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2. はじめに 
soarize は、販売管理からサービス管理機能、人材派遣における役務機能まで幅広くカバー

することができる製品です。 

オプション機能も豊富でシステムの機能性を高め、より効率的な業務運用を実現します。 

 

販売管理機能 

「見積→受注→納品→請求」の販売業務や、「発注→仕入→支払」の購買業務をトータルで

カバーし、各工程における情報の一括管理と帳票業務の効率化を同時に実現します。 

 

サービス管理機能 

「サポート受付・管理」「要員アサイン」「作業報告」など豊富な機能により、製品納品後の

アフターメンテナンスや工事現場などのフィールドサービス業務を幅広くサポートします。

また、顧客情報に紐づいた情報を提供し、顧客満足度の向上に貢献します。 

 

役務機能 

人材派遣業界における契約から派遣先労働条件の管理、見積から請求業務までの一連の業

務まですべてに貢献します。 

契約種別は「派遣契約」の他、「請負契約」「準委任契約」にも対応しています。 

 

オプション機能 

➢ 原価計算オプション 

・関連する顧客または製品をベースに収益の可視化を実現する機能です。 

➢ 帳票デザイナー 

・帳票レイアウトのカスタマイズが可能な機能です。 

➢ AppsME 

・モバイル入力を可能とした製品です。 

  



3. 各種設定 

3-1. ライセンス割り当て 

soarize をご利用いただく際は、利用ユーザーへのライセンス割り当てが必須です。 

soarize をインストールした環境へログインし、[設定] > [アプリケーション] > [インスト

ール済みパッケージ] と移動し、soarize 内レコードのライセンス管理から利用ユーザーを

選択することで、割り当てたユーザーが soarize の機能を利用できるようになります。 

 

3-2. カスタム設定 

カスタム設定は、soarize を利用する上でのデフォルト値の設定や、帳票に出力ロゴや写真

などの設定を行います。 

新規に登録する際は、[設定] > [カスタムコード] > [カスタム設定] > [Manage] > [新規]

で登録することができます。 

 

Accounting Default Setting 

取引先レコードを作成した際、設定した各値が取引先の会計設定のデフォルト値として登

録されます。 

未入力の場合、Accounting Default Setting に設定した各入力値がデフォルト値として登録

されます。 

 

soarize Trigger Activation Setting 

soarize 内各 Apex トリガを有効/無効で切り替えられます。 

デフォルト値はすべて有効が設定されています。無効にする場合、チェックボックスを

False で登録/更新します。 

 

Each Object Default Setting 

見積/請求/発注/仕入/支払で使用している項目のデフォルト値を設定します。 

Each Object Default Setting に設定した各値が、それぞれのレコードを新規作成する際の

デフォルト値として項目にセットされます。 

また、「ロゴ画像 ID」や「印影画像 ID」の項目は、ドキュメントオブジェクトに登録した

社印や担当者印といった画像のレコード ID を設定することにより、soarize 内[帳票出力]

ボタンクリック時に表示される帳票に画像を表示するための項目です。 

詳細は「3-2-1.各種帳票のロゴ表示方法」をご参照ください。 

 



Project Setting 

プロジェクトレコードを新規作成時、Project Setting 内「プロジェクトからワーク自動作

成の有効化」チェックボックスが True である場合、データ未入力のワークレコードがプ

ロジェクトに紐づいた状態で作成されます。 

※デフォルト値は False になっています。 

 

Record Lock Authority Setting 

soarize 内レコードの、レコードタイプを「ロック」にした場合、レコードの削除ができな

くなります。Record Lock Authority Setting 内「ロックされたレコードの削除権限」チェ

ックボックスが True である場合、レコードタイプが「ロック」のレコードも削除できる

ようになります。 

 

Support Setting 

Support Setting 内項目がそれぞれ True である場合、サポートレコード内[新規]ボタンク

リックした際、販売レコードと同時に見積/受注/納品/請求を作成できます。 

※デフォルト値はすべて False になっています。 

 

Tax Area Setting 

取引先レコードを作成した際、設定した各値が取引先の会計設定のデフォルト値として登

録されます。 

Tax Area Setting を設定しておくことで、取引先の会計設定が自動で設定されて販売レコ

ードなどに税率などが反映されるようになります。 

  



3-2-1. 各種帳票のロゴ表示方法 

「3-2. カスタム設定」内 Each Object Default Setting で記載した「ロゴ画像 ID」や「印影

画像 ID」は、各レコードで出力帳票(見積書など)の表示ロゴ画像や印影画像をドキュメン

トオブジェクトに登録した際に、Salesforce 内部で自動採番されるレコード ID をセットし

て登録することにより、ドキュメントオブジェクトへ登録した画像が帳票に表示されま

す。 

 

設定なし 

 

 

設定手順 【ロゴ】 

※設定手順の①と②は、表示方法を Salesforce Classic に切り替えてから設定してくださ

い。 

① ドキュメントオブジェクトに、帳票に出力するロゴ用画像を登録します。 

② 登録したレコード ID をコピーします。 

 

 

ロゴ 

担当者印影 



 

 

③ ・表示方法が Salesforce Classic の場合 

[設定] > [ビルド] > [開発] > [カスタム設定] > [Each Object Default Setting] へと遷

移し、「ロゴ画像 ID」にコピーした ID を貼り付けます。 

・表示方法が Litghtning Experience の場合 

[設定] > [カスタムコード] > [カスタム設定] > [Each Object Default Setting] へと遷

移し、「ロゴ画像 ID」にコピーした ID を貼り付けます。 

  



④ 出力する帳票毎のレコードを作成し、[出力]ボタンをクリックすると「発行日」の下に

設定した画像が表示されます。 

※既存レコードの場合、表示されません。 

 

 

  



設定手順 【印影】  

印影は、発注書・お支払い通知書で使用します。 

登録手順は、「設定手順【ロゴ】」と同様です。 

 

設定手順 【担当者印影】 

※表示方法を Salesforce Classic に切り替えてから設定してください。 

各帳票のロゴ下に表示される画像を登録します。 

各レコードの「主担当者」項目にセットされる要員マスタの担当者印影を出力します。 

 

① ドキュメントオブジェクトに、帳票に出力する担当者印影用画像を登録します。 

② 登録したレコード ID をコピーします。 

③ 使用する要員マスタの「要員印影画像 ID」に登録した担当者印影用画像 ID をセットし

ます。 

④ 出力する帳票毎のレコードを作成し、[出力]ボタンをクリックすると「担当者名」の下

に設定した画像が表示されます。 

※既存レコードの場合、表示されません。 

 

 

 

  



3-3. 取引先 

取引先は、Salesfroce 標準オブジェクトであり、soarize 内各レコードで使用する取引先の

企業情報を登録するオブジェクトです。 

 

取引先には、会計設定があり締日、仕切率、税額計算方法などを設定できます。会計設定

を行うことで、見積などのレコードを作成した際、その取引先の会計設定情報をデフォル

ト値としてセットできます。 

 

取引先新規登録時に会計設定情報を登録しますが、項目が未入力の場合、カスタム設定

「Accounting Default Setting」の値を登録します。 

入力した場合、入力値を優先して登録します。 

 

会計設定情報は、取引先レコードの[会計設定]ボタンから参照することができます。 

 

※既存の組織に soarize をインストールした場合、取引先オブジェクトのレイアウトに会計

設定項目が表示されないので、必要に応じて以下項目をレイアウトに表示されるよう設定し

てください。 

会計設定項目 

➢ 支払方式 

➢ 支払先口座 

➢ 仕切率(%) 

➢ 説明 

➢ 締日 

➢ 支払先 : 支払月 

➢ 支払先 : 支払日 

➢ 支払先 : 締日 

➢ 税域 

➢ 請求方式 

➢ 請求先 : 締日 

➢ 請求先 : 支払日 

➢ 請求先 : 支払月 

➢ 勤怠締め:明細集計 

➢ 金額×税率の丸めモード 

➢ 単価×数量の丸めモード 

➢ 税額計算方法 



3-4. 要員マスタ 

要員マスタは、人員を登録するオブジェクトです。 

人員には、「営業担当者」「人材派遣業における人材」「事務員」など様々な種別がありま

す。 

それらの人員を各レコードで使用する際に、要員マスタを参照し登録することができま

す。 

 

「人材派遣業における人材」では人材の単価を設定し、「3-5. 品目・サービスマスタ」へ

同時に登録することも可能です。 

 

3-5. 品目・サービスマスタ 

品目・サービスマスタは、取引を行う物品・サービスを登録するオブジェクトです。 

販売や購買・役務で使用する各レコードの明細に入力するレコードを登録し、販売金額・

仕入金額を持ちます。 

 

役務機能では、「3-4. 要員マスタ」で登録した要員(人材)も登録することができると同時

に各レコードの明細に登録することができます。 

  



4. プロジェクト 

オブジェクト構成図 

 

プロジェクトは、それに紐づくオブジェクトを関連付けることができ、管理機能の中の大

分類として使用されます。 

1 プロジェクトには、複数のワークや販売オブジェクトを持つことができ、原価計算オプ

ションを使用して、紐づく複数または単一の「ワーク」などが持つ原価の集計値をセット

することができます。 

 

また、プロジェクトにプロジェクトを関連付ける場合、「親プロジェクト」を設けること

により複数プロジェクトを関連付けることもできます。 

 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 編集画面に遷移 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

