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1 はじめに 
本ドキュメントは、販売管理システムのインストール手順と初期起動の方法について記述しています。 

 

【用語】 

intra-mart BaseModule 

以下、BM と略します。（intra-mart Web Platformも同様） 

また以降の記述にて登場するベースモジュールの各種インストールフォルダを下記のように定義します。 

    ・Web Server Connectorのインストールフォルダ ⇒ "WSC" 

    ・Application Runtimeのインストールフォルダ  ⇒ "APR" 

    ・Storage Serviceのインストールフォルダ      ⇒ "STS" 

     * StandAlone環境の場合は全て同じフォルダとなります。 

 

2 前提条件 
販売管理システムをインストールするためには、以下の前提条件があります。 

 BM のインストールフォルダ¥conf 配下にある http.xml にて、web-app タグの設定が classpath 

id="WEB-INF/classes"となっていることを確認して下さい。 

 以降に説明する各資産の所在にて、「コンテキスト」という記述がありますが、これは「BM インスト

ールフォルダ¥doc¥imart」のことを指しています。 

    ＊「BM インストールフォルダ」とは BM をインストールしているフォルダのことです。 

 BM は V5.1 のトライ版または V6.0 のトライ版である前提とします。 
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3 インストール手順 

3.1 販売管理システムのインストール 

 
１．ダウンロードしたファイル解凍後のフォルダ「im_sms_V511」にある各種ファイル、フォルダを BM の 

  インストールフォルダにコピーします。 

 ①「im_sms_ V511」下の「sms」フォルダ配下の「common」「csjs」フォルダを 

「"WSC"¥doc¥imart¥sms」下へコピーします。 

            * コピー先に「sms」フォルダが無い場合は新規作成します。 

    ②「im_sms_ V511」下の「sms」フォルダ配下の「jsp」フォルダを「"APR"¥doc¥imart¥sms」下へ 

コピーします。 

 ③「im_sms_V511」下の imart_sms.jar を「"APR"¥doc¥imart¥WEB-INF¥lib」下へコピーします。 

 ④「im_sms_V511¥xml」下の全 xml、properties ファイルを「"APR"¥doc¥imart¥WEB-INF¥classes」下へ 

コピーします。 

 ⑤「im_sms_V511¥im_sms_V511¥storage」下の各種ファイルを「"STS"¥storage」下へコピー。 

「"STS"¥storage」下に「sms」フォルダを作成して、その下に「im_sms_V511¥im_sms_V511¥storage」下の

「excel_template」フォルダをコピーします。 

⑥「"APR"¥doc¥imart¥WEB-INF¥web.xml」を下記のとおり設定変更します。 

    <filter> 

     <filter-name>RequestMessageBodyFilter</filter-name> 

             ｜ 

     <init-param> 

       <param-name>parse.query.string</param-name> 

       <param-value>true</param-value> 

     </init-param> 

    上記<param-name>parse.query.string</param-name>の<param-value>は、BM インストール後は 

    false となっていますが、上記のとおり true に変更します。 

⑦requestBuilders の設定変更 

「"APR"¥doc¥imart¥WEB-INF¥classes¥jp¥co¥intra_mart¥resources¥common¥aid¥jsdk¥javax¥servlet¥filter」 

配下にある requestBuilders.properties にて、１行目の「application/x-www-form-urlencoded=」文の 

先頭に「#」を入力して無効化します。 
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⑧intra-mart Web Platform、 APP Framework V6 上で起動の場合のみ下記の設定をします。 

 「"APR"¥doc¥imart¥WEB-INF¥classes¥imartContainer.properties」の設定を下記のように変更します。 

      ・各行にて末尾が「S2･･･Container」となっている行の先頭に「#」を入力して無効化。 

      ・各行にて末尾が「･･･ContainerImpl」となっている行の先頭の「#」を削除して有効化。 

 

２． 販売管理用テーブルの構築 

「im_sms_V511¥im_sms_V511¥storage」下のＤＢ別に用意されたテーブル構築用 sql を、使用しているＤ

Ｂのユーティリティ（SQL 文が実行できるもの）等で実行します。 

① Oracle、SQL サーバーの場合は、「Create Table_only.sql」 

② System i5 の DB2 の場合は、「Create Table_i5.sql」 

② DB2（上記以外）の場合は、「Create Table_db2.sql」（＊）  

＊ DB2 の場合は、テーブル構築前にシステムテンポラリーテーブルスペースおよび 

レギュラーテーブルスペースを作成する必要があります。 

（DB2 のデフォルトテーブルスペースが小さい為） 

「im_sms_V511¥im_sms_V511¥storage」下の「db2_extention.sql」および「db2_extention2.sql」を使用して

いるＤＢのユーティリティ等を使って実行後、「Create Table_db2.sql」を実行します。 

 

３． 初期データ（システムパラメータ類）の投入 

「im_sms_V511¥im_sms_V511¥storage」下の「code_bunrui.sql」、「code_master.sql」、「para_master.sql」を 

ＤＢのユーティリティ等を使って実行します。 

＊ 相関関係の都合上、必ず「code_bunrui.sql」の実行後に「code_master.sql」を実行して下さい。 
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★★★以降の作業は ServerManager、ServicePlatform を起動後、BM の各種メニューにて設定します。 

