
食品販売食品販売食品販売食品販売／／／／在庫在庫在庫在庫／／／／製造原価管理製造原価管理製造原価管理製造原価管理システムシステムシステムシステム



■■■■製造製造製造製造・・・・販売管理機能販売管理機能販売管理機能販売管理機能 （（（（システムシステムシステムシステム構成図構成図構成図構成図））））

充実充実充実充実のののの標準機能標準機能標準機能標準機能。。。。必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじてオプションオプションオプションオプション機能機能機能機能のののの追加追加追加追加もももも可能可能可能可能。。。。

■■■■標準機能標準機能標準機能標準機能

・・・・債権債権債権債権／／／／債務管理債務管理債務管理債務管理

（売上／仕入、入金／支払）

・・・・在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理

（在庫表、棚卸、倉庫移動、トレーサビリティ）

・・・・統計分析統計分析統計分析統計分析

・・・・ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

（実績データエクセル出力機能など

■■■■オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能

・・・・受注受注受注受注／／／／発注発注発注発注

・・・・EOS

・・・・委託委託委託委託

・・・・製造製造製造製造

・・・・仕訳処理仕訳処理仕訳処理仕訳処理（（（（会計会計会計会計ソフトソフトソフトソフトとのとのとのとの連動連動連動連動））））



共通処理共通処理共通処理共通処理



ログイングループログイングループログイングループログイングループにににに対対対対するするするする、、、、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ機能機能機能機能！！！！

■■■■ユーザーマネージャーユーザーマネージャーユーザーマネージャーユーザーマネージャー （（（（ログインユーザーログインユーザーログインユーザーログインユーザー管理管理管理管理、、、、機能制限機能制限機能制限機能制限））））

■■■■ユーザーマネージャーユーザーマネージャーユーザーマネージャーユーザーマネージャー

ユーザーマネージャーでは、豪商にログインするユーザーを管理します。
ユーザー毎にパスワードを設定し、グループ毎に利用する機能を制限する
事により、セキュリティを強化する事ができます。



■■■■ユーザーユーザーユーザーユーザー支援機能支援機能支援機能支援機能①①①①（（（（検索機能検索機能検索機能検索機能））））

多彩多彩多彩多彩なななな条件指定条件指定条件指定条件指定でででで、、、、簡単簡単簡単簡単・・・・スピーディスピーディスピーディスピーディにににに目的目的目的目的のののの結果結果結果結果をををを呼呼呼呼びびびび出出出出すすすす事事事事がががが可能可能可能可能！！！！

■■■■検索機能検索機能検索機能検索機能

各種伝票画面では、得意先や品目、過去に入力
した伝票を、様々な条件指定で絞込み、目的の
結果を呼び出す事が可能です。

■■■■取引品目履歴機能取引品目履歴機能取引品目履歴機能取引品目履歴機能

取引先別・納入先別・単位別で、前回取引した際の
品目を履歴として記録しており、品目台帳検索画面
を呼び出した際には、履歴を一番先に表示します。



■■■■ユーザーユーザーユーザーユーザー支援機能支援機能支援機能支援機能②②②②（（（（ファンクションボタンファンクションボタンファンクションボタンファンクションボタン、、、、単価学習機能単価学習機能単価学習機能単価学習機能））））

マウスレスマウスレスマウスレスマウスレスでででで効率良効率良効率良効率良いいいい入力入力入力入力がががが可能可能可能可能！！！！

■■■■ファンクションボタンファンクションボタンファンクションボタンファンクションボタン

各種画面（伝票入力画面や帳票印刷が面など）の下部には、キーボードのファンク
ションキー（F1～F12）に対応した「ファンクションボタン」が配置されて います。

ほとんどの操作がマウスレス（キーボードのみでの操作）で済みますので、効率が
良い操作が可能です。

■■■■単価学習機能単価学習機能単価学習機能単価学習機能

取引先別・納入先別・単位別に、売上単価履歴を10個まで記録しています。

その中でも最新の単価が、伝票に自動入力されます。

★豪商では、売上単価に関して単価学習機能の他に以下の登録機能があります。

・単価事前登録＝得意先／納入先別に品目毎の単価を登録できます。

・新旧単価登録＝得意先／納入先別に切替日を指定し、品目毎の

新単価を登録できます。 （切替日より新単価が有効）

・特売単価登録＝得意先／納入先別に特売期間を指定し、品目毎の

特売単価を登録できます。（特売期間のみ有効）

売上単価売上単価売上単価売上単価をををを自動的自動的自動的自動的にににに学習学習学習学習するするするする機能機能機能機能をををを搭載搭載搭載搭載！！！！



■■■■ユーザーユーザーユーザーユーザー支援機能支援機能支援機能支援機能③③③③（（（（伝票伝票伝票伝票めくりめくりめくりめくり機能機能機能機能））））

登録登録登録登録してあるしてあるしてあるしてある伝票伝票伝票伝票をををを次次次次からからからから次次次次へとめくるへとめくるへとめくるへとめくる事事事事がががが可能可能可能可能！！！！

