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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操作方法について記述しています。 

 

【用語】 

intra-mart ベースモジュール 

以下、BM と略します。 

2 前提条件 
販売管理システムの操作をする上で、以下の前提条件があります。 

 

■本システムは必ずベースモジュール V5.1 または WebPlatform V6 以上の環境にて実行して下さい。 
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3 操作マニュアル 

3.1 見積業務 

3.1.1 見積書登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（見積業務）（登録）を押下して見積書登

録画面を表示させます。 

 
見積書登録画面 

3.1.1.1 コントロール情報 
１） 見積登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 見積複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

４） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 
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５） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

６） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

７） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の 

順番を変えることができます。 

           

3.1.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 見積書番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 得意先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得意先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

４） 得意先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先名を入力します。前述の３）得意先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

５） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

７） お支払条件 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）        

お支払条件を入力します。 

８） お見積条件 （任意入力、半角英数字４３８桁「全角なら２１９文字」まで）     

お見積条件条件を入力します。 

９） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

備考を入力します。 

１０） 取引区分 （必須入力） 

掛売もしくは現金を選択します。 

１１） 見積日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

見積日を入力します。        

１２） 税処理区分 （必須入力） 

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  
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１３） 税区分名 （必須入力） 

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の１２）税処理区分にて「伝票単位」を

選択した場合のみ有効。 

１４） 見積件名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）   

見積件名を入力します。 

１５） 契約期間(開始)  （任意入力、yyyymmdd で入力） 

契約期間(開始)を入力します。 

１６） 契約期間(終了)  （任意入力、yyyymmdd で入力） 

契約期間(終了)を入力します。 

１７） 見積有効期限  （任意入力、半角英数字６４桁「全角なら３２文字」まで）    

見積有効期限を入力します。 

１８） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

１９） 通貨コード （必須入力） 

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

２０） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

２１） 税丸め区分 （必須入力） 

前述１２）の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定し

ます。 

２２） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２３） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述１９）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 

２４） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 
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3.1.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（売上・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単

位」を選択した場合のみ有効。 

９） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１０） 税丸め区分 （必須入力） 

丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単位」を選

択した場合のみ有効。 

１１） 単位   

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１２） 備考  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで）      

備考を入力します。 

１３） 見積単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

見積単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に 

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１４） 納期  （任意入力、yyyymmdd で入力）     

納期を入力します。 

１５） 見積金額   

再計算ボタン（明細にある）を押下することにより見積金額が表示されます。 
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１６） 消費税額 

明細ごとの消費税が表示されます。ただし伝票親情報の税処理区分で伝票単位を選択した場合、明細の税区分

名・税丸め区分は反映されず、消費税額は表示されません。 

１７） 仕入単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）     

仕入単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

 

3.1.2 見積書訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（見積業務）（訂正）を押下して見積書検

索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

見積書検索画面 

 

3.1.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 見積日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 
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４） 見積書番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

見積書番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 見積件名（任意入力、半角英数 128 桁まで直接入力で入力します） 

見積件名で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

 

3.1.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

見積書訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の見積書訂正画面については 3.9.1 の見積書登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

見積書照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

見積書照会画面 
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3.1.3 見積書削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（見積業務）（削除）を押下して見積書検

索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 
見積書検索画面 

 

 

3.1.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 見積日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 見積書番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

見積書番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 見積件名（任意入力、半角英数 128 桁まで直接入力で入力します） 

見積件名で伝票を抽出します。 
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６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.1.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

見積書照会画面へ遷移します。（3．1.2.2．の見積書照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.1.4 見積書照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（見積業務）（照会）を押下して見積書検

索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                             見積書検索画面 

3.1.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 見積日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 見積書番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

見積書番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 見積件名（任意入力、半角英数 128 桁まで直接入力で入力します） 

見積件名で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します 

3.1.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

見積書照会画面へ遷移します。（3．1．2．2．の見積書照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 20

 

3.1.5 見積報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（見積報告書出力）を押下して見積

報告書出力を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、見積報告書の帳票を作成し、出力し

ます。 

 

見積報告書出力画面 

 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 見積日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.2 受注業務 

3.2.1 受注伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（登録）を押下して受注伝票

登録画面を表示させます。 

 
受注伝票登録画面 

3.2.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 見積書呼出ボタン      

既に投入済みの見積書をコピーして受注伝票とする場合に呼び出します。 

４） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

５） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 
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６） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

７） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

８） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.2.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 受注伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 得意先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得意先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

４） 得意先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先名を入力します。前述の３）得意先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

５） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

７） 得意先注文番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）        

得意先注文番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

８） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

９） 取引区分 （必須入力） 

掛売もしくは現金を選択します。 

１０） 受注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

受注日を入力します。        

１１） 見積番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで。見積書に存在すること）         

見積番号を入力します。 

１２） 税処理区分 （必須入力） 

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  
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１３） 税区分名 （必須入力） 

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の１２）税処理区分にて「伝票単位」を

選択した場合のみ有効。 

１４） 納品先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で得意先検索から選択、または直接入力で入力します。 

１５） 納品先名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

納品先名を入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自

動設定されます。（上書き可） 

１６） 納品先住所 1  （必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

納品先住所を入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

１７） 納品先住所 2  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

納品先のビル名などを入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マ

スタより自動設定されます。（上書き可） 

１８） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

１９） 通貨コード （必須入力） 

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

２０） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

２１） 税丸め区分 （必須入力） 

前述１２）の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定し

ます。 

２２） 納品先郵便番号  （任意入力、半角２０桁まで）    

納品先郵便番号を入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２３） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の１４）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２４） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述１９）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 

２５） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 

２６） 見積件名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）   

見積件名を入力します。 
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２７） 契約期間(開始)  （任意入力、yyyymmdd で入力） 

契約期間(開始)を入力します。 

２８） 契約期間(終了)  （任意入力、yyyymmdd で入力） 

契約期間(終了)を入力します。 

 

3.2.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（売上・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 単価区分 （必須入力） 

（確定単価・未確定単価）から選択します。 

９） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１０） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単

位」を選択した場合のみ有効。 

１１） 単位   

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１２） 税丸め区分 （必須入力） 

丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単位」を選

択した場合のみ有効。 

１３） 出荷予定日 （必須入力、yyyymmdd で入力）  

出荷予定日を入力します。 
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１４） 納期  （任意入力、yyyymmdd で入力）     

納期を入力します。 

１５） 備考  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで）      

備考を入力します。 

１６） 受注単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

受注単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１７） 仕入単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）     

仕入単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１８） 受注金額   

再計算ボタン（明細にある）を押下することにより受注金額が表示されます。 

１９） 消費税額 

明細ごとの消費税が表示されます。ただし伝票親情報の税処理区分で伝票単位を選択した場合、明細の税区分

名・税丸め区分は反映されず、消費税額は表示されません。 

２０） 倉庫コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２１） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

２２） 棚コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２３） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.2.2 受注伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（訂正）を押下して受注伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

受注伝票検索画面 

3.2.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 受注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 受注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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８） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

９） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.2.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

受注伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の受注伝票訂正画面については 3.1.1 の受注伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

受注伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 
受注伝票照会画面 
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3.2.3 受注伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（削除）を押下して受注伝票

検索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 
受注伝票検索画面 

 

3.2.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 受注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 受注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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８） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

９） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.2.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

受注伝票照会画面へ遷移します。（3．2．2．2 の受注伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.2.4 受注伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（照会）を押下して受注伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                              受注伝票検索画面 

3.2.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 受注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 受注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 31

 

８） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

９） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

 

3.2.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

受注伝票照会画面へ遷移します。（3．2．2．2．の受注伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.2.5 受注報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（受注報告書出力）を押下して受注

報告書出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、受注報告書の帳票を作成し、出

力します。 

 

受注報告書出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 受注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 完納区分 

完納・残ありを指定して伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 33

 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

９） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１１） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.2.6 出荷予定表出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（受注業務）（出荷予定表）を押下して出荷予定

表出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、出荷予定表の帳票を作成し、出力し

ます。 

 

出荷予定表出力画面 

１） 出荷予定日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。（昇順・降順）でソートすることができます。 

２） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

５） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

７） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.3 出荷業務 

3.3.1 出荷伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（登録）を押下して出荷伝票

登録画面を表示させます。 

 
出荷伝票登録画面 

3.3.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 受注伝票呼出 

既に投入済みの受注伝票をコピーして出荷伝票とする場合に呼び出します。 

４） 一時保存ボタ     

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

５） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

６） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 
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７） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

８） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.3.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 出荷伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 取引区分（必須入力） 

取引区分を（現金・掛売）から選択します。 

４） 出荷日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

出荷日を入力します。 

５） 得意先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得意先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 得意先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先名を入力します。前述の５）得意先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

７） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

８） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

９） 受注伝票番号 （任意入力、半角英数字１１桁まで。受注伝票に存在すること） 

受注伝票番号を入力します。 

１０） 得意先注文番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）        

得意先注文番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

１１） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）     

備考を入力します。 

１２） 税処理区分 （必須入力）  

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  
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１３） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の１２）税処理区分にて「伝票単位」を

選択した場合のみ有効。 

１４） 税丸め区分  

前述１２）の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定し

ます。 

１５） 納品先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で得意先検索から選択、または直接入力で入力します。 

