので、お客様に誤解を与える場合があるので注意してください。

ラベル作成編

バーコードラベルの印字パターンを設定します。
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② 印字するラベルの絞込みを行います。
ラベルロール1巻(新品)で、2,000枚の商品ラベルが印字できますが｢改正後価格｣を一括で印字すると、1巻
で足りなくなる場合は、印字するラベルの絞込みを行ってください。

① ｢F2 管理画面｣＞｢商品リスト｣＞｢F10 実行｣で、商品一覧が開きます。
｢処理内容｣Ⓐの［商品価格一覧］を選択します。｢明細表示｣覧のⒷ｢改正後価格表示｣に☑をいれます。
※｢改正後価格表示｣は税改正日以降は非表示となります。

Ⓐ

Ⓑ

・ソート順
次項で表示される、商品一覧の商品の並び順を選択し
ます。また、この並び順でラベルの印字を行います。

・部門指定
全部、または指定した部門を表示します。

・枝番指定
全部、または指定した枝番を表示します。

・カナ読み範囲・発売日・価格設定日・登録日につい
ては、絞込み条件として、あいまいになるので非推奨
です。

・棚番指定
棚番を活用されている場合には、有効な絞込み条件と
なります。

※｢税抜表示｣について
税込み価格(総額表示)使用｢する｣に設定すると表示さ
れます。税込み価格(総額表示)使用｢しない｣の場合は
非表示です。☑を入れる事で、商品リストに、商品マ
スタの｢税抜き価格金額｣を表示します。

作成する｢改正後価格ラベル｣の出力範囲を選択します。

税込み価格編

ラベル作成編

改正後価格のラベル一括作成－①
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③ ｢金額表示｣Ⓒ ・｢在庫商ﾒﾓ表示｣Ⓓ ・｢無在庫表示｣Ⓔの設定

｢金額表示｣Ⓒ
商品一覧で｢改正後価格｣以外に表示する金額選択しま
す。いずれを選択しても、ラベルに印字する金額は
｢改正後価格｣となります。

｢在庫商ﾒﾓ表示｣Ⓓ
ラベル印字では｢なし｣と｢在庫｣が印字枚数に関わりま
す。
・｢なし｣を選択した場合には｢F2 管理画面｣＞｢商品マ
スタ｣で開いた｢商品登録｣の［バーコード枚数]に設定
された枚数を印字します。
・｢在庫｣を選択した場合には、現在の在庫数分のラベ
ルを印字します。

｢無在庫表示｣Ⓔ
在庫0の商品を表示するかしないかの設定になります。

※現在の在庫数分、改正後価格のラベルを印字したい
ので｢在庫商ﾒﾓ表示｣の設定は｢在庫｣を選択されること
を推奨します。

④ 上記設定後｢F10 実行｣をクリックして、商品一覧
を表示します。

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

⑤ 商品価格一覧が表示されます。
｢F2 ラベル｣をクリックすると、現在表示されているリストの｢在庫｣数分のラベルをラベルプリンター
から印字します。

感熱式ラベルプリンター

熱転写式ラベルプリンター

｢改正後価格のラベル｣をラベルプリンターで出力します。

2014年4月1日税改正日前に、
プライスカード・ラベルの変更を行ってください。

税込み価格編

ラベル作成編

改正後価格のラベル一括作成－②
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① レジ画面で商品を呼出します。 レジ画面下の｢メニューバー｣の｢ ▲ ｣をクリックします。

② ｢メニューバー｣が反転し｢SF1ラベル｣と｢新 ラベル｣が表示されます。
ラベルの印字枚数を増やす場合は｢数｣を入力してください。

｢新ラベル｣は｢改正後価格｣でラベルを印字します。｢SF1ラベル｣は｢現在の販売価格｣でラベルを印字します。

税改正日(2014/04/01)以降に｢改正後価格｣が適用されると｢メニューバー｣から｢新ラベル｣の
ボタンは表示されなくなります。

レジ画面(販売・仕入)で呼出した商品の｢改正後ラベル｣をラベルプリンターで出力します。

税込み価格編

ラベル作成編

レジ画面からの改正後価格ラベル作成方法
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税改正日前は｢改正後価格｣と｢現在価格｣のラベル、どちらも印字する場合がありますので
｢改正後価格表示｣は、表示されたままになっています。
｢改正後価格表示｣に☑が入っていると、商品リストに表示された金額を無視して｢改正後価格｣
を印字します。

