
販売管理ソリューション 

卸売業向け(加工業対応版） 

貴社独自の業務形態に合わせたシステムのご提供が可能です 

入力データを加工してお客様の必要な集計・分析資料が作成出来ます 

主な特徴 

◎安価な費用でカスタマイズ 
 充実した検索機能で簡単入力、独自の業務に合わせたカスタマイズにより 

 お客様のご希望に合わせたシステムのご提供が可能です。 

◎データ連携が可能 
 受注→加工→出荷 及び 発注→加工→仕入へのデータ連携が可能です。 

◎各種入力データをＣＳＶファイルとして提供が可能 
 入力データを利用してＥｘｃｅｌや外部ツールなので様々な情報分析が可能です。 

 また、社内管理資料作成の初期サポートも対応します。 

◎帳票のPDF出力 
 帳票はPDFで出力される為、オフィスのペーパーレス化促進に貢献します。 

 全ての帳表・伝票類はコピー用紙に印刷可能です。 

◎外注加工の原価設定 
 外注加工（特注品）は個別原価、通常品は移動平均原価を設定します。 

◎予算と実績の対比 
 予算と実績の対比、売上/粗利の前年対比を担当者別に一覧表作成が可能です。 

◎連絡事項の入力機能 
 受注入力時に社内連絡事項、お客様への連絡事項の入力が可能です。 

◎短期間で本稼働に移行可能 

〇連絡事項の入力機能 
 受注入力時に社内・お客様への連絡事項の入力が可能です。 

〇パスワード設定とアクセス制限 
 担当者毎にログインID・パスワードの設定、アクセス制限（業務可否の設定） 

 が可能です。担当者をグループ分けした業務可否の設定もできます。 

システムの概要 

商品在庫管理 

仕掛在庫管理 

棚卸管理 

受注 

出荷 

発注 

支給 

仕入 

外注加工 

買掛金管理 
売掛金管理 

売上情報分析 

他社財務管理システム 

出荷/返品 入荷 

仕入情報 
売上情報 

個別原価・移動平均原価 

受発注の関連付け 

データセンターの 

利用も可能 
データセンターを利用
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お客様のご都合により必要な業務のみに限定した導入も可能です。 



①受注入力
　↓
②外注加工入力（加工工程等の指示）
　↓
③支給入力
　↓
④仕入入力（半加工・最終加工）
　↓
⑤出荷確認（売上入力）
　↓
⑥外注加工製造原価表
　仕掛在庫一覧表
　請求書

