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株式会社ＳＯＡシステムビジネス 



受注処理 売上処理 請求締め 入金入力 売掛管理 

・受注残管理 

・自動発注機能 

・納品書発行 

・売上実績集計 

•オーダー№で紐付き管理 

 各情報をオーダー№で検索できるため取引状況の確認が瞬時できます。 

 受注情報を元に売上、仕入情報がリレーションするため処理ミスや漏れをなくし処理の効率化が計れます。 

 受注情報からの自動発注機能で手配業務の効率化を計れます。 

ユーザ（引合・注文） 

・請求書発行 

・回収予定表 

・入金消込機能 

在庫 ・在庫一覧（トナーなど） 

・棚卸処理 

発注処理 仕入処理 支払締め 支払入力 

・注文書発行 

 メーカ用・販売店用 

・発注残管理 

・受入実績 

・仕入実績集計 

・ ・支払消込機能 

・売掛残高一覧 

・得意先元帳 

・支払予定表 

業務の効率化とスピードアップ 

各端末から売上、仕入状況そして在庫の動きがリアルタイムで更新され照会することができます。 

情報のリアルタイム化とオープン化により経営判断のスピードアップ 

買掛管理 

・買掛残高一覧 

・仕入先元帳 

見積処理 

・見積書発行 

・履歴管理 



■受注業務 ■発注業務 ■入金・売掛業務

■売上業務 ■仕入業務

■在庫・棚卸業務

■見積業務（追加機能）

(5) 仕入順位表印刷

(6) 売上順位表印刷

(7) 得意先別売上推移表

(8) 品番別売上推移表

(5) 売上集計表印刷

(6) 仕入先別仕入推移表

(7) 品番別仕入推移表

(4) 仕入集計表印刷

(1) 一括仕入処理

(2) 入金明細一覧

(3) 仕入明細一覧

(2) 注文書発行（メーカ用）

(3) 注文書発行（代理店用）(3) 受注残一覧印刷

(1) 入金入力

(1) 一括売上処理

(2) 売上入力

(3) 売上明細一覧

(1) 発注明細一覧(1) 受注入力（自動発注機能）

(2) 受注明細一覧

(2) 仕入入力

(4) 納品書発行

(3) 売掛残高一覧

(4) 得意先元帳

(5) 請求締切処理

(6) 請求一覧

(7) 請求書発行

(8) 入金消込処理

(6) 予定在庫一覧

(7) 滞留在庫一覧表

(9) 入金予定表

(10) 回収状況表

(1) 計画外出庫入力

(2) 倉庫移管入力

(3) 入出履歴一覧

(4) 在庫一覧

(5) 在庫元帳

(1) 見積入力

(2) 見積明細一覧

(3) 見積書発行（EXCEL発行）

メニュー構成 



■業務メニューカスタマイズ    
ユーザ毎にメニューの設定が可能で、
各担当者が使用できる機能を限定でき
るためシステム運用を分りやすくできま
す。 

■セキュリティ機能         
ユーザ毎の権限設定ができるため社内
業務情報を安全で強固にセキュリティ
管理ができます。 

■メインメニュー ■ログイン画面 ■ユーザ設定画面 

■メニュー編集画面 

■ログイン機能              
ユーザＩＤとパスワードでシステムにログイン 

■最近使用したメニュー  
最近使用したメニューが表示さ
れ頻度の高い処理はメニューか
ら探す手間がかかりません。 

セキュリティ・メニュー 

販売管理の標準機能説明 



見積入力 
■見積書入力 

販売管理の標準機能説明 



見積処理 
■見積書入力 

■見積書発行（EXCEL連携） 

■受注入力 

■履歴検索画面 

見積情報 

受注情報 

■受注連携処理        
受注した見積情報を受注情報
にコピーします。 

■注文書発行        
EXCELに連携して見積書を効

率よくかつ自由に作成が出来ま
す。 

■履歴管理        
見積の履歴管理が誰にでもすぐ
に検索できます。また過去の見
積を参照コピーして見積作成も
可能です。 

販売管理の標準機能説明 



伝票入力（受注・売上） 

■受注伝票入力 

■売上伝票入力 

■入金伝票入力 ■操作性                   
検索・削除・複写等の指示を、分かりやすくボタ
ンで表示。 
マウス・キーボードのどちらの操作でも対応し
ていますので、オペレーティングも容易に行え
ます。 
各入力画面は、Ｗｉｎｄｏｗｓ機能をフル活用した
マルチウィンドウ方式を採用しています。今ま
でのような、画面切替による煩わしさを解消し
ました。 

販売管理の標準機能説明 



自動発注機能 

■受注伝票入力 

受注情報 

■注文書発行           
オーダー単位で仕入先別に注文書を発
行します。 
販売店仕入単価情報も持たせますので
メーカー用とエルモ用の注文先を同時
に印刷が可能です。 
 