１６） 納品先郵便番号  （任意入力、半角２０桁まで）    

納品先郵便番号を入力します。前述の１５）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

１７） 納品先名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

納品先名を入力します。前述の１５）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自

動設定されます。（上書き可） 

１８） 納品先住所 1  （必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

納品先住所を入力します。前述の１５）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

１９） 納品先住所 2  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

納品先のビル名などを入力します。前述の１５）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マ

スタより自動設定されます。（上書き可） 

２０） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

２１） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の１５）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２２） 通貨コード （必須入力）  

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

２３） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

２４） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述２２）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 

２５） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 
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3.3.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（出荷・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 単価区分 （必須入力） 

（確定単価・未確定単価）から選択します。 

９） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１０） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単

位」を選択した場合のみ有効。 

１１） 単位  （任意入力） 

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１２） 完納区分 （必須入力）  

（完納・残あり）から選択します。 

１３） 税丸め区分  （必須入力）  

丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単位」を選

択した場合のみ有効。 

１４） 受注単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

受注単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１５） 仕入単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）     

仕入単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可）3.1.1.1 コントロール情報 
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１６） 備考  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで）      

備考を入力します。 

１７） 出荷金額   

再計算（各明細行の）ボタンを押下することにより出荷金額が表示されます。 

１８） 消費税額   

明細ごとの消費税が表示されます。ただし伝票親情報の税処理区分で伝票単位を選択した場合、明細の税区分

名・税丸め区分は反映されず、消費税額は表示されません。 

１９） 倉庫コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２０） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

２１） 棚コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２２） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.3.2 出荷伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（訂正）を押下して出荷伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

出荷伝票検索画面 

3.3.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 出荷日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.3.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

出荷伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の出荷伝票訂正画面については 3.10.1 の出荷伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

出荷伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

出荷伝票照会画面 
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3.3.3 出荷伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（削除）を押下して出荷伝票

検索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

出荷伝票検索画面 

 

3.3.3.1 検索条件入力部 
青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 出荷日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.3.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

出荷伝票照会画面へ遷移します。（3．3．2．2．の出荷伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.3.4 出荷伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（照会）を押下して出荷伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                             出荷伝票検索画面 

3.3.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 出荷日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.3.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

出荷伝票照会画面へ遷移します。（3．3．2．2．の出荷伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 46

 

3.3.5 納品書兼受領書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（納品書兼受領書出力）を押下して

納品書兼受領書出力を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、納品書兼受領書の帳票を

作成し、出力します。 

 

納品書兼受領書出力画面 

 

3.3.5.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 出荷日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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3.3.5.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

出荷伝票照会画面へ遷移します。（3．3．2．2．の出荷伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.3.6 出荷報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（出荷業務）（出荷報告書出力）を押下して出荷

報告書出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、出荷報告書の帳票を作成し、出

力します。 

 

出荷報告書出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 出荷日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

８） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

９） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 50

 

3.4 売上業務 

3.4.1 売上伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（登録）を押下して売上伝票

登録画面を表示させます。 

 

売上伝票登録画面 

3.4.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 受注伝票呼出 

既に投入済みの受注伝票をコピーして売上伝票とする場合に呼び出します。 

４） 出荷伝票呼出 

既に投入済みの出荷伝票をコピーして売上伝票とする場合に呼び出します。 
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５） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

６） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

７） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

８） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

９） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.4.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 売上伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 取引区分（必須入力） 

取引区分を（現金・掛売）から選択します。 

４） 売上計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

売上計上日を入力します。 

５） 得意先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得意先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 得意先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先名を入力します。前述の５）得意先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

７） 請求日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

請求日を入力します。 

８） 請求区分 （必須入力） 

締め・都度のどちらかを選択します。 

９） 請求先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。  

１０） 請求先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

請求先名を入力します。 
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１１） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

１２） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

１３） 受注伝票番号 （任意入力、半角英数字１１桁まで。受注伝票に存在すること） 

受注伝票番号を入力します。 

１４） 得意先注文番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）        

得意先注文番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

１５） 出荷伝票番号 （任意入力、半角英数字１１桁まで。出荷伝票に存在すること）  

出荷伝票番号を入力します。  

１６） 税処理区分 （必須入力）  

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  

１７） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の１５）税処理区分にて「伝票単位」を

選択した場合のみ有効。 

１８） 税丸め区分  

前述１６）の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定し

ます。 

１９） 納品先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で得意先検索から選択、または直接入力で入力します。 

２０） 納品先郵便番号  （任意入力、半角２０桁まで）    

納品先郵便番号を入力します。前述の１８）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２１） 納品先名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

納品先名を入力します。前述の１８）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自

動設定されます。（上書き可） 

２２） 納品先住所 1  （必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

納品先住所を入力します。前述の１８）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

２３） 納品先住所 2  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

納品先のビル名などを入力します。前述の１８）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マ

スタより自動設定されます。（上書き可） 

２４） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 
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２５） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の１８）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２６） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

２７） 通貨コード （必須入力）  

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

２８） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

 

２９） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述２７）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 

３０） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 

 

3.4.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（売上・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 単価区分 （必須入力） 

（確定単価・未確定単価）から選択します。 
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９） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１０） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単

位」を選択した場合のみ有効。 

１１） 単位  （任意入力） 

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１２） 完納区分 （必須入力）  

（完納・残あり）から選択します。 

１３） 税丸め区分  （必須入力）  

丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。伝票親情報の税処理区分にて「明細単位」を選

択した場合のみ有効。 

１４） 売上単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

売上単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１５） 仕入単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）     

仕入単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可）3.1.1.1 コントロール情報 

１６） 備考  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで）      

備考を入力します。 

１７） 売上金額   

再計算（各明細行の）ボタンを押下することにより売上金額が表示されます。 

１８） 消費税額   

明細ごとの消費税が表示されます。ただし伝票親情報の税処理区分で伝票単位を選択した場合、明細の税区分

名・税丸め区分は反映されず、消費税額は表示されません。 

１９） 倉庫コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２０） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

２１） 棚コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２２） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.4.2 売上伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（訂正）を押下して売上伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 
売上伝票検索画面 

 

3.4.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 請求日 （任意入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

５） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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７） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.4.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

売上伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の売上伝票訂正画面については 3.2.1 の売上伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

売上伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

売上伝票照会画面 
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3.4.3 売上伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（削除）を押下して売上伝票

検索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

売上伝票検索画面 

 

3.4.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 請求日 （任意入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

５） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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７） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.4.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

売上伝票照会画面へ遷移します。（3．4．2．2．の売上伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.4.4 売上伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（照会）を押下して売上伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                             売上伝票検索画面 

3.4.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 請求日 （任意入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

５） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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８） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.4.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

売上伝票照会画面へ遷移します。（3．4．2．2．の売上伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.4.5 納品書兼受領書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（納品書兼受領書出力）を押下して

納品書兼受領書出力を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、納品書兼受領書の帳票を

作成し、出力します。（出荷業務を使用せず、本業務を出荷兼売上として使用する場合、こちらを利用します。） 

 
納品書兼受領書出力画面 

 

3.4.5.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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3.4.5.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

売上伝票照会画面へ遷移します。（3．4．2．2．の売上伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.4.6 売上報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（売上業務）（売上報告書出力）を押下して売上

報告書出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、売上報告書の帳票を作成し、出

力します。 

 
売上報告書出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 64

 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

８） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

９） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.5 請求業務 

3.5.1 請求書作成 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（請求業務）（請求書作成）を押下して請求書作

成画面を表示させます。検索条件を指定し、作成ボタンをクリックすると、請求書データを作成します。 

 
請求書作成画面 

 
 

締めグループ区分か請求日のどちらかに条件を指定してください。 

１） 締めグループ区分 （任意入力） 

締めグループ区分（毎月何日締めか）を選択してください。（締めグループ区分は得意先マスタで管理） 

２） 請求日（任意入力、yyyymmdd で入力） 

請求日を指定して抽出します。 

３） 請求先コード 

請求先コードを指定して抽出します。 

４） 作成方法（必須入力） 

（未作成分のみ対象・作成済みも含む）から選択し抽出します。 

５） 作成ボタン 

１）～４）で抽出された取引から請求書データを作成します。請求書の出力はデータ作成後、請求書照会で行いま

す。 
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3.5.2 請求書訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（請求業務）（訂正）を押下して請求書訂正画面

を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンをクリックすると、該当一覧が表示されます。 

 
請求書訂正画面 

 

3.5.2.1 検索条件入力部 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 請求区分 （必須入力） 

（締め・都度）を選択します。 

２） 請求日（任意入力、yyyymmdd で入力） 

請求日を指定して抽出します。 

３） 請求先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

請求先コードから抽出します。 

４） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

５） 締めグループ区分 （任意入力） 

（毎月何日締めか）を選択してください。 

６） 請求書発行状態 

（未発行・発行済）から選択します。 
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3.5.2.2 検索結果表示部 
検索条件入力部で指定した条件に合致する請求データ群が一覧表示されます。 

１）訂正ボタン 

請求書訂正画面へ遷移します。 

 

