◇福岡コンピュータシステム 株式会社◇
フルカスタマイズ対応
本格派でありながら、カスタマイズが容易で柔軟なｼｽﾃﾑ 見
売
受
出
発
あらゆる業務の現場で大活躍しています
積
上
注
荷
注
システムに業務をあわせ、不自由はしていませんか？
支社店との接続を行いﾃﾞｰﾀの集中管理
様々な業務にあわせた処理手順が可能
見積管理

システム構成
発注管理

受注管理

仕入管理

商品管理

得意先
帳合先
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入

・軽減税率対応 （予定部分あり）
・セット、バラ管理可能
・客先指定帳票（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）対応

売上管理

仕入先
外注先

入
荷

□システム環境
・スタンドアロン構成 Windows10 （Professional推奨）
Windows7Pro以上検証済み（XPA）
・ピア・ツー・ピア構成 （2台構成）

Windows8Pro

・クライアント・サーバー構成 （2台以上～無制限）
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとの連動
MSSQLServer,Oracle,PSQLを選択可能

・複数倉庫対応（委託管理）可能

・支店間のリアルタイム接続
メタフレーム完全対応（動作検証済み）
WindowsServer2019 RDS
IP-VPN ｲﾝﾀｰﾈｯﾄVPN 対応
その他、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの接続 バッチ処理での連動など対応できますので、ご相談ください。

・データでのやり取り可能（ＥＣ）

リモートツールを利用し、テレワーク対応可能

・強力な分析処理（多彩な資料）

Web販売実績 API連携による 在庫管理可能

・様々な取引条件に対応

□伝票入力

□商品（製品）マスター※
商品CDは、数値型、文字型を選択可能
・伝票入力時、多彩なヘルプ機能
例）伝票日付（ｶﾚﾝﾀﾞ）

入れ替わりの多い商品は、商品名入力に
ﾁｪｯｸを入れることで、伝票入力時、変更
可能（商品ﾏｽﾀｰが、煩雑になること防ぐ）
JANコード管理（他業界コード対応）
分類管理（大分類、中分類の2階層）可能

・得意先と納品先が異なる場合に
も対応
・同一伝票内明細に出荷倉庫指
示対応
・在庫数もリアルに確認
・運送会社 自社ルート表も標準
・返品廃棄（在庫に戻らない）
F１ 履歴

ケース・バラ同一コードで管理可能
ロット（賞味期限管理可能）
・商品マスターと部材（原材料）と関連付けもカスタマイズ対応可能
□得意先マスター※
カナ登録された名称で、検索可能
（業務に未成熟な方でも簡単入力）
マーケティング分析機能
地区 業態管理可能
地区別売上集計資料
直販部門・卸部門・EC部門などの
部門別売上管理機能

取引データ
得意先ランク 与信限度額管理可能

を押すと
得意先特約（送料）

（マウスレス対応）

郵便番号辞書機能
消費税の端数処理
締パターン99種類に対応
その商品の単価履歴など画面を切り替えず確認可能

□入金・支払処理

過去履歴・内訳の基本データが表示されます
□MS Excelとの連動

□管理資料
１ 伝票入力
1 納品書
２ 見積情報
1 見積明細一覧 （見積日指定）
2 見積明細一覧 （得意先指定）
3 見積明細一覧 （商品指定）
4 見積明細一覧 （担当者指定）
３ 発注情報
1 発注日報
2 発注明細一覧 （発注日指定）
3 発注明細一覧 （仕入先指定）
4 発注明細一覧 （商品指定）
5 発注明細一覧 （担当者指定）
6 仕入先別入荷残一覧
7 商品別入荷残一覧
8 仕入先別納期一覧
9 商品別納期一覧 （発注）
10 納品予定一覧 （発注）
４ 仕入情報
1 仕入日報
2 仕入明細一覧 （入荷日指定）
3 仕入明細一覧 （仕入先指定）
4 仕入明細一覧 （商品指定）
5 仕入明細一覧 （担当者指定）
6 仕入先別仕入集計表
7 商品別仕入集計表
8 商品分類別仕入集計表
9 担当者別仕入集計表
10 仕入先別仕入順位表
11 商品別仕入順位表