複写機能複写機能複写機能複写機能によりによりによりにより二度手間二度手間二度手間二度手間をををを削減削減削減削減！！！！

■■■■伝票伝票伝票伝票めくりめくりめくりめくりボタンボタンボタンボタン

＜＜ 一番古い日付の伝票を表示します。
＜ 現在画面に表示している伝票の、

一つ前の日付の伝票を表示します。
＞ 現在画面に表示している伝票の、

一つ後の日付の伝票を表示します。

＞＞ 一番新しい日付の伝票を表示します。

■■■■取引先取引先取引先取引先でででで絞絞絞絞りりりり込込込込むむむむ
伝票めくりは、全取引先を対象にめくる
方法と、１取引先に絞ってめくる方法
の２パターンで行う事が可能です。

■■■■複写機能複写機能複写機能複写機能

過去に入力した伝票と、同じような伝票を作成
する場合、１から入力なくても複写機能を利用
して、過去伝票をコピーする事ができます。
複写された伝票には、新しい伝票番号が付与
されますので、新規の伝票として登録されます。



売上処理機能売上処理機能売上処理機能売上処理機能



■■■■販売管理機能販売管理機能販売管理機能販売管理機能（（（（取引先取引先取引先取引先、、、、請求先請求先請求先請求先、、、、納入先納入先納入先納入先））））

実際実際実際実際のののの取引形態取引形態取引形態取引形態にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、機能機能機能機能をををを活用活用活用活用！！！！



■■■■売上処理機能売上処理機能売上処理機能売上処理機能

豪商では、入数、合数、箱数の三段階で入力できるのも、
本システムの特徴の一つです。入力した内容は、納品
書などの帳票に出力されます。

「直送」チェック欄

チェックすると、伝票左下「登録」ボタンを押下後、自動的に「仕入」データが
作成されます。

得意先の他に、請求先（自動）、納入先、
ご依頼主を指定する事が可能です。
納入先は、台帳に登録していなくても手動
で入力する事もできます。

数量欄をダブルクリックすると、倉庫情報画面が表示されます。

こちらでは、倉庫、ロット番号、仕入日、仕入先、賞味期限などの

情報が確認できます。

１明細で、複数のロットを選択する事も可能です。

売掛売掛売掛売掛＋＋＋＋売掛売掛売掛売掛＋＋＋＋

在庫在庫在庫在庫－－－－在庫在庫在庫在庫－－－－



■■■■売上実績資料売上実績資料売上実績資料売上実績資料

得意先元帳得意先元帳得意先元帳得意先元帳、、、、売掛金残高表売掛金残高表売掛金残高表売掛金残高表、、、、請求一覧請求一覧請求一覧請求一覧、、、、売上実績一覧売上実績一覧売上実績一覧売上実績一覧、、、、ピッキングリストピッキングリストピッキングリストピッキングリスト…etcetcetcetc

どの帳票も印刷すると、自動的に
エクセルファイルとして保存されます。
もちろん、保存されているエクセルは
自由に 加工して印刷する事が可能
です！
※印刷する前に加工はできません。

■■■■売上実績資料売上実績資料売上実績資料売上実績資料

売上実績や、売掛金など
を把握する為の、帳票を
出力できます。



仕入処理機能仕入処理機能仕入処理機能仕入処理機能



■■■■仕入処理機能仕入処理機能仕入処理機能仕入処理機能

数量欄をダブルクリックすると、倉庫情報画面が表示されます。

こちらでは、倉庫、ロット番号、産地を登録できます。

１明細で、複数のロットを登録する事もできます。

台帳で設定した仕入日＋台帳で設定した賞味
期限日数の結果が初期表示されます。
手動にて変更も可能です。買掛買掛買掛買掛＋＋＋＋買掛買掛買掛買掛＋＋＋＋

在庫在庫在庫在庫＋＋＋＋在庫在庫在庫在庫＋＋＋＋



■■■■仕入実績資料仕入実績資料仕入実績資料仕入実績資料

仕入先元帳仕入先元帳仕入先元帳仕入先元帳、、、、買掛金残高表買掛金残高表買掛金残高表買掛金残高表、、、、買掛金一覧買掛金一覧買掛金一覧買掛金一覧、、、、仕入実績一覧仕入実績一覧仕入実績一覧仕入実績一覧