請求書訂正画面 

１）調整金額 （任意入力、数字・整数部１２桁・小数部２桁まで）     

通常、請求金額は売上伝票の売上金額の集計値となりますが、金額調整する場合は増減金額を入力して、

請求金額を調整します。 

２）請求先名（必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

売上伝票にて登録した請求先名が表示されます。当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映

されます。 

３）請求先部門 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先部門が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

４）請求先担当者 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先担当者が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

５）請求先電話番号  （必須入力、半角６４桁まで）    

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先電話番号が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 
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６）請求先ＦＡＸ番号 （必須入力、半角６４桁まで）    

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先ＦＡＸ番号が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

７）請求先郵便番号（必須入力、半角２０桁まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先郵便番号が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

８）請求先住所１（必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先住所１が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

９）請求先住所２（必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の請求先住所２が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

１０）口座コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、口座マスタに登録済みのこと） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の口座コードが表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

（振込先口座として印字されます） 

１１）手数料負担（必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の手数料負担が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

１２）支払期限（必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

得意先マスタに登録されている該当請求先の支払期限が表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 
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3.5.3 請求書照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（請求業務）（照会）を押下して請求書照会画面

を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンをクリックすると、該当一覧を表示します。  

 
請求書照会画面 

3.5.3.1 検索条件入力部 
青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 請求区分 （必須入力） 

（締め・都度）を選択します。 

２） 請求日（任意入力、yyyymmdd で入力） 

請求日を指定して抽出します。 

３） 請求先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

請求先コードから抽出します。 

４） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

５） 締めグループ区分 （任意入力） 

（毎月何日締めか）を選択してください。 

６） 請求書発行状態 

（未発行・発行済）から選択します。 
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3.5.3.2 検索結果表示部 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた請求書を帳票出力します。 

２） 詳細表示 

詳細画面に遷移します。 
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3.5.4 回収予定表出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（請求業務）（回収予定表出力）を押下して回収

予定表出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、回収予定表出力の帳票を作成

し、出力します。 

 
回収予定表出力 

 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 回収予定日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

回収予定日を指定して抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

部門コードから抽出します。 

３） 請求先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

請求先コードから抽出します。 

４） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

担当者コードから抽出します。 

６） 出力ボタン 

該当する回収予定表を出力します。 
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3.5.5 請求一覧表出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（請求業務）（請求一覧表出力）を押下して請求

一覧表出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、請求一覧表出力の帳票を作成

し、出力します。 

 
請求一覧表出力画面 

 
青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 請求日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

請求日を指定して抽出します。 

２） 部門コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

部門コードから抽出します。 

３） 請求先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

請求先コードから抽出します。 

４） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

担当者コードから抽出します。 

６） 出力ボタン 

該当する請求一覧表を出力します。 
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3.6 回収業務 

3.6.1 回収伝票登録（対象売上伝票検索） 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（回収業務）（登録）を押下して回収伝票

登録画面（対象売上伝票検索）を表示させます。 

 

回収伝票登録画面(対象売上伝票検索) 

3.6.1.1 コントロール情報 
１） 一時保存呼出ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存したものを呼び出します。 

 

3.6.1.2 検索条件入力部 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 売上計上日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。   

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）     

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 得意先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先コードの伝票を抽出します。 
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3.6.2 回収伝票登録 
回収伝票登録画面（対象売上伝票検索）の検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示さ

れます。 

 

回収伝票登録画面 

 

3.6.2.1  コントロール情報 
１） 回収伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

３） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

４） 戻るボタン     

回収伝票登録画面(対象売上伝票検索)へ戻るボタンです。 
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3.6.2.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 回収年月日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

回収年月日を入力します。 

３） 債権額 

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより債権額を表示します。 

４） 回収後債権額  

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより回収後債権額を表示します。 

５） 担当者コード  

担当者コードを表示します。 

６） 受注伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

７） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

８） 回収済金額 

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより回収済金額を表示します。 

９） 今回回収額 

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより今回回収額を表示します。        

１０） 部門コード 

部門コードを表示します。 

１１） 調整額 

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより調整額を表示します。 

 

3.6.2.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 得意先コード 

得意先コードを表示します。 

５） 売上伝票番号 

売上伝票番号を表示します。 
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６） 調整額 （任意入力、数字・整数部１２桁・小数部２桁まで）     

調整額を入力します。 

７） 得意先名称    

得意先名を表示します。 

８） 売上計上日   

売上計上日を表示します。 

９） 調整区分 

（消費税差損・支払手数料・強制）から選択します。前述６）調整額を入力した場合は、必須となります。 

１０） 得意先注文番号 

得意先注文番号を表示します。 

１１） 債権額 

債権額を表示します。 

１２） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

備考を入力します。 

１３） 回収済金額  

回収済金額を表示します。 

１４） 入金伝票番号（入金伝票に存在すること） 

入金伝票番号を入力します。 

１５） 今回回収額 （任意入力、数字・整数部１２桁・小数部２桁まで）     

今回回収額を入力します。 

（前途６）調整額と今回回収額の合計金額が前途１１）債権額から前途１３）回収済金額を引いた金額以内であるこ

と） 

１６） 回収後債権額    

回収後債権額を表示します。 
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3.6.3 回収伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（回収業務）（訂正）を押下して回収伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

回収伝票検索画面 

 

3.6.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 回収年月日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）     

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 売上伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

売上伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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3.6.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

回収伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の回収伝票訂正画面については 3.12.1 の回収伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

回収伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。    

  

回収伝票照会画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 79

 

3.6.4 回収伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（回収業務）（削除）を押下して回収伝票

検索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                             回収伝票検索画面 

3.6.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 回収年月日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）     

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 売上伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

売上伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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3.6.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

回収伝票照会画面へ遷移します。（3．6．3．2 の回収伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.6.5 回収伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（回収業務）（照会）を押下して回収伝票検索画

面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

回収伝票検索力画面 

 

3.6.5.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 回収年月日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）     

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 売上伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

売上伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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3.6.5.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 詳細表示ボタン 

回収伝票照会画面へ遷移します。（3．6．3．2 の回収伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.6.6 消込一覧出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（回収業務）（消込一覧出力）を押下して消込一

覧出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、消込一覧の帳票を作成し、出力しま

す。 

 

消込一覧出力画面 

 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 回収年月日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、組織マスタに登録済みのこと） 

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 売上伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

売上伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

4） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.7 入金業務 

3.7.1 入金伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（入金業務）（登録）を押下して入金伝票

登録画面を表示させます。 

 

入金伝票登録画面 

3.7.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

４） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

５） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

６） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 
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７） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

         

3.7.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 入金伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 得意先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得意先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

４） 得意先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

得意先名を入力します。前述の３）得意先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

５） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

７） 得意先注文番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）        

得意先注文番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

８） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

９） 取引区分 （必須入力） 

掛売もしくは現金を選択します。 

１０） 入金日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

入金日を入力します。        

１１） 請求番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）         

請求番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

１２） 消込部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

１３） 消込部門名  （必須入力） 

消込部門名が表示されます。消込部門コードを元に組織マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１４） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 
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１５） 通貨コード （必須入力） 

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

１６） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

１７） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動設定されます。（上

書き可） 

１８） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述１５）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 
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3.7.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 入金種別 （必須入力） 

（振込・手形）から選択します。手形を選択時は手形番号、手形期日が必須入力となります。 

６） 口座コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、口座マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で口座コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

７） 口座種別  （必須入力）    

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 入金金額   

入金金額を入力します。 

９） 銀行コード （必須入力） 

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１０） 口座番号  （必須入力）   

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１１） 備考  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで）      

備考を入力します。 

１２） 銀行名 （必須入力）  

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１３） 口座名義   

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１４） 銀行支店コード （必須入力） 

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１５） 銀行支店名 （必須入力） 

口座コードを元に口座マスタより自動設定されます。（上書き可） 

１６） 手形番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）    

手形番号を入力します。 

１７） 手形期日  （任意入力、yyyymmdd で入力）     

手形期日を入力します。 
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3.7.2 入金伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（入金業務）（訂正）を押下して入金伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

入金伝票検索画面 

 

3.7.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入金日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 入金伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

入金伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 消込部門コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、組織マスタに登録済みのこと） 

消込部門を指定して伝票を抽出します。 
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７） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 

８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.7.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

入金伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の入金伝票訂正画面については 3.11.1 の入金伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

１） 詳細表示ボタン 

入金伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

入金伝票照会画面 
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3.7.3 入金伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（入金業務）（削除）を押下して入金伝票

検索画面を表示させます。 検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

入金伝票検索画面 

 

3.7.3.1 検索条件入力部 
青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入金日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 入金伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

入金伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 消込部門コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、組織マスタに登録済みのこと） 

消込部門を指定して伝票を抽出します。 

７） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 
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８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.7.3.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 詳細表示ボタン 

入金伝票照会画面へ遷移します。（3．7．2．2 の入金伝票照会画面参照） 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 
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3.7.4 入金伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（入金業務）（照会）を押下して入金伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

                                             入金伝票検索画面 

3.7.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入金日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 入金伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

入金伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 消込部門コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、組織マスタに登録済みのこと） 

消込部門を指定して伝票を抽出します。 

７） 得意先注文番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

得意先注文番号で伝票を抽出します。 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 93

 

８） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.7.4.2 検索結果表示部 
 
検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 詳細表示ボタン 

入金伝票照会画面へ遷移します。（3．7．2．2．の入金伝票照会画面参照） 

該当伝票の内容が表示されます。 
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3.7.5 入金報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（入金業務）（入金一覧出力）を押下して入金一

覧出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、入金一覧の帳票を作成し、出力しま

す。 

 

入金一覧出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入金日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 消込部門コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、組織マスタに登録済みのこと） 

指定した消込部門コードの伝票を抽出します。 

３） 得意先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと） 

指定した得意先の伝票を抽出します。 得意先を検索し選択します。 

４） 取引区分（任意入力） 

仮登録もしくは本登録で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 入金残区分（任意入力） 

消込済もしくは残ありで伝票を抽出します。 

7） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.8 発注業務 

3.8.1 発注伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（登録）を押下して発注伝票

登録画面を表示させます。 

 

発注伝票登録画面 

3.8.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 受注伝票呼出 

既に投入済みの受注伝票をコピーして発注伝票とする場合、呼び出します。 

４） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 
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５） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

６） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

７） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

８） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.8.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 発注伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 取引区分（必須入力） 

取引区分を（現金・掛買）から選択します。 

４） 税処理区分 （必須入力）  

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  

５） 発注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

発注日を入力します。 

６） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の税処理区分にて「伝票単位」を選

択した場合のみ有効。 

７） 税丸め区分  

前述の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を 

指定します。 

８） 仕入先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で取引先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

９） 仕入先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

仕入先名を入力します。前述の５）仕入先コードにて仕入先コード検索から選択した場合は、仕入先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

１０） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 
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１１） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

１２） 受注伝票番号 （任意入力、半角英数字１１桁まで。受注伝票に存在すること） 

受注伝票番号を入力します。 

１３） 仕入先見積番号 （任意入力、半角英数字２０桁まで）        

仕入先見積番号を入力します。（備考として使用。システムとして存在チェック等はない。） 

１４） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

１５） 納品先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で得意先検索から選択、または直接入力で入力します。 

１６） 納品先郵便番号  （任意入力、半角２０桁まで）    

納品先郵便番号を入力します。前述の納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

１７） 納品先名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

納品先名を入力します。前述の納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動設

定されます。（上書き可） 

１８） 納品先住所 1  （必須入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

納品先住所を入力します。前述の納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

１９） 納品先住所 2  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

納品先のビル名などを入力します。前述の納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２０） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

２１） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

２２） 通貨コード （必須入力）  

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 

２３） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

２４） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述の通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力し

ます。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 
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3.8.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（仕入・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 単価区分 （必須入力） 

（確定単価・未確定単価）から選択します。 

９） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述の税処理区分にて「明細単位」を選

択した場合のみ有効。 

１０） 税丸め区分  

前述の税処理区分を「明細単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を 

指定します。 

１１） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１２） 単位 

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１３） 納期 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

納期を入力します。 

１４） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角で１２７桁」まで） 

備考を入力します。 

１５） 発注単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

発注単価を入力します。商品コードや得意先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 
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１６） JAN コード （任意入力、半角英数字 20 桁まで）        

JAN コードを入力します。 

１７） 発注金額   

再計算ボタンを押下することにより発注金額が表示されます。 

１８） 型番  （任意入力、半角英数字 20 桁まで）   

型番を入力します。 

１９） 倉庫コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２０） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

２１） 棚コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２２） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.8.2 発注伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（訂正）を押下して発注伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

発注伝票検索画面 

 

3.8.2.1 検索条件入力部 
 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 発注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

３） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

４） 仕入先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した取引先の伝票を抽出します。 取引先を検索し選択します。 

 

５） 発注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

発注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

６） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 
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７） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

８） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

９） 受注伝票番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号で伝票を抽出します。 

１０） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.8.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

発注伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の受注伝票訂正画面については 3.4.1 の発注伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

発注伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

発注伝票照会画面 
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3.8.3 発注伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（削除）を押下して発注伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 
発注伝票検索画面 

3.8.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 発注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した取引先の伝票を抽出します。 取引先を検索し選択します。 

４） 発注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

発注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 104

 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 受注伝票番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号で伝票を抽出します。 

９） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.8.3.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
１０） 詳細表示ボタン 

発注伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 
発注伝票照会画面 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 105

 

3.8.4 発注伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（照会）を押下して発注伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

発注伝票検索画面 

3.8.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 発注日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 入先コード（任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した取引先の伝票を抽出します。 取引先を検索し選択します。 

４） 発注伝票番号（任意入力、半角英数字 11 桁まで直接入力で入力します） 

発注伝票番号を指定して伝票を抽出します。 

５） 単価区分（任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

６） 担当者コード（任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

７） 商品コード  （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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８） 受注伝票番号  （任意入力、半角英数 20 桁まで直接入力で入力します） 

受注伝票番号で伝票を抽出します。 

９） 通貨コード（任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

3.8.4.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

発注伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

発注伝票照会画面 
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3.8.5 発注報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（発注報告書出力）を押下して発注

報告書出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、発注報告書の帳票を作成し、出

力します。 

 

発注報告書出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 発注日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 完納区分 

完納・残ありを指定して伝票を抽出します。 

６） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 
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７） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

８） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

９） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１１） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.8.6 入荷予定表出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（発注業務）（入荷予定表出力）を押下して入荷

予定表出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、入荷予定表の帳票を作成し、出

力します。 

 

入荷予定表出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入荷予定日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

５） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 
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７） 出力ボタン 

帳票を作成し、出力します。 
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3.9 仕入業務 

3.9.1 仕入伝票登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（仕入業務）（登録）を押下して仕入伝票

登録画面を表示させます。 

 

仕入伝票登録画面 

3.9.1.1 コントロール情報 
１） 伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 伝票複写ボタン      

過去に登録された伝票を呼び出し、本画面に初期表示させる場合に使用します。 

（変更が必要な項目を上書き変更し、別伝票として新規登録が可能となります） 

３） 発注伝票呼出 

既に登録済みの発注伝票をコピーして仕入伝票とする場合、呼び出します。 

４） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 
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５） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

６） 再計算ボタン      

伝票入力途中で伝票金額を再計算する場合に使用します。 

７） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 

８） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.9.1.2 伝票親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 仕入伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 取引区分（必須入力） 

取引区分を（現金・掛買）から選択します。 

４） 仕入計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

仕入計上日を入力します。 

５） 仕入先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得引先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 仕入先名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

仕入先名を入力します。前述の５）仕入先コードにて仕入先コード検索から選択した場合は、仕入先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

７） 支払日 （任意入力、yyyymmdd で入力） 

支払日を入力します。 

８） 支払区分 （任意入力） 

締め・都度のどちらかを選択します。 

９） 支払先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

検索ボタン押下で得引先コード検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 支払先名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

支払先名を入力します。前述の９）支払先コードにて支払先コード検索から選択した場合は、仕入先マスタより自動

設定されます。（上書き可） 

１１） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 
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１２） 部門コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

検索ボタン押下でグループ検索から選択、または直接入力で入力します。 

１３） 発注伝票番号 （任意入力、半角英数字１１桁まで。発注伝票に存在すること） 

発注伝票番号を入力します。 

１４） 税処理区分 （必須入力）  

消費税計算及び計上単位を伝票単位か明細単位のどちらにするかを選択します。  

１５） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。前述１４）の税処理区分にて「伝票単位」を

選択した場合のみ有効。 

１６） 税丸め区分  

前述１４）の税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定し

ます。 

１７） 納品先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で得意先検索から選択、または直接入力で入力します。 

１８） 納品先郵便番号  （任意入力、半角２０桁まで）    

納品先郵便番号を入力します。前述の１７）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

１９） 納品先名  （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

納品先名を入力します。前述の１７）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより自

動設定されます。（上書き可） 

２０） 納品先住所 1  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）   

納品先住所を入力します。前述の１７）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタより

自動設定されます。（上書き可） 

２１） 納品先住所 2  （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）    

納品先のビル名などを入力します。前述の１７）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マ

スタより自動設定されます。（上書き可） 

２２） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

２３） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。前述の１７）納品先コードにて得意先コード検索から選択した場合は、得意先マスタ

より自動設定されます。（上書き可） 

２４） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

２５） 通貨コード （必須入力）  

取引通貨を選択します。多通貨機能を使用しない場合は「JPY」（円）を選択します。 
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２６） 合計金額   

画面上部にある再計算ボタンを押すことにより伝票合計金額が表示されます。 

２７） 換算レート   （必須入力、数字・整数部４桁・小数部５桁まで）     

前述２５）通貨コードにて入力した通貨コードとシステム導入時に指定した社内基準通貨コードの為替レートを入力

します。多通貨機能を使用しない場合は、１を入力します。 

２８） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 

 

3.9.1.3 伝票明細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

行数を表示します。 

２） 再計算ボタン   

ボタン押下により、該当明細行の金額（単価×数量）、消費税額を再計算して表示します。 

３） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

４） 行並順  （必須入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

５） 取引区分 （必須入力） 

（仕入・値引・返品）から選択します。値引、返品を選択時は単価にマイナス金額を入力します。 

６） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

７） 商品名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

８） 単価区分 （必須入力） 

（確定単価・未確定単価）から選択します。 

９） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

１０） 税区分名 （必須入力） 

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。税処理区分にて「伝票単位」を選択した場

合のみ有効。 

１１） 単位  

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１２） 税丸め区分 （必須入力） 

税処理区分を「伝票単位」と選択した場合、丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を指定します。 
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１３） JAN コード （任意入力、半角英数字 20 桁まで）        

