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【業務編】 

販売管理 12  
 販売管理（受注～請求）基本操作フロー 

 受注伝票 

 出荷納品伝票 

 売上請求伝票 

 （未作成）得意先からの返品処理 

 （未作成）返品処理に使用する伝票と伝票タイプ 

 販売管理操作フロー／シナリオ１：納品受注 

 販売管理操作フロー／シナリオ2：請求受注 

 販売管理操作フロー／シナリオ3：前払受注 

 販売管理操作フロー／シナリオ４：他のシステムからの受注データインポート 

Draft 
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販売管理 

 売上請求伝票には、「入金済み（Paid）」フラグがあり、債権が回収済みなのか
未回収の状態なのか確認する事ができる。 
 債権を全額回収し入金消込が完了している場合は、入金済みフラグはONに
なっている。 
 入金消込の情報は、「消込伝票明細(Allocation)」タブで確認する事ができる。 

販売管理(受注～請求）基本操作フロー 

_ □ × 受注伝票 

伝票タイプ 標準受注 

伝票番号 SOO-1000456 

注文日付 20XX/4/10 納品予定日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

明細 税額計算 

行番号 納品予定日付 倉庫 品目 数量 単価 税 行合計 

10 20XX/4/16 倉庫A 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 20XX/4/16 倉庫A 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

_ □ × 出荷納品伝票 

伝票タイプ 納品 

伝票番号 MMS-1000321 

移動日付 20XX/4/16 転記日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A 

明細 

行番号 受注伝票明細 保管場所 品目 数量 

10 SOO-1000456-10 倉庫A保管場所 品目A 10 

20 SOO-1000456-20 倉庫A保管場所 品目B 20 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 売上請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/30 転記日付 20XX/4/30 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

支払条件 月末締翌月末払 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

注文請書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/10 
伝票番号:SOO-1000456 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |   単価  |   合計 

10 |    品目A   |    10     |  1,000  | 10,000 

20 |    品目B   |    20      |  1,500 | 30,000 

小計 

消費税 

合計 

40,000 

2,000 

42,000 

受注伝票(Sales Order Document)作成 

納品書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/16 
伝票番号:MMS-10000321 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |     備考 

10 |    品目A   |    10      |   

20 |    品目B   |    20      |   

通信欄 備考 

出荷納品伝票(Shipment Document)作成 

売上請求伝票(AR Invoice Document)作成 

請求書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/30 
伝票番号:ARI-1000123 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |   単価  |   合計 

10 |    品目A   |    10     |  1,000  | 10,000 

20 |    品目B   |    20      |  1,500 | 30,000 

小計 

消費税 

合計 

40,000 

2,000 

42,000 

 受注伝票では受注状況、引当状況、出荷（納品）状況、得意先への請
求状況を把握する事ができる。在庫管理している品目の場合は受注伝
票の作成は必須である。受注伝票を完成させる事により、在庫の引き当
てが行われる。受注伝票は主に次の方法により作成する事ができる。 

 手入力（オペレーション処理） 

  →受注伝票ウィンドウで自ら受注伝票の情報を入力して作成する方法。 

 データインポート 

  →CSV形式などのデータをインポートして受注伝票を作成する方法。 

 見積から作成（オペレーション処理＆プロセス処理） 

  →見積のデータをもとに、1件ずつ伝票タイプを変更して作成する方法(オペレーション処理）と、条件
を指定して一括で受注伝票を作成する（プロセス処理）方法がある。 

 リクエスト 
   →顧客管理でリクエストの機能を使用している場合は、顧客からのリクエストをもとに受注伝票を作成

する事ができる。 

 出荷納品伝票の完成時に在庫が減少し、その分引当が解除される。 

 出荷納品伝票は、その完成までに在庫のピッキングや出荷の確認を
入出荷確認伝票に記録する事ができる。 
 出荷納品伝票は主に次の方法により作成する事ができる。 

 手入力（オペレーション処理） 

  →出荷納品伝票ウィンドウで自ら受注伝票を選択して作成する方法。オペレーションによる出荷納品
伝票の作成は分割納品など柔軟な納品処理が行える。 

 マニュアル処理 

  →出荷納品伝票作成（マニュアル）画面で、受注伝票を選択することで、出荷納品伝票を作成する方法。 
 マニュアル処理には「出荷納品伝票作成（マニュアル）」と「出荷納品伝票＆売上請求伝票作成（マニュアル）」の2つの画面があり、前者は、出荷納品伝票だけを作成するが、後者は出荷納品伝票の作成と同時に、売上請求伝票も作成する。 

 プロセス処理 

  →条件を指定して、受注伝票の情報をもとに一括して出荷納品伝票を作成する方法。 

_ □ × 入出荷確認伝票 

伝票番号 MCF-1000987 

入出荷伝票 MMS-1000321 確認タイプ 入出荷確認 

説明 

明細 

行番号 入出荷伝票明細 目標数量 確認済数量 

10 MMS-1000321-10 10 10 

20 MMS-1000321-20 20 20 

入出荷確認伝票の作成は任意。 

確認タイプにより確認した内容を区分して
記録する事ができる。 
【確認タイプの種類】 
・ピック/QA確認 
・入出荷確認 
・得意先確認 
・仕入先確認 
・直送確認 

出荷納品伝票作成（マニュアル） _ □ × 

倉庫 倉庫A 

 売上請求伝票は五伝票制の伝票会計の売上伝票に相当し、売上請求伝票を完成した時に売上と債権を認識し、消費税も確定す
る。在庫管理しないサービス品目などは、受注伝票や出荷納品伝票は作成せずに、売上請求伝票だけを作成する事もできる。 

