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 1､本部システムのご紹介① 

 本部／店舗で想定される業務機能を取り揃えた小売業向け本部システムです。 

 効率的なチェーンストアオペレーションを網羅し多店舗展開に最適です。 

 自動発注や自動仕入確定などの機能によりローコストな運用が可能です。 

 リアルタイムインタフェースによりＰＯＳとリアルタイム連携を行うことができます。 

 販売情報や在庫情報などをリアルタイムに共有することにより、全店舗規模での発注・ 

  在庫をコントロールし、適切な在庫管理 及び 業務の効率化を図ることができます。 

 複数業種を一元的に管理することができます。（１つの商品に６つの業種分類を設定可能） 
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 1､本部システムのご紹介② 

 Webブラウザを使わないWebシステム（ＩＩＳを使用しHTTPS通信） 

  ・Ｗｅｂブラウザを使用しないため、ブラウザの種類やバージョンに影響されません。 

  ・カスタマイズ開発の低価格化と短期に導入が可能です。 

   Ｗｅｂブラウザシステムと比べ、ＵＩの自由度が高く、高い生産性を可能します。 
 

 Ｗｅｂブラウザにて簡単インストール（指定URLをクリック） 
 

 Ｗｅｂ通信を抑えてレスポンスを確保（ローカルＤＢを保持） 

   商品マスタ情報などをローカル→サーバーと順次参照します。 
 

 他のシステムとの連携容易（ＷｅｂサービスはＳＯＡＰ又はＪＳＯＮに対応） 
 

 柔軟な導入方式を選択（パソコン1台による最小構成からクラウド方式まで） 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHuuer6eLOAhXGLpQKHQH8BfYQjRwIBw&url=http://www.w2h.it/index2.html&psig=AFQjCNGWRWvNQuuO8rO2nlWUY7J9NucOhw&ust=1472429432918897
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 2､システム構成図 
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 3､動作環境 

OS Microsoft社 Windows7､Windows8､Windows10 

DB Microsoft社 SQL Server Compact 3.5（ローカルマスタ） 

実行環境 Microsoft社 .NET Framework 4.61 

■クライアント動作環境 

OS Microsoft社 Windows Server 2016 

DB Microsoft社 SQL Server 2016 

■サーバー動作環境 

Microsoft社 Visual Studio 2015/VB.NET 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｿﾌﾄｳｪｱ社 VB-Report8/帳票 

Microsoft社 Internet Information Services 

Microsoft社 Windows Communication Foundation 

Newtonsoft Json.NET/通信関連:外部ｲﾝﾀ-ﾌｪｰｽ(ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ) 

■開発環境/利用ツール 

Apatch log4net/ログ出力(ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ) 

Multi LABELIST 及び Component /ラベル出力 

Ｗｅｂ 
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 4､商品管理システム① 

 商品の基本情報、売価情報、仕入条件などの情報を設定・管理します。 

 売価情報はグループ売価と店舗独自売価が設定でき、本部側ではグループ売価、店舗側では独自売価を
設定することができます。 
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 4､商品管理システム② 

豊富な商品コード体系に対応しています。 

 単体構成コード 

  商品コードのみ、ＰＬＵコードのみ 
 
 親子構成コード 
 ａ)荷姿別登録（荷姿別単価／入数、最大４荷姿、総バラ管理） 
  商品コード ┬ＰＬＵコード →紐づけ【ケース】 
              ├ＰＬＵコード →紐づけ【ボール】 
             ├ＰＬＵコード →紐づけ【バラ】 
        ・・・・・ 
 ｂ)規格別登録（規格別単価、規格マスタ設定） 
    商品コード┬ＰＬＵコード →紐づけ【Ａ規格】 
         ├ＰＬＵコード →紐づけ【Ｂ規格】 
         ├ＰＬＵコード →紐づけ【Ｃ規格】 
         ├ＰＬＵコード →紐づけ【Ｃ規格】 
        ・・・・・ 
 ｃ)同類簡易登録（追加はＰＬＵ登録だけの簡単登録） 
     商品コード┬ＰＬＵコード →100円雑貨 
         ├ＰＬＵコード →100円雑貨 
        ├ＰＬＵコード →100円雑貨 
        ├ＰＬＵコード →100円雑貨 
         ・・・・・ 

 ２段構成コード 

   ２段目がカラー／サイズ や ロット番号など  
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 4､販促管理システム 

販促の各種情報の設定を行います。企画登録は大きく分けて『期間売切企画』､『期間発注連携企画』､
『分類企画』の３通りの登録を行うことができます。 

また、販促企画は複数店舗を対象とした『本部企画』と自店のみを対象とした『店舗企画』があります。 
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 4､発注管理システム 