｢現在価格｣のラベルを印字する場合には、チェックを外してください。
チェックを外す事で｢F6 基本設定｣＞｢F3 消費税設定｣＞｢印字金額｣の｢税込｣｢税抜｣(左下図)に
チェックが入っている金額を印字します。

税改正日前に｢現在価格｣のラベルを一括印字する場合の注意点となります。

税改正日が過ぎると、右図のように｢改正後価
格表示｣が非表示となります。

ラベルに印字される金額は｢F6 基本設定｣＞
｢F3 消費税設定｣＞｢印字設定｣で設定されてい
るラベルを印字します。

※税改正日以降のラベル印字について
は、別紙「ラベル印字マニュアル」に
詳細なラベル印字方法を掲載しおりま
す。

税込み価格編

ラベル作成編

税改正日前に｢現在価格｣のラベルを一括作成する方法
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CSVデータで吐き出した商品マスタの適用「売価」について
2014年4月1日以前と以降のCSVデータで適用される「売価」が異なります。
また、次回消費税改正日以降と以前でも異なります。

現在使用している金額を、各種画面から判断する
左上に「●」が有る場合は「税込み1（金額10）」を使用しています。

システム関連の方へ

各種画面から判断する
左上に「■」が有る場合は「税込み2（金額9）」を使用しています。

商品マスタのファイルフォーマット(一部省略)

備考項目名№

00000000～99999999(税込み売価1 ) 記号＝●金額1025

00000000～99999999(税込み売価2 ) 記号＝■金額924

00000000～99999999(セールス仕入2)金額823

00000000～99999999(セールス仕入1)金額722

00000000～99999999(セールス売価2)金額621

00000000～99999999(セールス売価1)金額520

00000000～99999999(税抜き売価)金額419

00000000～99999999(仕入値/買値)金額318

00000000～99999999(複数単価)金額217

00000000～99999999(定価)金額116

～～ ～ ～

～～ ～ ～

BCPOSのファイルフォーマット
BCPOSでは、下記を
No24金額 9(税込み価格2)記号＝■
No24金額10(税込み価格1)記号＝●
税込み金額として登録が可能で、片方を
現在使用している「売価」、もう一つを
「改正後価格」として使用しています。
税込み売価1or2のどちらを使用している
かの判断は、下記
「開始メニュー」「レジ画面」上部の記
号■●で判断してください。

※特別な運用を行わない限り、
2014/4/1以前は「金額10(税込み売価1) 
2014/4/1以降は「金額 9(税込み売価2)
次回、税改正日
(予定2015/10/1）以降は「金額10(税込み売価1)」と税改正日毎に交互で使用します。

税込み価格編
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返品処理について―税込み運用（総額表示）

改正日以降

② ｢開始メニュー｣＞「F6 基本設定」＞｢F2 全般設定」＞｢初期｣＞の
「税率」を、改正前(2014/4/1以降であれば、5％)の税率【 5％ 】に変更し｢F 10更新｣します。

① ｢開始メニュー｣＞「F6 基本設定」＞「F3 消費税設定」＞｢税設定｣の
「使用税込み」を【税込み1(●)】へ変更し｢F 10更新｣を押します。

③ レジ画面左上の表示が「●5％レジ画面ver5.0(販売)｣となっている事を確認して「返品処理」を
行ってください。 「返品処理」が終了したら、上記の変更箇所を元に戻してください。

税込み価格編

返品処理手順は、必ず①と②順で設定してください。順番を間違うと税率が狂ってしまいます。
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2014年4月に8％への消費増税が決定しましたが、2015年10月に10％への増税が
検討されておりますので2015年の消費増税等、消費税改正がある場合には、下記設
定を行い本書を参照して設定が可能ですが、次回消費税税改正が決定次第、2015年
度版の税改正マスタ金額設定マニュアルを配布いたします。

改正日以降

① ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定」＞｢F3 消費税設定｣＞「税設定」＞税率設定

2015年10月（予定）税改正日について

② 「税設定」＞税率設定

※決定している2014/04/01の消費税改正は
弊社ですでに設定をしています。

1- をクリックして、カレンダー表示させます。
2- 決定した税改正日と、税率を入力します。
3- F10更新で終了します。

2014年4月1日以降に、消費税改正が行われた場合、必ず下記「税率設定」を行って
から「税改正マスタ金額設定」を利用してください。
※改正後価格の作成以外にも、改正後価格のラベル印字にも影響します。
※指定日付に税率を変更しますので、2014年以降の設定は、確定してから行ってく
ださい。