 手入力（オペレーション処理） 

  →売上請求伝票ウィンドウで自ら売上請求情報を入力して作成する方法。 

 マニュアル処理 

  →売上請求伝票作成（マニュアル）画面で、受注伝票を選択することで、売上請求伝票を作成する方法。 

 プロセス処理 

  →条件を指定して、受注伝票の情報をもとに一括して売上請求伝票を作成する方法。 

 データインポート 

  →CSV形式などのデータをインポートして受注伝票を作成する方法。 

確認No 

欠陥品数量 

0 

0 

差異数量 

0 

0 

操
作
ス
テ
ッ
プ
3 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
2 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
1 

入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

-ステータス 

-ステータス 

出荷納品伝票作成（プロセス） _ □ × 

倉庫 

移動日付 

取引先 

納品予定日 

  入出荷確認伝票をチェックする。 

伝票ステータス更新 

  伝票を1つにまとめる。 

入出荷確認伝票 
（ Ship/Receipt Confirm  Document） 

取引先 伝票タイプ 
伝票ステータス 

更新 

組織 伝票番号 伝票タイプ 取引先 

組織A  SOO-1000456  標準受注 得意先A 

組織A  SOO-1000587  標準受注 得意先A 

注文日付 

20XX4/10 

20XX4/12 

明細行合計 

40,000 

120,000 

  

  

組織A SOO-1000692 標準受注 得意先A 20XX4/14 3,000   

出荷納品伝票&売上請求伝票作成（マニュアル） _ □ × 

倉庫 倉庫A 

  

取引先 伝票タイプ 

組織 伝票番号 伝票タイプ 取引先 

組織A  SOO-1000456  標準受注 得意先A 

組織A  SOO-1000587  標準受注 得意先A 

注文日付 

20XX4/10 

20XX4/12 

明細行合計 

40,000 

120,000 

  

  

組織A SOO-1000692 標準受注 得意先A 20XX4/14 3,000   

売上請求伝票作成（プロセス） _ □ × 

請求日付 

組織 

受注伝票 

取引先 

  伝票を1つにまとめる。 

伝票ステータス更新 

売上請求伝票作成（マニュアル） _ □ × 

組織 組織A 取引先 伝票タイプ 
伝票ステータス 

更新 

組織 伝票番号 伝票タイプ 取引先 

組織A  SOO-1000456  標準受注 得意先A 

組織A  SOO-1000587  標準受注 得意先A 

注文日付 

20XX4/10 

20XX4/12 

明細行合計 

40,000 

120,000 

  

  

組織A SOO-1000692 標準受注 得意先A 20XX4/14 3,000   

  

  

  

  

  入金済み 

受注番号 SOO-1000456 

ズーム 

【補足説明】 入金済みフラグについて 

消込伝票明細 

売上請求伝票は主に次の方法により作成する事ができる。 
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販売管理 

受注伝票 

受注伝票(Sales Order Document) 

受注伝票明細 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

- 取引先情報 

 完成にする 

受注伝票 

取引組織 

伝票タイプ* 受注 伝票番号 POO-1000456 

注文日付* 20XX/4/10 納品予定日* 20XX/4/16 

説明 

取引先* 得意先Ａ 取引先住所* 取引先担当者 

出荷ルール* 在庫がある分だけ出荷 優先度* 中 

配送方法* 自社配送 

-ステータス 

伝票ステータス* 草案 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

受注伝票* POO-1000456 

行番号* 10 

説明 

- 数量情報 

入力数量* 10 計量単位 個 

受注伝票 

 取引先情報のフィールドグループでは、主に受注先の取引先（得意先）の情報を入力する。取引

先を入力すると、取引先マスタに設定されている各フィールドの初期値が自動設定される。 

受注伝票明細 

 受注伝票は得意先からの受注を管理し、受注状況、引当状況、出荷（納品）状況、得意先への請求状況を把握する事ができる。受注伝票は見積伝票も兼ねており、
受注伝票か見積伝票かは伝票タイプにより決定される。受注伝票の完成時に在庫の引当が行われ、出荷納品伝票の作成には受注伝票を指定する必要があるので、
在庫管理している品目を販売する際には、受注伝票の作成は必須である。 

社内担当者* 担当者Ａ 

- 出荷納品情報 

倉庫* 倉庫Ａ   納品先選択 

納品先取引先 納品先住所 納品先担当者 

- 請求情報 

請求先取引先 請求先住所 請求先担当者 

支払方法* 後払い 支払条件* 月末締翌月末払 

請求ルール* 納品後請求 

プライスリスト* 販売(JPY/税抜) 通貨* JPY 

明細行合計* 40,000 総合計* 2,000 

取引組織 

取引先 取引先住所 

品目* 品目Ａ 
属性セット 
インスタンス 

リソースアサイン 

引当数量 0 出荷済数量 0 請求済数量 0 

受注数量 10 

- 金額情報 

入数単価* 1,000 単価 1,000 

税金情報 1-課税(5%) 割引率 0.0 

定価 1,000 

- 金額情報 

行合計* 10,000 

税額計算 

クライアント* 株式会社OpenBiz 

受注伝票番号* POO-1000456 

組織* 本社 

税金情報* 1-課税(5%) 

課税標準額* 40,000 税額* 2,000 

  税込価格 

税額計算 

Order 

Order Line 

Order Tax 

 出荷ルール(Delivery Rule) 

• 在庫がある分だけ出荷(A: Availability) 

• 強制出荷(F: Force) 

• 在庫が足りている受注明細だけ出荷(L: Complete Line) 

• オペレーション処理による出荷(M: Manual) 

• 受注明細の全ての在庫が足りている場合に出荷(O: Complete Order) 

