
＜在庫管理の業務改善をしたい＞
先入先出で在庫管理をしたい。
ロット別で在庫管理をしたい。
仕掛在庫の管理を楽にしたい。
引当在庫の管理を楽にしたい。
予想在庫を見たい。
共通部品などの適正在庫をしっかりしたい。
生産工程毎の在庫管理をしたい。
人件費を含めた在庫額をみたい。
預かり在庫の管理をしたい。
取り置き在庫とフリー在庫を分けてみたい。
在庫額＝原価額を実現したい。

＜原価管理の業務改善をしたい＞
工番毎の原価管理や利益管理をしたい。
予算オーバーの管理を強化したい。
作業費を含んだ仕掛原価の管理を楽にしたい。
生産ロット毎の在庫の原価を正確に管理したい。
製造原価の推移をリアルタイムに見たい。
人件費を含んだ製造原価の管理をしっかりしたい。
工番毎や案件毎の原価と利益管理をしたい。
製品毎の利益管理をしっかりしたい。
作業工程毎の原価を把握したい。
進行基準や完成基準で原価をみたい。

業務改善のご要望の方は、まず資料請求を！！

＜販売管理・保守管理の業務改善をしたい＞
利益管理を強化したい。
案件毎の利益管理をしたい。
二度うちをなくしたい。
文字数や項目数を増やしたい。
商品検索を楽にしたい。
入力項目を増やしたい。
検索項目を増やしたい。
各種集計表・各種一覧表・各伝票を簡単にカスタマイズしたい。
物の流れとお金の流れを別に管理したい。
仕入先からの請求書と発注書の突合せを楽にしたい。
請求漏れ、売上漏れを防ぎたい。
契約期間の管理や定型業務の効率化をしたい。
定期的な売上、仕入を簡略化したい。
保守管理やリース管理を効率化したい。
前受金の管理を楽にしたい。
会計ソフトとの連携を強化したい。
受発注業務の効率化をしたい。
専用伝票の手書きをシステム化したい。
現場別請求書をシステム化したい。
案件の進捗をみたい。

売上原価PROで販売管理・原価管理・利益管理の業務改善！！
製造業・加工業・設備業・サービス業・IT企業・メンテナンス業に1000社以上の導入実績！！

バージョンアップにかかる費用を抑えたい。



原価管理



受注

売上 仕入

受注、発注、仕入、売上、原価管理まですべて連動。

転送で簡単入力転送で簡単入力

案件毎の原価管理や利益管理ができる。

発注

（案件台帳）

売上情報
発注情報
仕入情報

作業日報情報
実利益算出

案件番号A‐1 案件番号A‐1

案件番号A‐1 案件番号A‐1

作業日報

転送で簡単入力

案件番号A‐1

予定利益

実利益
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イベント会場1式売上で、仕入原価は複数先あるときの利益が正確に

予算額に対して、発注額が超えた時に発注できない制御など



案件単位の予定利益：実際の利益が見れます。

受注伝票で入力した原価を予定原価として、在庫額や仕入額にて自動で紐付けた
原価を実の原価金額として対比したり、予定利益と実利益（売上利益）の両方を見
る事ができます。
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受注Ｎｏ別商品別に、受注～発注～仕入～売上～入金まで
進捗管理が可
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●作業労務なども製造原価に算入できる

7

受注番号＝案件単位で入力できます

終日1人の方が同じ作業をして発生した労務費、これは一つの案件の作業だけでなく
複数の案件の作業もしていることが多く、その場合正確に原価を算出するには案件あたり
どれだけの作業を行ったかを管理しなければいけません。しかし通常の販売管理システム
では作業工数を入力する機能がないため別途Excelなどで管理するしかありません。
売上原価Proでは作業日報入力にて、日々の作業時間を作業内容別に入力して
集計することができます。また、作業内容別に社員別に労務単価を設定できます。
作業費を後で一括して製品の作業として配分する事も可能です。
この機能により案件ごとの正確な労務費(原価)を管理する事ができます。

