
中小企業様の経営に役立つ基幹業務システムの構築をお手伝いする「ふくろう販売管理システム」のご案内です
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担当者別権限設定画面（標準版・控サンプル）

ログイン担当者ごとに各処理ボタンごとの操作

権限を設定できます。

例として、左記は見積入力を使用不可とした

場合の設定となります。当担当者でログイン

すると見積入力ボタンが押せなくなります。



簡易システムフロー（全パッケージ共通）

－ ２

得意先 自社 仕入先ふくろう販売管理システム

受注入力

商品

商品
仕入入力

入金入力

倉庫納品 or 直送

在庫品

受注同時発注可

売上同時仕入可

売上 and 出荷 仕入 and 入荷

入出庫入力

棚卸入力

請求締切

個別入金消込

個別支払消込

回収予定表

見積入力

見積依頼

販売管理

仕入管理

在庫管理

注文書発注入力

売上入力納品書

請求書請求書

御注文

御入金

出荷

支払入力

支払締切

FBデータ作成

会計連動

仕訳作成

（※４）

売上管理帳票

■元帳、残高一覧、予定表

■明細表、集計表、一覧表

■推移表、順位表、日計表

在庫管理帳票

■商品台帳、在庫一覧

■明細表

■棚卸リスト

仕入管理帳票

■元帳、残高一覧

■明細表、集計表、一覧表

入金確認

請求

注文請

ふくろう販売全パッケージ共通となる主要処理の業務フローです。

売上、仕入、在庫管理、会計連動処理を実装しています。

経費（未払）処理 （※２）

（※１）

（※２）

（※１）建機/仮設資材レンタル版は仕入管理がオプション機能

見積書

（※４）会計連動オプション機能（全パッケージ）

FB入金インポート

（※５） FB振替依頼作成

（※５）

WebReport

電子証憑管理

（※３）

（※５）ＦＢ引落・入金オプション機能（標準版のみ）

（※２）未払金管理・ＦＢ支払オプション機能（全パッケージ） （※３）WebReportオプション機能（全パッケージ・クラウド版限定）



伝票入力画面の機能

－ ３

日常処理で重要となる伝票入力画面と、日々の業務を支援する主な機能をご紹介します。

機能や画面レイアウトはパッケージにより多少異なりますので、以下は標準版の売上入力画面を例にご説明しています。

伝票リレー処理

得意先名の手入力

計上チェック

売上日と出庫日

納入先指定

在庫照会（倉庫コード欄でＦ４キー操作）

得意先、商品などの台帳（マスタ）検索

単価履歴参照（単価欄でＦ３キー操作）

伝票番号自動付番

■ 在庫割れチェック

■ 原価割れチェック

■ 与信額チェック

伝票即時発行チェック

摘要行入力

付番方法を永久連番、年別、月別、手入力から選択できます。

見積⇒受注、受注⇒売上、発注⇒仕入の流れで伝票内容をリ

レーして処理が可能です。

受注⇒売上、発注⇒仕入リレーでは、入出荷数量の残数も管理

されます。

得意先や商品などの個別台帳（マスタ）が存在する項目は、各

マスタの検索画面から選択することができます。

得意先はコードで指定となりますが、名称は伝票ごとに任意の名

称に手入力することができます。

計上チェックＯＦＦで更新すると、出荷のみ処理され売上は未計上

となります。出荷・納品書発行を先行し、受領後に計上したい場合

などに使用します。

売上計上する日＝売上日、在庫を減する日＝出庫日を別で指定

できます。

商品の納品先が得意先と異なる場合に指定できます。納入先名、

住所ともに手入力で指定も可能です。

商品別倉庫別の在庫を確認しながら伝票処理できます。

チェックＯｎして更新すると、更新後に伝票が即時発行されます。

商品別に各伝票で処理した単価履歴が参照できます。

更新時チェック

他便利機能

■ 伝票複写

■ 明細行挿入、行移動

■ 伝票メモ入力

明細で文字列のみ入力する行指定ができます。。

売上入力画面（標準版サンプル）



在庫計算の概要

－ ４

ふくろう販売では入庫・仕入で増、出庫・売上での減する実在庫（自社保有在庫）管理および

発注で増、受注で減とする有効在庫（予定在庫）管理も実装しています。

また、建機/仮設資材/イベントレンタル版は貸出で減、返却で増する営業在庫管理も実装しています。

実在庫、有効在庫、営業在庫ともに商品別倉庫別日別に在庫数が管理されます。

実在庫 ＝ 自社の資産となる自社保有在庫

営業在庫 ＝ レンタル業で実在庫に貸出、返却数を考慮した在庫数

有効在庫 ＝ 実在庫または営業在庫に受発注残も考慮した在庫数（予定在庫数）

＝ 実在庫 － 受注残数 ＋ 発注残数

受注