• 入金の確認後に出荷(R: After Receipt) 

 請求ルール(Invoice Rule) 

• 納品後請求(D: After Delivery) 

• 即時請求(I: Immediate) 

• 納品後得意先スケジュール(S: Customer Schedule after Delivery) 

- 取引先情報 

- 出荷納品情報 

 出荷納品情報のフィールドグループでは、主に出荷と納品に関する情報を入力する。 

 倉庫(Warehouse) ⇒ 在庫を出荷する倉庫を選択する。 

 納品先選択(Drop Shipment) ⇒ 受注先の取引先と納品先の取引先が異なる場合にONにする。

ONにすると、納品先取引先、納品先取引先、納品担当者のフィールドが表示されるので、納

品先の情報を入力する。 

- 請求情報 

 請求情報のフィールドグループでは、主に請求に関わる情報を入力する。受注先と請求先が異

なる場合は、請求先取引先、請求先住所、請求先担当者のフィールドを変更する。 

 プライスリスト(Price List) ⇒ プライスリストにより、受注できる品目と通貨が決定される。そして

伝票明細ではプライスリストに設定されている標準価格をもとに割引等を加味し初期値としの

金額が提案される。外貨建てのプライスリストを選択した場合、通貨レートタイプ(Currency 

Type)フィールドが表示され、通貨レートを選択する事ができる。 

 標準機能には受注伝票で料金タイプを使用する事ができるが、運用上受注伝票で料金タイプを使用する事
は推奨しない。理由は次の通り。 

・販売管理では料金タイプを使用しなくても、経費タイプやサービス、もしくはリソースタイプの品目マスタで代用
できる。 
・料金タイプと品目マスタの両方を運用で使用すると運用ルールの切り分けや、操作が煩雑になる。 
・料金タイプの情報は、仕訳データには引き継がれないため、情報分析をする際に好ましくない。 

【補足説明】 受注伝票での料金タイプの使用について 

- 数量情報 

 入力数量(Quantity) ⇒ 計量単位に合った数量を入力する。 

 計量単位(Unit of Measure) ⇒数量換算設定がされている場合は、計量単位により入力数量

フィールドに入力すべき値が異なるので注意する事。 

 受注数量(Ordered Quantity) ⇒ 品目マスタに設定されている計量単位での受注数量。 

 引当数量(Reserved Quantity) ⇒ 現在在庫が引当されている数量。 

 出荷済数量(Delivered Quantity) ⇒ 受注数量のうち出荷（納品）が完了している数量。 

 請求済数量(Quantity Invoiced) ⇒ 受注数量のうち請求が完了している数量。 

- 金額情報 

 参照専用のタブになっており、編集する事はできない。消費税等は自動で計算される。税額計

算タブのデータは、税金情報マスタ単位で作成される。 

 入数単価(Price) ⇒ 「入力数量」に対応する単価。 

 単価(Unit Price) ⇒品目マスタに設定されている在庫管理単位での単価。 

 定価 (List Price) ⇒ プライスリストに設定されている定価が初期値として設定される。レポート

用の参照情報に使用する。 

 税情報(Tax) ⇒ 消費税を選択する。品目マスタに設定されている税カテゴリに属し、有効日付

が注文日付より過去で直近の税情報マスタが自動的に初期値として設定される。 

 割引率(Discount %) ⇒ 単価と定価をもとに割引率を自動計算する。また割引率を入力する事

により、定価をもとに単価を計算する事もできる。 

※受注伝票は、伝票タイプにより（正確には伝票タイプに設定されているサブ伝票タイプにより）、入力フィールドが

異なり、伝票完成後の業務フローも異なる。 

 受注伝票タブでは、主に「伝票タイプ」、「納品予定日」、受注先の「取引先」、品目を出荷する予

定の「倉庫」を入力する。 

 受注伝票明細タブでは、受注した品目と数量、金額の情報を入力する。 

 受注伝票と発注伝票以外の伝票では伝票ステータスを「クローズ」にする事により、伝票ステータスを確定さ
せ、変更する事ができないようになるが、受注伝票と発注伝票については、クローズ処理の意味合いが他の伝
票と少し異なる。 
 例えば、受注伝票を完成してから、出荷(納品)が完了する前に、受注伝票をクローズにすると、未出荷の分
は「機会損失数量(Lost Sales Qty)」として認識される。 

 また、発注伝票と受注伝票以外の伝票はクローズにしても、次の業務処理が行えるようになっているが、発
注伝票と受注伝票については、クローズにすると次の業務処理に移る事ができない。具体的には受注伝票の
場合はクローズすると出荷納品処理が行えない。 

【補足説明】 受注伝票のクローズについて 

 販売管理では、Drop  Shipmentのフィールドを、受注先と納品先が異なる場合の納品先の情報

入力フィールドとして使用している。これは通常、直送かどうかは伝票ヘッダ情報で決まる事では
なく、品目毎に決まる事が多いため、伝票ヘッダに直送情報を入力しても意味がない事が多いの
で、受注先と納品先が異なる場合の納品先の情報を入力するフィールドとして活用している。 

【補足説明】 Drop Shipment(直送)のフィールドについて 



NRIオープンソリューションセンター Copyright© Nomura Research Institution, Ltd. All rights reserved. 

