
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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明日のシステムを創造する

■カスタマイズができる販売管理システムの決定版

■市販会計ソフト連携用の仕訳データ作成

■プロジェクトNo(受注No)ごとの個別原価管理

■構成品登録、生産入力に対応。完成品と部品の在庫管理

■定期売上、BtoBサイトなど様々なオプションに対応



簡易システムフロー（標準版）

－ ２

得意先 自社 仕入先ふくろう販売管理システム

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

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

発注入力

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

（※２）

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

見積・受注・売上・入金入力をはじめ、発注・仕入・支払入力を標準で実装しています。

また在庫管理では入庫、出庫、倉庫間移動、棚卸入力、生産入力もできます。

経費（未払）処理 （※１）

（※１）

（※１）未払金管理・ＦＢ支払オプション機能となります（全パッケージ）、（※２）会計連動オプションとなります（全パッケージ）、（※３）ＦＢ引落・入金オプション機能となります（全パッケージ）

見積書

受注入力

売上 and 出荷

生産入力

在庫管理

商品

FB入金インポート

FB振替依頼作成
（※３）

（※３）

契約入力

売上入力

定期売上作成

（※４）

入出庫

在庫振替

WebReport

電子証憑管理

（※５）

（※４）定期売上オプション機能となります（標準版のみ）、（※５）WebReportオプション機能（全パッケージ・クラウド版限定）

注文書



処理分類 区分 画面名 処理分類 区分 画面名 処理分類 区分 画面名

売上管理 入力 見積入力 在庫管理 入力 入出庫(在庫振替)入力 ｼｽﾃﾑ管理 登録 担当者機能制限

入力 受注入力 入力 棚卸入力 登録 請求先残高登録

入力 売上入力 入力 生産入力 登録 支払先残高登録

入力 入金入力 帳票 棚卸リスト 登録 開始在庫登録

更新 個別入金消込 帳票 入出庫明細表 登録 項目スキップ設定

　 更新 入金振替 帳票 生産明細表 登録 伝票インポート

更新 請求締切 帳票 商品在庫一覧表 登録 採番管理登録

更新 請求確定 帳票 商品台帳 登録 消費税率登録

発行 見積書 帳票 商品損益一覧表 登録 移動平均原価再計算

発行 出荷指示書 ﾏｽﾀ管理 登録 得意先登録 登録 マスタ締日変更

発行 納品書 登録 仕入先登録 登録 コード変更

発行 請求書 登録 商品登録 登録 会社登録

帳票 見積、受注、売上、入金明細表 登録 納入先登録 登録 運用設定

帳票 請求一覧表 登録 担当者(事業所・部課)登録 登録 年号登録

帳票 請求推移表 登録 倉庫登録 更新 データ削除

帳票 回収予定表 登録 直送先登録 ー ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ(ｵﾝﾌﾟﾚﾐｽ版)

帳票 回収状況一覧表 登録 得意先別商品単価登録

　 帳票 担当者別回収予定・実績表 登録 仕入先別商品単価登録 ■各オプションで追加される処理

帳票 売掛残高一覧表 登録 数量別商品単価登録 会計連動 登録 仕訳科目設定

帳票 得意先元帳 登録 構成商品登録 （オプション） 発行 仕訳作成

帳票 月次元帳 登録 商品種別登録 帳票 未払残高一覧表

帳票 日計表 登録 得意先分類1～5登録 （オプション） 帳票 未払金元帳

帳票 売上入金日計表 登録 仕入先分類1～5登録 発行 FBデータ作成

帳票 受注No別原価表 登録 商品分類1～6登録 更新 FB入金インポート

帳票 売上分析表 登録 単位登録 （オプション） 発行 FB振替依頼作成

帳票 合計集計表 登録 敬称登録 定期売上 入力 契約入力

帳票 概況報告書 登録 地区登録 （オプション） 更新 定期売上作成

帳票 売上実績表 登録 倉庫分類登録 帳票 契約明細表

帳票 与信管理表 登録 見積摘要登録 帳票 定期売上予定表

帳票 残高確認書 登録 摘要登録 帳票 前受残高一覧表

仕入管理 入力 発注入力 登録 部署登録 帳票 契約履歴

入力 仕入入力 登録 回収・支払方法登録 更新 承認確認

入力 支払入力 登録 口座登録

更新 支払締切 登録 印刷用商品コード登録 BtoB（オプション） 更新 BtoB受注インポート

発行 注文書 登録 予算登録 WebReport 更新 WebReportアカウント追加

帳票 発注、仕入、支払明細表 ﾏｽﾀ管理 登録 期日変換登録 （オプション） 更新 WebReportアカウント公開設定

帳票 支払一覧表 登録 マスタインポート

帳票 支払予定表 履歴照会 照会 各種伝票履歴

帳票 支払状況一覧表 照会 得意先マスタ履歴

帳票 買掛残高一覧表 照会 仕入先マスタ履歴

帳票 仕入先元帳 照会 商品マスタ履歴

承認機能(オプション)

未払金管理・FB支払

FB引落・入金

<< クラウド版限定 >>

処理構成

－ ３

標準版の処理（画面）構成をご紹介します。詳細確認したい処理がございましたら、弊社までお問合せください。

区分： [入力] 伝票、データ入力系、 [更新] 一括データ更新系、 [発行] 伝票、請求書発行＆データ出力系、 [帳票] 帳票発行系、 [登録] マスタ更新、システム設定系、 [照会] 照会画面系