社員単価設定画面



工番毎の製品で使った部品を出荷処理を行うと、製品原価
に部品の在庫額が原価計上され、在庫も減ってくれる機能

下記の入力画面では、工番４－０の船を作る為に、在庫の部品を使ったケース。
部品の在庫が減り、部品の在庫額が船の製造原価へ反映する。

＜出荷処理で原価へ連動＞ 個別生産の製造業で使う！！
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原価要素は99種類設定可能。
作業工数の集計ができます。

自由設計集計機能で多彩な分析資料が作成できます。
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案件単位での売上と仕入と作業費の
原価管理と利益管理ができる。

作業工数の計算も可能

労務費を含めた利益も計算可能
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原価台帳にて在庫額が製造原価として自動反映される。
原価要素が最大で99種類まで可能！
例ですと、船を作るのにかかった原価が費用別にわかる。
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12

製造原価の数値化・・・多彩な集計に対応



製造原価の数値化・・・多彩な集計に対応
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在庫管理



＜受発注機能＞

□ 受注明細に販売製品に対して発注部品が階層で持てる。
（例）受注生産品に部品Ａ、部品Ｂが必要な場合の受発注

受注明細入力で階層が持てる！
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製品在庫の確認と部品在庫の確認
ができ在庫が不足している分を簡単
に受発注でき、発注書作成が楽にな
ります。
仕入先毎に発注できる。
明細は999行まで可。



●構成品を受注毎で変更できる
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構成マスタ登録画面

同じ製品なのに案件ごとに構成する材料が違う、このような製品を通常の販売管理システムでは
構成する材料が一つちがうだけでも別製品(マスター)として管理する必要があり、別製品として
管理してしまうと在庫管理ができなくなります。そのため通常の販売仮システムでは構成材料が
毎回変わる製品を管理することはできませんでした。
売上原価Proでは案件ごとに違う材料で構成される同製品を1つのマスターで管理する事ができる
ため、正確な原価・在庫管理ができます。

受注入力（材料入力画面） 案件A

製品A
(案件A)

製品材料
A

製品材料
B

加工作業費

製品材料
B

製品材料
A

加工作業費 特注材料β

受注入力（材料入力画面） 案件B

製品A
(案件B)

特注材料α

受注ごとに材料
の組換が可能
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＜利益管理機能＞

□ 在庫と原価が連動＞先入先出・移動平均など
（商品受払いで出荷額も分かる）

同じ商品コードで価格の異なる部品が在庫であった場合

在庫を持っている企業の利益管理に強い！
売上伝票で原価を手打ちすると利益が正確にでない

（仕入）
3月10日 A商品 10個 ＠100円
3月20日 A商品 10個 ＠50円

（売上）
3月25日 A製品 15個 ＠200円で販売

（利益）
（200円×15個）－（100円×10個＋50円×5個）＝1750円

売上伝票で15個と1行入力しただけで、上記の計算を自動でしてくれる。
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出荷額を売上伝票で計算しているため、出荷額を受払で
確認できます。そのため売上利益が正確に計算できます。

売上伝票で手打ちで原価を
入れなくても、仕入額または
在庫額を自動で原価に紐付
けてくれます。
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＜在庫管理機能＞ 先入先出法、移動平均法、総平均法
最終仕入法、標準単価法、ロット管理

先入先出法とロット別在庫管理の要望があれば、売上原価PROならできます。
ロット毎の先入先出も可能なので、在庫管理と在庫原価の管理の両方ができます。
伝票を追加、修正しても大丈夫です。

先入先出法、移動平均法、総平均法
にて、在庫額を売上伝票の原価に
自動で紐づける機能を持っています。

これによって、正確な利益がでます

利益計算処理も同時に行います。

※ポイント機能※
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先入先出しの場合

出荷額を売上の原価へ連動
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在庫アラートより、発注商品を表示し、発注書を作成

P６

★適正在庫のアラーム機能★
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□ 受注の出荷予定日と発注の入荷予定日を見て予想在庫を日別で見れる