販売管理 

出荷納品伝票 

 出荷納品伝票を起票するためには、あらかじめ受注伝票が完成されている必要がある。出荷納品伝票の完成時に在庫が減少し、その分引当が解除される。 出荷
納品伝票は、その完成までに在庫のピッキングや出荷の確認を「入出荷確認伝票」に記録する事ができる。 
 出荷納品伝票は倉庫単位で作成される。 

出荷納品伝票(Material Shipment Document) 

出荷納品伝票明細 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

- 取引先情報 

 完成にする 

出荷納品伝票 

取引組織 

伝票タイプ* 納品 伝票番号 MMS-1000321 

受注伝票 POO-1000456 注文日付 20XX/4/10 

説明 

取引先* 得意先Ａ 取引先住所* 取引先担当者 

出荷ルール* 在庫がある分だけ出荷 

優先度* 中 

配送方法* 自社配送 

-ステータス 

伝票ステータス* 草案 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

出荷伝票* POO-1000456 

行番号* 10 

説明 

- 数量情報 

入力数量* 10 計量単位 個 

社内担当者 担当者Ａ 

- 出荷情報 

倉庫* 倉庫Ａ 

  納品先選択 

納品先取引先 納品先住所 納品先担当者 

取引組織 

受注伝票明細 POO-1000456_10 取引先住所 

保管場所* 倉庫Ａ保管場所 品目 品目Ａ 
属性セット 
インスタンス 

移動数量* 0 

移動日付* 20XX/4/16 転記日付* 20XX/4/16 

出庫日 中 

- 納品情報 

ピック/QA数量 0 目標数量 0 

確認済(正常品)数量 0 欠陥品数量 0 

出荷納品伝票 Shipment 

出荷納品伝票明細 Shipment Line 

入出荷確認伝票(Ship/Receipt Confirm Document) 

入出荷確認伝票明細 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

-ステータス 

入出荷確認伝票 

伝票番号 MCF- 確認No 

入出荷伝票 MMR- 

 完成にする 伝票ステータス* 草案 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

入出荷確認伝票 MIU-1000003 

説明 

目標数量 確認済(正常品)数量 

差異数量 欠陥品数量 

確認No 

説明 

確認タイプ 

ズーム 

 出荷納品伝票タブでは、主に「伝票タイプ」、「受注伝票」、「移動日付(Movement Date)」、 「転記

日付(Account Date )」、受注先の「取引先」、品目を出荷する「倉庫」を入力する。 

 移動日付は在庫が増減した日として在庫管理台帳に記帳される。転記日付が自動仕訳の記帳

日として総勘定元帳に記帳される。通常、移動日付と転記日付は同じ日となる。 

 出荷納品伝票明細タブでは、主に、「受注伝票明細」、「保管場所」、「品目」、「入力数量」を入力

する。 

 出荷納品伝票は次の方法により作成する事ができる。 

 手入力（オペレーション処理） 

  →出荷納品伝票ウィンドウで自ら受注伝票を選択して作成する方法。オペレーションによる出荷納品
伝票の作成は分割納品など柔軟な納品処理が行える。 

 マニュアル処理 

  →出荷納品伝票作成（マニュアル）画面で、受注伝票を選択することで、出荷納品伝票を作成する方法。 
 マニュアル処理には「出荷納品伝票作成（マニュアル）」と「出荷納品伝票＆売上請求伝票作成（マニュアル）」の2つの画面

があり、前者は、出荷納品伝票だけを作成するが、後者は出荷納品伝票の作成と同時に、売上請求伝票も作成する。 

 プロセス処理 

  →条件を指定して、受注伝票の情報をもとに一括して出荷納品伝票を作成する方法。 

【カスタマイズポイント】 納品書への金額情報表示 

 標準機能では出荷納品伝票には金額情報は保持していない。これは、出荷納品伝票は品
目の数量管理を目的としている伝票であり、出荷納品伝票を作成する倉庫担当者の業務上
も特に金額情報を必要としないためだと思われる。 

 しかしながら出荷する品目と一緒に同封する納品書には、金額情報も必要とされる事も多
い。そのような場合で出荷納品伝票の情報から納品書を印刷する際には、出荷納品伝票に
あらかじめ金額情報も保持するようにカスタマイズを行う事が多い。 

 受注伝票完成時に同時作成 

  →受注伝票の伝票タイプに「納品受注」、「請求受注」、「POS受注」等を選択すると、受注伝票の伝票ステータスを完成にす
る際に、出荷納品伝票も自動で作成する事ができる。 

 入出荷確認伝票を使用する事により、出荷から納品までの色々な確認作業を記録しておく事ができる。入出荷確

認伝票は「確認タイプ（Confirmation Type）」により、確認作業を区分管理する。標準機能で用意されている確認タイ

プは次の通り。 

【確認タイプの種類】 

・ピック/QA確認(PC:Pick/QA Confirm) 
・入出荷確認(SC:Ship/Receipt Confirm) 
・得意先確認(XC:Customer Confirmation) 
・仕入先確認(XV:Vendor Confirmation) 
・直送確認(DS:Drop Ship Confirm) 

 
 確認タイプが「ピック/QA確認」と「入出荷確認」の入出荷確認伝票は、出荷納品伝票の伝票タイプの設定により自

動作成する事ができる。入出荷確認伝票を作成した出荷納品伝票は、入出荷確認伝票の伝票ステータスを完成に

するまでは、出荷納品伝票の伝票ステータスも完成にする事ができない。 
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販売管理 

売上請求伝票 

  売上請求伝票は五伝票制の伝票会計の売上伝票に相当し、売上請求伝票を完成した時に売上と債権を認識し、消費税も確定する。在庫管理しないサービス品目などは、
受注伝票や出荷納品伝票は作成せずに、売上請求伝票だけを作成する事もできる。売上請求伝票は債権管理に使用され、債権を回収した際には、入金済みフラグがONに
なる。 

売上請求伝票(AR Invoice Document) 