所有者の変更 所有者の変更画面に遷移 



セクション名 

項目名称 説明 

レコードタイプを変更 プロジェクトレコードタイプを変更画面に遷移 

基本情報 

プロジェクト番号 自動採番。PRJ-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

プロジェクト名 任意のプロジェクト名称を入力 

取引先 取引先オブジェクトの参照項目 

施設 施設オブジェクトの参照項目 

ステータス 現在のプロジェクトのステータスを入力 

進捗率(%) 現在のプロジェクトの進捗率を入力 

概要 任意のプロジェクトの概要を入力 

完了予定日 プロジェクトの完了予定日を入力 

開始日 プロジェクトの開始日を入力 

完了日 

プロジェクトの完了日を入力。 

原価計算オプションでは、完了日が未入力のプロジェク

トを対象とする 

プロジェクトコード(入力) TeamSpirit 連携用項目 

レコードタイプ 社外/社内プロジェクトを選択 

親プロジェクト 親プロジェクトを設定するプロジェクト参照項目 

直接間接区分 原価計算オプションで使用する項目 

部門 部門マスタの参照項目 

締日 取引先の締日項目を参照 

担当情報 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

担当部門 主担当者が所属する部門を入力 

営業担当者 営業担当者を要員マスタから選択 

営業担当部門 営業担当者が所属する部門を入力 

金額情報 

予定金額 プロジェクトの予定金額を入力 

関連ワーク予定金額計 

プロジェクトに紐づいているワークの有効プロジェクト

計画原価敬が設定されている場合、編集・保存時に積み

上げ集計した値を登録する 

実績金額 

実績金額を登録するための項目。原価計算オプションを

使用することで、そのプロジェクトに紐づく月別実際原

価が計算されたタイミングで、実績金額を自動登録する 



セクション名 

項目名称 説明 

プロジェクト実績金額計 

原価計算オプションを使用することで、親プロジェク

ト・関連(子)プロジェクトを含めた全体のプロジェクト

実績金額計を表示 

予定金額(月単位) プロジェクトの予定金額(月単位)を登録するための項目 

粗利合計 粗利合計を登録するための項目 

親プロジェクト実績金額 
親プロジェクトが設定されていた場合、親の実績金額を

表示 

関連プロジェクト実績金額計 
原価計算オプションを使用することで、複数登録されて

いる関連(子)プロジェクトの実績金額計を表示 

関連タブ 

プロジェクト 

子プロジェクトを表示。 

[新規]ボタンクリック後、閲覧中のプロジェクトを親プ

ロジェクトとしてデフォルトで設定されている子プロジ

ェクトの作成画面へ遷移 

マイルストーン 

紐づくマイルストーンを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトが紐づいた状態

のマイルストーンの登録画面に遷移 

ワーク 

紐づくワークを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトが紐づいた状態

のワークの登録画面に遷移 

契約管理 

紐づく契約管理レコードを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトが紐づいた状態

の契約管理登録画面に遷移 

販売 

紐づく販売レコードを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトが紐づいた状態

の販売登録画面に遷移 

購買 

紐づく購買レコードを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトが紐づいた状態

の購買登録画面に遷移 

サポート 

紐づくサポートレコードを表示。 

[新規]ボタンクリック後、プロジェクトに紐づいた状態

のサポート登録画面に遷移 

メモ&添付ファイル 
プロジェクトに紐づくメモ&添付ファイルレコードを表

示 



セクション名 

項目名称 説明 

プロジェクトの履歴 プロジェクトの変更履歴を表示 

 

  



5. ワーク 

 

ワークは、販売管理機能・役務機能に使用する購買や見積/受注/納品を紐づけ関連付ける

ことができます。 

1 ワークには、複数の購買を関連付けられますが、見積/受注は関連付けられるレコードは

1 つまでとなります。 

 

ワークには、「受注額」「見積額」という項目があり、ワークに紐づく見積の合計金額、受

注の合計金額を集計する項目を持っており、ワークの予算を確認することができます。 

 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

所有者の変更 所有者の変更画面に遷移 

新規販売 
販売レコード・見積/受注レコードをワークに紐づけた

状態で作成する 



セクション名 

項目名称 説明 

参照情報 

プロジェクト番号 
プロジェクト名に設定したプロジェクトのプロジェクト

番号を表示 

プロジェクト名 プロジェクトの参照項目 

基本情報 

ワーク番号 自動採番。W-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

ワークコード 

自動採番。yymm-P{プロジェクト番号下 8 桁}-W{ワー

ク番号下 4 桁}形式 

※TeamSpirit 連携で工数入力の際のジョブコードとして

扱われる 

ワークコード(入力) 
この項目に入力されている場合、TeamSpirit 連携でジョ

ブコードとして扱われる 

ワーク名 任意のワーク名称を入力 

ワーク種類 工程やタスクの情報などを登録しておくテキスト項目 

先行ワーク 先行するワークを設定できるワーク参照項目 

ワーク開始日 
ワークの開始日を設定。勤怠入力の際、選択できるワー

クが期間によって絞込を行う 

ワーク完了日 
ワークの完了日を設定。勤怠入力の際、選択できるワー

クが期間によって絞込を行う 

進捗率 

進捗率を数値入力で管理。原価計算オプションを使用し

ている場合、ワークの進捗率によって該当月次ワークの

月別売上見込金額を計算する 

締日 プロジェクトで参照している取引先の締日を表示 

経費合計 ワークに紐づくプロジェクト計画の経費の積み上げ項目 

労務費合計 
ワークに紐づくプロジェクト計画の労務費の積み上げ項

目 

外注費合計 
ワークに紐づくプロジェクト計画の外注費金額の積み上

げ項目 

金額情報 

見積額 
ワークに紐づく見積の合計金額を見積トリガにて反映し

ている項目 

有効プロジェクト計画原価計 
ワークに紐づくプロジェクト計画で立てた予定原価計に

ついて、有効なプロジェクト金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

受注額 
ワークに紐づく受注の合計金額を受注トリガにて反映し

ている項目 

実際原価計 

原価計算オプションを使用して締め処理実行後、ワーク

に紐づく月別実際原価レコードが登録されると、実際原

価額の集計を表示 

関連タブ 

プロジェクト計画 予定原価の計画を立てるプロジェクト計画が紐づく。 

有効レコードは 1 つのみの制限あり 

見積 ワークに紐づける見積レコードを登録。 

ワーク:見積は 1:1 の制限あり 

受注 ワークに紐づける受注レコードを登録。 

ワーク:受注は 1:1 の制限あり 

購買 ワークに紐づける購買レコードを登録 

経費 ワークに紐づける経費レコードを登録 

旅費明細 アプリケーションランチャーにある[旅費]から登録した

ワークを参照する各旅費明細を表示 

勤怠明細 勤怠日次入力の際に、選択・登録されたワークの労働時

間が登録される 

勤怠締め管理 登録された勤怠明細データを対象に、勤怠締め処理のス

テータスや対象期間などを管理するオブジェクト。ワー

ク毎に勤怠明細の監理、締め処理によって作成された納

品レコードが紐づく 

メモ&添付ファイル ワークに紐づくメモ&添付ファイルレコードを表示 

 

  



6. 販売 

 

販売は、販売管理におけるオブジェクト構成の中で最上位のオブジェクトになります。 

１販売には、複数の見積/受注/納品/サポートを持つことができ、それぞれの合計金額を積

み上げ集計しています。 

 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

所有者の変更 所有者の変更画面に遷移 

ワーク作成 
プロジェクトを閲覧中の販売を紐づけた状態で作成し、

作成したプロジェクトに紐づいたワークを作成する 

基本情報 

販売番号 自動採番。S-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 販売の名称を入力 

サポート サポートの参照項目 

有効 該当の販売が有効/無効であるかのチェックボックス 

売上予定日 売上の予定日を入力 

完了日 販売が完了した日付を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

関連情報 

取引先 取引先の参照項目 

施設 施設マスタの参照項目 

エンドユーザー 取引先とは別のエンドユーザーとなる取引先を選択可能 

プロジェクト 紐づくプロジェクトの参照項目 

担当情報 

主担当者 担当者を要員マスタから選択 

担当部門 主担当者の部門を入力 

営業担当者 営業担当者を要員マスタから選択 

営業担当部門 営業担当者の部門を入力 

契約情報 

取引先契約調印者 取引先の契約調印者となる取引先責任者を選択 

自社契約担当者 要員マスタから契約担当を選択 

契約分類 

契約管理から新規販売機能を使って販売を作成した際、

契約管理の契約分類(レコードタイプ)情報を引き継いで

登録する 

契約ステータス 契約分類に応じたステータスを登録する 

派遣抵触日 派遣の抵触日を入力 

契約開始日 
契約管理から新規販売機能を使って販売を作成した際、

契約管理の契約開始日を引き継いで登録する 

契約終了日 
契約管理から新規販売機能を使って販売を作成した際、

契約管理の契約終了日を引き継いで登録する 

契約分類(その他) 
契約分類の選択リストに無い場合に使用するテキスト項

目 

金額情報 

予定金額 販売の予定金額を入力 

実績金額 販売の実績金額を入力 

見積合計(税抜) 紐づく見積合計金額の集計値を表示 

受注合計(税抜) 紐づく受注合計金額の集計値を表示 

予定金額(月単位) 月単位の販売予定金額を入力 

粗利合計 販売の粗利合計金額を入力 

受注済見積合計(税抜) 紐づく見積で受注済である見積合計金額の集計値を表示 

納品合計(税抜) 紐づく納品合計金額の集計値を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

関連タブ 

見積 
販売に紐づく複数の見積レコードを表示。 

[新規]ボタンから見積登録画面へ遷移 

受注 

販売に紐づく複数の受注レコードを表示。 

[新規]ボタンから、登録済の見積レコードを指定し、明

細情報を引き継いで受注レコードを作成することも可能 

納品 

販売に紐づく複数の納品レコードを表示。 

[新規]ボタンから、登録済の受注レコードを指定し、明

細情報を引き継いで納品レコードを作成することも可能 

サポート 販売に紐づくサポートレコードを表示 

メモ&添付ファイル 販売に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

販売の履歴 販売の変更履歴を表示 

 

  



6-1. 見積 

 

見積は、取引において生じる見積に関するデータを登録します。 

見積明細には、その見積で物品/サービスを何個いくらで見積するかを登録します。 

 

見積レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に見積明細として登録されます。 

また、登録/更新/削除時にオブジェクトに定義されたトリガにより、見積オブジェクトに

持つ見積額の合計を見積が紐づくワークの「見積額」に値をセットします。 

 

見積を新規作成する場合、カスタム設定「Each Object Default Setting」の以下項目にデー

タを入力している場合、デフォルト値として入力したデータがセットされます。 

➢ [見積・発注]納品場所 

➢ [見積]納品期限 

➢ [見積]見積書有効期限 

➢ [見積]取引方法 

  



6-1-1. 見積画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 見積登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

見積書出力 見積書 PDF を出力 

新規サポート 見積を引用したサポートレコードを作成する 

見積書 PDF 保存 
見積書 PDF を生成し、「メモ＆添付ファイル」へ見積書

PDF ファイルを保存する 

基本情報 

見積番号 自動採番。Q-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 見積の件名を入力 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

受注済 
見積から受注を作成した場合、チェックボックスにチェ

ックが付く 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の見積書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

サポート 見積が紐づくサポートレコードを表示 

契約管理 見積が紐づく契約管理レコードを表示 

ワーク番号 見積が紐づくワークのワーク番号を表示 

ワーク名 見積が紐づくワークレコードを表示 

有効 

該当の見積が有効/無効であるかのチェックボックス。 

有効である見積レコードの合計額を販売の見積合計(税

抜)に積み上げる 

販売 見積が紐づく販売レコードを表示 

承認状況 承認状況を表示 

仕切率(%) 

