


８．４ 、オラクル   ワークグループサーバに対応し 複数の
。クライアントからの排他処理を行えます 

、在庫品の製品振替を行うことにより 在庫品を効率よく管理
。できます 

ＰａｎａＦａｘ 、松下電送       を使用することにより 登録データから
ＦＡＸ 。発注書を直接   送信することができます 

、発注データから 自動的に仮入金データを作成することにより
。作業担当者の作業負担を軽減することができます 

、 、 、仕入 売掛 支払 入金の各データを市販財務パッケージの
。形式に出力することができます 

、売上実績対比月報などの管理資料を印刷するだけでなく 
。表計算ソフトで扱える外部形式で出力することができます 

、 。請求先毎の受注残を元に 与信情報を自動作成することができます 受注
。処理時に与信状況を確認することができます 

。商品管理を通常商品及びセット品商品で管理できます セット品で
、 。登録された商品は 子商品に分解されて在庫管理されます 

２ 。 、請求先の締め日を 件登録できます また 請求日毎の請求処理を
。行うことができます 

、受注時に入力した仕入商品から 自動的に発注データを作成すること
。ができます 

。 、 。受注売上業務から発注仕入業務までをサポートします また 各業務で発生した在庫情報を管理できます 



見積入力
見積問合せ

在庫問合せ
売上問合せ
総合問合わせ
得意先問合せ
入出庫問合せ
発注・入庫・仕入問合せ

売上計画・実績対比月報
得意先別売上年報
得意先別売上推移表
業種別商品群別累計表
仕入先別商品別仕入年報
商品別売上年表
商品別推移表
商品別原価率累計表
売上データ
仕入データ
入出庫データ