JAN コードを入力します。 

１４） 完納区分 （必須入力） 

完納・残ありを指定して入力します。 

 

１５） 仕入単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）    

仕入単価を入力します。商品コードや取引先コードを元に取引先別単価マスタ、不在の場合は商品コードを元に

商品マスタより単価が初期表示されます。（上書き可） 

１６） 型番  （任意入力、半角英数字２０桁まで）  

型番を入力します。 

１７） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

１８） 仕入金額   

再計算ボタンを押下することにより仕入金額が表示されます。 

１９） 消費税額   

画面上部にある再計算ボタンを押下することにより伝票合計消費税額を表示します。 

２０） 倉庫コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２１） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

２２） 棚コード （商品マスタにて在庫管理＝対象と設定されている商品の場合は必須入力、 

半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

２３） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.9.2 仕入伝票訂正 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（仕入業務）（訂正）を押下して仕入伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 
仕入伝票検索画面 

3.9.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 仕入計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.9.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 訂正ボタン 

仕入伝票訂正画面へ遷移します。 

＊ 遷移後の受注伝票訂正画面については 3.5.1 の仕入伝票登録画面、項目説明を参照してください。 

２） 詳細表示ボタン 

仕入伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

仕入伝票照会画面 
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3.9.3 仕入伝票削除 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（仕入業務）（削除）を押下して仕入伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

仕入伝票検索画面 

3.9.3.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 仕入計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.9.3.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
２） 詳細表示ボタン 

仕入伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

仕入伝票照会画面 
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3.9.4 仕入伝票照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（仕入業務）（照会）を押下して仕入伝票

検索画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

仕入伝票検索画面 

3.9.4.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 仕入計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 

７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 
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3.9.4.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する伝票群が一覧表示されます。 

１） 出力ボタン 

左端のチェック欄にチェックされた伝票を帳票出力します。 

２） 詳細表示ボタン 

仕入伝票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当伝票の内容が表示されます。 

 

仕入伝票照会画面 
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3.9.5 仕入報告書出力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（仕入業務）（仕入報告書出力）を押下して仕入

報告書出力画面を表示させます。検索条件を指定し、出力ボタンをクリックすると、仕入報告書の帳票を作成し、出

力します。 

 

仕入報告書出力画面 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 仕入計上日（必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 部門コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、組織マスタに登録済みのこと）      

指定した部門コードの伝票を抽出します。 

３） 仕入先コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、取引先マスタに登録済みのこと） 

指定した仕入先の伝票を抽出します。 仕入先を検索し選択します。 

４） 単価区分 （任意入力） 

確定単価もしくは未確定単価で伝票を抽出します。 

５） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

６） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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７） 通貨コード （任意入力） 

通貨の種類で伝票を抽出します。 

８） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

９） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１０） 出力ボタン 

仕入報告書を出力します。 
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3.10 在庫業務 

3.10.1 入出庫登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（在庫業務）（入出庫入力）を押下して入

出庫入力画面を表示させます。 

 

入出庫入力画面 

 

3.10.1.1 コントロール情報 
１） 入出庫伝票登録ボタン     

後述の伝票親情報、伝票明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、伝票登録が可能となります。 

２） 一時保存ボタン      

入力途中の伝票を一時的に保存します。 

（入力途中に別メニューに遷移する場合や入力中に SESSION 切れの恐れがある場合に使用します） 

３） 一時保存呼出ボタン      

上記で一時保存したものを呼び出します。 

４） 行追加ボタン     

明細行を追加するボタンです。一度のクリックで 5 明細行追加します。初期表示は 15 明細行です。 
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５） 行並替ボタン    

明細行を並べ替えるボタンです。 後述の伝票明細情報の「行並順」の数字を変えることにより任意に伝票明細の

順番を変えることができます。 

           

3.10.1.2 在庫親情報 
１） ステータス 

ステータス（登録・変更など）を表示します。 

２） 入出庫伝票番号 

本画面では表示されません。本登録画面にて正式登録された後、システムにて採番されます。 

３） 担当者コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

４） 入出庫伝票日付 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

入出庫伝票日付を入力します。 

５） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

 

3.10.1.3 在庫詳細情報（１つの親情報に対して複数） 
１） 行     

10 単位で行数を表示します。 

２） クリアボタン   

該当する明細行を削除します。 

３） 行並順  （任意入力、数字４桁まで） 

初期表示は昇順で自動的に１０番単位に番号が振り分けられます。任意に明細行を並べ替えたい場合は、 

番号を上書きして伝票親情報の「行並替ボタン」を押下すると、明細行が昇順に並べ替えられます。 

４） 区分 （必須入力） 

（入庫・出庫）から選択します。 

５） 商品コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

６） 商品名  （任意入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。（上書き可） 

７） 入出庫日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

入出庫日を入力します。 

８） 数量  （必須入力、数字・整数部８桁・小数部３桁まで）   

数量を入力します。 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 126

 

９） 単価 （必須入力、数字・整数部１２桁・小数部６桁まで）） 

単価を入力します。 

１０） 単位   

単位が表示されます。商品コードを元に商品マスタより自動設定されます。 

１１） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで）      

備考を入力します。 

１２） 倉庫コード （必須入力、半角英数字３桁まで、倉庫マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１３） 倉庫名  （表示のみ）    

上記倉庫コードを元に倉庫マスタより自動設定されます。（上書き不可） 

１４） 棚コード （必須入力、半角英数字３桁まで、前述の倉庫コードとペアで棚マスタに登録済みのこと）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

１５） 棚名  （表示のみ）    

上記棚コードを元に棚マスタより自動設定されます。（上書き不可） 
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3.10.2 入出庫照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（在庫業務）（入出庫照会）を押下して入出庫照

会画面を表示させます。 

 

入出庫照会画面 

3.10.2.1 検索条件入力部 
 

青の項目以外への入力は全て任意です。 

１） 入出庫日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

期間を指定して伝票を抽出します。 

２） 担当者コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を指定して伝票を抽出します。 

３） 商品コード （任意入力、半角英数 20 桁まで、商品マスタに登録済みのこと） 

商品を指定して伝票を抽出します。 
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3.10.2.2 検索結果表示部 
 

検索条件入力部で指定した条件に合致する在庫情報が一覧表示されます。 

１） 詳細表示ボタン 

入出庫票照会画面へ遷移します。 

＊ 該当在庫情報が表示されます。 

 

入出庫照会詳細画面 
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3.10.3 実施棚卸入力 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（在庫業務）（実施棚卸入力）を押下して実施棚

卸入力画面を表示させます。 

 

実施棚卸入力画面 

 

3.10.3.1 コントロール情報 
 
１） 棚卸記入表出力ボタン     

後述の親情報、明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、棚卸記入表の出力が可能になります。 

 

3.10.3.2 親情報 
 
１） 担当者コード （登録時は必須入力、半角英数字２０桁まで、ユーザマスタに登録済みのこと）    

検索ボタン押下でユーザ検索から選択、または直接入力で入力します。 

２） 棚卸日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

棚卸日を入力します。 
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３） 商品区分（任意入力） 

商品区分を指定します。 

４） 商品コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 

５） 商品名  （任意入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品名から抽出します。 

3.10.3.3 在庫詳細情報（１つの親情報に対して複数） 
 

１） 登録ボタン 

棚卸数を入力の上登録します。 

２） 棚卸数 （必須入力。整数部８桁、小数部３桁のこと） 

棚卸数を入力します。 
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3.10.4 在庫照会 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（在庫業務）（在庫照会）を押下して在庫照会画

面を表示させます。 

 

在庫照会画面 

 

3.10.4.1 コントロール情報 
１） 在庫一覧表出力ボタン     

後述の親情報、明細情報を入力後、このボタンを押下することにより、在庫一覧表を出力することが可能になりま

す。 

 

3.10.4.2 検索条件入力部 
 

１） 商品区分（任意入力） 

商品区分を指定します。 

２） 商品コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、商品マスタに登録済みのこと）   

商品検索から該当する商品を選択します。 
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３） 商品名  （任意入力、半角英数字１２８桁「全角で６４桁」まで）    

商品名から抽出します。 
４） 在庫数算出日 （必須入力、yyyymmdd で入力） 

在庫数算出日を入力します。 

５） 倉庫コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

６） 棚コード （半角英数字３桁まで）   

検索ボタン押下で倉庫・棚検索から選択、または直接入力で入力します。 

 

3.10.4.3 検索結果表示部 
 

１） 検索ボタン 

検索ボタンを押下すると下記の画面が表示されます。 

画面下段の在庫一覧の各行左にある詳細表示ボタンを押下すると次頁の入出庫履歴の画面に遷移します。 
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3.10.4.4 入出庫履歴 
 

前頁の詳細表示ボタンを押下すると下記の画面が表示されます。 

画面上段の検索ボタンを押下すると、画面下段に入出庫の履歴が表示されます。 
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3.11 締め業務 