販売品の売上

・受注残数＝有効在庫－

・売上数＝出荷数＝実在庫－

発注

販売品の仕入

・入荷残数＝有効在庫＋ （納期考慮）

・仕入数＝入荷数＝実在庫＋

出庫・棚卸

・出庫数＝実在庫－

入庫

・入庫数＝実在庫＋

有効在庫－

・受注残減数＝出荷数＝有効在庫＋
・発注残減数＝入荷数＝有効在庫－

有効在庫＋

実在庫－

有効在庫＋

有効在庫－

実在庫＋

実在庫－
実在庫＋

・出荷数＝営業在庫－

レンタル品の返却レンタル品の出荷

・返却数＝営業在庫＋

・受注残減数＝出荷数＝有効在庫＋

有効在庫＋

営業在庫－

営業在庫＋

営業在庫－
営業在庫＋

・出庫数＝営業在庫－ ・入庫数＝営業在庫＋

在庫移動に関連する処理

販売品 レンタル品（※１） 販売品
レンタル品（※１）

（※１）レンタル品の在庫処理、営業在庫管理ははふくろう建機/仮設資材/イベントレンタル版のみとなります。詳細は各パッケージ資料でご確認ください。

在庫に関連する帳簿、画面

実在庫の確認 ・・・ 商品在庫一覧表、倉庫別在庫一覧画面

有効在庫の確認 ・・・ 倉庫別在庫一覧画面

営業在庫の確認（※１） ・・・ 営業在庫一覧表 他



見積管理

－ ５

見積入力画面にて、得意先に対して販売する商品、サービス等の値段や納期の見積内容を入力できます。当処理は必須ではありません。

見積内容は「見積書」として発行も可能です。また、見積処理した内容は受注入力画面でリレーして処理することができます。

小計や中計行の指定ができます。

小計では、上位の明細の金額、中計では、上位の小計の金額が自動で合計され見積書に出力されます

見積書は標準レイアウトで以下（A4縦)のように出力されますが

お客様の独自レイアウトに合わせてカスタマイズ対応も可能です。

３つの状況が選択でき、伝票修正でいつでも変更できます。

・仮見積・・・ 見積作成中の場合に選択します。受注へのリレーはできません

・見積 ・・・ 見積完成し、見積書を発行します。

・失注 ・・・ 見積提出後、受注とならなかった場合に選択します。

受注へのリレー処理はできません。

状況

見積書 正・控（標準版・控サンプル）

計行の指定

見積入力画面（標準版サンプル）

見積書即時発行チェック

チェックＯｎして更新すると、更新後に見積書が即時発行されます。

見積書再発行

見積書メニューでは、過去に発行した見積書を一覧で検索して発行できます。

複数伝票を同時選択する一括発行も可能です。



受注管理

－ ６

受注入力画面にて、得意先からの注文を管理するための受注データの登録処理ができます。

受注入力画面（標準版サンプル）

見積からのリレー処理

見積Noを指定してリレーすると見積内容が複写で

表示され受注処理できます。

受注処理のために、見積処理は必須ではありませ

ん。受注からスタートも可能です。

受注残管理

受注後に売上リレーして全数出荷済の場合、出荷

の列に「完納」と表示されます。一部数量だけ出荷

済の場合は「一部」、一度も出荷されていない場合

は「未納」と表示されます。

受注同時発注

明細で仕入先を指定して更新すると、以下のメッセージが表示されます。「はい」押下で、同一明細内容がセットされた発注

入力画面が自動で開き、発注処理が連続で処理できます。

・受注と発注、売上と仕入それぞ２度入力の手間を省き運用負荷を軽減し、また、入力ミスを防止します。

・受注同時発注で処理した場合、受注Ｎｏに対する売上、発注、仕入が紐づくようになり、受注Ｎｏ別の粗利が集計できます。

（受注Ｎｏ別原価管理）

・受注と発注、売上と仕入の明細内容は完全に一致する必要はありません。行追加や各値の訂正は自由に処理できます。

発注入力画面は仕入先ごとにわかれて開

きます。

建機および仮設資材レンタル版では受注処理はレンタ

ル契約の意味合いを持つため、入力必須となっています。

また、受注と同時に出荷処理が可能で、レンタル出荷

することで営業在庫が減されます。（貸出のため、実在

庫（自社保有在庫）は減されません）

建機/仮設資材レンタル版の受注処理



売上管理

－ ７

売上入力画面にて、得意先への売上処理ができます。受注Ｎｏ指定により受注からの払い出しでの売上入力もできます。

各レンタル版のレンタル品以外は、売上処理と同時に出荷され実在庫が減されます。（レンタル品は出荷処理で営業在庫減）

売上入力画面（標準版サンプル）

受注からのリレー処理

受注Noを指定してリレーすると受注内容が複写で表示され売上処理できます。

売上処理のために、受注処理は必須ではありません。売上からスタートも可能です。

※建機/仮設資材レンタル版は受注処理必須です。

受注残管理・分納