 発注業務は、本部の『本部発注』と『補充検討』､店舗の『補充発注』と『自動発注』があります。 

 補充検討は店舗から本部へ発注依頼し、本部が発注・移動を確定します。 

 店舗の自動発注は設定値に応じて発注勧告を行い、店舗指示により発注データを自動作成します。 

発注の流れ 入荷の流れ 
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 4､仕入管理システム 

 ベンダーからの納品にもとづき、仕入計上を行います。 

 仕入計上方式は、ターンアラウンドを前提した仕入計上(伝票単位) と 送り状単位で随時納品される
仕入計上(明細単位)とがあり、仕入先毎に設定することができます。 

 ※ターンアラウンド方式については流通ＢＭＳオプションにより、自動計上することができます。 
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 4､移動管理システム 

 移動業務は、『入出庫管理』（下図）と『即時移動』があります。 

   入出庫管理は、店舗間における商品移動の管理を行います。 

 本部・店舗ともに他店に対して移動指示を行うことができます。 

  払出側では移動指示に従い出庫確定を行い、受入側では出庫情報に基づく入庫予定の確認・入庫実績 

  の登録・確定を行います。 
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 4､精算管理システム 

精算業務はＰＯＳシステムのレジ精算を管理します。 

レジ精算（在高登録）は店舗端末からでも行うことができます。 
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 4､棚卸管理システム 

 棚卸業務は、循環棚卸と決算棚卸があり、循環棚卸は在庫数管理、決算棚卸は在庫数及び在庫金額
の確定を行います。 

 棚卸は営業中棚卸、事前棚卸・事後棚卸による月末棚卸計算に対応しています。 
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 4､在庫管理システム① 

都度移動平均法 在庫評価は全店単価と店別単価の２通りに対応します。 

月別総平均法 月別総平均法で在庫評価を行います。 

最終原価法 最終仕入単価で在庫評価を行います。 

売価還元法 

個別原価法 ＪＡＮコード＋ロット番号(個別識別)で棚卸評価を行います。 

売価還元法で在庫評価を行います。 
※帳簿残高算出不可の分類は、推定帳簿残計算式で算出します 

自店、他店、物流センターの在庫情報をリアルタイムで共有／管理します。 

在庫評価については、以下の評価方法に対応しています。 
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商品の仕入～販売までを製造単位（ロット）ごとに管理することができます。 
「いつ、どこから、いくらで仕入れて」、「いつからいつまで保管されて」、「いつ、どこに、いくらで
販売したのか」という管理を可能にします。 

■トレースバック、フォワードと 
 商品入出庫明細照会 

 4､在庫管理システム② 
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 4､債務管理(買掛)システム 

 仕入、返品、相殺の各伝票処理と支払業務の債務管理を本部で行います。 
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 4､債権管理(売掛)システム 

 ＰＯＳと連動して、法人掛けの請求／管理を店舗で行います。入金登録は本部で行います。 

 （本部側の得意先マスタに法人顧客コードを登録する必要があります） 
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 4､業績管理システム 

月／通期の実績を確定して、月／通期の粗利益を確定します。 

伝票締め日までを実績仮締めとして単月／通期の粗利益を確認することができます。 
 （棚卸が行われない月は、帳簿残高にて粗利益を確定） 
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 5､システム機能一覧（本部） 

【本部側】 

(BH):商品台帳 

・商品メンテナンス 

・商品予約メンテナンス 

 

・販促企画メンテナンス 

・バンドルメンテナンス 

 

・大分類メンテナンス 

・中分類メンテナンス 

・小分類メンテナンス 

 

(BH):会計台帳 

・取引口座メンテナンス 

・支払・請求締日メンテナンス 

・勘定・補助科目メンテナンス 

・仕訳摘要メンテナンス 

・伝票区分メンテナンス 

・精算項目メンテナンス 

(HC):発注管理 

・補充検討処理 

・本部発注処理 

・納期回答登録 

・発注伝票照会 

(HJ):実績管理 

・店舗売上日報月報 

・店舗精算一覧表 

・店舗売上年間推移表 

 

・店舗別年間予算処理 

・店舗予実績対比表 

・店舗予実績年間推移表 

 

・商品売上速報 

(HS):債権債務 

・仕入値引伝票処理 

・相殺伝票処理 

 

・仕入締め処理 

・支払案内書照会 

・支払案内一覧表 

・支払案内書発行 

 