見積新規作成時、取引先の会計設定に設定された仕切率

が見積登録画面にデフォルトでセット 

 



セクション名 

項目名称 説明 

見積情報 

見積書発行日 見積書を発行する日付を入力 

見積書有効期限 

新規見積作成時のみ、カスタム設定「Each Object 

Default Setting」の[見積]見積書有効期限に設定されて

いる値がデフォルトでセット 

取引方法 

新規見積作成時のみ、カスタム設定「Each Object 

Default Setting」の[見積]取引方法に設定されている値

がデフォルトでセット 

備考 備考を入力 

納品期限 

新規見積作成時のみ、カスタム設定「Each Object 

Default Setting」の[見積]納品期限に設定されている値

がデフォルトでセット 

納品場所 

新規見積作成時のみ、カスタム設定「Each Object 

Default Setting」の[見積・発注]納品場所に設定されて

いる値がデフォルトでセット 

プロジェクト計画情報 

労務費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

外注費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

経費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

有効プロジェクト計画原価合

計 

ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

金額情報 

合計 見積明細に登録されている金額の合計を表示 

税率(%) 見積登録画面で登録された税率を表示 

合計税額 
各明細の合計税額を表示。登録画面の会計設定にある

「税額計算方法」の設定によって計算結果が変動する 

税込合計 「合計+合計税額」とした合計税額を表示 

合計仕入金額 各明細の仕入単価の積み上げ集計項目を表示 

粗利 各明細の「金額-仕入金額」とした粗利を表示 

粗利率(%) 「粗利/合計」とした粗利率を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

関連タブ 

見積明細 見積登録画面下部「明細情報」セクションに登録したレ

コードを表示 

見積履歴 見積レコードの変更履歴を表示 

受注 見積から受注を作成した際、紐づく受注レコードを表

示。新規受注ボタンクリック後、見積が紐づいた状態の

受注を作成する 

サポート 見積に紐づくサポートレコードを表示 

メモ&添付ファイル 見積に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

見積の履歴 見積の変更履歴を表示 

 

  



6-1-2. 見積明細画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

基本情報 

見積明細番号 自動採番。QD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
見積明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 
選択された品目・サービスマスタの名称を表示。 

任意の名称に変更可能 

品番 
選択された品目・サービスマスタの品番を表示。 

任意の品番に変更可能 

受注タイプ 物品/サービスを表示 

備考 備考を表示 

見積 紐づく見積レコードを表示 

契約要員 役務機能用項目を表示。要員を見積する際に使用する 

並び順 
見積画面の関連タブで表示される「見積明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 当見積明細の品目の数量を表示 

単位 品目の単位を入力 

納品予定日 納品する予定日を表示 

金額情報 

標準価格 
選択した品目・サービスマスタの標準価格の値を表示。 

任意の値を入力可能 

仕切率(%) 単価算出用の仕切率を表示 

単価 「標準価格×仕切率(%)」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

金額 「単価×数量」の金額を表示 

課税区分 外税/非課税を表示 

税率(%) 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の税率に

設定されている値をデフォルトでセット 

税額 「単価×税率(%)」の金額を表示 

仕入情報 

仕入単価 
選択した品目・サービスマスタの仕入単価の値を表示。 

任意の値に変更することも可能 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

仕入先 選択した品目・サービスマスタの取引先を表示 

仕入備考 仕入備考を表示 

要発注 要発注であるかのチェックボックス 

関連タブ 

受注明細 

見積から受注を作成した際、見積明細も受注明細へと引

き継がれ作成される。その見積明細に対応した受注明細

を関連タブへ表示 

メモ＆添付ファイル 見積明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

見積明細の履歴 見積明細の変更履歴を表示 

 

  



6-1-3. 見積登録画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

見積番号 
データ登録後、自動採番。 

Q-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 見積の件名を入力 

主担当者 担当者を要員マスタから選択 

契約管理 契約管理を選択。役務機能用項目 

有効 有効な見積であるかのチェックボックス 

販売 
紐づく販売を登録。 

販売から見積作成時は自動で作成元の販売をセット 

仕切率(%) 
カスタム設定「Accounting Default Setting」の仕切率に

設定されている値をデフォルトでセット 

ワーク番号 
紐づくワーク番号を選択。 

ワークから見積作成時は作成元のワークをセット 

見積情報 

見積書発行日 見積書を発行する日付を入力 

納品期限 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の[見積]納

品期限に設定されている値をデフォルトでセット 

備考 備考を入力 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の見積書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

見積書有効期限 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の[見積]有

効期限に設定されている値をデフォルトでセット 

納品場所 

カスタム設定「Each Object Default Setting」の[見積/

注文書]納品場所に設定されている値をデフォルトでセ

ット 

取引方法 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の[見積]取

引タイプに設定されている値をデフォルトでセット 



セクション名 

項目名称 説明 

会計情報 

税額計算方法 

税率を計算する方法を選択。 

デフォルト値は「明細の金額×税率」。 

取引先が設定されている場合、取引先の会計設定に登録

されているものを優先する 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されて

いる値が選択可能 

税率(%) 

販売から作成し紐づく取引先が存在する場合、取引先の

会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額算出時の端数調整設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出時の端数調整設定 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

見積検索ボタン 
他の見積を検索し、その見積に紐づく見積明細を登録す

ることが可能 

納品予定日を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に納品予定日項目

を表示 

仕入項目を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に「仕入単価、仕

入金額、仕入先、要発注」項目を表示 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率」項

目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

受注タイプ 受注タイプを選択 

数量 数量を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

単位 単位を入力 

標準価格 「単価×仕切率(%)」の金額を入力 

仕切率(%) 仕切率を入力 

単価 品目の単価を入力 

金額 「標準価格×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 

課税区分 外税/非課税を選択 

契約要員 契約要員を受注する場合、選択。役務機能用項目 

備考 備考を入力 

合計金額 
[金額計算]ボタンクリック後、見積明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択

された計算方法を基に見積明細の合計税額を計算し表示 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、見積明細に登録された全

行の仕入金額の合計値を表示 

金額計算ボタン 
「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」を計算するた

めのボタン 

「納品予定日を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

納品予定日 
入力値が、受注から納品を作成した際納品明細の計上日

にセットされる 

「仕入項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

仕入単価 仕入単価を入力 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

仕入先 仕入先を取引先から選択 

要発注 要発注であるかのチェックボックス 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 

見積から作成した場合、見積明細の該当レコードの税域

の値を反映する。存在しない場合、カスタム設定「Tax 

Area Setting」の税域に設定されている値が選択可能 



セクション名 

項目名称 説明 

税率(%) 

見積から作成した場合、見積明細の該当レコードの税率

(%)の値を反映する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

 

  



6-2. 受注 

 
受注は、取引において生じる受注に関するデータを登録します。 

受注明細には、その受注で物品/サービスを何個いくらで受注したかを登録します。 

 

受注レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に見積明細として登録されます。 

見積から受注を作成する場合、見積の一部データと見積明細を受注明細へ引き継ぎます。 

 

また、登録/更新/削除時にオブジェクトに定義されたトリガにより、受注オブジェクトに

持つ受注額の合計を受注が紐づくワークの「受注額」へ値をセットします。 

 

役務機能を利用し、人員を派遣する場合などは受注を作成することにより、それに紐づく

ワークへ勤怠を登録できるようになります。 

  



6-2-1. 受注画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 受注登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

明細分割 受注明細を分割設定している場合、明細分割が可能 

抵触日通知書出力 抵触日通知書出力 PDF を出力 

派遣先通知書出力 派遣先通知書出力 PDF を出力 

基本情報 

受注番号 自動採番。SO-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 受注の件名を入力 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

仕切率(%) 
取引先の会計設定に設定された仕切率を見積登録画面へ

デフォルトでセット 

契約管理 受注が紐づく契約管理を表示 

ワーク番号 ワーク名に選択されたワークのワーク番号を表示 

ワーク名 受注が紐づくワークレコードを表示 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

販売 受注が紐づく販売レコードを表示 

見積 受注が紐づく見積レコードを表示 

納品済 
受注から納品が作成された場合、チェックボックスにチ

ェックが付く 

販売.取引先 ID 
受注が紐づく販売の取引先に選択されている取引先のレ

コード ID を表示 

税域 

見積から作成した場合、見積の値を優先する。 

カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されて

いる値が選択可能 

課税区分 外税/非課税を選択 

税額計算方法 税額計算方法を表示 

受注情報 



セクション名 

項目名称 説明 

受注日 受注した日付を入力 

出荷先 出荷先の企業を取引先から選択 

備考 備考を入力 

直送 直送であるかのチェックボックス 

プロジェクト計画情報 

労務費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

外注費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

経費合計 
ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

有効プロジェクト計画原価合

計 

ワークに有効プロジェクト計画が関連付けられ、予定原

価が設定されている場合、表示 

金額情報 

合計 受注明細に登録されている金額の合計を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 
受注明細に登録されている税額を「税額計算方法」を基

に計算した値を表示 

税込合計 「合計＋合計税額」の値を表示 

合計仕入金額 受注明細に登録されている仕入金額の合計を表示 

粗利 各明細の「金額－仕入金額」とした粗利を表示 

粗利率(%) 「粗利÷合計」とした粗利率を表示 

関連タブ 

受注明細 受注に紐づく受注明細の各レコードを表示 

納品 

受注から納品を作成した際に、紐づく納品レコードを表

示。[新規]ボタンクリック後、受注に紐づいた状態の納

品を作成 

メモ＆添付ファイル 受注に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

受注の履歴 受注の変更履歴を表示 

  



6-2-2. 受注明細画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

派遣停止通知書出力 派遣停止通知書 PDF を出力 

派遣元管理台帳出力 派遣元管理台帳 PDF を出力 

派遣先管理台帳出力 派遣先管理台帳 PDF を出力 

基本情報 

受注明細番号 自動採番。SOD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
受注明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 受注明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 受注明細登録時に入力した品番を表示 