受注リレーした内容で、数量や単価等を訂正して処理することもでき、上記３行目のように行削除して出荷しないことも

可能です。

数量は受注残管理に使用され、全数出荷となるまで何度でもリレー売上できます。リレー売上の場合、数量には受注残

数が自動セットされます。（受注数量が５で３出荷済なら、次にリレー売上すると数量２が初期表示）

売上同時仕入

受注同時発注と同様に、明細で仕入先を指定して更新すると、同時仕入処理が可能です。

※建機/仮設資材レンタル版のレンタル品は売上同時仕入の対象外となります。

納品書は売上伝票の内容から出力されますが、レイ

アウトはパッケージにより異なります。

お客様の独自レイアウトに合わせてカスタマイズ対応も

可能です。

納品書（標準版サンプル）



入金管理

－ ８

入金入力画面にて、請求先への入金処理ができます。同時に売上明細への消込が可能です。

入金入力画面（標準版サンプル）
入金種別の選択

・入金種別は振込、振込手数料、現金、小切手、手形、相殺、値引ごとに入金できます。

・振込、振込手数料、小切手、手形は会社口座が選択できます。選択した口座は会計連

動オプションにて仕訳の預金補助科目として使用されます。

・振込手数料は当方負担の場合の入力となります。

・手形の場合は手形Ｎｏや振出日、期日が入力できます。手形は売掛金の消込などの受

取手形発生時の処理となります。その後の顛末事の手形管理はできません。

相殺処理

明細の伝区「相殺」の行に金額を指定し、かつ、仕入先を指定した場合、伝票更新・個別

消込の処理の後、同時支払相殺入力画面が開きます。

更新すると相殺支払が完了し、買掛金も減算されます。

個別入金消込画面 （標準版サンプル）

個別入金消込はメインメニューから起動できますが、入金入力の更新（新規、修正）時に自動

表示され同時に処理することもできます。

画面では入金伝票の入金額を売上伝票の消込金額に分配入力し、各売上伝票が入金済か

未入金か一部入金済かをチェックできるようにします。

消込機能を使っている場合は得意先元帳に消込欄が表示され未消込金額や消込日が表示されます。

支払相殺入力画面（標準版サンプル）



請求管理

－ ９

請求締切処理

回収予定表

請求書

売上 入金

請求時
一括税

回収予定

請求確定処理

回収状況一覧表

請求一覧表

請求推移表

日々入力された売上、入金データより、週締、月締単位で請求書発行ができます。（建機/仮設資材レンタル版は月締のみ）

請求書発行後は請求確定処理にて伝票更新のロックが可能です。

更新ロック

請求締切処理

締切日を指定し、複数請求先を一括で締切できます。

請求時一括税となる得意先の場合は消費税伝票も作成されます。

得意先ごとの回収条件に従って、回収予定データが作成されます。

※建機/仮設資材レンタル版は未返却レンタル品の継続売上も同時に計上されます。

請求書

締切日を指定し、複数請求先の請求

書を一括で発行できます。

標準版では右記（A4縦)のように出

力されますがパッケージにより異なります。

お客様の独自レイアウトに合わせてカス

タマイズ対応も可能です。

請求明細書 正・控（標準版・正サンプル）

請求締切処理画面（標準版サンプル）

請求確定処理

締切日を指定し、複数請求先の請求

確定を一括で処理できます。

請求確定後は、確定した請求期間の

売上、入金の更新が不可となります。

請求管理 関連帳票

・回収予定表 ・・・ 一覧で請求先別の回収予定日と回収予定額が回収日別に確認できます。

・回収条件一覧表 ・・・ 一覧で請求先別の回収予定額と実績額、滞留額が月別に確認できます。

・請求一覧表 ・・・ 指定した締日で、請求先別の請求額一覧が確認できます。

・請求推移表 ・・・ 指定した請求先の、請求締日ごとの請求額の推移が一覧で確認できます。

※詳細は各パッケージ詳細資料のサンプル帳票集でご確認ください。



仕入・支払管理

－ １０

仕入入力

個別支払消込

発注入力

支払入力

支払締切

注文書

支払一覧表

仕入管理

仕入管理では、仕入先への発注処理と注文書発行のための発注入力、仕入計上となる仕入入力ができます。

支払管理では、支払締切で確定した支払い金額の支払入力や支払個別消込ができます。

処理の概要や画面構成は、売上・請求管理とほぼ同じとなりますので、売上・請求管理と異なる点を中心にご説明します。

発注入力

仕入先へ発注した内容を入力できます。入力した内容から注文書が発行できます。

発注残や発注内容を管理したい場合に処理しますので、入力必須ではありません。

販売品は発注処理により予定在庫が増となります。

仕入入力

仕入入力にて、仕入先への仕入処理ができます。