注文書発行
注文一覧表
発注入力
製品振替入力
製品振替日報
引取手配入力
発注検討表

受注入力
№出庫可能 入力

返品入力
売上外入力

ﾏｽﾀｰ得意先    
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ

ﾏｽﾀｰ直送先    
ﾏｽﾀｰ仕入先    

ﾏｽﾀｰ商品    
ｾｯﾄ ﾏｽﾀｰ   品    

ﾏｽﾀｰ単価    
ﾏｽﾀｰ倉庫    
ﾏｽﾀｰ部門    

ﾏｽﾀｰ担当者    
ﾏｽﾀｰ地区別運賃    

ﾏｽﾀｰ振込料    
ﾏｽﾀｰ銀行    

ﾏｽﾀｰ銀行支店    
ﾏｽﾀｰ科目    

ﾏｽﾀｰ補助科目    
ﾏｽﾀｰ汎用名称    

ﾏｽﾀｰ休日    
ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ

ﾏｽﾀｰ締期間    

目標入力
年次締更新出庫指示書

入庫入力
出庫入力
絵符発行
送り状発行
倉庫別在庫表
倉庫別在庫管理表
在庫一覧表
調整入出庫入力
ﾛｯﾄｼｰﾙ      発行

入金入力
入金日報
手形消込

支払明細兼仮納伝票
振込依頼書
支払一覧表
支払入力

発注仕入入力
仕入入力
仕入日報 請求締前更新

請求書明細書発行
売掛請求一覧表
請求問合せ
請求締繰越

）月次締前更新(売掛 
）月次締前更新(買掛 

売掛金管理表
買掛金管理表
得意先元帳
仕入先元帳
商品元帳

）月次締更新(売掛 
）月次締更新(買掛 

在庫繰越
財務データ作成

棚卸記入表
実棚入力
実棚更新

受注売上入力
売上日報
納品書発行
売上入力



＝ ＝ 　メインメニュー　 

システム起動時にログイン画面が表示
。されます 

、入力された担当者に応じて メニュー
。項目を切り替える事ができます 

（ 、 ） 部門マスタ プログラムマスタ使用 

権限の高い担当者の場合

権限の低い担当者の場合



＝ ＝ 　見積処理　 

見積伝票の入力を行えます
、 、 、商品明細 得意先情報 粗利 

。原価率などの入力が行えます 

、 、得意先 商品情報の検索画面から 
。コードの自動入力ができます 

、 、 、伝票番号 得意先 商品コード 
入力担当者等から伝票の検索

。照会が行えます 

。見積書の印刷が行えます 



＝ ＝ 　受注処理　 

受注伝票の入力を行えます
、 、 、商品明細 得意先情報 消費税率 

。直送先情報などの入力が行えます 

、 、得意先 商品情報の検索画面から 
。コードの自動入力ができます 

伝票登録時に自動的に受注伝票を
印刷します

出庫可能な伝票番号の上限を
。設定できます 

。返品商品の入力ができます 
、都合返品 クレーム返品の二種類の

。返品情報を入力可能です 

。売掛外伝票の入力ができます 
、また 倉庫間移動などの処理も

。行えます 受注と同じように保存時に
。伝票を自動発行します 

商品明細に発注品が含まれて
、いた場合 自動的に発注データ

。を作成します 



＝ ＝ 　発注処理　 

。注文一覧表を印刷できます 

。注文書の発行を行えます 
ＦＡＸ   またはプリンタに

。ＦＡＸ出力できます    を
、選んだ場合 伝票の発注先

。に直接送信します 

在庫品の発注伝票入力を行え
。 、 、ます 商品明細 仕入先 

、支給品 直送先の入力が
行えます

。製品振替を行えます 
振替先と振替元明細を

。入力できます 

。製品振替日報を印刷できます 発注検討表を表計算ソフト等で読
。み込める形式で出力します 

引取手配伝票の入力を
。行えます 手配先などの

。入力が行えます 



＝ ＝ 　売上処理　 

受注伝票一覧から
売り上げ計上する伝票を

。選べます 

、単独の売上入力と 分納伝票
。の修正が行えます 

売上日報を印刷できます

。納品書の発行を行います 
５自社分を含め 種類の伝票に

。対応しています 

。売上計上を行えます 
、数量 単価等の修正と

。分納処理が行えます 

選択後



＝ ＝ 　仕入処理　 

発注伝票一覧から
仕入計上する伝票を

。選べます 

、単独の仕入入力と 分納伝票の
。修正が行えます 

売上日報を印刷できます

。発注計上を行えます 
、数量 単価等の修正と

。分納処理が行えます 

選択後



＝ ＝ 　入出庫処理　 

発注情報から出庫指示書を
。発行できます 

明細形式で出庫指示する
。伝票を選択できます 

発送用のダンボール等に
貼る絵符を発行することが

。できます 

入庫伝票一覧から
。入庫計上する伝票を選べます 

選択

伝票単位の計上を行えま
。 、す 商品の状態 

。数量等を入力できます 

出庫伝票一覧から
。出庫計上する伝票を選べます 

、 、 、また 送り状 出庫計上 送料の一
。括指定も可能です 

５ 。送り状は 種類指定可能です 

選択
伝票単位の計上を行えま

。 、す 商品の状態 
。数量等を入力できます 

出庫伝票ごとの送り状を印刷
。することができます 

商品に貼り付けるロット番号
シールを印刷することが

。できます 

倉庫別在庫表を発行
。することができます 

在庫調整用の入出庫入力を
。 、行えます 商品明細 商品状態

調整数等の入力ができます

倉庫別在庫管理表を発行
。することができます 

在庫一覧表を発行
。することができます 



＝ ＝ 　問合せ処理　 

商品の在庫問い合せを
。 、行えます 商品コード 

、 （倉庫名 商品群 グルー
）プ 等の検索条件を

選べます

売上状況の問い合せを行え
。 、ます 当日 当月
、 、売上 年度計画 受注

、 （残 主要得意先 売上
３ ）上位 社 等の確認が

。行えます 

受発注伝票の総合問合せを
。 、行えます 種別 入荷出荷

、状況 商品コード等
から検索条件を選べ

。ます 

得意先の問合せを行え
。 、ます 得意先名 電話番号

、 、担当部門 地区 都道府県
等から検索条件を

。選べます 

入出庫の問合せを行え
。 、 、ます 倉庫 種別 商品

など等から検索条件を