■■■■仕入実績資料仕入実績資料仕入実績資料仕入実績資料

仕入実績や、買掛金を
把握する為の、帳票を
出力できます。



在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能



■■■■在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能（（（（倉庫倉庫倉庫倉庫・・・・ロットロットロットロット・・・・賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限・・・・産地産地産地産地））））

原料仕入原料仕入原料仕入原料仕入～～～～原料投入原料投入原料投入原料投入～～～～製品受入製品受入製品受入製品受入～～～～製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷までまでまでまで一気通貫一気通貫一気通貫一気通貫したしたしたした在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能！！！！

■■■■仕入伝票仕入伝票仕入伝票仕入伝票（（（（仕入倉庫仕入倉庫仕入倉庫仕入倉庫情情情情報報報報））））

仕入れる原料・副材・資材に対して、倉庫・ロット・
産地を登録できます。（１明細で複数倉庫／複数
ロットに入庫する事も可能です。）
ロットの付与方法は、手動・自動（仕入日＋枝番）
からパターンを選択できます。

■■■■製造伝票製造伝票製造伝票製造伝票（（（（入庫入庫入庫入庫・・・・出庫倉庫出庫倉庫出庫倉庫出庫倉庫情情情情報報報報））））

出庫倉庫情報では、払い出す原料・副材・資材の
倉庫・ロット・産地を指定できます。

入庫倉庫情報では、受け入れる製品の倉庫・
ロット・産地を登録できます。

■■■■売上伝票売上伝票売上伝票売上伝票（（（（売上倉庫情報売上倉庫情報売上倉庫情報売上倉庫情報））））

出荷する製品に対して、倉庫・ロットを指定
できます。（１明細で複数倉庫／複数ロットか
ら払いだす事も可能です。）
ロットの指定方法は、手動・自動（製造・仕入
日の昇順／降順、ロット番号の昇順／降順）
パターンから選択できます。



■■■■トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ

食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心サポートサポートサポートサポートするするするするトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ機能機能機能機能をををを搭載搭載搭載搭載！！！！

【【【【 トレースバックトレースバックトレースバックトレースバック 】】】】

■■■■製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷
（払出先別品目別ロット履歴）

■■■■製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷
（特定ロット払出履歴）

■■■■製品加工製品加工製品加工製品加工・・・・倉庫移動倉庫移動倉庫移動倉庫移動
（品目ロット別製造/
倉庫移動履歴）

■■■■原料入荷原料入荷原料入荷原料入荷
（特定品目/
ロット受入履歴）

【【【【トレースフォワードトレースフォワードトレースフォワードトレースフォワード 】】】】

■■■■原料入荷原料入荷原料入荷原料入荷
（仕入先別入荷履歴一覧）

■■■■製品加工製品加工製品加工製品加工・・・・倉庫移動倉庫移動倉庫移動倉庫移動
（ロット別製造/移動履歴一覧）



■■■■在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能在庫管理機能（（（（棚卸棚卸棚卸棚卸、、、、倉庫移動倉庫移動倉庫移動倉庫移動））））

棚卸登録棚卸登録棚卸登録棚卸登録

■■■■倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力

品目を倉庫移動する場合に、利用します。
移動元ロット番号（現在のロット番号）を移動先ロット番号として、変更する
事も可能です。
倉庫移動伝票を登録すると送り状を発行したり、倉庫移動の実績表（倉庫
別倉庫間移動明細表）で登録した内容を確認したりする事ができます。

倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力倉庫移動伝票入力

■■■■棚卸登録棚卸登録棚卸登録棚卸登録

本システムでの棚卸登録では、月末時点の登録となります。
倉庫を指定し展開すると、品目の在庫（帳簿数量・帳簿単価）が一覧で
表示されます。
そちらを確認しながら、実際に棚卸した数量・単価を登録していく事により、
次月より登録した数量・単価でスタートします。
（差異の無い品目については、登録は不要です。）