各レンタル版のレンタル品以外は、仕入処理と同

時に入荷され実在庫が減されます。

受注⇒売上リレー同様に、発注⇒仕入リレーがで

き、分納処理も可能です。（発注残管理）

支払締切

注文書/見積依頼書（標準版・注文書サンプル）

締切日を指定し、複数支払先を一括で締切できます。

支払時一括税となる仕入先の場合は消費税伝票も作成されます。

締切処理にて支払一覧表の発行ができるようになります。

※支払予定管理はありません。

支払入力／個別支払消込

支払先への支払入力および仕入伝票への消込処理ができます。

処理方法は入金入力、個別入金消込とほぼ同様です。

相殺した場合、同時入金相殺が画面が自動で開き、同時相殺処理できます。

※仕入・支払管理は建機/仮設資材レンタル版では「仕入管理オプション」となり、追加オプション機能となります。

仕入先元帳

買掛残高一覧表



在庫管理

－ １１

入出庫入力処理画面（標準版サンプル）

ふくろう販売では販売品の実在庫数は売上で減、仕入で増となりますが、営業取引以外では入出庫入力や棚卸にて実在庫数の増減ができます。

入出庫入力では、処理区分で「入庫処理」「出庫処理」「倉庫間移動」のいずれかを選択して処理を開始します。

いずれも倉庫の指定が必須です。倉庫間移動の場合は、入庫先と出庫元の倉庫両方を選択します。

※建機/仮設資材レンタル版では「棚卸処理」の選択できます。

明細で商品と数量を指定し更新すると指定した入出庫日で在庫が増減します。

単価や金額欄は倉庫別移動平均の原価管理している場合の商品で使用します。

棚卸入力処理画面（標準版サンプル） 棚卸入力では、倉庫と棚卸日入力すると倉庫に登録されている商品の帳簿在庫一覧が表示されます。

実施棚卸数量欄には、実地棚卸したリストを元に実在庫を入力していき更新します。

更新すると差異数が出庫伝票として自動登録されます。

商品在庫一覧表（標準版サンプル）

在庫数は、以下の商品在庫一覧表で確認できます。

その他帳票は、各パッケージの詳細資料かサンプル帳票集でご確認ください。



管理帳票１

－ １２

残高一覧表 （標準版・売掛残高一覧表サンプル） 元帳 （標準版・得意先元帳サンプル）

請求先別の売掛残高一覧が確認できます。

明細をダブルクリックすると、該当請求先の元帳が表示されます。

請求先別の売上、入金の取引履歴と残高推移が確認できます。

明細をダブルクリックすると、該当の売上、入金伝票が表示されます。

ジャンプ表示

明細ダブルクリック

明細表 （標準版・売上明細表サンプル）

各伝票入力の内容を様々なレイアウト、検索条件で出力できます。

明細をダブルクリックすると、該当の伝票が表示されます。

出力項目の設定ができます

項目を選択し、エクセルへエクス

ポートできます。



管理帳票２

－ １３

請求一覧表 （標準版・請求一覧表サンプル） 請求推移表 （標準版・請求推移表サンプル）

締日指定で、請求先別の請求一覧が確認できます。 指定した請求先の、請求締日ごとの請求額の推移が一覧で確認できます。

売上分析表 （標準版・売上順位表サンプル）

売上分析表画面では、得意先別や商品別などの売上順位表と推移表が金額・数量別で

確認できます。

棒グラフや円グラフでの表示切替も可能です。

その他も様々な管理帳票が実装されています。詳細は各パッケージ別の詳細説明資料

やサンプル帳票をご確認いただくか、弊社までお気軽にお問合せください。



オプション機能１

－ １４

ふくろう販売では各パッケージ別にいくつかのオプション機能が用意されています。

会計連動オプション（全パッケージ）

「会計連動オプション」をお申込みいただくと、市販会計ソフト（弥生会計、勘定奉行、大蔵大臣）でインポートできる仕訳ファイル書き出しが可能となります。

修正、削除伝票の赤黒転記や、取引先の売上明細毎税転記にも対応しています。

仕訳CSV,TXT出力 弥生会計

勘定奉行

大蔵大臣

仕訳インポート

赤黒転記の仕訳イメージ

新規売上： 商品を¥100で掛取引で売上した場合の仕訳

修正売上： 仕訳転記後、単価に誤りがあると判明し、¥150に訂正した場合の仕訳

売掛金 ¥100 ／ 売上高 ￥100

売掛金 ¥-100 ／ 売上高 ￥-100

売掛金 ¥150 ／ 売上高 ￥150

⇒赤伝

⇒黒伝

仕入管理オプション（建機/仮設資材レンタル版のみ）

・「仕入管理オプション」は、「ふくろう建機レンタル」「ふくろう仮設資材レンタル」パッケージで追加お申込みできます。（その他パッケージは標準機能です）

・「仕入管理オプション」をお申込みいただくと、自社在庫品や販売品の発注、仕入処理が可能となります。