商品別売上順位表（年報） 仕入入力 仕入先元帳 棚卸管理表 得意先マスターリスト

受注入力 担当者別予算実績表 仕入データリスト 買掛金残高一覧表 棚卸更新処理 得意先マスターリスト（担当者別）

受注残一覧表 外注加工入力 支払予定表 仕入先マスターリスト

受注残一覧表（完納済不要分） 入金入力 支給入力 管理マスター保守 商品マスターリスト（コード表）

入金データリスト 支給票 振替入力 得意先マスター保守 商品マスターリスト

出荷確認 売掛元帳照会 支給データリスト 振替データリスト 仕入先マスター保守 売上単価マスターリスト

納品書 得意先元帳 発注残一覧表 在庫照会 商品マスター保守 仕入単価マスターリスト

送り状 売掛金残高一覧表 発注残一覧表（完納済不要分） 在庫一覧表（品番順） 在庫マスター保守 文章マスターリスト

売上データリスト 請求書 外注加工製造原価表 在庫一覧表（回転率順） 売上単価マスター保守

当年実績＆計画値（売上） 請求書・請求書（控） 仕掛在庫一覧表 入出庫明細表 仕入単価マスター保守 原価洗い換え処理

当年実績＆計画値（粗利） 売掛金回収予定表 倉庫別 常備在庫一覧表 文章マスター保守 データバックアップ

担当者別売上管理表（日報） 出金入力 データ復元

担当者別売上管理表（月報） 発注入力 出金データリスト 棚卸入力 管理マスターリスト 累積データCSV出力

商品別売上順位表（月報） 注文書 買掛元帳照会 棚卸準備表 得意先マスターリスト（コード表） 基本情報設定

〒171-0014  東京都豊島区池袋2-45-2  高崎ビル3F

担当： ソリューションサポート係 201707OS

主な機能

※　当社は業務用システム開発のソフトメーカーとしてトータルサポートで貢献しております　※

受注管理

売上・出荷

請求・売掛

発注・仕入・外注加工

支払・買掛

有限会社 シティーネット

マスター保守

その他処理

　　 お問い合わせ先　　受付時間　９：００～１２：００　１３：００～１８：００　（土日祝祭日を除く）

  03-5954-9620　http://www.citynet-world.co.jp/hanbai/

≪  企画・提案～設計～ソフト開発～ご指導～保守サポート  ≫

マスターリスト棚卸処理

在庫管理

受注番号 100009 枝番 1

【見積り】 ロス　率 % 売上 980,000  部課 営業１部１課
包　装　費 円 原価 2,469,600  担当者 田中健二
運　送　代 円 利益 -1,489,600  得意先 00001-00 田代商事(株)
営業管理費 % ％ -152.0 % 品名 112-9999-0001 塩化ビニール磁気シールドケース１５０×８

受注月日
【実　績】 ロス　率 % 売上 980,000  受注数量 1,000   個

包　装　費 円 原価 2,469,600  受注単価 980.00
運　送　代 円 利益 -1,489,600  受注金額 980,000   
営業管理費 % ％ -152.0 %

納期

注文No 数　量 分
伝票No 単　価 完

在資 PVC塩化ビニールシート1000×10000 800,000
渡部プラスチック(株)  

PVC塩化ビニールシート1000×10000 0703 100019 1,000.00 800,000
 支給 3 800.00

渡部プラスチック(株) 半加工 PVC塩化ビニールシート1000×10000 980,000
野上工業(株) 切断 

PVC塩化ビニールシート1000×10000 0703 100020 1,000.00 980,000 完
切断 仕入 0 980.00

野上工業(株) 最終 PVC塩化ビニールシート1000×10000 198,000
田代商事(株) 接着

PVC塩化ビニールシート1000×10000 0703 100022 1,000.00 198,000 完
接着 仕入 0 198.00
塩化ビニール磁気シールドケース１５０×８ 0703 000000 1,000.00 980,000 完

田代商事(株)  売上 5 980.00

見　　　積　　　り 実　　績

外注加工製造原価表
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仕入先 又は、加工所
区別

品　　名　　規　　格 数　量
金額

届　　先 加　　工　　区　　分 単　価
1,000.00

金額 月日

1,000.00
980.00

1,000.00
198.00

頁 /

TEL 03-5954-9620

FAX 03-5954-1788

  得意先コード                       00001-00 担当者：田中健二

区分内訳： 30：売上　32：値引　38：訂正 取引銀行：
31：返品　35：見本

980,000 78,40020170703 30 5 塩化ビニール磁気シールドケース１５０×８ 1,000 00 個 980 00

5,700,000 456,000

20170703 30 4 塩化ビニール磁気シールドケース１５０×８ 1,000 00 個 980 00 980,000 78,400

20170623 30 3 PVC塩化ビニールシート1000×10000 1,500 00 個 3,800 00

20170623 30 3 塩化ビニール管５００×３０ 1,000

20170623 30 3 PVC塩化ビニール樹脂2000×2 500 00 個 2,000 00

00 個 5,000 00 5,000,000 400,000

1,000,000 80,000

4,600,000 368,000

20170622 30 2 PVC塩化ビニールシート1000×10000 1,800 00 個 3,800 00 6,840,000 547,200

20170622 30 2 PVC塩化ビニール樹脂2000×2 2,300 00 個 2,000 00

金　額 消費税 摘　　要小数 小数

20170622 30 2 塩化ビニール管５００×３０ 1,500 00 個 5,000 00 7,500,000 600,000

取引日 区分 伝票番号 品　　　　　　　　　名 数　量 単位 単　価

検　印

前回御請求額 今回入金額 今回相殺額 繰越残高 今回御買上額 今回消費税額 今回御請求額

35,313,840105,840 0 0 105,840 32,600,000 2,608,000

123-0001

 請　求　書
1 1

東京都豊島区池袋１丁目１番地１１０番
田代ビル４８階

2017年7月31日締切

有限会社シティーネット田代商事(株)

下記の通り御請求申し上げます。
尚、すでにお支払済でも締切日以後にご入金のものは　　含
まれておりませんのでご了承下さい。

御　中 〒171-0014 東京都豊島区池袋２－４５－２

高崎ビル３階

         ≪ 処理手順≫ 
   ①受注入力 

     ↓ 

   ②外注加工入力（加工工程等の指示） 

     ↓ 

   ③支給入力 

     ↓ 

   ④仕入入力（半加工～最終加工） 

     ↓ 

   ⑤出荷確認（売上入力） 

     ↓ 

   ⑥外注加工製造原価表 

     仕掛在庫一覧表 