標準版のみの主な機能

－ ４

標準版は、一般的な卸売・小売業のような商品を仕入れて販売する業種に対応したパッケージシステムで、主な機能は「システム共通機能のご案内（全パッケージ共通）」資料でご紹介しています。

共通機能でご案内していない標準版特有の主な機能は以下となります。

生産管理
生産処理は生産入力画面で処理します。生産入力では構成品登録した完成品を生産処理できます。 生産処理することで、完成品の在庫増、構成品の在庫減となります。

構成品登録画面

生産入力画面

状況の選択内容に応じて以下のように在庫が切り替わります。

未着手・・・生産段階にも至らないもの。社内通達用。構成品の有効在庫が減少します。

完成品は完成予定日で有効在庫増になります。

生産中・・・生産着手して、完成前の段階のもの。開始日で構成品の実在庫が減少します。

完了 ・・・生産が終了した段階のもの。完成日で完成品の実在庫が増加します。

明細に仕入先を指定すると、更新後に同時発注画面

が開き、発注処理につながります。

生産入力

構成商品登録

売上入力

生産する完成品と、その部品の組み合わせや構成数を登

録します。

生産することで完成品の在庫が増え、構成品の在庫が減

されます。必要に応じて部品の発注、仕入も行います。

売上処理することで完成品の在庫が減されます。

生産処理の主な流れ

「システム共通機能のご案内（全パッケージ共通）」資料は左記のサイトでご確認いただけます。

https://www.astem.com/siryo/02_system_kino.pdf


伝票・請求書１

－ ５

標準版では、以下の帳票が標準で発行できます。 詳細はサンプル帳票集でご確認ください。

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。

注文書 / 見積依頼書

見積書 正 / 控

形式：A4縦/単式/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：見積データ

※サンプルは正のみ

出荷指示書 ・・・ 正のみ

形式：A4縦/単式/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：受注データ

形式：A4縦/単式/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：発注データ



伝票・請求書２

－ ６

取引先様向けに発行されるその

他の伝票類はサンプル帳票集で

ご確認ください

請求明細書 正 / 控

形式：A4横/単式/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：月締め請求データ

※サンプルは正のみ

納品書（単式）・・・ 納品書(正) / (控) / 請求書

形式：A4縦/単式/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：売上データ

納品書（３連式）・・・ 請求書 ＋ 納品書 ＋ 受領

形式：A4縦/３連式（上中下）/ﾚｰｻﾞｰ用

発行元：売上データ

納品書は単式か３連式を選択して

出力できます



オプション機能

－ ７

ご紹介しました標準機能以外に、以下のオプション機能が追加可能です。詳細は、各オプション機能の紹介サイトをご確認ください。

■ 未払金管理・ＦＢ支払オプション（全パッケージ共通）

■ ＦＢ引落・入金オプション（全パッケージ共通）

当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、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。

当オプション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）

■ 会計連動オプション（全パッケージ共通）

当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の書き出しが可能となります。

■ 定期売上オプション（標準版のみ）

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）

■ 承認機能オプション（標準版のみ）

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できます。

また、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ます。

■ ふくろう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）

当オプションをお申込みいただくと、ふくろうBtoBサイトがWebブラウザにて利用できるようになり、

システムご利用のお客様の取引先(得意先)様に専用発注サイトとしてご利用いただけます。

■ WebReportオプション（全パッケージ共通・クラウド対応版のみ）

当オプションをお申込みいただくと、電子証憑管理サイトがWebブラウザにて利用できるようになり、

電子帳簿形式でアップロードされた納品書や請求書などの証憑を管理できます。

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

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

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

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

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

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

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

https://www.astem.com/option/miharai/
https://www.astem.com/option/fb_nyukin/
https://www.astem.com/option/kaikei/
https://www.astem.com/option/teikiuri/
https://www.astem.com/option/syonin/
https://www.astem.com/option/btob/
https://www.astem.com/option/webreport/


明日のシステムを創造する　　　　 販売店　

https://www.astem.com

〒564-0028　大阪府吹田市昭和町7-14　草場ビル302号　　

　Fax 06-4860-3632 　　

※カタログに記載された内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。　　

※「ふくろう販売管理」はアステム株式会社の登録商標です。　　

※Copyright(c) ASTEM Co. , Ltd. （無断転載および複写を禁じます）　　

その他関連資料

－ ８

当資料では、「ふくろう販売管理システム 標準版」の特長となる機能を中心にご説明しています。

その他、各パッケージ共通である価格や動作環境、共通機能などに関しては、以下の資料でご確認いただけます。

■ システム概要資料（全パッケージ共通）

■ システム共通機能ご案内（全パッケージ共通）

ふくろう販売システムの価格や動作環境、会社案内などの全パッケージ共通資料です。

ふくろう販売システム全パッケージ共通となるフローや画面項目などの機能を中心にご説明した資料です。

https://www.astem.com/siryo/01_system_info.pdf

https://www.astem.com/siryo/02_system_kino.pdf

税務のことから税務と経理・財務・販売管理システムとの関わりまで、ＩＴ税理士がお伝えするブログです。

http://www.itzeirishi.com/

■ サンプル帳票集（標準版）

ふくろう販売管理システム 標準版のサンプル帳票集です

https://www.astem.com/siryo/hyojyun/09_hyojyun_sample.pdf

https://www.astem.com/
http://www.astem.com/
https://www.astem.com/siryo/01_system_info.pdf
https://www.astem.com/siryo/02_system_kino.pdf
http://www.itzeirishi.com/
https://www.astem.com/siryo/hyojyun/09_hyojyun_sample.pdf