税込み価格編
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■■ 税抜き設定偏 ■■

税改正マスタ金額設定マニュアル

総額表示＞税抜き価格表示
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まるめ設定について① (税抜き価格作成・消費税額表示)

① ｢税抜き価格｣計算時の端数処理が現在の設定で良いか、下記手順で確認します。
Ⓐパターン ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣ ＞｢初期｣-（税金計算）（総額表示使用）
Ⓑパターン ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F3消費税設定｣｢税設定｣-（税金計算）（税表示）

連動しています

現在の販売価格から｢税抜き価格｣を作成します。

税金計算の設定について
Ⓐ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣ ＞【税金計算】の設定と
Ⓑ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F3 消費税設定｣＞【税金計算】の設定は連動しています。
いずれかの設定を変更しても、同じ設定に変更されます。

Ⓐ-1

Ⓐ-2

Ⓑ-2

Ⓑ-1

（注意）設定変更後は、必ず｢F10 更新｣を実行してください。

税抜き価格編

まるめ設定編

￥6267313円313.3333333￥6580切捨て

￥6266314円313.3333333￥6580切上げ

税抜き価格
税込価格－税金（まるめ）

税金額
税込価格ｘ5÷105

税金
（まるめ）

税込価格
(総額表示)

｢税金計算｣設定
全般設定＞初期

--税抜き価格を算出する際に、以下の計算式で算出しています。--
計算例）税率5％
税込価格×5（現税率）÷105 ＝ 税金額＜端数処理＞Ⓐ
税込価格－税金額Ⓐ＝税抜き価格、となっていますので、
｢税金計算｣の端数処理を（切捨て）にする事で、算出される税抜き価格の端数処理は切上げとなります。

※税抜き運用開始前は
操作しないでください。

｢税抜き価格｣を作成する上で、銭単位(円以下の小数点)の｢まるめ処理｣設定を行います。
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｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣＞税金計算

【税改正マスタ金額設定】
｢税改正マスタ金額設定｣で作成される｢税
抜き価格｣のまるめ設定。
作成された｢税抜き価格｣を元に改正後の価
格を作成します。

切上
四捨
五入

切捨
端数処理.

.基の値

922円922円921円921.510･･･円

922円921円921円921.410･･･円

税金計算の設定 例）
￥921.410･･･の場合。

税金計算のまるめ設定（小数点以下）は、下記の場所に適用されます。

【商品登録】
｢商品登録｣で自動で作成される｢税抜金額｣
または｢税込金額｣のまるめ設定。

まるめ設定編

改正後価格作成の為に、まるめ設定を変更した場合の注意点
税抜き価格(総額表示しない) 運用時の税計算方法と｢レシート｣

商品の単品に税金が含まれていないので、レシート及びバーコー
ドラベルに消費税額を印字する為の、税計算時におけるまるめ設
定。（消費税 ￥○○○）及び、小計画面｢税金｣の小数点以下の
まるめ設定に適用されます。

まるめ設定について ② (税抜き価格作成・消費税額表示)

税抜き価格編
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税込み価格(総額表示)から、税抜き価格にする際の注意点

・開始メニュー＞F3消費税設定＞｢詳細設定｣で、税込み(総額)設定されている項目は、全て｢税抜き｣と
なります。(右図参照)
※｢総額設定｣の詳細設定は、税込み価格(総額表示)
設定にした際に適用される項目となります。
税抜き設定の場合、こちらの設定は無視されます。

・年報の計算が、今までは税込みになっています
ので、期に関わらず運用変更前と変更後で分けて
ください。（TenpoVisorの期間集計も同様です）

・部門マスタの税区分をご確認ください。
（P-30｢税種別の一括変更｣を参照）
（税区分が内税になっている部門の商品を登録す
る場合、商品登録画面で税区分のデフォルト設定
が内税となります。）

下図｢小計画面｣の｢税金｣or｢合計(売上+税金)｣ 計算時、1円以上のまるめ設定を行います。

小計画面の税金計算(税込み運用時はありません)時における端数処理設定
※この設定は、税抜き価格運用前に設定しても、総額表示運用には影響しません。

まるめ設定編

まるめ設定について ③ (小計時の税金計算)

税抜き価格編

4,556円

4,556円

4,555円

なし 100101
まるめ.