売上請求伝票明細 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

- 取引先情報 

売上請求伝票 

取引組織 

伝票タイプ* 売上請求 伝票番号 ARI-1000123 

受注伝票 POO-1000456 注文日付 20XX/4/10 

説明 

取引先* 得意先Ａ 取引先住所* 取引先担当者 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* 本社 

請求伝票* ARI-1000123 

行番号* 10 

説明 

- 数量情報 

入力数量* 10 計量単位 個 

社内担当者 担当者Ａ 

取引組織 

入荷伝票明細 MMS-1000321_10 

品目 品目Ａ 
属性セット 
インスタンス 

リソースアサイン 

請求済数量* 0 

請求日付* 20XX/4/30 転記日付* 20XX/4/30 

- 請求情報 

 完成にする 

-ステータス 

伝票ステータス* 草案 

支払方法* 後払い 支払条件* 月末締翌月末払 

プライスリスト* 通貨* JPY 

明細行合計* 40,000 総合計* 2,000 

入金済み 回収ステータス 

料金タイプ 

- 金額情報 

入力単価* 1,000 単価 1,000 

税金情報 1-課税(5%) 割引率 0.0 

定価 1,000 

- ステータス 

行合計* 10,000 説明のみ 

税額計算 

クライアント* 株式会社OpenBiz 

売上請求伝票* ARI-1000123 

組織* 本社 

税金情報* 1-課税(5%) 

課税標準額* 40,000 税額* 2,000 

  税込価格 

 売上請求伝票は次の方法により作成する事ができる。 

 手入力（オペレーション処理） 

  →売上請求伝票ウィンドウで自ら売上請求情報を入力して作成する方法。 

 プロセス処理 

  →条件を指定して、受注伝票の情報をもとに一括して売上請求伝票を作成する方法。 

 データインポート 

  →CSV形式などのデータをインポートして受注伝票を作成する方法。 

 受注伝票完成時に同時作成 

  →受注伝票の伝票タイプに「請求受注」、「POS受注」等を選択すると、受注伝票の伝票ステータスを完成にする際に、売上
請求伝票も自動で作成する事ができる。 

売上請求伝票 Customer Invoice 

売上請求伝票明細 Customer Invoice Line 

 出荷納品伝票タブでは、主に「伝票タイプ」、「請求日付(Date Invoiced)」、 「転記日付(Account 

Date )」、「取引先」、「プライスリスト」を入力する。 

 売上請求伝票明細タブでは、主に「品目」、「入力数量」、「入力単価」を入力する。「品目」の代わ

りに「料金タイプ」を入力する事もできる。「品目」と「料金タイプ(Charge)」はどちらか一方しか入力

する事ができない。 

税額計算 Customer Invoice Tax 

【注意】 料金タイプと自動仕訳 

 品目の代わりに料金タイプを使用する際には、料金タイプの情報は自動仕訳には引き継が
れない事に注意する事。 

 入金済み(Paid) 

このフラグがONの場合、その売上請求伝票の債権は回収済みの状態を意味する。OFFの場合

は未回収の状態を意味する。 

消込伝票明細 

売上仕入請求伝票 

入金支払伝票 現金出納帳明細 

金額 0 

-消込情報 

-消込金額 

割引金額 0 貸倒損失 0 

過不足金 0 

クライアント 株式会社OpenBiz 

消込伝票 

組織 本社 

消込伝票明細 Allocation 

 売上請求伝票が消込処理されている場合に、その消込情報が表示される。 

 参照専用のタブになっており、編集する事はできない。消費税等は自動で計算される。税額計

算タブのデータは、税金情報マスタ単位で作成される。 
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販売管理 

販売管理(受注～請求）操作フロー／シナリオ１：納品受注 

 OpenBiz社は小規模な卸売業を営んでおり、注文を受けたらすぐに出荷処理している。請求書は、月末締めで得意先に送付している。 

シナリオ1 受注と同時に出荷処理を行い、月末締めでまとめて請求するケース。 

_ □ × 受注伝票 

伝票タイプ 納品受注 

伝票番号 SOO-1000456 

注文日付 20XX/4/16 納品予定日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

明細 税額計算 

行番号 納品予定日付 倉庫 品目 数量 単価 税 行合計 

10 20XX/4/16 倉庫A 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 20XX/4/16 倉庫A 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

受注伝票(Sales Order Document)作成 

 受注伝票の「伝票タイプ（Document Type）」に「納品受注（Warehouse  
Order）」を選択すると、受注伝票完成と同時に、「出荷納品伝票
（Material Shipment Document）」も完成の状態で作成される。 

-ステータス 

_ □ × 出荷納品伝票 

伝票タイプ 納品受注納品 

伝票番号 MMS-1000321 

移動日付 20XX/4/16 転記日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A 

明細 

行番号 受注伝票明細 保管場所 品目 数量 

10 SOO-1000456-10 倉庫A保管場所 品目A 10 

20 SOO-1000456-20 倉庫A保管場所 品目B 20 

納品書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/16 
伝票番号:MMS-10000321 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |     備考 

10 |    品目A   |    10      |   

20 |    品目B   |    20      |   

通信欄 備考 

操
作
ス
テ
ッ
プ
2 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
1 

売上請求伝票(AR Invoice Document)作成 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 売上請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/30 転記日付 20XX/4/30 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

支払条件 月末締翌月末払 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

請求書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/30 
伝票番号:ARI-1000123 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |   単価  |   合計 

10 |    品目A   |    10     |  1,000  | 10,000 

20 |    品目B   |    20      |  1,500 | 30,000 

小計 

消費税 

合計 

40,000 

2,000 

42,000 
入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

-ステータス 

  入金済み 

受注伝票 SOO-1000456 

売上請求伝票作成（プロセス） _ □ × 

20XX/4/30 請求日付 

組織 

受注伝票 

得意先A 取引先 

  伝票を1つにまとめる。 

完成 伝票ステータス更新 

  