・買掛残高一覧表 

・買掛支払予定表 

・仕入先元帳照会 

・買掛残高一覧表(税区別) 

 

・支払消込処理 

・買掛支払実行表 

 

・入金消込処理 

・売掛回収予定表(店舗) 

・売掛回収実行表(店舗) 

・得意先元帳照会 

 

(BH):基本台帳 

・店舗メンテナンス 

・店舗ＧＰメンテナンス 

・店舗ＧＰ明細メンテナンス 

 

・仕入先メンテナンス 

・得意先メンテナンス 

 

・納品パターンメンテナンス 

・メーカーメンテナンス 

・サイズ／カラーメンテナンス 

・各種理由メンテナンス 

 

・会社メンテナンス 

・端末環境メンテナンス 

・年月日メンテナンス 

・Ｐ設定メンテナンス 

・郵便番号メンテナンス 
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 5､システム機能一覧（店舗１） 

【店舗側】 

(BT):基本台帳 

・伝票締め処理 

・商品メンテナンス(店舗) 

・販促企画メンテナンス 

 

・商品タグ印刷処理 

・棚ラベル印刷処理 

 

・商品マスタ照会／出力 

・分類マスタ照会／出力 

・店舗マスタ照会／出力 

・仕入先マスタ照会／出力 

・得意先マスタ照会／出力 

・伝票区分マスタ照会／出力 

 

・商品価格変更予定表 

・新商品案内台帳 

 

 

(SR):仕入管理(店舗) 

・自動補充発注処理 

・自動発注メンテナンス 

 

・補充発注データ処理 

・補充予定データ照会 

 

・仕入入荷予定一覧表 

・仕入入荷明細確定 

・仕入入荷ＴＡ確定 

 

・仕入伝票処理 

・仕入検収実績一覧表 

 

・仕入返品指示／確定処理 

・仕入返品予定一覧表 

 

・仕入返品伝票処理 

・仕入返品実績一覧表 

・仕入先仕入管理表 

・仕入先入荷欠品表 

(UR):売上管理 

・ＰＯＳ精算確定処理 

・ＰＯＳ精算一覧表 

・店舗日計管理表 

 

・販売員別月予算管理 

・販売員予実績対比表 

 

・分類売上日報月報 

・大分類別メーカー売上日報月報 

・分類別月間売上推移表 

・店舗別月間売上推移表 

・分類別年間売上推移表 

・店舗別年間売上推移表 

・分類売上年間推移表 

 

・商品月別詳細一覧表 

・商品別１０週売上一覧表 

・商品別曜日売上一覧表 

・小分類別曜日売上一覧表 

 

(UR):売掛管理 

・店舗売上締め処理 

・売上相殺伝票処理 

・請求書照会 

・請求一覧表(店舗) 

・請求書発行(店舗) 

 

・売掛残高一覧表(店舗) 

・得意先別売上管理表 

(ID):移動管理 

・移動出荷指示／確定処理 

・移動出荷予定一覧表 

 

・移動入荷確定処理 

・移動差異処理 

・移動差異一覧表 

 

・移動伝票処理 

・移動伝票処理(部門) 

 

・商品移動中照会 

・中分類移動集計表 
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 5､システム機能一覧（店舗２） 

【店舗側】 

(ZI):棚卸管理 

・棚卸日設定処理 

 

・棚卸商品書抜表 

・棚卸データ処理 

・棚卸商品不正表 

 

・棚卸実績一覧表 

・棚卸商品差異表 

・棚卸商品在庫表 

・中分類棚卸集計表 

 

・棚卸仮締め処理 

・棚卸本締め処理 

・棚卸差異調整処理 

 

(GS):業績管理 

・大分類別粗利益管理表 

・大分類別実績管理表 

・中分類別粗利益管理表 

・中分類別実績管理表 

・月次業績締め処理 

 

・店舗月日別予算処理 

・大分類別日予算処理 

 

・月間予実績対比表 

・大分類予実績対比表 

・年間予実績対比表 

 

(ZI):在庫管理 

・商品振替伝票処理 

・返品再納伝票処理 

・売変伝票処理 

・他勘定／廃棄等伝票処理 

 

・返品再納実績一覧表 

・売変実績一覧表 

・他勘定／廃棄等実績一覧表 

・他勘定／廃棄等照会 

 

・店舗別商品在庫照会 

・商品在庫照会 

・商品入出庫明細照会 

 

・商品在庫一覧表 

・商品在庫受払表 

・商品売切れ一覧表 

・商品滞留一覧表 

・商品異常在庫一覧表 

・大分類在庫管理表 

 