受注タイプ 受注明細登録時に選択した受注タイプを表示 

備考 備考を表示 

品目・サービスマスタ 発注タ

イプ 

受注明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、選択した品目・サービスマスタの発注タイプを表示 

金額×税率の丸めモード 
受注明細登録時に選択した金額×税率の丸めモードを表

示 

単価×数量の丸めモード 
受注明細登録時に選択した単価×数量の丸めモードを表

示 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

受注 受注明細が紐づく受注レコードを表示 

契約要員 受注明細が紐づく契約要員レコードを表示 

並び順 
受注画面の関連タブで表示される「受注明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

数量 受注明細登録時に入力した数量を表示 

単位 受注明細登録時に入力した単位を表示 

納品予定日 

受注明細登録時に入力した納品予定日を表示。 

受注から納品を作成した場合、納品明細の計上日の項目

をセット 

納品済 
受注明細を引用して納品を作成した場合、チェックボッ

クスにチェックが付く 

金額情報 

標準価格 受注明細登録時に算出された値を表示 

仕切率(%) 受注明細登録時に入力した値を表示 

単価 受注明細登録時に入力した値を表示 

金額 受注明細登録時に算出される値を表示 

課税区分 受注明細登録時に選択した値を表示 

税率(%) 受注明細登録時に入力した値を表示 

税額 受注明細登録時に算出された値を表示 

シリアル No 管理 

受注明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタレコードに登録されているシ

リアル No 管理項目の値を表示 

仕入情報 

仕入単価 受注明細登録時に入力した値を表示 

仕入金額 受注明細登録時に算出された仕入金額を表示 

仕入先 受注明細登録時に選択した取引先を表示 

仕入備考 仕入備考を表示 

要発注 要発注であるかのチェックボックス 

請求設定 

契約開始日 受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ表示 

契約終了日 受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ表示 

計上日 
受注分割機能を使用した際、分割元と分割明細それぞれ

に計上日を表示 

通常月分 
受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ、選

択した請求間隔を表示 

初月分 
受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ、通

常月分の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

回数 
受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ、初

月の金額のマイナスの値を表示 

請求間隔 
受注分割機能を使用した際、分割元の受注明細のみ設定

された回数を設定する 

分割表示フラグ 
受注にて明細分割機能を使用した際に分割された明細は

チェックが ON になる 

分割元受注明細 
受注にて明細分割機能を使用した際に分割の元となる明

細に紐づく 

関連情報 

見積明細 
見積から受注を作成した場合、受注明細の基となる見積

明細を表示 

関連タブ 

受注明細 
受注にて明細分割機能を使用した際、分割元となる明細

に分割された受注明細をリストに表示 

納品明細 

受注から新規の納品を作成する際、登録されている受注

明細を引き継いで受注を作成すると、紐づいた納品をリ

ストに表示 

発注明細 
発注登録画面から、受注引用をして受注明細を紐づけた

際に設定する 

メモ＆添付ファイル 受注明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

受注明細の履歴 受注明細の変更履歴を表示 

 

  



6-2-3. 受注登録画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

受注番号 
新規登録後、自動採番。 

SO-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 受注の件名を入力 

主担当者 担当者を要員マスタから選択 

仕切率(%) 
カスタム設定「Accounting Default Setting」の仕切率に

設定されている値をデフォルトでセット 

ワーク番号 

紐づくワークを登録。 

ワーク・見積から作成した場合、作成元のワークをセッ

ト 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

販売 
紐づく販売を登録。 

販売・見積から作成する場合、作成元の販売をセット 

見積 
紐づく見積を登録。 

販売・見積から作成する場合、作成元の見積をセット 

契約管理 

紐づく契約管理を登録。 

契約管理から[新規]で受注を作成した場合、作成元の契

約管理をセット 

受注情報 

受注日 受注日を入力 

備考 備考を入力 

出荷先 出荷先の取引先を選択 

直送 直送であるかのチェックボックス 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されて

いる値が選択可能 

税率(%) 

販売から作成し紐づく取引先が存在する場合、取引先の

会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 



セクション名 

項目名称 説明 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

受注検索ボタン 
他の見積を検索し、その見積に紐づく見積明細を登録す

ることが可能 

納品予定日を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に納品予定日項目

を表示 

仕入項目を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に「仕入単価、仕

入金額、仕入先、要発注、見積明細」項目を表示 

金額計算項目を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード」項目を表示 

月額請求の設定をする 

チェックを付けることにより、明細行に「契約開始日、

契約終了日、請求間隔、回数、初月分、通常月分、計上

日」項目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

受注タイプ 受注タイプを選択 

数量 数量を入力 

納品数量 
明細行を使用して納品を作成した場合、納品した数量を

表示 

単位 単位を入力 

標準価格 「単価×仕切率(%)」の金額を入力 

仕切率(%) 仕切率を入力 

単価 品目の単価を入力 

金額 「標準価格×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

課税区分 外税/非課税を選択 

契約要員 契約要員を受注する場合、選択。役務機能用項目 

備考 備考を入力 

納品済 
受注明細が紐づく受注から納品を作成した場合、チェッ

クボックスにチェックが付く 

合計金額 
[金額計算]ボタンクリック後、見積明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択

された計算方法を基に見積明細の合計税額を計算し表示 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、見積明細に登録された全

行の仕入金額の合計値を表示。 

金額計算ボタン 
「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」を計算するた

めのボタン 

「納品予定日を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

納品予定日 
入力値が、受注から納品を作成した際納品明細の計上日

にセットされる 

「仕入項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

仕入単価 仕入単価を入力 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

仕入先 仕入先を取引先から選択 

要発注 要発注であるかのチェックボックス 

見積明細 紐づく見積明細番号を表示 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 

見積から作成した場合、見積明細の該当レコードの税域

の値は反映される。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の税域に設定されている値が選択

可能 

税率(%) 

見積から作成した場合、見積明細の該当レコードの税率

(%)の値は反映される。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 



セクション名 

項目名称 説明 

「月額請求の設定をする」チェックボックスが ON の場合に表示 

契約開始日 契約の開始日を設定 

契約終了日 契約の終了日を設定 

請求間隔 請求の間隔を選択リストから選択 

回数 「契約終了日 – 契約開始日」の【契約月数】 

請求間隔の【分割月数】 

を基に【契約月数】÷【分割月数】で算出される値を表

示 

初月分 「単価－(通常月分×(回数－1))」の値を表示 

通常月分 初月以外に請求する金額を入力 

計上日 受注明細の計上日を入力 

 



6-2-4. 受注明細分割機能 
受注明細分割機能は、月額サービスや製品などを数ヶ月分まとめて受注した場合や、1 ヶ

月単位で請求書を発行する場合などに利用します。 

 

例）：単価 10,000 円のクラウド製品Ａを 3 つ、3 ヶ月契約で見積、受注した。 

請求額は合計 30,000 円。 

1 ヶ月毎の請求にするが、初月は 15,000 円請求とし、残り 2 ヶ月は 7,500 円ずつ 

請求する。 

 

上記のような場合、受注明細分割機能を利用すれば手間をかけることなく明細を分割する

ことができます。 

 

以下、上記例題を基に受注明細分割機能を説明します。 

 

① 販売に紐づく見積/見積明細を作成し、関連タブにある受注の[新規]ボタンをクリック

します。 

 

  



② 受注登録画面に遷移後、画面下部「明細情報」セクション内「月額請求の設定をす

る」チェックボックスにチェックを付けます。 

 
 

③ チェックボックスにチェックを付けると、「契約開始日」「契約終了日」「請求間隔」

「回数」「初月分」「通常月分」「計上日」が明細ヘッダに表示されます。 

 

④ 以下情報を入力し、自動計算された後に[保存]ボタンをクリックします。 

※明細分割は、単価を分割した後に数量と掛け合わせるため単価の金額を基準に通常月

分・初月分の金額を算出します。 

 

➢ 契約開始日：2017/09/01 

➢ 契約終了日：2017/11/01 

➢ 請求間隔：１ヶ月間隔 

➢ 回数：３（自動算出） 

➢ 通常月分：2,500 

➢ 初月分：5,000(自動算出) 

➢ 計上日：2017/09/30 

➢ (数量)：３ 

➢ (単価)：10,000 

 

⑤ 受注画面上部、[明細分割]をクリックします。 

 

  



⑥ 明細の分割画面で、作成した分割したい受注明細行の「選択」にチェックを付け、[明

細の分割]ボタンをクリックします。 

 

 

⑦ 明細の分割を行うと、登録した明細レコードが回数分だけ増えます。 

また、分割先のレコードは受注登録画面で設定した金額・計上日が設定された状態と

なります。分割後、[保存]ボタンをクリックします。 

 

 

⑧ 明細の分割が完了後、受注明細分割前レコード(受注明細)は無効となり、分割された

レコード(受注明細)が有効となります。 

 



 

※受注から納品を作成する際、受注明細に持つ納品予定日を入力しておくと、請求締めまで

スムーズに行えます。 

  



6-2-4-1. エラー対応 
分割を行う際に以下エラーメッセージが出力された場合、その解決策に沿って再設定して

ください。 

 

【メッセージ】：300 件を超える分割は行えません。 

⇒分割元レコードを 299 件以下に減らして、再度[明細の分割]ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

【メッセージ】：分割する行を選択してください。 

⇒分割対象レコードの「選択」にチェックを付けて、再度[明細の分割]ボタンをクリック

してください。 

 

【メッセージ】；分割を戻す行を選択してください。 

⇒分割したレコードを戻す分割元レコードの「選択」にチェックを付けて、再度 

[分割を戻す]ボタンをクリックしてください。 

 

【メッセージ】：選択行は分割できません。月額請求の設定を見直してください。 

⇒分割対象の受注明細レコード・操作が以下の条件をすべて満たすように設定し、再度 

[明細の分割]ボタンをクリックしてください。 

 

【条件】 

・受注明細.明細分割表示 = False 

・受注明細.初月分 != null 

・受注明細.通常月分 != null 

・受注明細.回数 != null 

・分割対象が明細分割後の分割元レコードではないこと 

 ※1 明細につき、1 分割となります。(分割を戻せばカウントは 0 になります) 

・受注明細の「契約開始日」＜「計上日」 

  



6-3. 納品 

 

納品は、取引において生じる納品に関するデータを登録します。 

納品明細には、その納品で物品/サービスを何個いくらで納品したかを登録します。 

 

納品レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に納品明細として登録されます。 

「6-2. 受注」で解説した受注から納品を作成する場合、受注の一部データと受注明細を納

品明細へ引き継ぎます。 

 

納品まで登録することにより、「6-4-5. 請求締め機能」により条件に合致した納品明細か

ら自動で請求を作成することができます。 

  



6-3-1. 納品画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 納品登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

レコードタイプを変更 納品レコードタイプを変更画面に遷移 

承認申請 閲覧中のレコードの Salesforce 標準の承認申請を行う 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

納品書出力 納品書 PDF を出力 

基本情報 

納品番号 自動採番。OD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 納品の件名を表示 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

仕切率(%) 
取引先の会計設定に設定された仕切率が見積登録画面に

デフォルトでセット 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の納品書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