3.11.1 部門締め 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（締め業務）（部門締め）を押下して部門

締め画面を表示させます。 

 
部門締め画面 

 
部門締め画面を表示するには、事前に部門登録が必要になります。 

１） 現在締め年月 

会社全体の現在締済みの年月が表示されます。 

２） 締めボタン 

ボタンを押下することにより該当部門の締めが行われます。 
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3.11.2 本社締め 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（締め業務）（本社締め）を押下して本社

締め画面を表示させます。 

 
本社締め画面 

 

3.11.2.1 コントロール情報 
１） 締め年月訂正ボタン     

１回行った締めを解除する場合に使用します。 

２） 新の情報ボタン 

表示情報を更新します。 

 

3.11.2.2 部門別締め情報 
１） 本社締めボタン     

本社締めをします。 
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3.11.3 部門登録 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（締め業務）（部門登録）を押下して締め

部門登録画面を表示させます。 

 
締め部門登録画面 

 

3.11.3.1 コントロール情報 
１） 部門登録ボタン     

後述の在庫登録情報を入力後、このボタンを押下することにより、部門を登録することが可能になります。 

２） 行追加ボタン 

行を追加します。 

 

3.11.3.2 部門登録情報 
１） クリアボタン     

指定された行の情報をクリアします。 

２） 締め部門コード 

部門別に締めを行いたい部門を入力します。 
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3.11.4 年次処理 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（締め業務）（年次処理）を押下して年次処理画

面を表示させます。 

 
年次処理画面 

 
１） 実行ボタン 

実行ボタンをクリックすると新年度用情報を生成します。 

（仕入、売上伝票はこの行為を行わないと、新年度の計上日は指定できません） 
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3.12 共通管理 

3.12.1 得意先マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（得意先マスタメンテ）を押下して得

意先マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（本マスタは事前にベースモジュールのＡＰ共通マスタの顧客マスタに登録されている必要があります） 

 
 

3.12.1.1 検索条件入力部 
 
１） 得意先コード 

得意先コードを入力します。 

２） 得意先名 

得意先名を入力します。 

３） 得意先電話番号 

得意先電話番号を入力します。 

４） 検索対象 

AP 共通マスタに登録して販売管理マスタにまだ登録していない場合は「共通マスタ登録済」を選択します。 

５） 検索ボタン 

本ボタンを押下することにより、画面下段に検索結果が一覧表示されます。 
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3.12.1.2 検索結果表示部 

 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 訂正ボタン 

得意先マスタ登録画面へ遷移します。 画面左上の得意先マスタ登録ボタンで登録します。 

 

 

 
画面上段 
得意先コード～備考までの項目群は AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 
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画面下段 

 
１） 取引区分 （必須入力） 

掛売もしくは現金を選択します。 

２） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

３） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。 

４） 営業担当者コード （必須入力、半角英数 20 桁まで、担当者マスタに登録済みのこと） 

担当者を選択します。 

５） 与信限度額 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

与信限度額を入力します。 

６） 受注残高 （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

受注残高を入力します。 
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７） 請求残高 （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

請求残高を入力します。 

８） 債権総額  （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

債権総額を入力します。 

９） 債権消込総額  （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

債権消込総額を入力します。   

１０） 金額丸め区分 （必須入力）  

（切捨て・切上げ・四捨五入・五捨六入）から指定します。 

１１） 通貨コード （必須入力。通貨マスタに登録済のこと） 

通貨の種類を選択します。 多通貨機能を使用しない場合、日本円（JPY）を設定します。 

１２） 税処理区分 （必須入力）  

（伝票単位・明細単位・締め単位 ）から指定します。受注伝票や売上伝票において初期表示されます。 

１３） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。受注伝票や売上伝票において初期表示

されます。 

１４） 税丸め区分 （必須入力） 

丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。受注伝票や売上伝票において初期表示されま

す。 

１５） 請求先コード （必須入力、半角英数字２０桁まで、得意先マスタに登録済みのこと）   

販売管理システムの得意先マスタに登録されているコードを設定します。 

１６） 締めグループ区分 （必須入力） 

締めグループ区分（毎月何日締めか）を選択してください。請求書作成時に「締め」請求の場合はこの締めグルー

プ区分単位に請求書を纏めます。 

１７） 回収サイクル （必須入力）  

（当月・翌月・翌々月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・６ヶ月 ）の中から指定します。 

１８） 回収方法区分  （必須入力） 

（現金・小切手・郵送・現金・集金・振込）から選択し登録します。   

１９） 回収日 （必須入力。日または 99「月末」のこと）   

回収日を登録します。 

２０） 手数料負担区分  （任意入力）  

（当方負担・先方負担 ）から選択します。  

２１） 請求先部門 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

請求書に反映されます。 

２２） 請求先担当者 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

請求書に反映されます。 
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２３） 請求先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

請求書に反映されます。 

２４） 請求先ＦＡＸ番号 （任意入力、半角６４桁まで）    

請求書に反映されます。 

２５） 請求先郵便番号（任意入力、半角２０桁まで） 

請求書に反映されます。 

２６） 請求先住所１（任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

請求書に反映されます。 

２７） 請求先住所２（任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

請求書に反映されます。 

２８） 口座コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、口座マスタに登録済みのこと） 

自社マスタに登録されている該当請求先の口座コードが表示されます。 

当画面にて変更した場合は変更後の内容が請求書に反映されます。 

（振込先口座として印字されます） 

２９） 手数料負担（任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

請求書に反映されます。 

３０） 支払期限（任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

請求書に反映されます。 
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3.12.2 仕入先マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（仕入先マスタメンテ）を押下して仕

入先マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（本マスタは事前にベースモジュールのＡＰ共通マスタの顧客マスタに登録されている必要があります） 

 

 
 

3.12.2.1 検索条件入力部 
 
１） 仕入先名 

仕入先名を入力します。 

２） 仕入先コード 

仕入先コードを入力します。 

３） 仕入先電話番号 

仕入先電話番号を入力します。 

４） 検索対象 

AP 共通マスタに登録して販売管理マスタにまだ登録していない場合は「共通マスタ登録済」を選択します。 

５） 検索ボタン 

本ボタンを押下することにより、画面下段に検索結果が一覧表示されます。 
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3.12.2.2 検索結果表示部 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 訂正ボタン 

仕入先マスタ登録画面へ遷移します。 仕入先マスタ登録ボタンで登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
画面上段 
仕入先コード～備考までの項目群は AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 

 

画面下段 
１） 取引区分 （必須入力） 

（掛買・現金）を選択します。 
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２） 連絡先担当者名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

連絡先担当者名を入力します。 

３） 連絡先電話番号  （任意入力、半角６４桁まで）    

連絡先電話番号を入力します。 

４） 営業担当者コード （必須入力、半角英数 20 桁まで、ＡＰ共通マスタのユーザマスタに登録済みのこと） 

担当者を選択します。 

５） 与信限度額 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

与信限度額を入力します。 

６） 発注残高 （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

発注残高を入力します。 

７） 支払残高 （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

支払残高を入力します。 

８） 債務総額  （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）      

債務総額を入力します。 

９） 債務消込総額  （任意入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで）    

債務消込総額を入力します。   

１０） 金額丸め区分 （必須入力）  

（切捨て・切上げ・四捨五入・五捨六入）から指定します。 

１１） 通貨コード （必須入力。通貨マスタに登録済のこと） 

通貨の種類を選択します。 多通貨機能を使用しない場合、日本円（JPY）を設定します。 

１２） 税処理区分 （必須入力）  

（伝票単位・明細単位・締め単位 ）から指定します。発注伝票や仕入伝票において初期表示されます。 

1３） 税区分名 （必須入力）  

（外税 5%・内税 5%・課税対象外など）消費税の課税状態を選択します。発注伝票や仕入伝票において初期表示

されます。 

１４） 税丸め区分 （必須入力） 

税丸め区分（切捨て、切上げ、四捨五入、五捨六入）を選択します。発注伝票や仕入伝票において初期表示され

ます。 

１５） 支払先コード（必須入力、半角英数字２０桁まで、仕入先マスタに登録済みのこと） 

販売管理システムの仕入先マスタに登録されているコードを設定します。 

１６） 締めグループ区分 （任意入力）  

締めグループ区分を選択します。 

１７） 支払サイクル （任意入力）  

支払サイクルを選択します。 

１８） 支払方法区分 （任意入力）  

支払方法区分を指定します。 
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１９） 支払日 （必須入力。日または 99「月末」のこと） 

支払日を入力します。 

２０） 取引銀行番号 （任意入力、半角２０桁まで）    

取引銀行番号を入力します。 

２１） 振込先銀行名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

振込先銀行名を入力します。 

２２） 振込先銀行名カナ （任意入力、半角カナ英数字１２８桁まで） 

振込先銀行名カナを入力します。 

２３） 取引支店番号 （任意入力、半角２０桁まで） 

取引支店番号を入力します。 

２４） 銀行本支店名 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

銀行本支店名を入力します。 

２５） 銀行本支店名カナ （任意入力、半角カナ英数字１２８桁まで） 

銀行本支店名カナを入力します。 

２６） 自社口座との関係 （任意入力） 

自社口座との関係を入力します。 

２７） 口座名義 （任意入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

口座名義を入力します。 

２８） 口座種別 （任意入力） 

口座種別を入力します。 

２９） 口座名義カナ （任意入力、半角カナ英数字１２８桁まで） 

口座名義カナを入力します。 

３０） 口座番号 （任意入力、半角数字２０桁まで） 

口座番号を入力します。 

３１） 振込み量負担区分 （任意入力） 

振込み量負担区分を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 147

 