.端数

5,000円4,600円4,560円切り上げ

5,000円4,600円4,560円四捨五入

4,000円4,500円4,550円切り捨て

例－1）
￥4555.52の、各まるめ+端数処理を行います

｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F2 全般設定｣＞小計

【 税金】

外税税金に対してまるめを

行います。

【 合計(売上+税金) 】

合計金額に対してまるめを

行います。

まるめ

対象

1、10、100、1000の単位

から選択します。
単位

単位(下記)で指定した位を

切捨、四捨五入、切上から

選択します。

条件

使用【する】【しない】
機能
使用
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① ｢税改正マスタ金額設定｣を、下記手順で開きます。
｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定｣＞｢F3 消費税設定｣＞｢税設定｣＞｢税改正マスタ金額設定ツール起動｣

｢税改正マスタ金額設定｣を使用して｢税抜き価格｣を一括で作成します。

税抜き価格作成後、ラベルの貼り替えが終わったら、税抜き運用へ変更します。
税改正日に自動で新税率｢8％｣が適用されます。

② ｢税改正マスタ金額設定｣が開きます。
｢部門範囲｣｢発売日｣｢価格設定日｣｢登録
日｣等で、商品を絞り込んで処理が可能
です。
改正後価格を作成していない商品は｢改
正後価格未設定商品｣に☑を入れる事で、
表示できます。

■ 改正後価格未設定商品
☑を入れる事で｢改正後価格｣未設定商品だけを抽出できますので、
価格の改正もれが防げます。（☑を入れる事を推奨します）

価格作成編

税抜き価格の作成① －税改正マスタ金額設定

税抜き価格編

税抜き運用の切換日について。

税抜き運用にする場合、月初(1日)以外の日に運用を切り換え
ると、日報・月報の売上表示等が、｢外税売上｣｢内税売上｣・・
等分離されてわかり難くなりますので注意してください。
また右図｢消費税設定｣＞｢詳細設定｣＞｢粗利計算額｣を
｢税込み(総額)｣設定していた場合、｢税抜｣となりますので
注意してください。
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｢税抜き価格｣を作成する上で、既存の｢税抜き価格｣を使用するかしないかの設定を行います。

価格作成編

税抜き価格の作成② －税改正マスタ金額設定

税抜き価格編

③-1 ｢☑既存税抜価格を使用しない｣
は、現在の商品マスタに｢税抜き価格｣が、
入っており｢税込価格｣（販売価格）と整
合性（税抜き×消費税率）があっていな
い場合｢既存税抜価格を使用しない｣に☑
を入れる事で、現在の｢税込価格｣に｢現
在の税率｣で計算し｢税抜き価格｣を算出
します。
※今現在の売価から税抜き価格を作成し
ますので、一番正確な方法となります。

※ ｢□既存税抜価格を使用しない｣にチェックを入れない場合に表示される｢差｣は

（税抜き価格<現在の販売価格>）－（既存の税抜き価格×現税率<5%>）＝差

を表示しています。
この｢差｣の欄に表示された商品は、商品マスタ登録時以降に、値下げをした(-表色)、値上げをした(緑色)、
商品マスタをＣＳＶで取り込んだ等、整合性のあっていない商品となりますので、確認してください。

③-2 ｢□既存税抜価格を使用しない｣
にチェックを入れない場合は、
現在の税抜き金額に現税率(5%)を掛け
て、算出した税込み金額と
現在の税込み価格との差異を表示してい
ます。
※商品マスタの税込み価格と税抜き価格
の整合性が合っていない商品は｢差｣の欄
に表示されます。

商品マスタにある｢現在の税抜き価格｣

商品マスタにある｢現在の税込み価格｣×
｢現在の税率｣で作成した｢税抜き価格｣
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① ｢税改正後価格｣のまるめ処理を設
定します。

4,556 円

4,556 円

4,555 円

なし 100101
まるめ.

.端数

5,000 円4,600 円4,560 円切り上げ

5,000 円4,600 円4,560 円四捨五入

4,000 円4,500 円4,550 円切り捨て

5,445 円

5,444 円

5,444 円

なし 100101
まるめ.

.端数

6,000 円5,500 円5,450 円切り上げ

5,000 円5,400 円5,440 円四捨五入

5,000 円5,400 円5,440 円切り捨て

例－1）
￥4555.52の、各まるめ+端数処理を行います

例－2）
￥5444.49の、各まるめ+端数処理を行います

Ⓑ 【処理方法】
まるめの処理の方法をどの様にするか決めます。
・切り捨て ・四捨五入 ・切り上げ のいずれか。

Ⓐ 【まるめ単位】
下記を参照して、まるめる単位を決めます。

100円の位をまるめ= )100・まるめ単位(

10

1

なし

10円の位をまるめ= )・まるめ単位(

1円の位をまるめ= )・まるめ単位(

小数点のまるめ= )・まるめ単位(

①

Ⓐ

Ⓑ

② 【税率】現在の税率を入力
この税率設定を見て、税抜き価格を算
出します。

③ 【新税率】改正後の新税率を入力
この税率設定を見て、改正後価格を算
出します。（※また、この税率でラベ
ルの税金額を算出します。）

④ 【F5 確認】をクリックします。

② ③ ④

作成する｢改正後価格｣（税抜き価格(総額表示)）の｢まるめ処理｣設定を行いリスト作成しま
す。※前述のまるめ設定は、税抜き価格でしたが、この設定は売価のまるめ設定です。