発注情報 

■受注処理時自動発注        
受注処理と同時に商品の手配を自動で行
えます。 
即時で注文書の発行も可能です。 
※トナーなど在庫手配の場合は、仕入先
に在庫手配のコードを入力します。 

      注文書 
キャノン販売株式会社 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
品名   数量    単価   単価(三洋） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 
 

販売管理の標準機能説明 



伝票処理と在庫の流れ 

■受注伝票入力 

在庫情報 

■売上更新処理 

受注情報 

出荷情報 

売上情報 

■仕入更新処理 

発注情報 

受入情報 

仕入情報 

自動発注処理 

在庫計上 在庫引落 

リアルタイムに在庫の管理 

  

販売管理の標準機能説明 



検収消し込み処理 

■入金消込処理 ■売上明細の入金消込処理     
請求先毎に売上明細の消込処理ができま
す。客先検収額と消込合計金額のチェック
も可能です。 

販売管理の標準機能説明 



売掛管理情報 

■売掛残高一覧 

■得意先元帳           
残高一覧に対しての元帳を照会します。
売上・入金の取引内容が確認できます。 

■売掛残高一覧            
請求先毎に売掛金の残高一覧をリアルタ
イムに検索できます。 
請求先で絞込みをすると売掛金の過去の
推移も確認できます。 

販売管理の標準機能説明 



伝票印刷 

■注文書発行 

■注文書自動            
メーカー（仕入先用）と販売店用の注文書
を同時に自動で作成します。 

販売管理の標準機能説明 



伝票印刷 

■納品書・受領書・請求書発行 ■請求明細書発行 

販売管理の標準機能説明 



回収予定の管理１ 

■取引先マスタ ■回収予定表管理 
請求単位の入金予定を得意先毎に管理できます。 

■取引条件 
回収方法を設定できます。 
例）10万円未満は現金、以上は手形 
請求締切日の設定 
例）5日、10日、15日、20日、25日、末締め 
入金予定日の設定 
例）請求締め切り1ヵ月後の末日 
 ■金種マスタ 

現金、振込、手形、相殺な
どマスタ登録で管理できま
す。 

販売管理の標準機能説明 



回収予定の管理２ 

■回収予定表 

■回収状況表 

■入金予定表（得意先別） 

■入金予定表（金種別） 

販売管理の標準機能説明 



＜ご注意＞クライアント：快適にご利用いただくためにより高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、及び多く

のメモリ搭載をお勧めします。サーバー：バックアップとしてＤＡＴ装置を推奨します。停電時に無停電電源装
置を推奨いたします。プリンタ：A34ｻｲｽﾞ以上対応のレーザープリンタが必要です。ハードディスク容量は、シ
ステム環境により異なります。 

取引先CD 半角文字７桁 

品番 半角文字１５5桁 

品番分類CD 半角文字７桁 

部門CD 半角文字７桁 

担当者CD 半角文字７桁 

工程CD 半角文字７桁 

倉庫CD 半角文字７桁 

資源CD 半角文字７桁 

資源ＧＰCD 半角文字７桁 

科目CD 半角文字７桁 

不良要因CD 半角文字７桁 

入金金種CD 半角文字７桁 

支払金種CD 半角文字７桁 

運送便CD 半角文字７桁 

数 量 整数８桁、少数３桁 

単 価 整数９桁、少数２桁 

金 額 整数１０桁 

伝票番号 半角文字１０桁 

明細行 ９９明細 

■製品仕様 

■適応機種 

取引先名 全角２０文字 

品名 全角２０文字 

部門・資源名 全角２０文字 

その他名称 全角１０文字 

明細備考 全角１０文字 

摘要 全角４０文字 

販売管理の仕様説明 

クライアント サーバー

本体／ＯＳ

Intel Core2Duo以降またはAthlonX2以
降の32bit互換ﾌﾟﾛｾｯｻを搭載した日本
語OS
WindowsVista  Windows7  Windows8
Windows10

Intel Core以降のXeonまたはAthlonX2
以降のx86-64bit互換ﾌﾟﾛｾｯｻを搭載し
た日本語OS
Windows Server 2008(R2を含む）
Windows Server 2012(R2を含む)

周辺機器等

上記OSに対応した、本体に接続可能な
ディスプレイ、マウス、キーボード、プリ
ンタ
日本語変換システム
◆モデム及び電話回線が必要です。

上記OSに対応した、本体に接続可能な
ディスプレイ、マウス、キーボード、プリ
ンタ
日本語変換システム

メモリ 2GB以上推奨
4GB以上推奨
（クライアント数に応じて増設が必要）

解像度 1024×768以上を推奨 1024×768以上を推奨

データベース
MS SQLServer2008
MS SQLServer2012
MS SQLServer2014

MS SQLServer2008
MS SQLServer2012
MS SQLServer2014
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