発注してから納期がかかる商品を扱っている会社様で要望が多い。
いつ在庫が切れるか？を日々確認して先行発注したい＞納期に間に合わすため！！

石材業、製造業、卸売業など幅広くニーズがある。

予想在庫確認表
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●在庫管理、生産管理で仕掛品などの管理
生産日報入力画面

仕入年月日 商品コード 製品名 ロット番号 入荷数 仕入単価 出荷数 在庫数 在庫金額

2014.01.15 S-3 製品XX 20140115 50 90 20 30 2700

2014.02.11 S-3 製品XX 20140211 40 100 10 30 3000

製品の原価管理も可能

作った製品

通常の販売管理システムでは作成・入荷・出荷をロットごとに管理することができません。
そのためお客様はロット別の管理をしていないか、別途Excelなどで管理しています。
売上原価Proはロットごとに入荷・出荷・作成することが可能なのでロット別の在庫を正確に把握できます。
どのロットをいつ、どこに出荷したか？なども抽出できます。また生産伝票を入力することで、
部品の在庫を減らし、製品や半製品の在庫も増やします。ロスの管理も可能です。

完成した製品ロットごとに番号を付与できます

作成途中で発生した
ロスも集計できます

材料・外注費を入力

人件費を入力

ロット別に在庫管理ができます



●在庫管理、生産管理で仕掛品などの管理
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入荷 生産工程ごとの在庫管理が可

出荷

出荷
原料A

原料B

部品C

資材D

仕掛品E

部品G

外注加工

半製品H

資材Y

製品Z

在庫

原価

在庫

原価

在庫

原価

在庫

原価

仕掛品 半製品 製品

製造業が製品を作るまでの製造工程

製品Zを作成した場合、
構成品全ての在庫が
自動で減ります。
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★加工工程毎の在庫数と在庫原価をリアルタイムに把握する事ができます。★
工程毎の商品コードが同じでも可能。別商品コードでも可能です。
着物加工、カバン加工、ﾘｻｲｸﾙ加工、金属加工、墓石加工、Ｔシャツ加工など加工業全般



販売管理 保守管理



＜定期請求機能＞ 機器点検業、清掃業、ビル管理、ソフト開発業
で使って頂けます。アラームで漏れ防止！！

□ 契約は5年間、その請求は毎年1式で12万、売上計上は点検を行った時点で毎
月1万ずつ計上のような複雑な売上計上が可能

請求していても、売上計上していない入金分は自動で前受金として処理ができるの

で、前受金残高管理も得意先毎契約毎にできます。

契約した時点の消費税
を保持して売上する事も
可能です。
契約情報を保持できる

請求と別に分割で売上計上ができる

28

12回中1回目など自動転記



定期売上登録と定期仕入登録を同時に登録しておけ
るので定期的に売上仕入同時処理も可能です。

定期請求の売上計上予定日を予測
して、売上予想を月別に見れます。
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＜フリー項目の多さ＞

□ フリー項目、フリー日付、フリー数値を追加できる。
（例）受注入力した時点で、指示書や契約書など多彩な帳票を

出力できる。また、すべての項目で検索、抽出可能。
名称変更も可能で、ユーザー書式に合わせて設計が可

各伝票、各マスタにフリー項目が多い
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＜桁数と文字数が多い＞

□ 受注番号は15ケタ（文字も可）＋9桁（数値）の最大24ケタ
商品コードは15ケタ（文字も可）
得意先コードは、9桁（数値）＋子番号3桁

商品名は最大半角100文字で6分割まで可能

（例）名称変更も可能です

コードの桁数と品名の文字数が多い

備考も商品名に変更すると、80文字追加
でき、最大半角１８０文字の品名に対応
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＜検索項目が多い＞

□ ヘッダー部分、明細行部分で、入力したほとんどの項目で探す
事ができ、すべての伝票一覧でほしい情報のみ抽出できます。

各種伝票一覧表などで抽出可

手打ちで打ち直した品名でも
あいまい検索ができる
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＜売上処理＞