価格作成編

税改正後価格の作成③ －改正後価格のまるめ設定

税抜き価格編

※ 税抜き運用へ変更しますので、原則的に｢税込み価格｣及び税改正日以降の｢税込み価格｣は必
要ありませんが、「消費税転嫁対策特別措置法」が時限立法であり、｢総額表示の義務｣が何時
戻されるかわからないので、税込み価格を作成しておく事を推奨します。
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② リスト右側のチェックBOXに☑を入
れて画面下｢F4 削除｣をクリックする事
で、リストから除外され｢改正後価格｣は、
適用されません。

※ ｢改正後価格未設定商品｣に☑を入れ
前項と同一条件を設定した場合に、再度
表示させる事ができます。

作成した｢税抜き価格｣（及び税込み価格）のリストを部分修正し反映させます。

③ リストを確認して問題がなければ、
「F10 実行」で、｢税抜価格｣が保存され
ます。

価格作成編

税改正後価格の作成④ －改正後価格の部分修正・作成

税抜き価格編

① 「F5 確認」でリスト表示します。
部分修正を行う場合は、修正したい｢改
正後価格｣をクリックして修正し、
「F10 実行」をクリックしてください。

注）部分修正を行った後は、左上の｢改
正後価格未設定商品｣に☑を入れないと、
前項で設定した値で、上書き修正を行っ
てしまいます。

注）｢税抜価格｣は現在のマスタにある価
格ですので、変更する場合は特に注意を
してください。
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税種別の一括変更 (税抜き運用開始以降)

① ｢開始メニュー｣＞ ｢F9 メンテナンス｣＞｢F4 商品ユーティリティー｣＞｢税種別変更｣で｢F10 実行｣します。

② ｢税種別変更｣が開きますので、｢コード範囲｣で変更するコードを絞り込みます。
｢税区分｣を(外税)のままで｢F10 実行｣してください。
この処理を、｢マスタ指定｣の(商品マスタ)と(部門マスタ)で2回行ってください。
※部門マスタの税区分は、商品マスタ登録時のデフォルトの税区分と、部門販売時(商品コードの無い商
品販売)に適用されます。（部門販売を行っている場合には、必ず部門の｢税種別変更｣を行ってください。
※｢非課税は対象外｣に☑を入れると、非課税商品は、税種別変更から除外されます。

作成した｢税抜き価格｣は、税込み価格(総額表示)使用｢する｣時に作成している場合｢内税｣に
なっています。
｢商品マスタユーティリティー｣を使い、全ての商品データを｢外税｣に一括変更します。
※非課税、内税商品がある場合には、個別に変更してください。
((税種別は｢税込み価格(総額表示)設定｣の場合には｢外税｣でも｢内税｣で計算されます。))

作成した｢税抜き価格｣の税種別を外税に一括変更します。

価格作成編

税抜き価格編

｢税抜き価格｣の作成が終了しました。税抜き運用開始日前に、
プライスカード・ラベルを改正後価格に変更してください。

■ラベルロール配色パターン(税抜き金額印字パターン)
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① ｢開始メニュー」＞「基本設定｣＞｢消費税設定」＞「税設定」を開きます。
改正日設定が「2014/04/01」税率が「8」に
なっているのを確認してください。

税改正日に、新消費税率を適用する設定を行います。

③ 下記の様に各設定が変更されています。

新消費税率を適用する「改正日｣の設定が終了しました。
税改正日2014年4月1日に、｢新消費税率｣が適用されます。

次項は「税抜き運用」開始以降に必要な、金額変更(セール売価等)を行います。

価格作成編

税改正後の消費税率適用設定

② 2014/04/01当日、BCPOSを起動すると自動で
消費税率が適用され右図｢月次処理｣が開始されます。

税抜き価格編
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③ 税率変更に伴い変更したい
「対象価格」を選択します。