販売 納品が紐づく販売レコードを表示 

請求先 請求先を取引先から選択 

請求済 
納品から請求が作成されると、チェックボックスにチェ

ックが付く 

受注情報 

受注 納品が紐づく受注レコードを表示 

納品情報 

納品先 納品先を取引先から選択 

納品日 納品する日付を設定 

納品書発行日 納品書を発行した日付を設定 

納品先郵便番号 納品先の郵便番号を入力 

納品先住所 納品先の住所を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

備考 備考を入力 

納品先責任者 納品する取引先の取引先責任者を選択 

納品区分 売掛/現金を選択 

直送 直送であるかのチェックボックス 

金額情報 

合計 納品明細に登録されている金額の合計を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 
納品明細に登録されている税額を「税額計算方法」を基

に計算した値を表示 

税込合計 「合計＋合計税額」の値を表示 

合計仕入金額 受注明細に登録されている仕入金額の合計を表示 

粗利 各明細の「金額－仕入金額」とした粗利を表示 

粗利率(%) 「粗利÷合計」とした粗利率を表示 

関連タブ 

納品明細 納品に紐づく納品明細レコードの一覧を表示 

請求 

納品から請求を作成した際に、紐づく請求レコードを表

示。[新規]ボタンクリック後、受注に紐づいた状態の納

品を作成 

メモ＆添付ファイル 納品に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

納品の履歴 納品の変更履歴を表示 

 

  



6-3-2. 納品明細画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

レコードタイプを変更 納品明細レコードタイプを変更画面に遷移 

基本情報 

納品明細番号 自動採番。ODD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
納品明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 納品明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 納品明細登録時に入力した品番を表示 

備考 備考を表示 

納品 納品明細に紐づく納品レコードを表示 

並び順 
納品画面の関連タブで表示される「納品明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 登録した数量を表示 

単位 単位を表示 

計上日 
請求締め機能で使用。 

詳細は「6-4-5. 請求締め機能」を参照 

請求済 
納品明細を使用した請求を作成した場合、チェックボッ

クスにチェックが付く 

金額情報 

標準価格 納品登録画面で入力した標準価格を表示 

仕切率(%) 納品登録画面で入力した標準価格を表示 

単価 納品登録画面で計算された単価を表示 

金額 納品登録画面で計算された金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

課税区分 納品登録画面で選択した「外税/非課税」を表示 

税率(%) 納品登録画面で入力した税率を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 

仕入情報 

仕入単価 納品登録画面で入力した仕入単価を表示 

仕入金額 納品登録画面で計算された仕入金額を表示 

仕入先 納品登録画面で入力した取引先を表示 

仕入備考 仕入備考を表示 

受注情報 

受注明細 納品明細に対応した受注明細レコードを表示 

受注タイプ 納品登録画面で選択した受注タイプを表示 

科目情報 

科目マスタマッピング 

セットされている「受注タイプの選択リスト値=科目マ

スタマッピング名」となる科目マスタマッピングの参照

項目 

科目マスタ名 

科目マスタマッピングに紐づく科目マスタ名を表示。 

科目マスタを手動で選択した場合、選択した科目マスタ

名が優先して表示 

科目マスタ 科目マスタへの参照項目 

関連タブ 

設置情報 納品明細に紐づく設置情報レコードを表示 

メモ＆添付ファイル 納品明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

納品明細の履歴 納品明細の変更履歴を表示 

 

  



6-3-3. 納品登録画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

納品番号 自動採番。OD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 納品の件名を入力 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

仕切率(%) 
カスタム設定「Accounting Default Setting」の仕切率に

設定されている値をデフォルトでセット 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

販売 
紐づく販売を登録。 

販売・受注から作成する場合、作成元の販売をセット 

請求先 請求先を取引先から選択 

受注 
紐づく受注を登録。 

受注から作成する場合、作成元の受注をセット 

納品情報 

納品先 納品先を取引先から選択 

納品日 納品日を設定 

納品書発行日 納品書発行日を入力 

納品先郵便番号 納品先郵便番号を入力 

納品先住所 納品先住所を入力 

備考 備考を入力 

納品先責任者 納品先責任者を要員マスタから選択 

納品区分 売掛/現金いずれかから選択 

直送 直送であるかのチェックボックス 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の納品書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されて

いる値が選択可能 



セクション名 

項目名称 説明 

税率(%) 

販売から作成し紐づく取引先が存在する場合、取引先の

会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

仕入項目を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に「仕入単価、仕

入金額、仕入先」項目を表示 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率

(%)」項目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

受注タイプ 受注タイプを選択 

計上日 
売上計上を行う日を設定。 

「6-4-5. 請求締め機能」で使用する。 

数量 数量を入力 

単位 単位を入力 

標準価格 「単価×仕切率(%)」の金額を表示 

仕切率(%) 仕切率を入力 

単価 品目の単価を入力 

金額 「標準価格×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 

課税区分 外税/非課税を選択 

受注明細 対応する受注明細レコードを表示 



セクション名 

項目名称 説明 

シリアル/ロット No 入力 
品目・サービスマスタから品目を選択した場合、品目の

「シリアル No 管理」に登録されている値をセット 

入力済シリアル/ロット No シリアル/ロット No を入力 

備考 備考を入力 

合計金額 
[金額計算]ボタンクリック後、受注明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択

された計算方法を基に受注明細の合計税額を計算し表示 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、受注明細に登録された全

行の仕入金額の合計値を表示 

金額計算ボタン 
「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」を計算するた

めのボタン 

「仕入項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

仕入単価 仕入単価を入力 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

仕入先 仕入先を取引先から選択 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 

受注から作成した場合、受注明細の該当レコードの税域

の値は反映される。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の税域に設定されている値が選択

可能 

税率(%) 

受注から作成した場合、受注明細の該当レコードの税率

(%)の値は反映される。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

 

  



6-4. 請求 

 
請求は、取引において生じる請求に関するデータを登録します。 

請求明細には、その請求で物品/サービスを何個いくらで請求するかを登録します。 

 

請求レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に請求明細として登録されます。 

「6-3. 納品」で解説した納品から請求を作成する場合、納品の一部データと納品明細を請

求明細へ引き継ぎます。 

 

請求は、「6-3. 納品」で作成した納品から作成する場合と、「6-4-5. 請求締め機能」から作

成する場合があります。 

  



6-4-1. 請求画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 請求登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

承認申請 閲覧中のレコードの Salesforce 標準の承認申請を行う 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

請求書出力 請求書 PDF を出力 

基本情報 

請求番号 自動採番。B-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 請求の件名を表示 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

仕切率(%) 
取引先の会計設定に設定された仕切率を見積登録画面に

デフォルトでセット 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の請求書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

請求先 請求先を表示 

請求先責任者 請求先の責任者を取引先責任者から選択 

納品 

請求が紐づく納品レコードを表示。 

納品から作成した場合、作成元の納品をセット 

※「6-4-5. 請求締め機能」を使用した場合、未入力とな

る 

お支払い条件 

前回請求 
前回請求のレコードがある場合、登録画面に表示される

候補から 1 つのみ選択し、参照項目にセット 

請求書発行日 請求書発行日を表示 

請求締日 

新規請求作成時、請求登録画面に請求先(取引先)の請求 :

締日に基づき請求締日を候補として表示 

※変更可能 



セクション名 

項目名称 説明 

支払期日 

新規請求作成時、請求登録画面に請求先(取引先)の請求

先 : 支払月、請求先 : 支払日に基づき支払期日を候補と

して表示 

支払方法 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の値をデフ

ォルトでセット 

備考 備考を表示 

入金済 入金済であるかのチェックボックス 

金額情報 

合計 請求明細に登録されている金額の合計を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 
請求明細に登録されている税額を「税額計算方法」を基

に計算した値を表示 

税込合計 「合計＋合計税額」の値を表示 

入金額 入金額を表示 

関連タブ 

請求明細 請求に紐づく請求明細レコードの一覧を表示 

請求 請求に紐づく前回請求レコードを表示 

メモ＆添付ファイル 請求に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

請求の履歴 請求の変更履歴を表示 

 

  



6-4-2. 請求明細画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

基本情報 

請求明細番号 自動採番。BD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
受注明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 請求明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 請求明細登録時に入力した品番を表示 

受注タイプ 請求明細登録時に入力した受注タイプを表示 

備考 備考を表示 

請求 請求明細に紐づく納品レコード 

並び順 
請求画面の関連タブで表示される「請求明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 登録した数量を表示 

単位 単位を表示 

金額情報 

標準価格 請求登録画面で入力した標準価格を表示 

仕切率(%) 請求登録画面で入力した標準価格を表示 

単価 請求登録画面で計算された単価を表示 

金額 請求登録画面で計算された金額を表示 

課税区分 請求登録画面で選択した「外税/非課税」を表示 

税率(%) 請求登録画面で入力した税率を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

関連情報 

納品明細 請求明細の基となる納品明細レコードを表示 

関連タブ 

メモ＆添付ファイル 請求明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

請求明細の履歴 請求明細履歴を表示 

 

  



6-4-3. 請求登録画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

請求番号 自動採番。B-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 納品の件名を入力 

仕切率(%) 
カスタム設定「Accounting Default Setting」の仕切率に

設定されている値をデフォルトでセット 

請求先 請求先を取引先から選択 

請求先責任者 請求先の責任者を取引先責任者から選択 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

請求情報 

請求書発行日 請求書の発行日を入力 

請求締日 

請求登録画面を開いた日が、「請求先：締日」の日付より

後の場合、当月の締日に設定されている日付を表示。 

それ以外は前月の締日を表示 

支払期日 「請求先：支払月 ＋ 請求先：支払日」の日付を表示 

支払方法 支払方法を入力 

備考 備考を入力 

入金額 入金額を入力 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の請求書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

請求先：締日 請求先に設定した取引先に設定されている同項目の日付 

請求先：支払月 請求先に設定した取引先に設定されている同項目の日付 

請求先：支払日 請求先に設定した取引先に設定されている同項目の日付 

入金済 入金済であるかのチェックボックス 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されてい

る値が選択可能 



セクション名 

項目名称 説明 

税率(%) 

納品から作成し紐づく取引先が存在する場合、取引先の

会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定「Tax 

Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 

前回請求 

前回請求に設定する請求レコードを選択 

対象納品明細：[計上日]≦[請求締日] 

未請求である納品明細を表示 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率(%)」

項目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

納品明細 請求明細の基となる納品明細への参照項目 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

受注タイプ 受注タイプを選択 

数量 数量を入力 

単位 単位を入力 

標準価格 「単価×仕切率(%)」の金額を表示 

仕切率(%) 仕切率を入力 

単価 品目の単価を入力 

金額 「標準価格×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 

課税区分 外税/非課税を選択 

備考 備考を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

合計金額 
[金額計算]ボタンクリック後、請求明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択さ

れた計算方法を基に請求明細の合計税額を計算し表示 

金額計算ボタン 「合計金額」「合計税額」を計算するためのボタン 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 