（１）受注伝票を伝票タイプ「納品受注」を使用して、
完成させる。 

（２）受注伝票を伝票タイプ「納品受注」
を使用して、完成させると、出荷納品伝
票も完成の状態で作成されるので、
「ズーム        」ボタンをクリックし、作成し
た出荷納品伝票へ移動する。 

（３）「印刷         」ボタンを押し納品書を出力したら、商
品に同封して得意先に出荷（納品）する。 

（４）売上請求伝票作成（プロセス）を使用して、 

月末締めで売上請求伝票を作成し、請求書を
発行する。 

（５）売上請求伝票作成（プロセス）で作成した売上請
求伝票の「印刷   」ボタンを押し、請求書を出力し
たら、得意先に送付する。 

 月末締めで請求書を発行するため、売上請求伝票の作成方法に、「売上請求伝票作成（プロセス）（Generate Invoices）」を
使用する。 売上請求伝票を作成した後は、請求書を印刷し、得意先に送付する。 

[ 請求日付(Date Invoiced) ]  

⇒売上請求伝票の請求日付と転記日付して使用される。指定しない場
合はログイン日付になる。 
 
[ 組織(Organization) ] ＊必須 
⇒請求対象となる受注伝票の組織を選択する。 
 
[ 受注伝票(Order) ] 

⇒請求対象となる受注伝票を直接指定したい場合に、その受注伝票を
選択入力する。 
 
[ 取引先(Business Partner) ] 

⇒請求対象となる受注伝票を取引先を指定して絞り込みたい場合に、
その取引先を選択入力する。 
 
[ 伝票ステータス更新(Action) ] ＊必須 

⇒売上請求伝票を作成する際の、伝票ステータスの更新処理を選択す
る。「完成(Complete」以外を選択した場合は、作成される売上請求伝票
の伝票ステータスは「準備（Prepare）」になる。 
 
[ 伝票を1つにまとめる(Consolidate to one Document) ] 
⇒請求対象となる受注伝票が複数ある場合に、1枚の売上請求伝票に
まとめるか、受注伝票単位で売上請求伝票を作成するか制御する。 

請求先が同じ取引先であっても請求先住所が異なる場合は、別々の売
上請求伝票が作成される。 

売上請求伝票作成（プロセス） (Generate Invoices) 
パラメータ説明 

 売上請求伝票には、「入金済み（Paid）」フラグがあり、債権が回収済みなのか
未回収の状態なのか確認する事ができる。 
 債権を全額回収し入金消込が完了している場合は、支払済みフラグはONに
なっている。 
 入金消込の情報は、「消込伝票明細(Allocation)」タブで確認する事ができる。 

【補足説明】 入金済みフラグについて 

消込伝票明細 

受注伝票 SOO-1000456 
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販売管理 

販売管理(受注～請求）操作フロー／シナリオ2：請求受注 

 OpenBiz社は小規模な卸売業を営んでおり、注文を受けたらすぐに出荷処理し、請求書も一緒に送付している（都度請求）。 

シナリオ2 受注と同時に出荷と請求処理も行うケース。 

_ □ × 受注伝票 

伝票タイプ 請求受注 

伝票番号 SOO-1000456 

注文日付 20XX/4/16 納品予定日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

明細 税額計算 

行番号 納品予定日付 倉庫 品目 数量 単価 税 行合計 

10 20XX/4/16 倉庫A 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 20XX/4/16 倉庫A 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

受注伝票(Sales Order Document)作成 

 受注伝票の「伝票タイプ（Document Type）」に「請求受注（Credit  
Order）」を選択すると、受注伝票完成と同時に、「出荷納品伝票
（Material Shipment Document）」と「売上請求伝票(AR Invoice 
Document)]も完成の状態で作成される。 

-ステータス 

_ □ × 出荷納品伝票 

伝票タイプ 請求受注納品 

伝票番号 MMS-1000321 

移動日付 20XX/4/16 転記日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A 

明細 

行番号 受注伝票明細 保管場所 品目 数量 

10 SOO-1000456-10 倉庫A保管場所 品目A 10 

20 SOO-1000456-20 倉庫A保管場所 品目B 20 

納品書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/16 
伝票番号:MMS-10000321 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |     備考 

10 |    品目A   |    10      |   

20 |    品目B   |    20      |   

通信欄 備考 

操
作
ス
テ
ッ
プ
１ 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 請求受注請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/30 転記日付 20XX/4/30 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

支払条件 月末締翌月末払 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

請求書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/30 
伝票番号:ARI-1000123 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |   単価  |   合計 

10 |    品目A   |    10     |  1,000  | 10,000 

20 |    品目B   |    20      |  1,500 | 30,000 

小計 

消費税 

合計 

40,000 

2,000 

42,000 
入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

-ステータス 

  入金済み 

受注伝票 SOO-1000456 

（１）受注伝票を伝票タイプ「請求受注」を使用して、
完成させる。 

（２）受注伝票を伝票タイプ「請求受注」
を使用して完成させると、出荷納品伝
票と売上請求伝票も完成の状態で作
成されるので、「ズーム        」ボタンをク

リックし、作成した出荷納品伝票へ移動
する。 

（３）「印刷        」ボタンを押し、納品書を出力する。 

（５）売上請求伝票の「印刷         」ボタンを押し、請求

書を出力したら、注文を受けた商品と納品書と一緒
に得意先に送付する。 

（４）「ズーム        」ボタンをクリックし

て、作成した売上請求伝票へ移動
する。 

 売上請求伝票には、「入金済み（Paid）」フラグがあり、債権が回収済みなのか
未回収の状態なのか確認する事ができる。 
 債権を全額回収し入金消込が完了している場合は、支払済みフラグはONに
なっている。 
 入金消込の情報は、「消込伝票明細(Allocation)」タブで確認する事ができる。 