④「F10 リスト」をクリック
します。

② 絞り込む範囲を選択します。

税抜き運用を開始後に、セール価格1.2、複数単価、仕入価格を「セール価格一括変換ツー
ル」で税抜き価格を作成します。
※税抜き運用開始日前に下記操作を行うと、即座にマスタに反映されてしまいます。

設定変更日以降

① ｢開始メニュー｣＞｢F9 メンテナンス｣＞｢F4 商品マスタユーティリティー｣＞セール価格一括変更

②

③

④

Ⓐ

⑤ 「F5 確認」でリスト表示します。まるめの設定方法は、
P-28 「税改正後価格の作成③」を参照
新税率をブランク（空白＝数字をいれない）にしてください。

価格作成編
セール価格の設定 (税抜き運用開始以降)

税抜き価格編

（注意）
作業が2014/04/01以降で
あると、現税率に｢8％｣が適
用されています。セール価格
は、消費税率5％で作成され
た価格ですので、現税率を
｢5％｣なのを確認してくださ
い。

セット販売について(一つのコードで複数商品を呼出し、値引する機能）
セット販売は、税抜き価格の複数商品を合計した金額から、設定した値引金額を差引きます。
値引金額を変更する場合は、｢開始メニュー｣＞｢F2管理画面｣＞｢セット登録｣から変更してください。
尚、｢セット登録｣がグレーアウトの場合、お客様は現在｢セット販売｣の機能を利用していません。

※ ミックマッチの価格変更
Ⓐをクリックすると、下図ミック
スマッチの絞込み設定画面に切り
替わります。絞込み範囲を設定し
て｢F10リスト｣をクリックします。

※ ｢基本設定｣＞｢追加基本設定｣＞
｢その他追加設定｣の｢ミックマッチ
販売使用する｣になっていないと表
示されません。
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バーコードラベルを出力する場合には、下記の設定を必ず行ってください。

① 開始メニュー＞各種マスタ＞部門マスタを開きます。

② ラベル印字を行う部門を右にスライドします。（下図）

または、部門をダブルクリックする事で（右図）になります。

｢R印刷｣に、数値で｢1｣を入力します。(1または、空白以外は使

用しないでください。)

※このR印刷に1が入力されていないとラベルは印字されません。

部門コードを使わずに、マスタ登録した商品をラベル印字する場

合には、商品コードの先頭３桁を部門コードとして入力して、R

印字に｢1｣を設定することでラベル印字が可能となります。

※ 本稿を読む前に、ご利用になるラベルプリンタのドライバインストール等を行ってください。

【税抜き価格】ラベル印字

ラベル印字設定-① (部門設定)

ラベル作成編

税抜き価格編
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ラベル印字設定-② (機種設定)

※先にバーコードラベルプリンタの接続設定を行ってください。

① 開始メニュー＞全般設定＞初期2 ｢販売ラベル印刷機選択｣を｢外部プリンタ｣に☑を入れます。
｢外部プリンタのラベルフォーマット｣は｢社内タグ｣に☑をいれてください。(デフォルト)

※後述しますが、仕入同時ラベル印刷を行う場合は｢仕入ラベル印刷機選択｣も｢外部プリンタ｣にチ

☑を入れてください。

ラベル作成編

② 開始メニュー＞全般設定＞機種 ｢外部バーコードプリンタ使用｣を｢する｣に設定し｢使用プリン

タ名｣を、接続設定したプリンタに設定します。

※ラベルの印字テストを行った結果、印字位置の調整を行う場合は｢ラベル印字調整｣で補正してく

ださい。

税抜き価格編
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ラベルに印字される価格は「F6 基本設定」＞「F3 消費税設定」＞「印字設定」で設定します。

ラベル印字設定-③ (印字パターン設定)

①基本設定＞消費税設定＞印字設定 ②印字金額｢税抜｣に☑を入れます。
③タググシールパターン(1～5)｣で金額の印字

パターンを設定します。(下図印字例参照)

■ 印字例（税抜き価格）

①合計金額のみ ②税抜印字 ③税込印字 ④消費税印字 ⑤+消費税印字
¥100 ¥100(税込) ¥100(税抜¥105) (内消費税¥5) （+消費税）

② ③

注意
上記赤枠内のパターンでラベルを印字する場合、消費税率が表示（または内税）されているので、税改正日
以前と以降でラベルを貼りかえる必要があります。

※印字金額の｢税抜｣｢税込｣はどちらを選択しても、ラベル印字は可能ですが｢税抜｣を選択した場合には、商
品マスタの｢税抜売価｣を印字します。ラベル表記の金額と、レジ画面・カスタマディスプレイに表示される
金額（税込売価）が違いますので、お客様に誤解を与える場合があるので注意してください。