納品から作成した場合、納品明細に設定した値を表示。

行追加の場合、カスタム設定「Tax Area Setting」の税域

に設定されている値が選択可能 

税率(%) 

納品から作成した場合、納品明細に設定した値を表示。

行追加の場合、カスタム設定「Tax Area Setting」の値を

デフォルトでセット 

 

  



6-4-4. 納品ロック機能 

納品ロックとは、納品/納品明細を使用(引用)して、請求/請求明細を作成することによ

り、請求/請求明細に持つトリガによって、請求/請求明細に対応する納品/納品明細の「請

求済」チェックボックスが ON になります。 

 

ここで、soarize 標準のワークフロールール「Lock Delivery（納品）」と「Lock Delivery 

Detail（納品明細）」を有効化しておくことにより、上記トリガで納品/納品明細が持つ

「請求済」チェックボックスが ON になった際、ワークフロールールが起動し、納品/納

品明細のレコードタイプを「ロック」にします。 

 

納品/納品明細のページレイアウト割り当てで、レコードタイプが「ロック」の際に 

[編集]ボタンや［削除］ボタンを表示させないことで、請求レコード作成後に基となる納

品レコードを編集/削除できないようにすることができます。 

  



6-4-5. 請求締め機能 

請求締めは、納品明細を検索してヒットした納品明細が紐づく納品に持つ「請求先」毎に

請求/請求明細を作成できる機能です。 

同じ請求先で複数納品明細がある場合でも、条件に合致する場合は 1 つの請求としてまと

めることができます。 

また、明細を月額サービスなどで 1 ヶ月毎の請求にする場合など、明細分割後条件を指定

することにより、1 納品内でも明細毎に請求を作成することができます。 

 

説明の中で使用する納品/納品明細レコードは以下です。 

納品 

 

 

納品明細 

 

  



【前提条件】 

・納品明細レコードが登録されていること 

・納品明細.計上日が入力済であること 

 

【使用方法】 

① ［アプリケーションランチャー］アイコンをクリックします。 

 

 

② アプリケーションランチャーを下にスクロールして、[請求締め]リンクをクリックし

ます。 

 

 

③ 請求締め画面で「検索条件」を入力し、[検索]ボタンをクリックします。 

 

 

【検索条件】 

・締日：入力日付＞納品明細.計上日 である納品明細が検索結果レコードとなります。 

・納品日：納品明細.納品.納品日が From ～ To に入力した日付の範囲にある納品明細 

レコードが検索結果レコードとなります。 

・納品書発行日：納品明細.納品.納品書発行日が From ～ To に入力した日付の範囲に 

ある納品明細レコードが検索結果レコードとなります。 



上記入力項目毎に「AND」句で結ばれ条件指定されます。 

上記入力の場合、納品明細検索条件は以下のようになります。 

 

2018/11/01 > 納品明細.計上日 AND 

2018/10/01 <= 納品明細.納品.納品日 <= 2018/12/31 AND 

2018/10/01 <= 納品明細.納品.納品書発行日 <= 2018/12/31 AND 

納品明細.請求済 = False  

 

④ 納品明細検索にヒットした納品明細が紐づく納品の「請求先」毎にまとめ、請求を作

成できます。 

作成する請求レコードに登録する「件名」などを入力し、請求/請求明細を作成したい

レコードの「登録」にチェックを付け、[請求作成]ボタンをクリックします。 

 

 

⑤ 以下のように表示されると、請求が作成されます。 

請求締め処理は以上となります。 

 

 

  



7. 購買 

 

購買は、購買管理におけるオブジェクト構成の中で最上位のオブジェクトになります。 

1 購買には、複数の発注/仕入/支払を持つことができ、それぞれの合計金額を積み上げて

集計しています。 

 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

所有者の変更 所有者の変更画面に遷移 

基本情報 

購買番号 自動採番。P-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 購買の名称を入力 

ワーク番号 ワークの参照項目 

有効 該当の購買が有効/無効であるかのチェックボックス 

仕入予定日 仕入の予定日を入力 

完了日 販売が完了した日付を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

関連情報 

取引先 取引先の参照項目 

プロジェクト プロジェクトの参照項目 

担当情報 

主担当者 要員マスタから選択された主担当者 

担当部門 担当者が所属する部門 

購買担当者 要員マスタから選択された購買担当者 

購買担当部門 購買担当者が所属する部門 

契約情報 

取引先契約調印者 取引先の契約調印者となる取引先責任者を選択 

自社契約担当者 要員マスタから選択された自社の契約担当者を表示 

契約分類 契約の種別を表示 

契約開始日 契約の開始日を表示 

契約終了日 契約の終了日を表示 

契約分類(その他) 
契約分類の選択リストに無い場合に使用するテキスト項

目 

金額情報 

予定金額 予定金額を表示 

実績金額 実績金額を表示 

発注合計(税抜) 紐づく見積合計金額の集計値を表示 

予定金額(月単位) 月単位の予定金額を表示 

仕入合計(税抜) 紐づく仕入合計金額の集計値を表示 

関連タブ 

発注 
購買に紐づく複数の発注レコードを表示。 

[新規]ボタンから発注登録画面へ遷移 

仕入 

購買に紐づく複数の仕入レコードを表示。 

[新規]ボタンから、登録済の発注レコードを指定し、明細

情報を引き継いで仕入レコードを作成することも可能 

メモ&添付ファイル 購買に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

購買の履歴 購買履歴を表示 

 

  



7-1. 発注 

 

発注は、取引において生じる発注に関するデータを登録します。 

発注明細には、その発注で物品/サービスを何個いくらで発注するかを登録します。 

 

発注レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に発注明細として登録されます。 

  



7-1-1. 発注画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 発注登録画面に遷移 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

注文書出力 注文書 PDF を出力 

明細分割 発注明細を分割設定している場合、明細分割ができる 

基本情報 

発注番号 自動採番。PO-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 発注の件名を表示 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の発注書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

購買 
発注レコードが紐づく販売レコードを表示。 

購買から作成した場合、作成元の購買をセット 

承認状況 承認状況を表示 

仕入済 仕入済であるかのチェックボックス 

発注情報 

発注日 発注した日付を表示 

納期 発注した物品などの納期を表示 

備考 備考を表示 

納品場所 入力した納品する場所を表示 

納品方法 入力した納品する方法を表示 

直送 直送であるかのチェックボックス 



セクション名 

項目名称 説明 

金額情報 

合計仕入金額 発注に紐づく発注明細の金額の積み上げ集計値を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 「合計仕入金額×税率」の値を表示 

税込合計 「合計仕入金額＋合計税額」の値を表示 

関連タブ 

発注明細 発注に紐づく発注明細のレコードの一覧を表示 

発注履歴 アクションの履歴を表示 

仕入 

発注から仕入を作成した際に、紐づく発注レコードを表

示。[新規]ボタンクリック後、発注に紐づいた状態の仕

入を作成 

メモ＆添付ファイル 発注に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

発注の履歴 発注履歴を表示 

 

  



7-1-2. 発注明細画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

基本情報 

発注明細番号 自動採番。POD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
発注明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 発注明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 発注明細登録時に入力した品番を表示 

発注タイプ 発注明細登録時に選択した受注タイプを表示 

備考 備考を表示 

直送 直送であるかのチェックボックス 

出荷先 受注明細登録時に登録した出荷先を表示 

出荷予定日 受注明細登録時に登録した出荷予定日を表示 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

発注 発注明細が紐づく発注レコードを表示 

並び順 
発注画面の関連タブで表示される「発注明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 数量を表示 

単位 単位を表示 

納品希望日 発注登録画面で入力した納品の希望日を表示 

納品回答日 発注登録画面で入力した納品の回答日を表示 

納品日 発注登録画面で入力した納品日を表示 

仕入済 
発注明細を使用した仕入が作成された場合、チェックボ

ックスにチェックが付く 



セクション名 

項目名称 説明 

金額情報 

仕入単価 入力した仕入単価を表示 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

課税区分 選択した外税/非課税を表示 

税率(%) 税率を表示 

税額 「仕入金額×税率(%)」の金額を表示 

請求設定 

契約開始日 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

契約終了日 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

計上日 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

通常月分 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

初月分 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

回数 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

支払間隔 
明細分割機能用項目。 

詳細は「7-1-4. 発注明細分割機能」を参照 

分割表示フラグ 
明細が分割されている場合、チェックボックスにチェッ

クが付く 

分割元発注明細 明細分割がされている場合、分割元のレコードを表示 

関連情報 

受注明細 
発注明細を作成する際、受注明細を引用した場合のみ受

注明細レコードを表示 

要発注 要発注であるかのチェックボックス 

関連タブ 

仕入明細 発注明細を基に作成した仕入明細を表示 

メモ＆添付ファイル 発注明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

発注明細の履歴 発注明細履歴を表示 

 



7-1-3. 発注登録画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

発注番号 
新規登録後、自動採番。 

PO-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 発注の件名を入力 

主担当者 担当者を要員マスタから選択 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

購買 
紐づける販売を登録。 

購買から作成した場合、作成元の購買をセット 

発注情報 

発注日 発注日を入力 

納期 納期を入力 

備考 出荷先の取引先を選択 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の発注書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

納品場所 納品場所を入力 

納品方法 納品方法を入力 

直送 直送であるかのチェックボックス 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域に設定されてい

る値が選択可能 

税率(%) 

販売から作成し紐づく取引先が存在する場合、取引先の

会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定「Tax 

Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 



セクション名 

項目名称 説明 

受注を基に明細情報を作成する場合は選択してください。 

受注 受注明細を引用する受注を選択 

受注引用 

選択した受注に紐づく受注明細が明細情報へレコードの

コピーを作成 

【引用条件】 

発注.購買.取引先＝受注明細.仕入先 AND 

受注明細.有効＝True 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率」項目

を表示 

受注項目を表示する 
チェックを付けることにより、明細行に「受注明細、直

送、出荷先、出荷予定日」項目を表示 

月額支払を設定する 

チェックを付けることにより、明細行に「契約開始日、契

約終了日、支払間隔、回数、初月分、通常月分、計上日」

項目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

発注タイプ 発注タイプを選択 

数量 数量を入力 

仕入数量 
発注明細を使用して仕入明細を作成した場合、対応する

仕入明細に入力した数量を表示 

単位 単位を入力 

仕入単価 品目の仕入単価を入力 

仕入金額 「数量×仕入単価」の金額を表示 

税額 「仕入金額×税率」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

課税区分 外税/非課税を選択 

納品希望日 納品の希望日を入力 

納品回答日 納品の回答日を入力 

納品日 納品日を入力 

備考 備考を入力 

仕入済 
発注明細が紐づく発注から仕入を作成した場合、チェッ

クボックスにチェックが付く 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、発注明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択さ