５ 受注情報
７ 支払・買掛管理
1 受注日報
1 支払日報
2 受注明細一覧 （受注日指定）
2 支払伝票一覧
3 受注明細一覧 （得意先指定）
3 支払予定一覧
4 受注明細一覧 （商品指定）
4 支払一覧
5 受注明細一覧 （担当者指定）
5 支払明細一覧
6 得意先別売上残一覧
6 仕入先元帳
7 商品別売上残一覧
7 買掛残高一覧
8 得意先別納期一覧
８ 入金・売掛管理
9 商品別納期一覧 （受注）
1 入金日報
10 納品予定一覧 （受注）
2 入金伝票一覧
６ 売上情報
3 入金予定一覧
1 売上日報
4 請求一覧 （合計請求）
2 売上明細一覧 （売上日指定）
5 請求明細一覧
3 売上明細一覧 （得意先指定）
6 得意先元帳
4 売上明細一覧 （商品指定）
7 売掛残高一覧
5 売上明細一覧 （担当者指定）
１０ ファイル情報
6 得意先別売上集計表
1 部門プルーフリスト
7 商品別売上集計表
2 担当者プルーフリスト
8 商品分類別売上集計表
3 仕入先プルーフリスト
9 担当者別売上集計表
4 得意先プルーフリスト
10 得意先別売上順位表
5 商品プルーフリスト
11 商品別売上順位表
6 商品分類プルーフリスト
12 商品分類別売上順位表
7 単価プルーフリスト
13 担当者別売上順位表
8 倉庫プルーフリスト
14 得意先別売上推移表
9 単位プルーフリスト
15 商品別売上推移表
10 納入先プルーフリスト
16 得意先別売上推移表 （前年比） 11 プリンタプルーフリスト
17 商品別売上推移表 （前年比）

12 商品分類別仕入順位表
13
14
15
16
17

担当者別仕入順位表
仕入先別仕入推移表 （前年比）
商品別仕入推移表 （前年比）

その他指定伝票

その他管理資料

その他資料

仕入先別仕入推移表
商品別仕入推移表
受注データ（ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ含む）⇒ 製造計画（発注計画）⇒買掛（購買管理） 支払管理

帳表には、CSV出力機能を持ち、Excelへ展開可能（営業会議など利用）

ピッキングリスト ⇒売掛（売上管理） 入金管理
1度システム化されたデータは、管理終了まで、一元管理されデータの利便性向上及び、事務負担を軽減
致します 製造部・物流部・事務部・経理部の業務プロセスの効率化が実現できます

□導入事例
・商品製造販売

全国の支店 販売委託先（百貨店）とリアルタイムで売上在庫管理

・食品製造販売

資材・原材料・製品・商品の管理 （BMS EDI EOSデータ連動対応）（オプション）

・一般総合卸

メーカー（製造元）とオンライン接続し、在庫情報の共有 出荷部所へオンライン指示など

・建設資材販売

工事で使用する材料と、一般販売を一括管理（工事は、工事原価管理システム利用）

・小売業一般

得意先マスタ（顧客対応）に対応し、フロント業務は、POS連携にて、管理可能
その他、100社以上の導入実績・ソリューション実績がありますので、ご相談ください

財務管理連携パッケージソフト（オプション）
株式会社 ミロク情報サービス（MJSLINK NX-I）
(株)オービックビジネスコンサルタント（勘定奉行）

応研(株)（大蔵大臣） 弥生会計 など
その他
マジックソフトウェアジャパンなど

開発・販売元
福岡コンピュータシステム㈱
〒810-0022
福岡市中央区薬院３－１３－１５
TEL ０９２－５２２－６４５２
FAX ０９２－５２２－５９４６
E-mail info@with-fcs.co.jp
担当

機器の保守・ソフトウェアサポートもメニューを揃えています。

□※補足機能説明
業種によって選べる商品マスタ
商品製造販売管理商品マスタ構成例

食品製造販売業向け商品マスタ構成例
サイズ管理
画像管理
ネット価格管理

規格 原価計算 配合情報 賞味期限管理
原材料管理
ｱﾚﾙｹﾞﾝ情報登録可能
○ ○ﾌーズ 092-522-6452

画像を利用し、POPﾃﾞｰﾀ
一元管理可能

ラベル印刷データ管理
フロイント業務機能
小売業一般業向け便利機能
□インボイス対応

売上登録時
過去の購買履歴が参照
可能
どの店舗で、どの商品を
何個？いくらで？

仕入先マスターに、
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ を検索
し、登録番号を確認登録下さい

貴社請求書に印字されます
消費税調整を利用して、適格請求書発行事業者からの請求消費税に合わせて、処理します
顧客管理強化・小売業一般向け得意先マスタ構成例

POSデータと連携 現金での売上⇒売上データ
通常の得意先管理＋
顧客区分
顧客CD
CM発送方法
売上ポイント
生年月日
性別
勤務先情報
購入担当者情報
登録可能です

ｸﾚｼﾞｯﾄ売上⇒売掛金

売上

受発注FCS販売管理システムは、コアなシステムを強化することで、様々な業種お客様に対応可能
なシステムとなっています。
開発元
福岡コンピュータシステム㈱