3.12.3 商品マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（商品マスタメンテ）を押下して商品

マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

 

 
 

3.12.3.1 検索条件入力部 
 

１） 商品コード 

商品コードを入力します。 

２） 商品名 

商品名を入力します。 

３） 商品区分 

商品区分を入力します。 

４） 検索対象 

AP 共通マスタに登録して販売管理マスタにまだ登録していない場合は「共通マスタ登録済」を選択します。 

５） 検索ボタン 

本ボタンを押下することにより、画面下段に検索結果が一覧表示されます。 
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3.12.3.2 検索結果表示部 
１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

 

２） 訂正ボタン 

商品マスタ入力画面へ遷移します。 画面左上の商品登録ボタンで登録します。 

 

 

 
１） 商品コード 

AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 

２） 商品区分 （必須入力） 

商品区分を入力します。 

（商品、役務など本システムにて物として扱うか工事や作業として扱うかをこの区分で管理します） 

３） 商品名 

AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 
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４） 商品名カナ （必須入力、半角カナ英数字１２８桁まで） 

商品名カナを入力します。 

５） 商品略称 

AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 

６） JAN コード  （任意入力、半角数字２０桁まで）  

JAN コードを入力します。   

７） メーカー型番  （任意入力、半角数字２０桁まで）   

メーカー型番を入力します。   

８） リードタイム （任意入力、半角数字３桁まで） 

リードタイムを入力します。 

９） 基準通貨コード 

システムパラメータの内容が表示されます。 

１０） 販売価格 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

販売価格を入力します。 

１１） 仕入価格 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

仕入価格を入力します。 

１２） 標準原価  （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部２桁まで） 

標準原価を入力します。 

１３） 仕訳分類区分 （必須入力） 

仕訳分類区分を入力します。自動仕訳にて貸借の科目を付与するのにキーとなります。（仕訳定義マスタのキー） 

１４） 在庫評価区分 （必須入力） 

在庫評価区分を入力します。 

１５） 在庫管理対象 （必須入力） 

在庫管理対象を入力します。実在庫や有効在庫を管理する場合は「対象」を指定します。 

１６） 在庫単位 （必須入力） 

在庫単位を入力します。 

１７） 人数 （必須入力） 

人数を入力します。伝票入力時の数量と在庫管理の数量を換算する場合に指定します。 

１８） 単位 （必須入力） 

単位を入力します。 
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3.12.4 取引先別単価マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（取引先別単価マスタメンテ）を押下

して取引先別単価マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示

されます。 

 

 
 

 

3.12.4.1 検索条件入力部 
 
１） 取引先コード （任意入力） 

取引先名を入力します。 

２） 取引先名 

上記コードを選択した結果、名称が表示されます。 

６） 商品コード （任意入力） 

商品名を入力します。 

７） 商品名 

上記コードを選択した結果、名称が表示されます。 

８） 検索ボタン 

本ボタンを押下することにより、画面下段に検索結果が一覧表示されます。 
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3.12.4.2 検索結果表示部 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

 

２） 訂正ボタン 

取引先別単価マスタメンテ画面へ遷移します。 画面左上の取引先別単価登録ボタンで登録します。 

 

 

１） 取引先コード （必須入力。半角英数字２０桁まで。得意先マスタか仕入先マスタに登録済のこと） 

取引先を検索し選択します。 

２） 取引先名 

取引先コードから選択した場合は、取引先マスタより自動設定されます。 

３） 取引先名カナ 

取引先コードから選択した場合は、取引先マスタより自動設定されます。 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 152

 

４） 商品コード （必須入力。半角英数字２０桁まで。商品マスタに登録済のこと） 

商品コード検索し選択します。 

５） 商品名 

商品コードから選択した場合は、商品マスタより自動設定されます。 

６） 商品略称 

商品コードから選択した場合は、商品マスタより自動設定されます。 

７） メーカー型番 

商品コードから選択した場合は、商品マスタより自動設定されます。 

８） 通貨コード （必須入力。通貨マスタに登録済のこと） 

通貨の種類を選択します。 多通貨機能を使用しない場合、日本円（JPY）を設定します。 

９） 販売価格 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部６桁まで） 

販売価格を入力します。 

１０） 仕入価格 （必須入力、数字のみ。整数部１２桁小数部６桁まで） 

仕入価格を入力します。 

１１） 適用期間 （必須入力。ｙｙｙｙｍｍｄｄで入力） 

各伝票の日付（受注の出荷予定日、発注の納期、売上の計上日、仕入の計上日）とこの適用期間で伝票の単価を

初期表示させます。 
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3.12.5 換算レートマスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（換算レートマスタメンテ）を押下して

換算レートマスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。

（本システムにて多通貨機能を使用しない場合は、ＪＰＹ「日本円」のみ登録します） 

 
 

3.12.5.1 検索条件入力部 
１） 通貨コード（任意入力。通貨マスタに登録済のこと） 

通貨の種類を選択します。 多通貨機能を使用しない場合、日本円（JPY）を設定します。 

２） 適用開始日（任意入力。ｙｙｙｙｍｍｄｄで入力） 

適用開始日を指定します。 

 

3.12.5.2 検索結果表示部 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 154

 

 

２） 訂正ボタン 

換算レートマスタ入力画面へ遷移します。 画面左上の換算レートマスタ登録ボタンで登録します。 

 

 
 

１） 通貨コード（必須入力。通貨マスタに登録済のこと） 

通貨コードを指定します。 

２） レート（必須入力。数字のみ。整数部４桁、小数部５桁のこと） 

レートを入力します。 

３） 適用開始日（必須入力。ｙｙｙｙｍｍｄｄで入力） 

適用開始日を指定します。 
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3.12.6 消費税率マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（消費税率マスタメンテ）を押下して

消費税率マスタメンテ画面を表示させます。下記項目を入力し、「消費税率登録」ボタンを押下すると登録されま

す。 

 
 
１） 適用年月日 （必須入力。ｙｙｙｙｍｍｄｄで入力） 

適用年月日を指定します。 

２） 新税率 （必須入力。数字のみ。整数部１桁、小数部２桁のこと） 

新税率を設定します。 

３） 旧税率 （必須入力。数字のみ。整数部１桁、小数部２桁のこと） 

旧税率を設定します。 

４） 税区分 （必須入力） 

税区分を設定します。（内税、外税、課税対象外など） 

５） 税区分名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

税区分名を入力します。 
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3.12.7 通貨マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（通貨マスタメンテ）を押下して通貨

マスタメンテ画面を表示させます。 

（本システムにて多通貨機能を使用しない場合はＪＰＹ「日本円」のみ登録します） 

 

 
システム初期導入時は画面上部にある「新規登録ボタン」を押下して次頁の入力画面を表示させます。 

 
１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 
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２） 訂正ボタン 

通貨マスタ入力画面へ遷移します。 通貨マスタ登録ボタンで登録します。 

 

 

 
１） 通貨コード （必須入力。半角英数字３桁のこと） 

通貨コードを入力します。 

２） 備考 （任意入力、半角英数字２５５桁「全角なら１２７文字」まで） 

備考を入力します。 
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3.12.8 仕訳定義マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（仕訳定義マスタメンテ）を押下して

仕訳定義マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。

（本マスタは各伝票の入力項目を元に自動仕訳ﾃﾞｰﾀに展開する貸借勘定科目を設定します） 

 

 

システム初期導入時は画面上部にある「新規登録ボタン」を押下して次頁の入力画面を表示させます。 

3.12.8.1 検索条件入力部 
１） 売上仕入区分 （必須入力） 

（売上・仕入）のどちらかを選びます。 

２） 伝票取引区分 （任意入力） 

伝票取引区分を指定します。 

３） 明細取引区分 （任意入力） 

明細取引区分を指定します。 

４） 仕訳分類区分 （任意入力） 

仕訳分類区分を指定します。 

５） 借方科目コード （任意入力。半角英数字１０桁まで） 

借方科目コードを検索し選択します。 

６） 貸方科目コード （任意入力。半角英数字１０桁まで） 

貸方科目コードを検索し選択します。 
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3.12.8.2 検索結果表示部 
１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

 

２） 訂正ボタン 

仕訳定義マスタ入力画面へ遷移します。 仕訳定義登録ボタンで登録します。 

 

 
１） 売上仕入区分 （必須入力） 

売上仕入区分を設定します。 

２） 伝票取引区分 （必須入力） 

伝票取引区分を設定します。 

３） 明細取引区分 （必須入力） 

明細取引区分を設定します。 

４） 仕訳分類区分 （必須入力） 

仕訳分類区分を設定します。 

５） 借方科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで。科目マスタに登録済のこと） 

借方科目コードを設定します。 

６） 借方科目名 

上記コードを選択することにより表示されます。 
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７） 貸方科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで。科目マスタに登録済のこと） 