れた計算方法を基に発注明細の合計税額を計算して表示 

金額計算ボタン 「合計仕入金額」「合計税額」を計算するためのボタン 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 
カスタム設定「Tax Area Setting」の税域で設定されてい

る値が選択可能 

税率(%) 
カスタム設定「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセ

ット 

「受注項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

受注明細 受注引用を行った場合、引用元の受注明細を表示 

直送 
受注引用を行った場合、引用元の受注明細の直送フラグ

を表示 

出荷先 
受注引用を行った場合、引用元の受注明細の出荷先を表

示 

出荷予定日 
受注引用を行った場合、引用元の受注明細の出荷予定日

を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

「月額支払を設定する」チェックボックスが ON の場合に表示 

契約開始日 契約の開始日を入力 

契約終了日 契約の終了日を入力 

支払間隔 支払の間隔を選択リストから選択 

回数 「契約終了日 － 契約開始日」の【契約月数】 

支払間隔の【分割月数】 

を基に【契約月数】÷【分割月数】で算出される値を表示 

初月分 「単価－(通常月分×(回数－1))」の値を表示 

通常月分 初月以外に請求する金額を入力 

計上日 計上日を入力 

  



7-1-4. 発注明細分割機能 

発注明細分割機能は、入力方法操作が「6-2-4. 受注明細分割機能」と同様のため、そちら

をご参照ください。 

  



7-2. 仕入 

 

仕入は、取引において生じる仕入に関するデータを登録します。 

仕入明細には、その仕入で物品/サービスを何個いくらで仕入するかを登録します。 

 

仕入レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に発注明細として登録されます。 

  



7-2-1. 仕入画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 仕入登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

レコードタイプを変更 仕入レコードタイプを変更画面に遷移 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

基本情報 

仕入番号 自動採番。ID-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 仕入の件名を表示 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

購買 
仕入レコードが紐づく販売レコードを表示。 

購買・発注から作成した場合、作成元の購買をセット 

支払先 支払先の取引先を表示 

支払済 支払済であるかのチェックボックス 

発注情報 

発注 
仕入レコードが紐づく発注レコードを表示 

購買・発注から作成した場合、作成元の発注をセット 

仕入情報 

仕入日 仕入を行う日付を表示 

仕入区分 買掛/現金を表示 

入荷郵便番号 入荷郵便番号を表示 

入荷住所 入荷住所を表示 

備考 備考を表示 

仕入済 仕入済であるかのチェックボックス 

直送 直送であるかのチェックボックス 



セクション名 

項目名称 説明 

金額情報 

合計仕入金額 仕入に紐づく仕入明細の仕入金額の合計値を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 「合計仕入金額×税率(%)」の値を表示 

税込合計 「合計仕入金額＋合計税額」の値を表示 

関連タブ 

仕入明細 仕入に紐づく仕入明細のレコードの一覧を表示 

支払 

仕入から支払を作成した際に、紐づく支払レコードを表

示。[新規]ボタンクリック後、仕入に紐づいた状態の支

払を作成 

メモ＆添付ファイル 仕入に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

仕入の履歴 仕入履歴を表示 

 

  



7-2-2. 仕入明細画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

レコードタイプを変更 仕入明細レコードタイプを変更画面に遷移 

基本情報 

仕入明細番号 自動採番。IDD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
仕入明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 仕入明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 仕入明細登録時に入力した品番を表示 

備考 備考を表示 

支払済 支払済であるかを表示 

仕入 仕入明細登録時に登録した出荷先を表示 

並び順 
仕入画面の関連タブで表示される「仕入明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 数量を表示 

単位 単位を表示 

計上日 仕入登録画面で入力した計上日を表示 

金額情報 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

仕入単価 入力した仕入単価を表示 

課税区分 選択した外税/非課税を表示 

税率(%) 税率を表示 

税額 「仕入金額×税率(%)」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

発注情報 

発注明細 仕入明細の基となる発注明細を表示 

発注タイプ 仕入登録画面で入力した発注タイプを表示 

科目情報 

科目マスタマッピング 

セットされている「受注タイプの選択リスト値=科目マス

タマッピング名」となる科目マスタマッピングの参照項

目 

科目マスタ名 

科目マスタマッピングに紐づく科目マスタ名を表示。 

科目マスタを手動で選択した場合、選択した科目マスタ

名が表示される 

関連タブ 

支払明細 発注明細を基に作成した支払明細を表示 

メモ＆添付ファイル 仕入明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

仕入明細の履歴 仕入明細履歴を表示 

 

  



7-2-3. 仕入登録画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

仕入番号 自動採番。OD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 仕入の件名を入力 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

有効 有効/無効であるかのチェックボックス 

購買 
紐づく購買を登録。 

購買・発注から作成した場合、作成元の購買をセット 

支払先 支払先を取引先から選択 

発注 
紐づく発注を登録。 

購買・発注から作成した場合、作成元の発注をセット 

仕入情報 

仕入予定日 仕入の予定日を入力 

入荷郵便番号 

入荷先郵便番号を入力。 

カスタム設定「Each Object Default Setting」の値をデフ

ォルトでセット 

入荷住所 

入荷先住所を入力。 

カスタム設定「Each Object Default Setting」の値をデフ

ォルトでセット 

備考 備考を入力 

仕入日 仕入日を入力 

仕入区分 買掛/現金を選択 

仕入済 仕入済であるかのチェックボックス 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 

税域 

発注から作成して紐づく取引先が存在する場合、取引先

の会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の税域に設定されている値が選択可

能 



セクション名 

項目名称 説明 

税率(%) 

発注から作成して紐づく取引先が存在する場合、取引先

の会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率(%)」

項目を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

発注タイプ 受注タイプを選択 

計上日 仕入計上を行う日を設定 

数量 数量を入力 

単位 単位を入力 

仕入単価 品目の仕入単価を入力 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 

課税区分 外税/非課税を選択 

発注明細 対応する受注明細レコードを表示 

備考 備考を入力 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、仕入明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択さ

れた計算方法を基に仕入明細の合計税額を計算して表示 

金額計算ボタン 「合計仕入金額」「合計税額」を計算するためのボタン 



セクション名 

項目名称 説明 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定 

税域 

発注から作成した場合、受注明細の該当レコードの税域

の値を反映する。存在しない場合、カスタム設定「Tax 

Area Setting」の税域に設定されている値が選択可能 

税率(%) 

発注から作成した場合、受注明細の該当レコードの税率

(%)の値を反映する。存在しない場合、カスタム設定「Tax 

Area Setting」の値をデフォルトでセット 

 

  



7-3. 支払 

 

支払は、取引において生じる支払に関するデータを登録します。 

支払明細には、その支払で物品/サービスを何個いくらの支払かを登録します。 

 

支払レコードを新規作成/編集する際に画面下部「明細情報」セクションに登録したレコー

ドが保存時/更新時に支払明細として登録されます。 

  



7-3-1. 支払画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 支払登録画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

支払通知書出力 支払通知書 PDF を出力 

基本情報 

支払番号 自動採番。B-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 支払の件名を表示 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の支払書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

取引先 支払は紐づく取引先を表示 

支払先責任者 支払先の責任者を取引先責任者から選択 

仕入 
支払が紐づく仕入レコードを表示。 

仕入から作成した場合、作成元の仕入をセット 

支払い方法 

前回支払 
前回支払のレコードがある場合、登録画面に表示される

候補から 1 つのみ選択しセット 

支払通知書発行日 
新規支払作成時、支払登録画面にはデフォルトで作成時

の日付を表示 

支払締日 
新規支払作成時、支払登録画面に請求先(取引先)の請求 :

締日に基づき請求締日が候補として表示される 

支払期日 

新規支払作成時、支払登録画面に請求先(取引先)の請求

先 : 支払月、請求先 : 支払日 に基づき支払期日を候補

として表示 

支払方法 
カスタム設定「Each Object Default Setting」の値をデフ

ォルトでセット 

備考 備考を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

支払日 支払をする日を表示 

支払先口座 支払先口座を表示 

金額情報 

合計 支払明細に登録されている金額の合計を表示 

税率(%) 税率を表示 

合計税額 
納品明細に登録されている税額を「税額計算方法」を基

に計算した値を表示 

税込合計 「合計＋合計税額」の値を表示 

関連タブ 

支払明細 支払に紐づく支払明細レコードの一覧を表示 

支払 支払に紐づく前回支払レコードを表示 

メモ＆添付ファイル 支払に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

支払の履歴 支払履歴を表示 

 

  



7-3-2. 支払明細画面 
画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

編集 明細編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

基本情報 

支払明細番号 自動採番。PD-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

品目・サービスマスタ 
支払明細登録時に品目・サービスマスタから選択した場

合、品目・サービスマスタと紐づく 

品目・サービス名 支払明細登録時に入力した品目・サービス名を表示 

品番 支払明細登録時に入力した品番を表示 

発注タイプ 支払明細登録時に選択した発注タイプを表示 

備考 備考を表示 

支払 支払明細が紐づく支払レコードを表示 

並び順 
支払画面の関連タブで表示される「支払明細」の並び順

を表示 

階層 階層を表示 

数量 数量を表示 

単位 単位を表示 

金額情報 

仕入単価 入力した仕入単価を表示 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

課税区分 選択した外税/非課税を表示 

税率(%) 税率を表示 

税額 「仕入金額×税率(%)」の金額を表示 

関連情報 

仕入明細 支払明細の基となる仕入明細を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

関連タブ 

メモ＆添付ファイル 支払明細に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

支払明細の履歴 支払明細履歴を表示 

 

  