・Ｗレンタル品の貸出管理や貸出金額計算には対応しておりません。

日極や月極での日数、月数入力やレンタル期間に応じた金額自動計算ができないため、Ｗレンタル品の場合は、各月の仕入金額を手入力して計上する方式となります。

また、Ｗレンタル品は在庫管理の対象外となりますのでご注意ください。

仕入入力 個別支払消込発注入力 支払入力支払締切

注文書

支払一覧表

仕入管理

仕入先元帳買掛残高一覧表

明細表

弥生仕訳作成画面（標準版サンプル）

紹介サイト：https://www.astem.com/option/kaikei/

紹介サイト：https://www.astem.com/option/siire/

https://www.astem.com/option/kaikei/
https://www.astem.com/option/siire/


支払処理の明細では「内未払額」の金額が入力できるようになり、支払すると未払金残高が減少します。

オプション機能２

－ １５

未払金管理・ＦＢ支払データ作成オプション（全パッケージ）

「未払金管理・ＦＢ支払オプション」をお申込みいただくと、発注、仕入入力での諸経費入力と、その未払金の支払入力処理が可能となります。

また、支払データのＦＢ（ファームバンキング）用データ作成も可能となります。

仕入処理の明細で「諸経費」の区分が選択できるようになり、仕入すると未払金残高が増加します。

・未払金取引は未払残高一覧表、未払元帳で残高管理できます。

・諸経費用の商品登録が可能となります。

・支払時一括税計算の場合、支払締切処理では、通常仕入と未払仕入のそれぞれで消費税計

算されます。

・会計連動オプションでは、未払金の仕訳作成にも対応しています。

※建機/仮設資材レンタル版の場合は、仕入管理オプションの同時お申込みが必須となります。

支払処理で「ＦＢデータを作成する」チェックをＯｎで登録した場合、ＦＢデータ作成処理の対象となります。

仕入入力画面明細部（標準版サンプル）

支払入力画面（標準版サンプル）

ＦＢデータ作成画面（標準版サンプル）

ＦＢデータ（テキスト）と振込予定一覧表が出力されます。

紹介サイト：https://www.astem.com/option/miharai/

https://www.astem.com/option/miharai/


インポートしたデータは入金入力画面で参照、更新も可能です。

オプション機能３

－ １６

ＦＢ引落・入金データ作成オプション（全パッケージ）

「ＦＢ引落・入金オプション」をお申込みいただくと、以下の２つの処理が可能となります。

・金融機関から提供される入金用ＦＢデータをインポートし、一括入金が可能。 （ＦＢ入金インポート）

・金融機関向けのＦＢ用振替依頼データの作成、および振替依頼書の作成が可能。 （ＦＢ振替依頼作成）

ＦＢファイルを読み込み、データを一覧で確認できます。確認後、取り込み処理ができます。

得意先に設定された振込依頼人名がマッチする入金先が自動セットされますが、明細毎に入金先が指定できます。

口座登録や得意咲登録の情報を元に、振込依頼一覧と、振込依頼用のＦＢデータ作成されます。

ＦＢ入金インポート画面（標準版サンプル）

入金入力画面（標準版サンプル）

ＦＢ振込依頼作成画面（標準版サンプル）

紹介サイト：

https://www.astem.com/option/fb_nyukin/


オプション機能４

－ １７

仕入自動計上オプション（仮設資材レンタル版のみ）

「仕入自動計上オプション」は、「ふくろう仮設資材レンタル」パッケージで追加お申込みでき、お申込みいただくには仕入管理オプションの同時お申込みも必須となります。

当オプションをお申込みいただくことで、仕入先が指定されている受注、売上、返却データから自動で仕入伝票が作成できます。

紹介サイト：https://www.astem.com/option/siireauto/

追加される処理概要

仕入自動計上オプションを追加すると、既存の支払締切処理で以下の処理が追加されます。

①仕入先が指定されているレンタルの仕入伝票を自動作成する。

↓

②仕入先が指定されているレンタル以外の仕入伝票を自動作成する

↓

③作成済の仕入伝票があった場合は洗い替えで新規の仕入伝票を作成

※作成される仕入伝票の仕入日＝支払締日となります。

※仕入単価は受注または売上明細で指定した原単価が採用されます。

レンタルの仕入明細画面 サンプル

仕入自動計上オプションで自動計上された仕入伝票のレンタル明細は、以下のように作成されます。

※自動計上されるレンタル仕入伝票は、支払締日単位でレンタル日数が

自動計算されます。

例えば日極レンタルの開始日が５月１日で、支払締日が５月２０日の場合