■■■■在庫実績資料在庫実績資料在庫実績資料在庫実績資料

在庫残高一覧在庫残高一覧在庫残高一覧在庫残高一覧、、、、品目受払明細表品目受払明細表品目受払明細表品目受払明細表、、、、賞味期限切賞味期限切賞味期限切賞味期限切れれれれ一覧一覧一覧一覧、、、、賞味期限予定一覧賞味期限予定一覧賞味期限予定一覧賞味期限予定一覧

【【【【在庫問合機能在庫問合機能在庫問合機能在庫問合機能】】】】
在庫在庫在庫在庫はははは、、、、画面画面画面画面でででで直直直直ぐぐぐぐ確認確認確認確認するするするする事事事事もももも可能可能可能可能！！！！

■■■■在庫実績資料在庫実績資料在庫実績資料在庫実績資料

在庫残高や、在庫の動きを
把握する為の帳票を出力
できます。
また、賞味期限に関する
資料も出力できます。



製造管理機能製造管理機能製造管理機能製造管理機能

※製造管理機能は、オプションです。



■■■■製造管理機能製造管理機能製造管理機能製造管理機能

製品製品製品製品ののののレシピレシピレシピレシピをををを登録登録登録登録！！！！

■■■■製品管理台帳製品管理台帳製品管理台帳製品管理台帳

製品管理台帳では、製品加工に関する情報（標準値）を登録します。
登録する項目としては、製品重量、原料比率、原料歩留、原料重量、
原料単価、副材単価、資材単価、労務単価、経費単価、製品単価が
あります。
これらの項目は、製品構成情報（レシピ）を登録すると、自動的に計算
され表示されます。

※製品重量、労務単価、経費単価のみ手動での入力となります。

■■■■製品構成情報製品構成情報製品構成情報製品構成情報（（（（レシピレシピレシピレシピ））））

製品管理台帳にて、構成ボタンを押下すると「製品構成情報」
画面が表示されます。こちらでは、製品管理台帳でこれから
登録する製品に対してのレシピを登録します。
明細毎に区分（0.原料、1,副材、2,資材、3.製品）を選択し、

その区分に基づいて品目を指定し、各項目について設定して
いきます。
入力項目としては、単位、理論数量、歩留があります。（使用
数量は、理論数量と歩留を入力すると自動計算されます。）
こちらでの登録はあくまでも、標準値の入力です。

標準値を決めておく事により、日々製造日報で入力する実際
の数値と比較した帳票（製品別標準/実績対比表）や、歩留ま

りを比較した帳票（製品別歩留一覧）にて分析する事ができる
ようになります。



賞味期限や産地は、
入力スペースで登録・
指定ができます。

■■■■製造管理機能製造管理機能製造管理機能製造管理機能

製造日報製造日報製造日報製造日報

■製造日報では、製造した製品と、投入した原料・資材・副材、作業（労務費、経費）を一つの画面で登録します。

原料、副材、資材、作業
表示スペース

製品表示スペース

入力スペース

１から入力しなくても、
製品構成情報（レシピ）
を呼び出して、変更し
たい部分のみを変更
する事により、効率的
な登録が可能！

入庫倉庫情報 ＝ 製品のロット番号を登録できます。 出庫倉庫情報 ＝ 原料などのロット番号を指定できます。



■■■■製造管理機能製造管理機能製造管理機能製造管理機能

原価計算原価計算原価計算原価計算・・・・原価反映原価反映原価反映原価反映

■■■■個別原価計算個別原価計算個別原価計算個別原価計算

登録した製造日報を対象に、部門や日付などの条件を
指定して原価計算します。
１原料から複数の製品が出来上がった場合は、原料の
金額配賦方法（重量配賦・金額配賦）をどのようにするか
を選択します。

■■■■製造原価反映製造原価反映製造原価反映製造原価反映

日付範囲を指定し、実行すると個別原価計算で
計算した結果を在庫に反映します。

■■■■粗利粗利粗利粗利

原価反映を行った後で、売上伝票を開き製造
した製品を呼び出すと、原価欄に計算した結果
が自動入力されます。
その原価と、単価（売上単価）と比較した結果が
「粗利」として表示されます。