。 、選べます また 検索内容
、から日報 送料の印刷が
。行えます 

（ ）発注伝票 在庫品のみ の
。総合問合せを行えます 

、 、種別 仕入状況 商品コード
。等から検索条件を選べます 

、また 検索結果を表計算
ソフト等で読み込める形式で

。出力できます 



＝ ＝ 　請求処理　 

請求締前更新が
。 、行えます 締日 請求先

。等が選べます 

。請求問合せを行えます 
、 、締日 入金日 売上金額

等から検索条件を選べ
。ます 

請求繰越し処理が行え
。ます 

締日ごとの請求書明細を請求先単位に
。発行できます 

。売掛請求一覧表を発行できます 



＝ ＝ 　入金処理　 

、入金情報の修正 新規
。 、入力ができます また 

未入金連絡書を自動的に
。発行することができます 

。入金日報を発行することができます 

、手形一覧から 消込処理
。 、を行えます 手形期日 

Ｎｏ手形  等から検索条件を
。選べます 



＝ ＝ 　支払処理　 

。支払入力を行えます 
、 、支払区分 支払額 摘要

。などの入力ができます 

支払明細兼仮納伝票を出力
。できます 

。振込依頼書を出力できます 

。支払一覧表を出力できます 



＝ ＝ 　月次処理　 

売掛金管理表を出力することが
。できます 

買掛金管理表を出力することが
。できます 

商品元帳を発行
。することができます 

自社の月次売掛締前更新が
。行えます 当月の売上金額と

。入金の計算処理を行います 
売掛締本締め更新前なら
何回でも実行することが

。できます 

自社の月次買掛締前更新が
。行えます 当月の仕入金額と

。支払の計算処理を行います 
買掛締本締め更新前なら
何回でも実行することが

。できます 

売掛の累計データ等を作成
。 、します この処理を実行後 

当月の売掛締前更新は
。できません 

買掛の累計データ等を作成
。します この処理を実行

、後 当月の買掛締前更新
。はできません 

得意先元帳を発行することが
。できます 

仕入先元帳を発行することが
。できます 

。当月の在庫繰越処理を行えます 
、また 支払データの自動作成を

。行います 

、 、 、仕入 売掛 支払 入金の各データ
を市販財務パッケージの

。形式に出力することができます 



＝ ＝ 　年次処理　 

、表計算ソフト等で作成した目標設定情報から 
。目標設定の入力が行えます 

。年次の締更新を行います 旧データの削除等を
。行います 



＝ ＝ 　棚卸処理　 

一覧から実棚入力を
。 、行えます 倉庫名 商品

（ ）群 グループ 商品状況
等の検索条件を選べ

。ます 

。 、棚卸記入表を出力できます 棚卸日 倉庫コード
。商品群などの出力対象指定ができます 

。在庫データの棚卸更新を行えます 



＝ ＝ 　管理資料処理　 

売上計画・実績対比月報を出力
。することができます プリンタ及び

表計算ソフト等で読込可能な
。ファイル形式に出力できます 

売上計画・実績対比月報を出力
。することができます プリンタ及び

表計算ソフト等で読込可能な
。 、ファイル形式に出力できます また 

集計項目のみ明細ありの二種類の
。出力形式を選べます 

得意先別売上推移表を出力
。することができます プリンタ及び

表計算ソフト等で読込可能なファイル
。 、形式に出力できます また 集計項目

のみ明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

業種別商品群別累計表を出力
。することができます プリンタ及び

表計算ソフト等で読込可能なファイル
。 、形式に出力できます また 集計項目

のみ明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

仕入先別商品別仕入年報を出力
。することができます プリンタ及び

表計算ソフト等で読込可能なファイル
。 、形式に出力できます また 集計項目

のみ明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

商品別売上年表を出力することが
。できます プリンタ及び表計算ソフト

等で読込可能なファイル形式に
。 、出力できます また 集計項目のみ

明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

商品別推移表を出力することが
。できます プリンタ及び表計算ソフト

等で読込可能なファイル形式に
。 、出力できます また 集計項目のみ

明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

商品別原価率累計表を出力することが
。できます プリンタ及び表計算ソフト

等で読込可能なファイル形式に
。 、出力できます また 集計項目のみ

明細ありの二種類の出力形式を
。選べます 

、 、売上 仕入 入出庫のデータを表計算
ソフト等で読込可能なファイル形式に

。出力できます 



＝ ＝ 　マスター管理処理　 

ﾏｽﾀｰ得意先    
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀｰ

ﾏｽﾀｰ直送先    
ﾏｽﾀｰ仕入先    

ﾏｽﾀｰ商品    
ｾｯﾄ ﾏｽﾀｰ   品    

ﾏｽﾀｰ単価    
ﾏｽﾀｰ倉庫    
ﾏｽﾀｰ部門    

ﾏｽﾀｰ担当者    
ﾏｽﾀｰ地区別運賃    

ﾏｽﾀｰ振込料    
ﾏｽﾀｰ銀行    

ﾏｽﾀｰ銀行支店    
ﾏｽﾀｰ科目    

ﾏｽﾀｰ補助科目    
ﾏｽﾀｰ汎用名称    

ﾏｽﾀｰ休日    
ﾒｯｾｰｼﾞﾏｽﾀｰ
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ

ﾏｽﾀｰ締期間    

。各マスターファイルのメンテナンスを行えます 一覧をプリンタ及び
。表計算ソフト等で読込可能なファイル形式に出力できます 

（ ） 得意先マスタなどが対応しています 