２０日間の日極レンタルとなります。

https://www.astem.com/option/siireauto/


定期売上作成時に前受残があれば自動で前受売上伝票を作成し、前受残を超える売上となる場合は

自動で掛売上伝票に切り替え作成します。

②前受請求の場合：契約入力で作成した売上予定額に対して、前受残があれば自動で前受売上伝票を作成します。

①定期売上の場合：契約入力で作成した売上予定額通りに自動で掛売上伝票が作成されます。

契約入力の内容から自動で売上計上します。 契約内容によって処理が異なります。

オプション機能５

－ １８

定期売上オプション（標準版のみ）

「定期売上オプション」は、ふくろう販売標準版で導入可能なオプションとなります。 当オプションをお申込みいただくと、以下の２つの処理が可能となります。

・毎月決まった額の売上の計上が可能（定期売上処理）

・毎月決まった額の前受売上を計上し、前受請求、入金が可能。（前受金管理処理）

紹介サイト：http://www.astem.com/option/teikiuri/

契約入力 契約入力で「定期売上」か「前受請求」かを選択して処理できます。この時点では売上は計上されません。

①定期売上： 毎月指定額の掛売上を計上し、毎月請求するような処理の場合に選択。

契約入力画面では契約金額や契約期間を入力し、「売上予定作成」処理にて自動案分された売上予定が作成されます。

実際の処理画面サンプルは、以下サイトにてご確認いただけます。

定期売上作成

入金入力 ①定期売上の場合：毎月指定額を入金します。

②前受請求の場合：前受請求に対して入金があった場合、入金入力処理で前受入金が登録できます。

前受請求に対しての一部入金も可能です。前受入金処理にて前受残高が増加します。

契約日： 2/15

請求締日：2/28

回収予定日：3/20

期間： 4/1～ 3/31

商品： 年間保守料 @12000円

期間金額： 12000円

定期売上予定： 1000円×12

前受請求の例

請求書締切

請求書
①定期売上の場合：毎月指定額を請求します。

②前受請求の場合：契約額全額を請求します。

２月請求書

期間： 4/1 ～ 3/31

年間保守料 12000円

入金日： 3/20

当座預金/前受金 2500円

※一部前受入金だった場合

売上日： 4/1 前受金/売上 1000円

売上日： 5/1 前受金/売上 1000円

売上日： 6/1 売掛金/売上 1000円

前受

前受

掛※右記例の場合、6/1の売上計上後、前受の入金額の残りを

前受振替をする必要があります（手入力で処理）

【 前受金/売掛金 500円 】

前受請求の例

前受請求の例

紹介サイト：https://www.astem.com/option/teikiuri/

http://www.astem.com/option/teikiuri/
https://www.astem.com/option/teikiuri/


オプション機能６

－ １９

承認機能オプション（標準版のみ）

「承認機能オプション」オプションは、ふくろう販売標準版で導入可能なオプションとなります。

当オプションをお申込みいただくと、見積、受注、売上、発注、仕入伝票に承認機能を付与することができ、伝票種類別担当者別に承認金額範囲設定および承認者

の設定ができるようになります。

伝票種類ごと担当者ごとの承認金額範囲、承認者の設定 承認者による承認または差戻し処理。担当者へのメール通知が可能

・新規伝票入力時、承認の申請をします。

・差戻しされた場合は、伝票を修正して再度申請します。

・承認された場合、伝票担当者にメールを送信できます。

・承認を受けた伝票は、❶帳票の発行(見積書など)、❷リレー処理（受注伝票、売上伝票などへ伝票リレー作成）が

できます。

・承認者に関係する申請は、「承認確認画面」

より確認でき、伝票の承認または差戻しを行いま

す。

伝票入力

伝票担当者 承認者

申請

差戻

承認

伝票リレー作成

承認機能の処理フロー

伝票入力よりスタート

帳票発行

・差戻しの場合は、伝票担当者にメール送信されます。

承認確認画面

紹介サイト：https://www.astem.com/option/syonin/

https://www.astem.com/option/syonin/


オプション機能７

－ ２０

BtoBオプション（標準版/建機レンタル版のクラウド対応版のみ）

ふくろうBtoBオプションは、ふくろう販売標準版または建機レンタル版のクラウド対応版を新規導入される、もしくはすでに導入されている企業様向けのオプションとなります。

