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本システムにおける機能の概要は、以下の通りです。 

 

【伝票入力業務】 

・見積伝票入力 ･･･････････････ 見積伝票の入力／修正／削除を行ないます。 

・受注伝票入力 ･･･････････････ 受注伝票の入力／修正／削除を行ないます。 

 見積伝票から転記することも可能です。 

・売上伝票入力 ･･･････････････ 売上伝票の入力／修正／削除を行ないます。 

 受注伝票から転記することも可能です。 

・入金伝票入力 ･･･････････････ 入金伝票の入力／修正／削除を行ないます。 
 
【見積情報】 

・見積照会（得意先別） ････････ 見積データを得意先別に照会します。 

・見積照会（商品別） ･･････････ 見積データを商品別に照会します。 

・見積照会（担当者別） ････････ 見積データを担当者別に照会します。 

・見積明細一覧表出力 ････････ 見積明細の一覧表を印刷／プレビューします。 

・見積書一括出力 ･････････････ 見積書を一括して印刷／プレビューします。 
 
【受注情報】 

・受注照会（得意先別） ････････ 受注データを得意先別に照会します。 

・受注照会（商品別） ･･････････ 受注データを商品別に照会します。 

・受注照会（担当者別） ････････ 受注データを担当者別に照会します。 

・受注明細一覧表出力 ････････ 受注明細の一覧表を印刷／プレビューします。 

・注文請書一括出力 ･･････････ 注文請書を一括して印刷／プレビューします。 
 
【売上情報】 

・売上照会（得意先別） ････････ 売上データを得意先別に照会します。 

・売上照会（商品別） ･･････････ 売上データを商品別に照会します。 

・売上照会（担当者別） ････････ 売上データを担当者別に照会します。 

・売上明細一覧表出力 ････････ 売上明細の一覧表を印刷／プレビューします。 

・納品書一括出力 ････････････ 納品書を一括して印刷／プレビューします。 

・得意先別売上一覧表出力 ･･･ 得意先別の売上一覧表を印刷／プレビューします。 

・得意先別年間実績表出力 ･･･ 得意先別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。 

 エクセルに出力することも可能です。 

・得意先売上ランキング表出力･･ 得意先の売上ランキング表を印刷／プレビューします。 

・商品別売上一覧表出力 ･･････ 商品別の売上一覧表を印刷／プレビューします。 

・商品別年間実績表出力 ･･････ 商品別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。 

 エクセルに出力することも可能です。 

・商品売上ランキング表出力 ･･･ 商品の売上ランキング表を印刷／プレビューします。 

・商品別月間実績照会 ････････ 商品別の月間の売上と返品を照会します。 

・担当者別売上一覧表出力 ･･･ 担当者別の売上一覧表を印刷／プレビューします。 

・担当者別年間実績表出力 ･･･ 担当者別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。 

 エクセルに出力することも可能です。 

・担当者売上ランキング表出力･･ 担当者の売上ランキング表を印刷／プレビューします。 
 
【入金情報】 

・入金照会（請求先別） ････････ 入金データを請求先別に照会します。 

・入金明細一覧表出力 ････････ 入金明細の一覧表を印刷／プレビューします。 

・入金一覧表出力 ･････････････ 入金の一覧表を印刷／プレビューします。 

第１章 本システムの機能概要 
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・担当者別売上入金一覧表出力･･ 担当者別の売上と入金の一覧表を印刷／プレビューします。 
 
【請求処理】 

・請求締処理 ･･････････････････ 請求の締処理を行ない、請求データを作成します。これを実行すると、過 

 去の売上伝票や入金伝票は、入力／修正／削除ができなくなります。 

・請求履歴照会 ････････････････ 請求締処理によって作成された請求データの履歴を照会します。 

・請求一覧表出力 ･･････････････ 請求一覧表を印刷／プレビューします。 

・請求書出力 ･･････････････････ 請求書を印刷／プレビューします。 

・回収予定一覧表出力 ･････････ 回収予定一覧表を印刷／プレビューします。 

・請求取消処理 ････････････････  いったん締めた請求処理を取り消します。これを実行すると、過去の売上

伝票や入金伝票も、入力／修正／削除ができるようになります。 
 
【売掛情報】 

・得意先元帳出力 ･･････････････ 意先元帳を印刷／プレビューします。 

・売掛残高一覧表照会 ･･････････ 掛残高の一覧表を照会します。印刷も可能です。 

・売掛残高一覧表出力 ･･････････ 掛残高の一覧表を印刷／プレビューします。 
 
【特別処理】 

・日次データ照会 ･･･････････････ 指定した日の受注データ／売上データ／入金データを照会します。 

               印刷／プレビューも可能です。 

・見積書メール送信 ･････････････  見積票入力画面で出力しておいた見積書(PDF ファイル)を、得意先担当

者宛てにメールで送信します。 

・商品発送通知メール送信･･･････ 商品を発送した旨を伝える内容を、得意先担当者宛てにメールで送信しま

す。 

・データバックアップ ･････････････ データファイルをバックアップします。 
 
【基本マスタメンテナンス】 

・得意先マスタメンテナンス ･･････ 得意先マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。 

・商 品マスタメンテナンス ･･･････ 商品マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。 

・担当者マスタメンテナンス ･･････ 担当者マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。 

・汎用区分マスタメンテナンス･････ 汎用的に使用する区分名の入力／修正／削除を行ないます。 

・汎用分類マスタメンテナンス･････ 汎用的に使用する分類名の入力／修正／削除を行ないます。 

・商品分類マスタメンテナンス･････ 商品の大分類名および中分類名の入力／修正／削除を行ないます。 

・単価マスタメンテナンス ････････  得意先別単価マスタデータとグループ別単価マスタデータの入力／修正

／削除を行ないます。 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟ単価名称ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ ･･ ｸﾞﾙｰﾌﾟ単価におけるｸﾞﾙｰﾌﾟ名の入力／修正／削除を行ないます。 

・郵便番号マスタメンテナンス･････ 郵便番号および住所の入力／修正／削除を行ないます。 

                デフォルトでは、西日本の一部のデータしか登録されておりません。 

・得意先マスタ一覧表出力 ･･････ 得意先マスタの一覧表を印刷／プレビューします。 

・得意先マスタテキスト出力 ･･････ 得意先マスタのデータを CSV 形式でテキスト出力します。 

・商品マスタ一覧表出力 ･････････ 商品マスタの一覧表を印刷／プレビューします。 

・商品マスタテキスト出力 ････････ 商品マスタのデータを CSV 形式でテキスト出力します。 
 
【補助マスタメンテナンス】 

・管理マスタメンテナンス ････････ 本システムで使用する各種基本情報の入力／修正を行ないます。 

・伝票番号マスタメンテナンス･････ 現時点での伝票番号の値を表示します。修正も可能です。 

・メニューマスタメンテナンス･･････ 本システムで最初に表示される初期メニュー名の入力／修正／削除を行 

 ないます。 

 

※ 本システムには「支払／買掛」に関する機能はありません。 