★★★以降の作業は BM の「グループ管理者画面（default.manager）」にて設定します。 

４． ロールのインポート 

「BM のインストールフォルダ¥storage」下の「sms-role.xml」を 

「アクセスセキュリティ情報インポート」メニューからインポートします。 

＊ ロールは「smsuser」、「smssuper」の２つが作られます。 

５． ユーザの登録 

「ログイングループ管理」⇒「アカウント設定」メニューからユーザを登録します。 

権限設定で「smsuser」、「smssuper」の 2 つのロールを割当てます。 

 
 

６． メニューのインポート 

「BM のインストールフォルダ¥storage¥sms」配下にある「sms_menu.xml」を、 

「アクセスセキュリティ情報インポート」メニューのデータインポートを実行して取り込みます。 

＊ ロールは「smsuser」、「smssuper」の２つが割当てられます。 

 

７．  X_Server のセットアップ 

別冊「販売管理連携用 X Server 設定」を参照して下さい。 
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８． AP 共通マスタの自社（会社情報）登録 

「アプリケーション共通マスタ管理」⇒「組織設定」メニューから登録します。 

（検索属性＝自社で登録） 

自社の組織コードは、前述３.の初期データで投入したパラメータが「11111」と指定されているため、 

AP 共通マスタの組織コードも「11111」として登録します。 

 

９． AP 共通マスタの組織登録 

「アプリケーション共通マスタ管理」⇒「組織設定」メニューから登録します。 

「組織一覧」表示画面にて、前述で登録した自社を選択後、「新規」で自社配下に組織を登録します。「営

業１部」「営業２部」「総務部」など任意に登録して下さい。 

 

 

 

１０． 組織に対するユーザの設定 

上記の組織マスタ登録画面の「メンバー」にて、前述で登録したユーザの追加を行います。 
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１１． 組織の属性設定 

組織登録後に、「属性」画面より、検索属性の設定を行います。 

（配下組織の検索属性登録は、初期登録時では登録ができないので、後付で登録することとなります） 

 

 

１２． AP 共通マスタの得意先（顧客）登録 

「アプリケーション共通マスタ管理」⇒「組織設定」メニューから登録します。 

（検索属性＝カスタマーで登録）。 

 

１３． AP 共通マスタの仕入先マスタ登録 

「アプリケーション共通マスタ管理」⇒「組織設定」メニューから登録します。 

（検索属性＝パートナーで登録）。 
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１４． AP 共通マスタの商品マスタメニュー登録 

「ログイングループ管理」⇒「メニュー設定」メニューにて「商品マスタ設定」のメニュー設定を行います。 

（ロール割当は任意ですが、販売管理にて使用する為、「smsuser」、「smssuper」を割当てます。） 

 

 

★★★以降の作業は BM の「ログインユーザ画面（default.portal）」にて設定します。 

（上記のログインユーザはロール「smsuser」、「smssuper」が割当てられたユーザ） 

 

１５．  AP 共通マスタの商品マスタ登録 

「ユーザ設定」⇒「商品マスタ設定」⇒「商品設定」メニューにて商品を登録します。 

 

１６． 通貨マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「通貨マスタメンテ」から登録します。 

多通貨を使用しない場合は、JPY(円)のみ登録します。 

 

１７． 換算レートマスタの登録 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「換算レートマスタメンテ」から登録します。多通貨機能を使用しな

い場合は、前述で登録した JPY（日本円）とレート＝1.00 の１件のみ登録します。 

 

１８． 消費税率マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「消費税率マスタメンテ」から登録します。 
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１９． 口座マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「口座マスタメンテ」から登録します。 

 

20． 自社（会社情報）マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「自社マスタメンテ」から登録します。 

会計期間は MMDD で入力します。 

 

２1． 仕入先マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「仕入先マスタメンテ」から登録します。「共通マスタ登録済」を 

選択して「検索」ボタンをクリックすると、前述で登録した仕入先マスタ（AP 共通）が一覧表示されます。 

対象の仕入先を選択すると、「仕入先マスタ登録」画面が表示されます。対象の仕入先を選択すると、

「仕入先マスタ登録」画面が表示されます。 

＊ 「支払先コード」は同画面上の「仕入先コード」を入力してください。 

販売管理側で仕入先マスタに登録されたものが支払先として選択可能となります。 

 

２2． 得意先（顧客）マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「得意先マスタメンテ」から登録します。「共通マスタ登録済」を 

選択して「検索」ボタンをクリックすると、前述で登録した得意先マスタ（AP 共通）が一覧表示されます。 

対象の得意先を選択すると、「得意先マスタ登録」画面が表示されます。 

「営業担当者コード」・「請求先コード」・「回収日」を入力して登録します。 

＊ 「請求先コード」は同画面上の「得意先コード」を入力してください。 

販売管理側で得意先マスタに登録されたものが請求先として選択可能となります。 

 

２3． 商品マスタの登録 （詳細は操作マニュアルを参照） 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「商品マスタメンテ」から、検索対象を「共通マスタ登録済」に指定し

て検索・登録します。 

 

２4． 取引先別単価マスタの登録 

「販売管理システム」⇒「共通管理」⇒「取引先別単価マスタメンテ」から登録します。 

 

２5． 年次処理の実行 

「販売管理システム」⇒「締め業務」⇒「年次処理」を実行して、初年度を取得します。上記の自社マスタの

会計期間（MMDD）＞マシン日付であれば、マシン日付の年マイナス１年が設定されます。 

（仕入、売上は年次を実施しないと次年度の計上日が指定できません。） 
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２６． 締め処理の実行 

「販売管理システム」⇒「締め業務」⇒「本社締め」を実行して、初回締めを実行します。 

初回締めを行わないと、各種伝票の入力が出来ません。 
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