当オプションをお申込みいただくと、WebブラウザのふくろうBtoBサイトより、得意先様の専用発注サイトとしてご利用いただけます。

メリット１ データ連携が楽々です メリット２ 構築・導入が楽々です

■ふくろう販売に登録された商品、単価情報などから自動で商品

閲覧サイトを作成します。

■ Webサイト側で、取引先様にてご注文、出荷状況確認が可能です。

■ ご注文データはふくろう販売の受注データとしてボタン１つで一括

インポートできます。（CSV連携不要）

■ Webサーバの構築、レンタル一切不要です。

■ ドメイン、ＳＳＬ証明書のご準備も不要です。

■ サイト専用のマスター準備やBtoBサイトの構築が一切不要です。

お客様、得意先様、クラウド上データベースとのデータのやり取り

企業様 得意先

ふくろう販売管理システム
問い合わせ

ご注文データ取込 データ直接参照

東日本or西日本データセン

Microsoft Azure

クラウド

・ブラウザよりログイン、閲覧できる！

・商品リストよりカートへ追加できる！

・ご注文、出荷確認ができる！

・CSV連携不要！

・Webサーバのご契約不要！

・BtoBサイトの構築不要！

・基幹システムの改修不要！

ふくろう販売のクラウド上データベー

紹介サイト：https://www.astem.com/option/btob/

https://www.astem.com/option/btob/


契約者様が、見積書や納品書、請求書などの証憑を電子帳簿（pdf形式）で専用サイトにアップロードし、同時に「公開通知メール」を各得意先様へ送付することができます。

そして、得意先様がWebブラウザで専用サイトにログインし電子帳簿をダウンロード＆閲覧できるサービスとなります。

オプション機能８

－ ２１

WebReportオプション（全パッケージのクラウド対応版のみ）

WebReportオプションのご利用を許可する得意先様を、契約者様が選択しアカウント登録することができます。

アカウントは、ふくろう販売に登録されている得意先から選択して登録し、「アカウント登録通知メール」を送付することができます。

紹介サイト：https://www.astem.com/option/webreport/

機能１ 得意先様用アカウント管理

WebReportオプションは、ふくろう販売管理システムのクラウド版を新規導入される、または導入済のお客様（以下「契約者様」）向けのオプションとなり

オプション追加でふくろう販売と連携した電子証憑管理サイトが利用できます。

電子帳簿
(pdf/png/bmp/jpg)

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

電子帳簿の公開通知メール

契約者様

ふくろう販売管理

システム

電子帳簿

・見積書

・納品書

・請求書など

専用Webｻｲﾄ
（ふくろう販売と連携）

得意先様ｱｶｳﾝﾄ登録

電子帳簿ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

得意先様

電子帳簿(pdf)

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

取引先様（仕入先様など）

ローカル（自社サー

バやPCなど）に保存

CLOUD電子帳簿
(pdf/png/bmp/jpg)

の提供

（Webサイトへ直接）

電子帳簿ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

機能２ 得意先様への電子帳簿発行管理サービス

機能３ 取引先様から受領した電子帳簿管理サービス

契約者様が、取引先様から受領した電子帳簿（pdf/png/bmp/jpg形式）を自社サーバやＰＣなどに保存したあと、専用サイトにアップロードし管理するサービスとなります。

そして、契約者様がWebブラウザで専用サイトにログインし電子帳簿をダウンロード＆閲覧できるサービスとなります。

アップロード方法には以下の２つがあります。

ⅰ）WebReportの「電子帳簿アップロード」メニューを使用し、電子帳簿ファイルを指定してアップロードできます。ふくろう販売を介さないアップロード方式となります。

