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システム概要

クラウドシステムを導入することで実現できること

Point 1

システムをクラウド化することで、外出先でデータ入⼒を⾏い業務効率アップ

Point 2 データをクラウド上に保存することで、いつでも、どこでも⾒たいデータが閲覧可能となります。
・⾒積の状況／売上の状況／請求の状況／⼊⾦の状況／承認の状況／その他
上記状況等を分析することにより経営の⾒える化が可能となります。

データをすべてクラウド上に保存することで⾒たいデータをいつでもどこでも閲覧可能

Point 3
お客様及び社員の満⾜度向上
「⽣産性向上」・「業務効率化」・「事務作業軽減」によりお客様及び社員の満⾜度向上につながるシステム構築
を目指します。システム構築をクラウド化することで業務の⾒える化を図り、どこに課題や問題があるのか分析を
⾏い、常にシステム改善を⾏いながらより良いシステムは何かと考えながらシステムのバージョンアップにつなげて
⾏きます。

業務管理をWeb化（クラウド環境へ移⾏）することで、インターネットに接続できる環境であればパソコンやタブ
レット等を⽤いてシステムをご利⽤可能となります。
この事により、外出先でデータの閲覧や⼊⼒更新が可能となり、業務の効率化へ繋がります。またWeb化により、自
社内のサーバー機器の管理が不必要となり、サーバー故障時や停電時などの復旧対応等も不要となります。
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システム概要図
◆⾒込段階から案件として登録し、外注費⽤や⽇報(労務費)⼊⼒することで、案件毎の原価を把握することが可能
◆クラウド化によりインターネットへ接続可能な環境であれば、OSに関係なく、いつでもどこでも閲覧/登録が可能
◆システムを一元化することで、マスタの多重化が無くなりメンテナンスが向上

お客様 新システム（クラウド環境）

営業部門 ・案件登録/編集
・⽇報登録
・得意先管理
・⾒積書作成/編集
・外注/資材発注登録
・受注/売上登録
・⼊⾦チェック

製造部門 ・案件メンバー登録
・案件工程登録
・⽇報登録（工数実績）
・自己評価登録
・プロジェクト実績表出⼒

経理部門 ・請求書作成/発⾏
・⼊⾦情報登録
・支払情報登録
・勤怠データ出⼒
・クライアント管理
・取引先管理

全体 ・各種帳票出⼒
・ワークフロー（稟議書）
・各マスタメンテナンス
・外出先、他事業所からの
閲覧/登録/編集

管理サイト

案件管理

営業管理

外注/資材管理

⽇報管理

請求管理

ワークフロー

各種帳票出⼒

Internet

Internet

ログイン/ログアウト

マスタメンテナンス

データベース

案件データ

⾒積データ

注文データ

請求データ

⼊⾦データ

承認データ

各種マスタ

⽇報データ

得意先

取引先

⾒積書

発注書

請求書
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管理サイト 機能一覧①
No 機能名 サブ機能名 機能概要

1ログイン ユーザーID、パスワードによりログイン処理を⾏う
2ログアウト 本システムよりログアウトを⾏う
3案件管理 案件一覧 検索条件を元に案件概要一覧を表⽰する

案件登録 案件を新規に登録する
案件変更/削除 登録されている案件内容の変更を⾏う

削除は関連するデータがない場合のみ削除可能とする

工程情報登録/変更/削除 案件の工程情報を工程マスタより選択し登録する
メンバ登録/変更/削除 案件に参画するメンバを社員マスタより選択する

4営業管理 ⾒積一覧/出⼒ 検索条件を元に⾒積データの一覧を表⽰する
⾒積一覧はCSVファイルで出⼒可能

⾒積登録 案件に紐づく⾒積データを登録する
⾒積変更/削除 ⾒積データを表⽰し変更、削除を⾏う
⾒積書出⼒ 登録した⾒積書を出⼒する
受注登録 作成した⾒積データを受注登録し、対象となる案件へ反映する
売上登録 受注した⾒積データを売上登録し、対象となる案件へ反映する

5発注管理
※外注/資材関係

発注書一覧/出⼒ 検索条件を元に発注データの一覧を表⽰する
一覧表はCSVファイルで出⼒可能

発注登録 案件に紐づく発注データ(外注/資材)を登録し、対象となる案件へ反映する
発注変更/削除 発注データを表⽰し変更、削除を⾏い、対象となる案件へ反映する
発注書出⼒ 発注データから発注書を出⼒する
支払情報登録/変更 発注データに対し支払情報を登録/変更する