■■■■製造実績資料製造実績資料製造実績資料製造実績資料

製品別標準製品別標準製品別標準製品別標準／／／／実績対比表実績対比表実績対比表実績対比表、、、、製品別歩留一覧製品別歩留一覧製品別歩留一覧製品別歩留一覧、、、、製造伝票製造伝票製造伝票製造伝票、、、、製造日報製造日報製造日報製造日報

あらかじめ登録した、
レシピと、製造日報
（実績）で入力した原価
と歩留を比較分析！



オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能



■■■■オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能

受受受受・・・・発注管理機能発注管理機能発注管理機能発注管理機能

■■■■受注伝票入力受注伝票入力受注伝票入力受注伝票入力

受注伝票画面では、製品の受注内容を登録します。売上伝票に振替える事が可能ですので、2度出間を省く事ができます。

■■■■発注伝票入力発注伝票入力発注伝票入力発注伝票入力

発注伝票画面では、製品の発注内容を登録します。仕入伝票に振替える事が可能ですので、2度出間を省く事ができます。



■■■■受受受受・・・・発注実績資料発注実績資料発注実績資料発注実績資料

受注実績一覧受注実績一覧受注実績一覧受注実績一覧、、、、受注残一覧受注残一覧受注残一覧受注残一覧／／／／発注書発注書発注書発注書、、、、発注実績一覧発注実績一覧発注実績一覧発注実績一覧、、、、発注残一覧発注残一覧発注残一覧発注残一覧

■■■■発注実績資料発注実績資料発注実績資料発注実績資料

発注実績や、発注残を
把握する為の帳票を、
出力できます。
発注書も発行可能です。

■■■■受注実績資料受注実績資料受注実績資料受注実績資料

受注実績や、受注残を
把握する為の帳票を、
出力できます。



豪商用に変換したEOSデータを、受注伝票に振り替えます。

■■■■オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能

EOSEOSEOSEOS機能機能機能機能

得意先コード、品目コードを外部コードと豪商上のコードを紐付けます。 センターから受信したデータを、豪商用データとして変換します。



■■■■オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能

委託管理機能委託管理機能委託管理機能委託管理機能

■■■■仕切伝票入力仕切伝票入力仕切伝票入力仕切伝票入力

委託先からの、売上報告の内容に基づいて入力します。
明細部では１から入力する必要はなく、出荷伝票で入力
した内容を呼び出す事が可能です。
出荷数量に対して、実際に売れた数量を入力すると、
残りは残数量として表示されます。

■■■■出荷伝票入力出荷伝票入力出荷伝票入力出荷伝票入力
委託先への製品出荷内容を入力します。
入力した内容は送状として印刷する事が可能です。

★★★★手数料入力手数料入力手数料入力手数料入力スペーススペーススペーススペース

通常の売上伝票と違い、手数料入力スペースがあります。
そちらに手数料を入力すると、金額合計と手数料合計を
差し引いた金額が、粗利として表示されます。



■■■■委託実績資料委託実績資料委託実績資料委託実績資料

出荷実績一覧表出荷実績一覧表出荷実績一覧表出荷実績一覧表、、、、委託履歴一覧委託履歴一覧委託履歴一覧委託履歴一覧、、、、委託先別品目一覧委託先別品目一覧委託先別品目一覧委託先別品目一覧

■■■■委託実績資料委託実績資料委託実績資料委託実績資料

委託実績や、委託残を
把握する為の、帳票を
出力できます。



■■■■オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能

仕訳機能仕訳機能仕訳機能仕訳機能（（（（会計会計会計会計ソフトソフトソフトソフトへのへのへのへのデータデータデータデータ出力出力出力出力））））

会計ソフトのフォーマットや、科目を設定します。 必要に応じて、豪商コードと、出力先の会計ソフトのコードを紐付けます。

振替形式や日付範囲などを指定し、テキスト出力します。

（出力したデータを、会計ソフト側で取り込みます。） 出力されたデータの結果リストが表示されます。（印刷も可能です。）



■■■■そのそのそのその他他他他

豪商豪商豪商豪商パッケージパッケージパッケージパッケージのののの詳細詳細詳細詳細・・・・販売販売販売販売にににに関関関関するおするおするおするお問合問合問合問合せせせせ・・・・資料請求資料請求資料請求資料請求はははは

� 会社名

� システム計画株式会社

� 担当部署

� システム開発部 豪商プロジェクト

� 電話番号

� 03-3635-7246

� 電子メール

� gosho@skei.co.jp

� ホームページ

� http://www.skei.co.jp