【補足説明】 入金済みフラグについて 

受注伝票 SOO-1000456 

消込伝票明細 
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販売管理 

操
作
ス
テ
ッ
プ
3 

販売管理(受注／請求～入金）操作フロー／シナリオ3：前払受注 

 OpenBiz社は小規模な卸売業を営んでおり、電話もしくはFAXで注文を受け、得意先に請求書を発送し、入金があったのを確認して商品を発送している。 
 20XX/4/16に注文を受けた品目Aと品目Bの金額42,000円の入金が20XX4/21にあったのを確認し、その日の内に出荷（納品）した。 

シナリオ3 受注を受け、得意先からの入金を確認した後で商品を発送するケース。 

_ □ × 受注伝票 

伝票タイプ 納品受注 

伝票番号 SOO-1000456 

注文日付 20XX/4/16 納品予定日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

明細 税額計算 

行番号 納品予定日付 倉庫 品目 数量 単価 税 行合計 

10 20XX/4/16 倉庫A 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 20XX/4/16 倉庫A 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

受注伝票(Sales Order Document)作成 

 受注伝票の「伝票タイプ（Document Type）」に「前払受注（Prepay  Order）」を選択すると、受注伝票を完成しても入金があるまで出荷
処理が行えない。入金処理が行われると、自動で出荷納品伝票と売上請求伝票が作成される。 

-ステータス 

請求書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/16 
伝票番号:SOO-1000456 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |   単価  |   合計 

10 |    品目A   |    10     |  1,000  | 10,000 

20 |    品目B   |    20      |  1,500 | 30,000 

小計 

消費税 

合計 

40,000 

2,000 

42,000 

（１）受注伝票を伝票タイプ「前払受注」を
使用して、完成させる。 

（２）「印刷         」ボタンを押し受注伝票のデータをもと
に請求書を出力し、得意先に送付する。 

入金伝票 _ □ × 

伝票タイプ 入金 

伝票番号 ARR-1000033 

取引日付 20XX/4/21 転記定日付 20XX/4/21 

取引先 得意先A 請求伝票 

入金金額 42,000 通貨 JPY 

割引金額 0 貸倒損失 0 

アカウント ○銀行‐△支店-普1234567 

-金額 

過不足金 0 過不足金あり 

-ステータス 

提出タイプ 

  消込済み   出納帳記帳済み 

 iDempiereでは入金伝票と出納帳明細は1:1の関係になるように設計されて
おり、入金伝票と出納帳明細が結びつくと、「出納帳記帳済み（Reconciled ）」
フラグがONになる。 
  

受注伝票 SOO-1000456    前払い 

入金伝票(Income Payment Document)作成 
_ □ × 出荷納品伝票 

伝票タイプ 請求受注納品 

伝票番号 MMS-1000321 

移動日付 20XX/4/21 転記日付 20XX/4/21 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A 

明細 

行番号 受注伝票明細 保管場所 品目 数量 

10 SOO-1000456-10 倉庫A保管場所 品目A 10 

20 SOO-1000456-20 倉庫A保管場所 品目B 20 

備考 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 請求受注請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/21 転記日付 20XX/4/21 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

支払条件 月末締翌月末払 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

-ステータス 

  入金済み 

受注伝票 SOO-1000456 

手数料明細 出納帳明細 

_ □ × 

行番号 10 

報告明細行日付 20XX/4/21 転記日付 20XX/4/21 

記帳金額 42,000 入金支払伝票 ARR-1000033 

取引金額 42,000 

アカウント ○銀行‐△支店-普1234567 

名称 

報告日付 20XX/4/21 

記帳前残高 100,000 

記帳残高 42,000 

記帳後残高 142,000 

有効日付 20XX/4/21 

料金タイプ処理金額 0 

利息金額 0 

通貨 JPY 

出納帳(Account Book)記帳 

出納帳明細には、入金はプラス（＋）の金額、出金はマイナス（－）の金額を入力する。 
記帳金額 ＝ 取引金額 +  料金タイプ処理金額 + 利息金額 が成り立つ。 
記帳金額(Statement Amount)・・・通帳記帳されている金額。入金はプラス（＋）、出金はマイナス(－)で入力。 
取引金額(Transaction Amount)・・・請求した金額のうち、入金処理する金額をプラス（＋）で入力。 

              請求された金額のうち支払処理する金額をマイナス(－)で入力。 
料金タイプ処理金額(Charge amount)・・・振込み手数料など支払った金額をマイナス(－)で入力。 
利息金額(Interest Amount)・・・受取利息はプラス（＋）入力。支払利息はマイナス(－)入力。 

出納帳 

 明細行を作成 

× 既存伝票をもとに明細行を作成 

アカウント 

  

伝票番号 

伝票タイプ 認証コード 

提出タイプ 支払金額 

取引先 得意先A 取引日付 

通貨 日付 金額 

JPY 20XX/4/21 42,000 

選択 

□ 

入金支払 

APP-1000033 

（５）入金伝票をもとに出納帳へ記帳入力する。 

 「既存伝票をもとに明細行作成」ボタンを押して、入金伝票を選択する
事で出納帳明細を簡単に作成する事ができる。 

納品書 

得意先A 御中 発行日：20XX/4/21 
伝票番号:MMS-10000321 

株式会社OpenBiz 
〒123-456 東京都港区 
赤坂△丁目-○□× 

行 |    品目     |    数量  |     備考 

10 |    品目A   |    10      |   

20 |    品目B   |    20      |   

通信欄 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
2 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
1 