7-3-3. 支払登録画面 

画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

基本情報 

支払番号 自動採番。P-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 納品の件名を入力 

主担当者 主担当者を要員マスタから選択 

取引先 取引先から選択 

支払先責任者 請求先の責任者を取引先責任者から選択 

支払情報 

支払通知書発行日 支払通知書の発行日を選択 

支払締日 

支払登録画面を開いた日が、「支払先：締日」の日付より

後の場合、当月の締日に設定されている日付を表示。 

それ以外は前月の締日を表示 

支払期日 「支払先：支払月＋支払先：支払日」の日付を選択 

支払方法 支払方法を入力 

備考 備考を入力 

支払日 支払日を入力 

帳票タイプ 

設定により配備されている帳票テンプレートを切り替え

るための選択リスト値。※既存の支払書帳票以外を作成

するには別途帳票デザイナーの契約が必要 

支払先：締日 
取引先に設定した取引先に設定されている同項目の日付

を表示 

支払先：支払月 
取引先に設定した取引先に設定されている同項目の日付

を表示 

支払先：支払日 
取引先に設定した取引先に設定されている同項目の日付

を表示 

支払先口座 支払先口座を入力 

会計情報 

税額計算方法 合計税額の計算方法を選択 



セクション名 

項目名称 説明 

税域 

仕入から作成して紐づく取引先が存在する場合、取引先

の会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の税域に設定されている値が選択可

能 

税率(%) 

仕入から作成して紐づく取引先が存在する場合、取引先

の会計設定に依存する。存在しない場合、カスタム設定

「Tax Area Setting」の値をデフォルトでセット 

単価×数量の丸めモード 金額を算出する際の端数処理設定 

金額×税率の丸めモード 税額を算出する際の端数処理設定 

前回支払 

前回支払に設定する請求レコードを選択 

対象支払明細：[計上日] ≦ [支払締日] 

未支払である支払明細を表示 

明細情報 

行削除ボタン 選択されている明細レコードを削除 

並び替え 選択されている明細レコードの表示順を変更可能 

品目・サービス選択ボタン 品目・サービスマスタから登録する明細が選択可能 

構成表選択ボタン 構成表から登録する明細が選択可能 

行追加ボタン 空の明細行を追加可能 

金額計算項目を表示する 

チェックを付けることにより、明細行に「単価×数量の

丸めモード、金額×税率の丸めモード、税域、税率」項目

を表示 

選択 行選択用チェックボックス 

仕入明細 明細レコードの基となる仕入明細を表示 

品番 品番を入力 

階層 階層を入力 

品目・サービス名 品目・サービス名を入力 

発注タイプ 発注タイプを選択 

数量 数量を入力 

単位 単位を入力 

仕入単価 「単価×仕切率(%)」の金額を表示 

仕入金額 「仕入単価×数量」の金額を表示 

税額 「金額×税率(%)」の金額を表示 



セクション名 

項目名称 説明 

課税区分 
外税/非課税を選択。 

仕入明細を引用している場合、変更不可 

備考 備考を入力 

合計仕入金額 
[金額計算]ボタンクリック後、支払明細に登録された全

行の金額の合計値を表示 

合計税額 
[金額計算]ボタンクリック後、「税額計算方法」で選択さ

れた計算方法を基に支払明細の合計税額を計算し表示 

金額計算ボタン 「合計仕入金額」「合計税額」を計算するためのボタン 

「金額計算項目を表示する」チェックボックスが ON の場合に表示 

単価×数量の丸めモード 金額算出の際の端数処理設定。 

仕入明細を引用している場合、入力不可 

金額×税率の丸めモード 税額算出の際の端数処理設定。 

仕入明細を引用している場合、入力不可 

税域 仕入から作成した場合、仕入明細に設定した値を表示。

行追加の場合、カスタム設定「Tax Area Setting」の税域

で設定されている値が選択可能 

税率(%) 仕入から作成した場合、仕入明細に設定した値を表示。

行追加の場合、カスタム設定「Tax Area Setting」の値を

デフォルトでセット 

 

  



8. サポート 

 

サポートは、お客様問合せなどのサポート業務に関わるデータを入力・管理することがで

きます。 

上記オブジェクト構成図のとおり、様々なオブジェクトと参照/主従関係を結んでおり、サ

ポートから様々なアクションを起こすことができます。 

「プロジェクト」に紐づける場合、プロジェクト内案件のサポートであるなどの管理に使

用します。 

「販売、見積、受注、納品、請求」はサポートが有償の場合などに使用します。 

「要員マスタ」は、サポートに誰が対応するのかなどを設定するために使用します。 

 

  



画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

編集 編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

新規販売 
サポートが紐づいた状態の販売/見積または受注を作成

できる 

基本情報 

サポート番号 自動採番。SP-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

件名 サポートの件名を表示 

種別 サポート種別を障害/問合せ/保守から選択 

緊急度 緊急度をクリティカル/高/中/低から選択 

発生場所 発生場所を入力 

完了 完了したかのチェックボックス 

完了予定日 完了する予定日を入力 

対応後の連絡方法 対応後の連絡方法を電話/メール/現地から選択 

関連情報 

プロジェクト サポートが紐づくプロジェクト 

見積 サポートが紐づく見積 

依頼元情報 

依頼元 依頼元を取引先から選択 

依頼元担当者 依頼元担当者を入力 

依頼元連絡先電話番号 依頼元への連絡用電話番号を入力 

依頼元連絡先メールアドレス 依頼元への連絡用メールアドレスを入力 

受付情報 

受付方法 サポートの受付方法を電話/メール/現地から選択 

受付日時 受付日時を入力 

メールサポート送信元メール

アドレス 

メールでサポートを受け付けた場合、送信元のメールア

ドレスを入力 

受付内容 サポートの内容を入力 

受付担当者 サポートを受け付けた担当者を入力 

苦情を申し立てた要員 苦情を申し立てた人を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

関連タブ 

作業指示/報告 

 紐づく作業指示/報告レコードを表示。 

[新規]ボタンクリック後、サポートが紐づいた状態の作

業指示/報告レコードが作成できる 

コンタクト履歴 サポートに紐づくコンタクト履歴を表示 

メモ＆添付ファイル サポートに紐づくメモ＆添付ファイルレコードを表示 

サポートの履歴 サポートに紐づくサポート履歴を表示 

 

  



9. 作業指示/報告 

 

作業指示/報告は、問合せを受けて作成したサポートに対するアクション/結果を登録する

ことができます。 

指示者がサポートの対応と対応する要員を登録後、対応要員が作業などの結果を報告する

ことが 1 つの作業指示/報告で行えます。 

 

また、要員がサポートをするに当たり部品の交換を行う際など、品目・サービスマスタに

登録されている品目を登録することも可能です。 

  



画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 編集画面に遷移 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

削除 閲覧中のレコードを削除 

使用部品編集 
サポートが紐づいた状態の販売/見積または受注を作成

できる 

作業指示書出力 作業指示書 PDF を出力 

作業報告書出力 作業報告書 PDF を出力 

作業報告書 PDF 保存 
作業報告書 PDF を生成し、「メモ＆添付ファイル」へ作

業報告書 PDF ファイルを保存する 

基本情報 

作業指示/報告番号 自動採番。WR-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

ステータス ステータスを選択 

作業場所 作業場所を入力 

サポート 紐づくサポートを表示 

対応開始日 対応開始日を入力 

対応完了日 対応完了日を入力 

対応完了予定日 対応完了予定日を入力 

対応開始予定日 対応開始予定日を入力 

対応予定時間 対応予定時間を入力 

設置情報有効期限 設置情報の有効期限を入力 

レコードタイプ デフォルト値は「デフォルト（チェック内容なし）」 

優先度 優先度を選択 

指示内容 

指示日 指示日を入力 

指示内容 作業指示の内容を入力 

指示担当者 指示を行った人を要員マスタから選択 

報告内容 

報告日 報告日を入力 

報告者 報告者を要員マスタから選択 

報告内容 作業報告内容を入力 



セクション名 

項目名称 説明 

対応時間(hours) 対応にかかった時間を入力 

社外担当会社 社外の担当会社を取引先から選択 

社外担当者 社外の担当者を要員マスタから選択 

チェック対象 

品目・サービスマスタ チェックの対象となる品目・サービスマスタを選択 

設置情報 品目・サービスを設置した場所を設置情報から選択 

チェック内容 

サンプルチェック１ チェックした内容にチェックを付けるための項目 

サンプルチェック 2 同上 

サンプルチェック３ 同上 

サンプルチェック４ 同上 

署名 

署名画像 お客様からいただいた署名の画像を登録する項目 

写真画像 

写真画像 1 作業時に撮影した画像などを登録する項目 

写真画像 2 同上 

写真画像 3 同上 

写真画像 4 同上 

写真画像 5 同上 

写真画像 6 同上 

写真画像 7 同上 

写真画像 8 同上 

写真画像 9 同上 

写真画像 10 同上 

関連タブ 

使用部品 

作業指示/報告に紐づく使用部品レコードを表示。 

使用部品を登録する場合、使用部品編集アクションをク

リックする 

メモ＆添付ファイル 
作業指示/報告に紐づくメモ＆添付ファイルレコードを

表示 

作業指示/報告の履歴 作業指示/報告履歴を表示 

 

  



9-1. 使用部品 

 

使用部品は、作業指示/報告で扱う品目などを登録します。 

 

品目は、手動でも入力できますが、品目・サービスマスタから選択してレコードを登録す

ることもできます。 

入力画面は、「6. 販売」以降の見積などの登録画面にある明細セクションと同様のレイア

ウトとなっており、一度に複数の使用部品の登録が行えます。 

 

使用部品の登録は、「作業指示/報告」画面の「使用部品編集」アクションから行えます。 

  



画面項目説明 

セクション名 

項目名称 説明 

（アクション） 

＋フォローする フォロー中に切り替わる 

編集 編集画面に遷移 

新規取引先責任者 新規取引先責任者の編集画面に遷移 

新規商談 新規商談の編集画面に遷移 

新規ケース 新規ケースの編集画面に遷移 

新規リード 新規リードの編集画面に遷移 

削除 閲覧中のレコードを削除 

コピー 閲覧中のレコードのコピーを作成 

基本情報 

使用部品番号 自動採番。PU-{YYYY}{MM}-{0000000000}の形式 

作業指示/報告 使用部品が紐づく作業指示/報告レコードを表示 

並び順 
作業指示/報告の関連タブで表示される「使用部品」の

並び順を表示 

品目・サービス情報 

品目・サービス名 指示日を入力 

品番 作業指示の内容を入力 

数量 指示を行った人を要員マスタから選択 

単位 単位を入力 

品目・サービスマスタ 品目・サービスから選択した場合、リンクが作成される 

階層 階層を入力 

対応内容 

対応日 部品を使用し対応する日付を入力 

対応内容 部品を使用しての対応内容を入力 

備考 備考を入力 

担当者 担当者を入力 

関連タブ 

使用部品の履歴 使用部品履歴を表示 

 

  



改訂履歴 
Ver 内容 更新日 

1.00 新規作成 2018/11/21 

   

   

   

   

   

   

 


