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株式会社SOAシステムビジネス



わたしたちは企業革新を強力にバックアップするプロ集団です。

国を挙げてDXが推進される中、企業が勝ち残るための要求、それは、『ス
ピード経営』です。そのためには、加速度的に変化を繰り返していく市場に
対して迅速かつ正確な判断が不可欠となります。そういった背景で、わたした
ちの使命は、お客様が一般的と誤解してきた基幹業務の見えない問題点や
可能性を残したあきらめを解決し勝利者へと導く「スピード経営」を提供して
いくことにあります。生産・販売業務を軸とした基幹業務システムへの豊かな
経験とノウハウで企画・提案と開発力、そして熱意をもってお客様を強力に
バックアップし真のビジネスパー トナーとして勝利者への道案内をする、それ
が、わしたちの役割であり、ものづくりへの情熱なのです。

セキュリティー：利用者ごとの権限設定で機密情報をガード

ネットワークによる情報共有で経営の効率化を実現できます。

ネットワークを活かすことで、事業所間でのスムーズな業務の遂行を可能にし、LAN環境に
おいては、複数人数での入力による負荷分散と統合されたデータベースが経営判断に必要
な生の情報提供を提供いたします。

利用者ごとに権限を設定することにより、事務担当者は「伝票入力」のみ、営業担当者
は｢販売単価｣や｢販売実績｣を、資材担当者は｢発注単価｣や｢仕入実績｣などの資料を参
照する権限を設定でき、利用者ごとに必要なメニューのみの操作設定が可能になります。
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受注処理 売上処理 請求処理 売掛管理 入金処理

・受注残管理

・自動発注機能

・納品書発行

・売上実績集計

•案件番号で紐付き管理

各情報を案件番号で検索できるため取引状況の確認が瞬時できます。

見積情報＝受注情報を元に売上、仕入情報が連携するため処理ミスや漏れをなくします。

見積情報＝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。

顧客（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

・棚卸処理

発注処理 仕入処理 支払締め 買掛管理

・注文書発行

メーカ用・エルモ用

・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

支払処理

・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）見積業務

(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（中間業者用）(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

■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

見積販売管理の標準機能説明

■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



見積入力

■見積書入力

見積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。

見積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。

見積販売管理の標準機能説明



情報の共有とリレー

■受注伝票入力

■一括売上処理

受注情報

■情報の共有とリレー

受注情報を元にして売上を処理できる
ので運用の漏れやミスをなくし効率化
が図れます。

※仕入の処理も同様に行えます。

売上情報

見積販売管理の標準機能説明

■一括売上処理

出荷情報を元に一括で売上計上が行
えます。数量と単価を確認でき変更も
可能で出荷日基準、納期基準、検収基
準に対応できます。

仮単価チェック機能あり請求ミスも防ぐ
ことができます。



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。

中間業者入単価情報も持たせることができますの
でメーカー用と中間業者用の注文書を同時に印刷
が可能です。

支社が本社経由で仕入れる場合などに便利です。

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

見積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

見積販売管理の標準機能説明



欠品と在庫予定

■受注引当不足一覧

■欠品情報の把握

欠品情報は、現在庫の引当のみではな
く発注、出荷予定などを元に予定を考
慮して欠品を算出しますのでよりシビア
な在庫手配計画を行うことができます。

■欠品情報照会

受注入力時にリアルタイムに商品の欠
品情報を照会できます。

必要な商品はチェックを行い手配が可
能です。

■予定在庫一覧

見積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。

見積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。

見積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

メーカー用と中間業者用（仕入用）の注文
書を同時に自動で作成します。

見積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

見積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。

見積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）

見積販売管理の標準機能説明



システム導入ステップ

■第一ステップ

システム導入のご提案

■第二ステップ

■第三ステップ

■第四ステップ

業務分析及び改善

・業務の統一化

業務フロー・伝票フォーム

・コード管理のルール化

商品コード・取引先コード

本社にシステムの導入

・受発注業務のルーチン化

・取引情報の共有化

・在庫管理（トナー）

各事業所にシステムの展開

・業務の全社統一

・バッチ処理によりデータ連携

・本社にて実績の一元管理

売上及び仕入実績

WANネットワーク構築による

情報の一元化、リアルタイム化

・本社サーバーにて情報を

一元管理

・情報の全社共有化

システム導入のステップとして

■第一ステップ

業務分析を行い全社的に改善を行います。

■第二ステップ

販売管理システムを導入し業務のルーチン化と情報活用の効率化
を図ります

■第三ステップ

システムを全社に展開します。ここでは各事業所はスタンドアロン
で情報はバッチ転送します。

■第四ステップ

ネットワークによる全社情報の一元化とリアルタイム化



プロジェクト体制図

システム導入のご提案

プロジェクトリーダ

●●様

大阪本社

●●様
システムアドバイザー

SOAシステムビジネス

鳥取支店

●●様

東京支店

●●様



予定

運用例

Mobail
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

本社

第１営業所 第２営業所

第３営業所

第４営業所

■ネットワーク対応

スピード経営に欠かせないものは、遠隔地を結
ぶネットワークです。本社、営業所、工場間でリ
アルタイムな情報のやり取りが実現できます。
製造革命は、まさにリアルタイム経営を実現す
るために開発された、遠隔業務ソリューション
なのです。

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞｰ

.NETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱｰﾊﾞｰ

Windows10 / 11

SQLServer2000 / MDE

Oracle9i

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

一括管理



クライアント サーバー

本体／ＯＳ Intel Core-i3以上を搭載した日本語OS

Windows 10 Pro

Windows 11 Pro

PentiumⅡ以上を搭載した日本語OS

Windows Server2016

Windows Sever2019

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

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 4GB以上推奨 8GB以上推奨（クライアント数に応じて増設
が必要です。）

解像度 1024×768以上を推奨 1024×768以上を推奨

データベース ＭＳＤＥ

Oracle9i Personal Edition

SQLServer2000

Oracle9i Standard Edition

＜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

お問合せ先

株式会社SOAシステムビジネス

この商品のご照会につきましては、下記連絡先までお問合せください。

■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

見積販売管理の仕様説明


