
【　Ver.6.xx　】

改良内容 システム分類 バージョン

車両台帳に登録年月日項目追加 輸送実績 6.50

従業員扶養台帳の追加、および扶養情報入力による扶養人数自動計算 給与計算 6.50

個人番号(マイナンバー)情報の管理機能追加 給与計算 6.50

平成２８年分からの給与所得控除額に対応 給与計算 6.50

平成２８年分からの年末調整に対応（個人番号・源泉徴収票） 年末調整 6.50

従業員台帳のフリガナ自動入力 台帳管理 6.50

宛名書きの印字対象顧客を自由選択対応 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 6.50

Windows10（32bit／64bit）に対応。※64bitOSの場合、WOW64で動作 全般 6.40

データベースをSQL Server 2014 に変更。 全般 6.40

Windows8（32bit／64bit） に対応。※64bit OS では WOW64 として動作 全般 6.30

復興特別所得税に対応。 給与計算 6.30

銀行振込依頼FD作成にて、自社口座の銀行のみを対象とするオプションを追加。 給与計算 6.30

平成25年分の年末調整に対応。 年末調整 6.30

Windows7 （64bit） に対応。※64bit OS では WOW64 として動作 全般 6.21

自社印を3社分登録可能に。 全般 6.21

輸送実績の初期設定にて過不足・運収の割引額扱いを、過不足と運収で別々に設
定可能に。

全般 6.21

平成23年・24年分の年末調整に対応。 年末調整 6.21

子ども手当に伴う、扶養控除の見直し。 年末調整 6.21

年少扶養人数項目の追加。 年末調整 6.21

源泉徴収票のフォーマット変更。 年末調整 6.21

Windows7 （32bit） に対応。 全般 6.20

データベースをSQL Server 2008 に変更し、データ量・速度・堅牢性の面において
性能向上。

全般 6.20

運輸管理局提出用 月別輸送実績報告書（第1号様式）　プログラムの追加。 輸送実績 6.11

給与振込依頼書・年末調整 源泉徴収票の汎用紙印字対応。 給与計算 6.11

Windows Vista に対応。 全般 6.10

データベースをSQL Server 2005 に変更。 全般 6.10

アプリケーション終了時に自動バックアップ（曜日別自動バックアップ）。 全般 6.10

ドットプリンタ印刷行位置調整機能追加。 全般 6.10

介護収入（非課税）入力項目の追加。 輸送実績 6.02

19年分年末調整に対応。 給与計算 6.02

ハイウェー　for Windows　のバージョンアップ内容一覧表

（株）ユーキソフト



請求書の自社印印字位置を設定可能に。 売掛管理 6.01

前年同月対比表に消費税を出力するオプション追加。 輸送実績 6.01

雇用保険料の端数処理方法を設定可能に。 給与計算 6.01

19年分源泉徴収税額改正に対応。 給与計算 6.01

データベースをMSDEに変更し、速度・堅牢性の面において性能向上。 全般 6.00

プログラム選択メニュー画面のデザインを大幅に改良し、操作性や見易さの向上。 全般 6.00

各種帳票類の画面表示の文字サイズや行色を初期設定で選択できるように改良。 全般 6.00

表示項目の多い帳票類の画面表示において、固定領域と可動領域を別々に表示