 （３）受注伝票フィールドに入金があった受注伝票を選択し、完成にする。
そうすると、出荷納品伝票と売上請求伝票が自動で作成される。 
  ※前払い(IsPrepayment)フラグは、受注伝票を選択すると自動でONになる。 

（４）「納品書」を印刷して、商品同封
し、配送する。 

受注伝票 SOO-1000456 

消込伝票明細 

 売上請求伝票には、「入金済み
（Paid）」フラグがあり、債権が回収済

みなのか未回収の状態なのか確認
する事ができる。 

 債権を全額回収し入金消込が完了
している場合は、支払済みフラグは
ONになっている。 

 入金消込の情報は、「消込伝票明
細(Allocation)」タブで確認する事がで
きる。 

 入金済みフラグについて 

【補足説明】 出納帳明細の金額フィールド 

 【補足説明】  入金伝票と出納帳の関係 
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販売管理 

販売管理(受注）操作フロー／シナリオ４：他のシステムからの受注データインポート 

 データタイプに「日付」を選択すると、日
付のデータ書式を指定する必要がある。
データ書式の指定はJavaのルールにそっ
て行う必要がある 
（例) 
20XX/4/1 ⇒ yyyy/MM/dd 

 日付のフォーマット指定 

 OpenBiz社は複数のECサイトを作成し、Ｂ to Ｃ の通信販売を行っている。 OpenBiz社では毎朝、ECサイトから注文データをCSV形式で出力し、iDempiereにインポートし受注伝票を作成している。 

シナリオ４ 他のシステムから受注データをインポートし受注伝票を作成する。 

事
前
準
備 

データインポートフォーマットの作成 

注文データをインポートテーブルへ 
アップロードする 

インポートテーブルから 
実際のテーブルへインポート 

操
作
ス
テ
ッ
プ
3 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
2 

操
作
ス
テ
ッ
プ 
1 

受注伝票確認 

インポートフォーマット _ □ × 

名称 受注伝票インポートフォーマット 

説明 

テーブル I_Order 

フォーマットの種類 CSV 

  アクティブ 

フィールドフォーマット 

シーケンス 10 

データタイプ 日付 データ書式 yyyy/MM/dd 

カラム DateOrdered 

説明 

開始番号 1 

コールアウト 

小数点 100で割る 

定数値 

データインポート処理 _ □ × 

文字コード指定 
インポート 
フォーマット 

受注データ
インポート 

  

インポートするファイルを選択 ＜ ＞ 

_ □ × 受注伝票 

伝票タイプ 納品受注 

伝票番号 SOO-1000456 

注文日付 20XX/4/16 納品予定日付 20XX/4/16 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

倉庫 倉庫A プライスリスト 販売用(税別/JPY) 

明細 税額計算 

行番号 納品予定日付 倉庫 品目 数量 単価 税 行合計 

10 20XX/4/16 倉庫A 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 20XX/4/16 倉庫A 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

-ステータス 

受発注データインポート _ □ × 

インポートエラー
メッセージ 

× 受発注データインポート 

  

クライアント ㈱OpenBiz 

組織 

伝票ステータス更新 完了 

  古いレコードを削除 

受発注伝票 受発注伝票明細 

クライアント 組織 

伝票タイプ名称 伝票タイプ 

伝票番号 

説明 

・・・・・・ 

 他のシステムからのiDempiereにデータをインターフェースする場合、
iDempiereでは、インポートするデータのフォーマットに合わせて、データ
を取り込むことができるようになっている。 

 そのため、データを取り込む前の事前準備として、インポートするデー
タのフォーマットに合わせた、「インポートフォーマット（Import Loader 
Format）」を用意しておく必要がある。 
作成できるフォーマットの種類は次の通りである。 
・カンマ区切り(CSV) 
・タブ区切り 
・固定長 
・区切り文字を指定 

 「データインポート処理(Import File Loader)」メニューより、インポートに

使用するフォーマットを選択し、「インポートするファイルを選択」ボタン
からインポートするファイルを選択し、インポート処理を実行する。 

 「データインポート処理」で、インポートされたデータは、「インポート
テーブル」と呼ばれる業務的なデータチェックを行うためのテーブルに
格納される。 

 「データインポート処理」で、インポートされたデータは、実際のテーブ
ルに登録する前に「インポートテーブル」と呼ばれる中間テーブルに保
存される。 

 インポートテーブルは、インポートするデータの種類の毎にある。イン
ポートテーブルでは、 「データインポート」プロセスを実行し、実際の
テーブルへインポートする。その際に、業務的なデータの整合性チェッ
クが行われる。整合性のチェックでエラーがある場合は、その原因が
「インポートエラーメッセージ(Import Error Message)」フィールドに表示さ
れ、そのデータはインポートされない。 

【重要ポイント 】 データチェック 

 データインポート処理では、データの型をチェックするだけで、業務
的なデータの整合性のチェックは行わない。データの型に問題が無
ければ、インポートテーブルに全て登録される。 

 インポートテーブルには、業務的なデータの整合性を行ってから実
際のテーブルにデータを登録する役割があり、必要に応じてチェック
ロジック等をカスタマイズする事もできる。 

インポート済み 

 インポートテーブルで、 「データインポート」プロセスを実行し、問題
が無ければ実際のテーブルに登録される。 
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会計管理 

ossc@nri.co.jp http://openstandia.jp/ 

お問い合わせは、NRIオープンソースソリューションセンターへ 