ラベル作成編

バーコードラベルの印字パターンを設定します。

※注意
税抜き運用開始前に、税込み価格のラベルを印字
する場合は、右上図の②｢印字金額｣を｢税込(総
額)｣に戻してください。

税抜き価格編
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② 印字するラベルの絞込みを行います。
ラベルロール1巻(新品)で、2,000枚の商品ラベルが印字できますが｢改正後価格｣を一括で印字すると、1巻
で足りなくなる場合は、印字するラベルの絞込みを行ってください。

① ｢F2 管理画面｣＞｢商品リスト｣＞｢F10 実行｣で、商品一覧が開きます。
｢処理内容｣Ⓐの［商品価格一覧］を選択します。｢明細表示｣覧のⒷ｢改正後価格表示｣に☑をいれると、税金
額表示が新税率｢8％｣で計算されます。現税率(5%)の税金額の場合は、チェックをはずしてください。
※｢改正後価格表示｣は税改正日以降は非表示となります。

Ⓐ

Ⓑ

・ソート順
次項で表示される、商品一覧の商品の並び順を選択し
ます。また、この並び順でラベルの印字を行います。

・部門指定
全部、または指定した部門を表示します。

・枝番指定
全部、または指定した枝番を表示します。

・カナ読み範囲・発売日・価格設定日・登録日につい
ては、絞込み条件として、あいまいになるので非推奨
です。

・棚番指定
棚番を活用されている場合には、有効な絞込み条件と
なります。

※｢税抜き価格｣について
税抜き価格(総額表示)使用｢する｣に設定すると表示さ
れます。税抜き価格(総額表示)使用｢しない｣の場合は
非表示です。☑を入れる事で、商品リストに、商品マ
スタの｢税抜き価格金額｣を表示します。

作成する｢税抜き価格ラベル｣の出力範囲を選択します。

ラベル作成編

税抜き価格のラベル一括作成－①

税抜き価格編
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③ ｢金額表示｣Ⓒ ・｢在庫商ﾒﾓ表示｣Ⓓ ・｢無在庫表示｣Ⓔの設定

｢金額表示｣Ⓒ
商品一覧で｢税抜き価格｣以外に表示する金額選択しま
す。いずれを選択しても、ラベルに印字する金額は
｢税抜き価格｣となります。

｢在庫商ﾒﾓ表示｣Ⓓ
ラベル印字では｢なし｣と｢在庫｣が印字枚数に関わりま
す。
・｢なし｣を選択した場合には｢F2 管理画面｣＞｢商品マ
スタ｣で開いた｢商品登録｣の［バーコード枚数]に設定
された枚数を印字します。
・｢在庫｣を選択した場合には、現在の在庫数分のラベ
ルを印字します。

｢無在庫表示｣Ⓔ
在庫0の商品を表示するかしないかの設定になります。

※現在の在庫数分、税抜き価格のラベルを印字したい
ので｢在庫商ﾒﾓ表示｣の設定は｢在庫｣を選択されること
を推奨します。

④ 上記設定後｢F10 実行｣をクリックして、商品一覧
を表示します。

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

⑤ 商品価格一覧が表示されます。
｢F2 ラベル｣をクリックすると、現在表示されているリストの｢在庫｣数分のラベルをラベルプリンター
から印字します。

感熱式ラベルプリンター

熱転写式ラベルプリンター

｢税抜き価格のラベル｣をラベルプリンターで出力します。

税抜き運用開始日前に、
プライスカード・ラベルの変更を行ってください。

ラベル作成編

税抜き価格のラベル一括作成－②

税抜き価格編
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④ レジ画面で商品を呼出します。 レジ画面下の｢メニューバー｣の｢ ▲ ｣をクリックします。

総額表示運用時に、レジ画面(販売・仕入)で呼出した商品の｢税抜きラベル｣をラベルプリン
ターで出力します。

ラベル作成編

総額表示運用（税込み価格）時に
税抜きラベルを印字する場合－①

①基本設定＞消費税設定＞印字設定 ②印字金額｢税抜｣に☑を入れます。
③タググシールパターン(1～5)｣で金額の印字

パターンを設定します。(下図印字例参照)

② ③

※注意
税抜き運用開始前に、税込み価格のラベルを印字
する場合は、右上図の②｢印字金額｣を｢税込(総
額)｣に戻してください。

税抜き価格編
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⑤ ｢メニューバー｣が反転し｢SF1ラベル｣と｢新 ラベル｣が表示されます。
ラベルの印字枚数を増やす場合は｢数｣を入力してください。