6日報管理 日報登録/変更 案件、工程を選択し作業内容、作業時間を登録/変更
出社、退社時間の登録/変更

7請求管理 請求一覧/出⼒ 検索条件を元に請求データの一覧を表⽰する
請求一覧はCSVファイルで出⼒可能

請求作成/変更 売上データから請求データを作成する
作成した請求書の請求先などの変更を可能とする

請求書出⼒ 請求データから請求書を出⼒する
⼊⾦情報登録/変更 請求データに対し⼊⾦情報を登録/変更し、対象となる案件へ反映する



© 2021  D.Edit inc.

D.Edit

Confidential 5

管理サイト 機能一覧②
No 機能名 サブ機能名 機能概要

8ワークフロー 承認依頼/未承認一覧 検索条件をもとに承認依頼データ/未承認データを一覧表⽰する
承認依頼登録/変更/取消 承認ルート、各照査者、承認者を選択し承認依頼の登録を⾏う

登録された承認データが未照査、未承認であれば取消可能

承認/却下登録 承認依頼データを承認または却下登録する
9帳票出⼒ 売上一覧表 集計期間等の条件を元に売上表をExcelへ出⼒する

得意先管理表 集計期間等の条件を元に制作部門で管理されている案件管理表をExcelへ出⼒する
得意先管理表 得意先の取引状態を条件に得意先一覧表をExcelへ出⼒する

10マスタメンテナンス 得意先マスタ 得意先情報の登録/変更を⾏う
社員マスタ 社員情報の登録/変更を⾏う
部門マスタ 部門情報の登録/変更を⾏う
取引先マスタ 取引先(外注/資材)情報の登録/変更を⾏う
会社マスタ 自社情報の登録/変更を⾏う
セキュリティマスタ セキュリティレベル情報の変更を⾏う(1〜50固定、追加なし)
システム共通マスタ 端数処理設定や各番号のカウント値を表⽰し、変更を⾏う
承認ルートマスタ 承認ルート情報の登録/変更を⾏う
単価マスタ 商品等の単価登録/変更を⾏う

11自己評価 自己評価登録/変更 参画したプロジェクトに対する自己評価を登録/変更する
自己評価一覧出⼒ 抽出条件を元に自己評価情報をExcelへ出⼒する

12全体 営業担当が変わった時の履歴情報を保持
得意先や取引先の社名や住所が変わった時の履歴情報を保持
案件登録時や⾒積登録時に得意先の評価がわかる仕組み
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管理サイト 画面機能①

ログイン

案件管理 案件検索・一覧 案件新規登録・編集

案件内容
売上額、売上予定⽇、原価実績合計、利益⾒込等
工程、メンバー登録・編集
⾒積一覧表⽰、⾒積登録・編集
発注一覧表⽰、発注登録・編集
社内原価一覧表⽰

営業管理 ⾒積検索・一覧
CSV出⼒ ⾒積登録・編集

⾒積書印刷
案件毎に複数作成可能
受注・売上登録

発注管理 発注検索・一覧
CSV出⼒ 発注登録・編集

発注書印刷
支払情報登録・変更
案件毎に複数作成可能
案件原価実績反映

⽇報管理 ⽇報登録・編集⽇報検索・一覧

ログイン者の⽇報データ表⽰

出社、退社時間
案件の工程に工数登録
案件原価実績反映

⼊⾦実績により未⼊⾦一覧の表⽰が可能
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管理サイト 画面機能②

請求管理 請求検索・一覧
CSV出⼒ 請求登録・編集

売上データから条件を元に請求作成・登録
(⾒積件名が明細⾏へ反映)
請求書印刷
⼊⾦情報登録→案件へ反映

ワークフロー 承認データ
検索・一覧

自身の承認依頼データ
照査、承認対象データ

承認依頼登録・編集
照査/承認登録・編集

承認依頼内容登録・編集
稟議書・その他書類ファイル添付
照査、承認、却下登録
承認依頼、結果メール通知

帳票種類選択 帳票選択
条件指定

売上一覧表
案件管理表
得意先管理表
Excel出⼒

マスタメンテナンス 各マスタデータ一覧
一部検索機能あり 各マスタ登録・編集

ログアウト