□ 未売上取込から複数の受注番号の商品を一括で取り込めて管理できる。
受注番号毎の未売上リストや受注毎の売上集計などができる。

売上伝票の明細に受注番号の紐付が可
受注番号毎の売上集計ができる。
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売上伝票や受注伝票単位で請求先を変更できる機能！
売上伝票に得意先など4種類の集計コードで集計可。
販売店、エンドユーザーは名称変更できます。

今回の売上だけリース会社に請求したいなど、伝票で請求先を変更できるため
得意先別売上集計と請求先別売上集計の両方がわかる。

（例１）

（例２） 請求先とは別に、設置先毎の売上集計や販売数量の計算をしたい。
名称を紹介先に変更して、紹介先毎の売上履歴や集計がしたい。
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●保守オプション機能

35

受注伝票作成

定期請求を作成

条件で抽出

保守の契約期限管理や保守状況を管理する事が出来ます。
顧客台帳で保守履歴の確認ができ、誰でもスピーディーな対応が可能になります。
保守契約番号や会社名・TEL番号などからすぐにお客様を抽出できます。
また、保守が切れる前に事前にリストUPしてDMを送付することができ、
保守の継続を促しますので、固定客の売上UPに貢献することができます。

DM

リスト

保守切れアラーム 継続処理 受注書作成 発注 売上



＜入金消込と前受管理＞

□ 標準機能で、消込機能と前受金管理ができます。

案件毎の前受管理と、得意先毎の前受金管理の2通りに対応！！
請求は1式で、月別に売上計上した時の前受残高にも対応！！
仕訳も前受金勘定で起票できます。前受金の消込仕訳も自動起票できます。
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●添付ファイル機能
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ファイル添付

図面

案件ごとに発生した資料をデータで添付するこができます。
外注先からの見積書や図面などを紙またはデータで別途管理しており、
いざ資料を必要とした時に探す手間がかかっていた。そんなお悩みを
売上原価Proで解決できます。見積伝票、受注伝票にPFE、Excel、Wordなどの
ファイルを紐づけする事ができるため。案件の伝票を呼び出すだけで関連する
資料やデータを確認することができいままでの資料を探していいた時間を削減することが可能です。

外注見積書



＜入荷・出荷＞

□ 入荷と仕入のタイミングが異なる、売上と出荷のタイミングが異な
るなどがある場合、リアルタイムに在庫を把握する事が難しいです。
このような場合でも売上原価PROでは対応できます。

売上と出荷を分けて処理が可
仕入と入荷を分けて処理が可

（例）3月1日・・＞A商品 10個入荷・・・＞仕入額不明
3月2日・・＞A商品 5個出荷・・・＞売上額不明・・・＞出荷伝票、指示書発行
3月5日・・・＞A商品 売上額決定し納品書発行する
3月30日・・・＞A商品の仕入伝票くる＞仕入額決定

上記の場合、Hソフトでは入荷処理だけを単独で出来ない為、3月2日の在庫が分からない。

3月5日時点でも、在庫数は5個と変わらない。売上原価PROでは、二重出荷がならない機
能を搭載しているので、在庫数が正確にでる。
3月30日時点で、締め処理により在庫表に単価と金額が自動反映する。

入荷入力 出荷入力 売上入力 仕入入力 在庫締め再計算
機能！！
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＜自由設計機能＞

□ 5階層で集計をする事ができます。

（例）担当者別、得意先別、受注区分別、受注別、商品別の売上
と利益集計など。多彩な分析数値が欲しいお客様に好評です

エクセルのピポットテーブルの間隔で簡単に設計ができます。

各種伝票一覧表や集計表なども自由設計
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＜自由レイアウト機能＞

□ 見積書、受注書、指示書、契約書、納品書、請求書、発注書
出荷伝票、倉庫間移動伝票などが自由に作れる。

指定伝票への印字も可能でドットプリンターに対応できる。
パッケージの機能でカスタマイズできるので安価で提供できる。

各種伝票に追加したフリー項目を使って
設計ができる
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