ⅱ）ふくろう販売の受注、発注、仕入、支払入力メニューでの伝票入力時に、その伝票に紐づく電子帳簿ファイル参照添付して更新するだけでアップロードできます。

電子証憑管理オプションです

改正電帳法に対応しています

帳簿保存の契約容量は50GBからスタート

以後50GB単位で増設できます

https://www.astem.com/option/webreport/


ふくろうレーダーオプションはインターネットが利用できる端末で利用でき、勘、経験ベースでない理論的な適正在庫の算出が可能です。

また算出した適正在庫はふくろう販売にインポートでき、ふくろう販売に登録してある各商品の適正在庫を一括で設定できます。

オプション機能９

－ ２２

ふくろうレーダー[AI需要予測・在庫適正化]オプション（標準版/食品版のクラウド対応版のみ)

※AI需要予測は弊社作成のモデルが適用できる商品のみ

レーダーオプションは標準版または食品版のクラウド対応版を新規導入される、もしくはすでに導入されている企業様向けのオプションとなります。

（AI需要予測を行う場合は相当量の売上データ（売上日、売上数量の約２年分）が必要になります）

当オプションをお申込みいただくと、Webブラウザのふくろうレーダー専用サイトより、過去の売上実績や需要期間などの条件を基に

最低在庫量（発注点）、適正在庫量、最大在庫量を算出できます。

適正在庫量を維持することで欠品や過剰在庫を削減し在庫適正化を支援します。

また機械学習を用いて作成したモデルを活用して3か月先までの需要予測(売上数量、売上金額)や過去実績と需要予測の比較を

商品毎に確認することができます。（参考図①、②）

メリット２ AIを用いて需要予測を行うため、長く使うほど精度の向上が見込めます

紹介サイト：https://www.astem.com/option/rader/

メリット１ 理論に基づいた適正在庫の算出

一般的にAIモデル作成の基になるデータが多いほど高精度なモデルを作成できるため、長期間の使用による精度の向上が期待できます。

また、現在のモデルがどれぐらいの精度なのか、過去実績の確認も可能です。（参考図③）

今後も様々なモデルの作成を予定しており、既存のモデルも随時更新していきます。

①グラフ表示

②週毎・月毎の予測

③過去実績によるモデル精度の確認 売上個数

過去の天気や為替、祝日など様々な要因と売上個数との

相関をコンピューターが解析し、モデルを作成

作成されたAIモデルに天気予報や為替予測などを送ることにより、需要予測を行う

売上個数

AIを用いた需要予測のイメージ

在庫適正化・需要予測を行うことにより

〇発注タイミング、発注量の決定

〇調達コスト削減

〇シフト作成・人材確保

〇資金繰りの検討

など、様々な経営判断にご活用いただけます。

https://www.astem.com/option/rader/


その他便利機能１

－ ２３

コード変更処理

得意先や商品等の主要マスタのコード変更ができます。

過去の伝票にさかのぼって、別コードに変更可能です。

運用設定での様々な機能

各伝票および受発注で使用できる入力年月日の範囲が設定できます。

伝票日付制限

数量と単価の小数以下桁数を０～４で指定できます。

数量、単価少数以下桁数設定

伝票更新時の在庫割れ、与信限度額、原価割れチェックを「警告／エラー／しない」から選択できます。

各種チェック機能設定

伝票登録時の在庫引落の基準となる日を伝票日付か配達日かで設定できます。

在庫引落基準設定

項目スキップ設定

伝票入力画面でエンターキーでカーソル移動をスキップする項目を設定できます。

担当者別で設定が可能です。

調整税出力

残高一覧や台帳の詳細設定画面には”請求時一括税出力法”という項目があります。

「調整税」か「一括税」かを出力時に変更でき、それぞれ以下のように税出力内容が変わります。

・ 一括税 ・・・ 請求（支払）時一括税がそのまま出力されます。

・ 調整税 ・・・ 明細行ごとに税計算し、合計税が計算されます。決算期などの消費税計算に有効です。 「調整税」にすると、２０締などの月中で締切る請求時

一括税の得意先でも１日～月末の売上の明細税合計

で計算できます。



その他便利機能２

－ ２４

帳票エクセル保存

各伝票や帳票はプレビュー画面から「保存」ボタンでエクセルやＰＤＦで保存できます。

伝票更新履歴照会

マスタ一覧登録

得意先や仕入先、商品などは、一覧表示形式でのマスタ登録、更新が可能となっています。

各伝票ごとに更新履歴を照会する画面があります。

以下のように、伝票削除の履歴も画面で確認ができます。

画面下部には更新回数や更新した担当者の名前、日時も表示され、削除され

た伝票も削除前の状態を確認できます。

マスタ更新履歴照会

得意先、仕入先、商品等の主要マスタは更新履歴を照会する画面があります。

以下のように、更新箇所は強調表示されます。

ご紹介した他にも様々な便利機能や、パッケージ別の機能があります。

詳細は各パッケージ別の詳細資料をご確認いただくか、弊社までお気軽にお問合せください。