貸方科目コードを設定します。 

８） 貸方科目名 

上記コードを選択することにより表示されます。 

９） 借方補助科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで。科目マスタに登録済のこと） 

借方補助科目コードを入力します。 

１０） 借方補助科目名 

上記コードを選択することにより表示されます。 

１１） 貸方補助科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで。科目マスタに登録済のこと） 

貸方補助科目コードを入力します。 

１２） 貸方補助科目名 

上記コードを選択することにより表示されます。 
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3.12.9 科目マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（科目マスタメンテ）を押下して科目

マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（システム初期導入時は画面上部にある「登録ボタン」を押下して次々頁の入力画面を表示させます） 

 

 
科目  

 
補助科目 
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3.12.9.1 検索条件入力部 
１） 科目コード （任意入力。半角英数字１０桁まで） 

科目コードを入力します。 

２） 科目名 （任意入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

科目名を入力します。 

３） 補助科目コード （任意入力。半角英数字１０桁まで） 

補助科目コードを入力します。 

４） 補助科目名 （任意入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

補助科目名を入力します。 

５） 借方・貸方 （任意入力） 

（借方・貸方）のどちらかを選択します。 

６） 検索対象 

検索対象（科目・補助科目）のどちらかを選択します。 

 
 

3.12.9.2 検索結果表示部 
 
１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 
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２） 訂正ボタン 

（科目マスタ・補助科目マスタ）入力画面へ遷移します。 （科目・補助科目）登録ボタンで登録します。 

 
 

 
科目マスタ入力 
１） 科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで） 

科目コードを入力します。 

２） 借方・貸方 （必須入力） 

（借方・貸方）のどちらかを選択します。 

３） 科目名 （必須入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

科目名を入力します。 
補助科目マスタ入力 
４） 科目コード （任意入力。半角英数字１０桁まで。科目マスタに登録済のこと） 

科目コードを入力します。 

５） 科目名 

上記コードを選択した結果、科目名を表示します。 

６） 補助科目コード （必須入力。半角英数字１０桁まで） 

補助科目コードを入力します。 

７） 科目名 （必須入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

補助科目名を入力します。 
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3.12.10 自社マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（自社マスタメンテ）を押下して自社

マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（本マスタは事前にベースモジュールのＡＰ共通マスタの自社マスタに登録されている必要があります） 

 
 
画面上段 
自社名～備考までの項目群は AP 共通マスタに事前登録した内容が表示されます。 

６） 自社マスタ登録ボタン 

画面下段の各項目入力後、このボタン押下により、自社マスタを登録します。 

画面下段 
１） 締めグループ区分 （任意入力） 

締めグループ区分を指定します。 

２） 支払サイクル （任意入力） 

支払サイクルを指定します。 

３） 会計期間 （必須入力、mmdd で入力） 

会計期間を指定します。 

４） 口座コード （任意入力、半角英数字２０桁まで、口座マスタに登録済みのこと） 

口座マスタに登録されている口座コードを入力します。（自社口座） 

５） 通貨コード （任意入力） 

設定された通貨コードから選択します。 
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６） 在庫評価区分 （任意入力） 

在庫評価区分を選択します。 

受注伝票／売上伝票 

７） 取引区分 （任意入力） 

取引区分（現金・掛売）のどちらかを選択します。 

８） 税区分名 （任意入力） 

税区分名を選択します。 

９） 税処理区分 （任意入力） 

（伝票単位・明細単位）のどちらかの税処理区分を選択します。 

１０） 税丸め区分 （任意入力） 

税丸め区分を選択します。 

１１） 請求区分 （任意入力） 

請求区分（締め・都度）のどちらかを選択します。 

 

 

発注伝票／仕入伝票 

１２） 取引区分 （任意入力） 

取引区分（現金・掛買）のどちらかを選択します。 

１３） 税区分名 （任意入力） 

税区分名を選択します。 

１４） 税処理区分 

（伝票単位・明細単位）のどちらかの税処理区分を選択します。 

１５） 税丸め区分 （任意入力） 

税丸め区分を選択します。 

１６） 支払区分 （任意入力） 

支払区分（締め・都度）のどちらかを選択します。 
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3.12.11 口座マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（口座マスタメンテ）を押下して口座

マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（口座は自社の取引口座を登録します。） 

 
 
 

3.12.11.1 検索条件入力部 
 
１） 口座コード 

得意先コードを入力します。 

２） 銀行名 

銀行名を入力します。 

３） 支店名 

支店名を入力します。 

４） 口座種別 

口座種別を入力します。 

５） 検索ボタン 

本ボタンを押下することにより、画面下段に検索結果が一覧表示されます。 
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3.12.11.2 検索結果表示部 

 

１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

２） 訂正ボタン 

口座マスタ登録画面へ遷移します。 画面左上の口座登録ボタンで登録します。 

 

 

 

１） 口座コード （必須入力、半角英数 20 桁まで） 

口座コードを入力します。 

２） 銀行コード （必須入力、半角英数 20 桁まで） 

銀行コードを入力します。 

３） 銀行コード （必須入力、半角英数 20 桁まで） 

支店コードを入力します。 

４） 口座種別 （必須入力） 

（当座預金・普通預金・貯蓄預金・その他 ）から指定します。 

５） 口座名義 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

口座名義を入力します。 

６） 口座名義カナ （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

口座名義カナを入力します。 
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７） 銀行名 （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

銀行名を入力します。 

８） 銀行名カナ  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで）    

銀行名カナを入力します。 

９） 支店名  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

支店名を入力します。   

１０） 支店名カナ  （必須入力、半角英数字１２８桁「全角なら６４文字」まで） 

支店名カナを入力します。 

１１） 口座番号 （必須入力、半角英数 20 桁まで） 

口座番号を入力します。 
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3.12.13 倉庫マスタメンテ 
イントラマートベースモジュール画面左にある（販売管理システム）（共通管理）（倉庫マスタメンテ）を押下して倉庫

マスタメンテ画面を表示させます。検索条件を指定し、検索ボタンを押下すると下の画面が表示されます。 

（システム初期導入時は画面上部にある「登録ボタン」を押下して次々頁の入力画面を表示させます） 

 

 
倉庫  

 
棚 
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3.12.13.1 検索条件入力部 
７） 倉庫コード （任意入力。半角英数字３桁まで） 

倉庫コードを入力します。 

８） 倉庫名 （任意入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

倉庫名を入力します。 

９） 棚コード （任意入力。半角英数字３桁まで） 

棚コードを入力します。 

１０） 棚名 （任意入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

棚名を入力します。 

１１） 検索対象 

検索対象（倉庫・棚）のどちらかを選択します。 

 
 

3.12.13.2 検索結果表示部 
 
１） 削除ボタン 

確認のウィンドウが表示され、OK をクリックすると該当伝票を削除します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intra-mart 販売管理システム操作マニュアル

 

 

 

Copyright 2006 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 171

 

２） 訂正ボタン 

（倉庫マスタ・棚マスタ）入力画面へ遷移します。 （倉庫・棚）登録ボタンで登録します。 

 
 

 
倉庫マスタ入力 
８） 倉庫コード （必須入力。半角英数字３桁まで） 

倉庫コードを入力します。 

９） 倉庫名 （必須入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

倉庫名を入力します。 
棚マスタ入力 
１０） 倉庫コード （必須入力。半角英数字３桁まで。倉庫マスタに登録済のこと） 

倉庫コードを入力します。 

１１） 倉庫名 

上記コードを選択した結果、倉庫名を表示します。 

１２） 棚コード （必須入力。半角英数字３桁まで） 

棚コードを入力します。 

１３） 棚名 （必須入力。半角英数字１２８桁「全角文字で６４桁」まで） 

棚名を入力します。 
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3.13 バッチ処理 

販売管理システムでは下記のバッチ処理があります。 

【在庫集計処理】 

日単位に管理している在庫データのうち、システム日付より古いデータを集計して１レコードに圧縮します。 

圧縮後のレコードの入出庫の日付にはパラメータの「在庫基準日」が付与されます。 

【自動仕訳データ作成処理】 

売上伝票登録、仕入伝票登録にて登録された内容を元に、会計システム用の仕訳データを作成します。 

 

【バッチ処理の設定】 

 

 
グループ管理者の URL を指定して、グループ管理者画面を開きます。 

（ログイングループ管理）（バッチ設定）を押下して上記のバッチ設定画面を表示します。 

１） バッチ名 

任意の名称を指定します。 

２） 実行プログラム言語 

ＪＡＶＡを選択します 

３） 実行プログラムパス 

在庫集計処理の場合「jp.co.intra_mart.products.sms.daily.service.InventoryCountingRunBatch」 

自動仕訳データ作成処理の場合 

「jp.co.intra_mart.products.sms.daily.service.JournalDataMakeMakeRunBatch」 

をそれぞれ指定します。 
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４） 実行時間 

実行する日時を指定します。 

 

以上を登録後、有効/無効を有効にすると指定した実行時間にバッチ処理が実行されます。 

なお自動仕訳データは StorageService をインストールしたフォルダ配下の下記の場所に作成されます。 

インストールしたフォルダ/storage/Batch/BDL001 

＊ 上記パスの Batch/BDL001 の箇所はパラメータにて変更可能です。 
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