可能に。

全般 6.00

印刷プレビュー機能の追加により、印刷前に印刷イメージを確認可能に。 全般 6.00

前回印刷時のプリンタ設定情報の保持により、印刷設定の煩雑さを解消。 全般 6.00

各出力帳票において、「合計のみ」を出力できるよう追加。 全般 6.00

ボタン・メニューにおいて、メイン・メニューとサブ・メニューを同時表示しプログラム
選択の操作性向上。

全般 6.00

日付や月度入力時に、カレンダー・アイコンを利用した入力が可能に。 全般 6.00

未収金などの金額入力時に、電卓を利用した入力が可能に。 全般 6.00

顧客や従業員などの選択入力や一覧表示に、操作性の高い一覧表示ボタンを利
用可能に。

全般 6.00

未収金入力・輸送実績入力・勤怠入力時の検索条件設定画面を、子画面として独
立させ操作性・分かり易さおよび検索条件の拡張性を向上。

全般 6.00

締日や集金予定日の入力において、直接入力の他に入力済の締日や集金予定日
のデータ・リストからの選択入力も可能に。

全般 6.00

ツール・ボタンを簡易説明付きのボタン・イメージに改良し、分かり易さの向上。 全般 6.00

各画面帳票のフォント（フォント名称・スタイル・サイズ）を自由に選択可能に。 全般 6.00

各画面帳票の行（偶数行と奇数行の各々）の背景色を設定可能になり、各一覧表
の見易さが向上。

全般 6.00

各画面帳票の項目に関して、固定項目とスクロール可能な変動項目に分離したス
プリット表示方式を採用し見易さが向上。

全般 6.00

NumLockボタンの誤操作により数値が入力できなくなるトラブル回避対策実施。 全般 6.00

メニューから弊社ホームページにアクセスし、FAQやサプライ用品などの各種サ
ポート・サービスを受けられるよう改良。（インターネット接続環境必要）

全般 6.00

「売掛管理の巻」のオプションとして、口座振替システムを選択可能に。 全般 6.00

顧客（従業員・乗務員）を一覧表より選択入力する際の初期フォーカス位置を、検
索文字入力位置か一覧表上の顧客（従業員・乗務員）位置かいずれかを選択可能
に。

全般 6.00



検索条件において営業所を選択する場合、無指定時には「全営業所」と表示し全
営業所が対象となることを明示。

全般 6.00

外部からのデータ取り込み用プログラムであるデータ・インポートの仕様を大幅に
改良し、ほとんどの外部データをハイウェーfor Windowsに取り込み可能に。

全般 6.00

地区台帳を新たに追加し、乗車地・降車地・経由地の入力時やタクシー・メーターの
データ変換の際に利用可能に。

全般 6.00

各種報告書・帳票類を画面表示した後、それらの内容をテキスト形式のファイルと
して簡単に出力できるボタンを追加。

全般 6.00

ユーティリティ・プログラム群の中に、既に入力済みの車両データの属性（営業所、
車両No、車種）を変更できる車両データ変更プログラムを追加。

全般 6.00

ハイウェー for  Windows起動時の初期画面を設定できるよう改良。（これにより使
用頻度の高いプログラムを起動直後の初期画面に設定可能に）

全般 6.00

ソフトウェア実行中の画面からヘルプをクリックすると、当該処理に関連の詳細マ
ニュアルをパソコンで参照できるよう改良。キーワード検索やハイパーリンクなど付
属の紙のマニュアルよりも使い勝手の面で優れたパソコン上でのマニュアルを追
加。