上記、印字例（税抜き価格）②③④の場合には、消費税率が関わりますので、印字するタイミングにより
｢ラベル｣または｢新ラベル｣で出力してください。

｢ラベル｣＝税率が現在の税率(5%)で印字されます
｢新ラベル｣＝｢改正後の消費税率(8%)｣で印字します

税改正日(2014/04/01)以降に｢改正後価格｣が適用されると｢メニューバー｣から｢新ラベル｣の
ボタンは表示されなくなります。

ラベル作成編

総額表示運用（税込み価格）時に
税抜きラベルを印字する場合－②

■ 印字例（税抜き価格）

①合計金額のみ ②税抜印字 ③税込印字 ④消費税印字 ⑤+消費税印字
¥100 ¥100(税込) ¥100(税抜¥105) (内消費税¥5) （+消費税）

税抜き価格編
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※｢F6基本設定｣＞｢F3消費是設定｣＞｢印字設定｣の印字金額を税込（総額）に☑をいれます。
現在価格（税込み価格）を印字するので｢税込（総額）｣に☑をいれてください。

｢F2 管理画面｣＞｢商品リスト｣＞｢F10 実行｣で、商品一覧が開きます。
税抜き価格運用を開始する前に、｢現在価格（税込み価格）｣のラベルを印字する場合は、
｢改正後価格表示｣に☑が入っていると、商品リストに表示された金額を無視して｢改正後価格｣を印字し
てしまいます。

税改正日が過ぎると、右図のように｢改正後価
格表示｣が非表示となります。

ラベルに印字される金額は上図｢F6 基本設定｣
＞｢F3 消費税設定｣＞｢印字設定｣で設定されて
いるラベルを印字します。

※税抜き設定日以降のラベル印字につ
いては、別紙「ラベル印字マニュア
ル」に詳細なラベル印字方法を掲載し
おります。

ラベル作成編

総額表示運用（税込み価格）時に
｢税込み価格｣のラベルを一括作成する方法

税抜き価格編
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返品処理について―税抜き運用（総額表示から税抜き運用変更時）

改正日以降

② ｢開始メニュー｣＞「F6 基本設定」＞｢F2 全般設定」＞｢初期｣＞の
「税率」を、改正前(2014/4/1以降であれば、5％)の税率【 5％ 】に変更
「総額表示使用」を【 する 】にになっている事を確認して「F 10更新」を押してください。

① ｢開始メニュー｣＞「F6 基本設定」＞「F3 消費税設定」＞｢税設定｣の
「税表示」を【税込み(総額)】にし、「使用税込み」を【税込み1(●)】へ変更し｢F 10更新｣します。

③ レジ画面左上の表示が「●5％レジ画面ver5.0(販売)｣となっている事を確認して「返品処理」を
行ってください。 「返品処理」が終了したら、上記の変更箇所を元に戻してください。

返品処理手順は、必ず①と②順で設定してください。順番を間違うと税率が狂ってしまいます。



44

返品処理について―税抜き運用

改正日以降

① ｢開始メニュー｣＞「F6 基本設定」＞｢F2 全般設定」＞｢初期｣＞の
「税率」を、改正前(2014/4/1以降であれば、5％)の税率【 5％ 】に変更し｢F 10更新｣します。

③ レジ画面左上の表示が｢(●or■)5%レジ画面Ver5.0(販売)**非総額表示モード**」となっている事を確認
して「返品処理｣を行ってください。「返品処理」が終了したら、上記の変更箇所を元に戻してください。
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2014年4月に8％への消費増税が決定しましたが、2015年10月に10％への増税が
検討されていまので2015年の消費増税等、消費税改正がある場合には、下記設定を
行ってください。

改正日以降

① ｢開始メニュー｣＞｢F6 基本設定」＞｢F3 消費税設定｣＞「税設定」＞税率設定

2015年10月（予定）税改正日について

② 「税設定」＞税率設定

※決定している2014/04/01の消費税改正は
弊社ですでに設定をしています。

1- をクリックして、カレンダー表示させます。
2- 決定した税改正日と、税率を入力します。
3- F10更新で終了します。

税抜き価格編

2014年4月1日以降に、消費税改正が行われた場合、必ず下記「税率設定」を行って
から「税改正マスタ金額設定」を利用してください。
※改正後価格の作成以外にも、改正後価格のラベル印字にも影響します。
※指定日付に税率を変更しますので、2014年以降の設定は、確定してから行ってく
ださい。
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