全般 6.00

「繰越残高一括入力」プログラムを新設し、システム導入時点における顧客毎の繰
越残高を一覧形式で一括入力が可能に。

売掛管理 6.00

未収金入力時の乗車地、経由地、降車地について、従来の名称を直接入力する方
法とは別に、コード入力による方法も可能に。

売掛管理 6.00

未収金入力において、走行距離の項目についても選択して入力することが可能
に。

売掛管理 6.00

「未収金入力」や「入金入力」における発生日付の初期値を、前日、当日、翌日など
自由に設定可能に。

売掛管理 6.00

請求書における宛名位置（顧客の住所や名称などの印字位置）を調整可能にな
り、窓空封筒への対応が容易にできるよう改良。

売掛管理 6.00

汎用紙（白紙）を用いてレーザー・プリンタで請求書を発行する場合に、請求書用紙
の明細行を網掛け（濃度調整および偶数行・奇数行選択可）設定可能に。

売掛管理 6.00

レーザー・プリンタで汎用紙に請求書を印字する場合に、乗車地、降車地、金額な
どの各項目位置のレイアウトを自由に設定可能に。（請求書カスタマイズ機能）

売掛管理 6.00

請求書に印字するお知らせの内容を顧客別に設定可能に。 売掛管理 6.00

全顧客共通のお知らせについて、最大１００種類のお知らせ内容を登録可能に。 売掛管理 6.00

顧客台帳に請求先を新設したので、顧客の住所と請求先が異なる場合にも対応。 売掛管理 6.00

複数の顧客の請求を特定の一顧客にまとめることようなことが可能に。 売掛管理 6.00

売掛管理において、無線Noや乗務員コードの入力を行うか否かの選択が可能に。 売掛管理 6.00

自社情報（自社名・住所・取引銀行など）を３パターン保持できる為、請求書の発行
元をグループ内法人で使い分けることが可能に。

売掛管理 6.00



請求一覧表作成時の検索条件に集金予定日を追加。 売掛管理 6.00

営業データ入力画面のレイアウト設計などの輸送実績管理の初期設定を、従来の
個別マニュアル設定の他に、ウィザード形式での簡単設定も可能に。

輸送実績 6.00

輸送実績管理に営業所別売上一覧表プログラムを新規に追加。（この帳票は、任
意の年月日の未収・現収や前年対比などを営業所別に集計できる）

輸送実績 6.00

「輸送実績入力」における営業日の初期値を、前日、当日、翌日など自由に設定可
能に。

輸送実績 6.00

輸送実績管理における各種帳票（営業日報や乗務員別輸送実績表など）作成時の
条件として、対象期間の他に月度による指定も可能に。

輸送実績 6.00

営業データの距離を入力する際に、走行距離と実車距離の入力順序を選択可能
に。

輸送実績 6.00

勤怠管理の勤務パターンを構成する計算式の許容文字数を、MAX100文字から
300文字に拡大し、より複雑な勤務体系にも対応可能に。

勤怠管理 6.00

「勤怠入力」における日付の初期値を、前日、当日、翌日など自由に設定可能に。 勤怠管理 6.00

勤怠管理の勤務パターンを構成する計算式の関数群に新たに３種類を追加。
（ROUNDUP：切り上げ　ROUNDDOWN：切り捨て　POWER：べき乗）

勤怠管理 6.00

月給、歩合給などの給与区分を６種類から１６種類に拡大し、より複雑な給与体系
にも対応。

給与計算 6.00

給与データ入力時に、対象月度の給与データ作成状況一覧を表示できる機能ボタ
ンを追加。（給与データ入力の進捗状況の把握が便利に）

給与計算 6.00

給与データ入力時に、既に計算済みの給与明細データの再計算機能を追加。 給与計算 6.00

給与体系構築時の算定式の関数群に新たに３種類を追加。（ROUNDUP：切り上げ
ROUNDDOWN：切り捨て　POWER：べき乗）

給与計算 6.00

給与体系構築時の算定式の許容文字数を、MAX200文字から300文字に拡大し、
より複雑な勤務体系にも対応可能に。

給与計算 6.00

給与計算の勤怠データ入力において、回数・時間形式の入力方法の他に時分形式
による入力にも対応。（例：５時間３０分を５：３０と入力）

給与計算 6.00

給与データ入力時の検索条件に部門と従業員を追加し、特定の部門や従業員を指
定して給与データの変更も可能に。

給与計算 6.00

自社情報（自社名・住所・取引銀行など）を３パターン保持できる為、給与明細書の
自社名を複数社名で使い分けることが可能に。

給与計算 6.00

営業データの中の勤怠関連データを給与データに反映する「勤務データ変換」にお
いて、検索条件に部門を追加。

給与計算 6.00

給与計算の巻に「銀行振込依頼ＦＤ作成」プログラムを新規追加。 給与計算 6.00

給与計算の巻に「給与データ削除」プログラムを新規追加。 給与計算 6.00



銀行振込依頼データの作成をFDまたは指定フォルダに選択できるよう機能を追
加。（全銀協統一仕様）

給与計算 6.00

従業員（乗務員）のフリガナをMAX１０文字から１６文字に拡大。 台帳管理 6.00

従業員台帳における扶養人数の設定方法をより分かり易い方法に変更。 台帳管理 6.00

顧客一覧表出力時の検索条件に締日と集金予定日を追加。 台帳管理 6.00

車両台帳における営業所と担当乗務員の入力方法を改良。（誤入力対策） 台帳管理 6.00

他社製ソフトで作成した顧客・車両・銀行・従業員・営業・売掛・給与・勤怠の各デー
タをテキスト形式で当システムに取り込めるよう改良。

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 6.00
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