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Point1グローバルビジネスを支える世界標準の会計ソリューション

各国の会計基準や IFRS に対応

世界レベルの内部統制

会計新時代に向け、グローバル化の波が大企業のみならず、中堅・中小企業にも押し寄せ

ています。そこで求められるのが海外展開を見据えた事業戦略や、企業価値の評価に役立

つ透明性の高い会計情報の開示、そして経営管理の仕組みを高度化することなどです。

IFRS 対応の SunSystems は、そんな会計新時代を勝ち抜く企業のための会計システム

です。

多国籍企業からグローバル企業へ移行するにあたり、内部統制の構築は避けて通れません。

そのためには企業全体で適切な経営管理を行うことはもちろん、適正かつ透明性の高い財

務諸表を全社レベルで投資家に提供する必要があります。SunSystems は、業界のベスト

プラクティスを全社レベルで運用することができ、財務情報の信頼性、網羅性、可用性、

機密性などを包括的にサポートすることができます。
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内部統制機能

自由なコード体系と自由なレポート体系

強力なセグメント分析を駆使した管理会計

多通貨・多言語対応
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グローバル企業に適合した本格的な多通貨・多言語処理機能をサポートします。通貨および

レートは、会計期、月次、日次、科目単位、取引毎のスポット等、無制限に設定できます。個々

の取引には、基本通貨と外貨の両方が保持されるので、月末や期末での評価換えや通貨変動リス

クのシミュレーションも簡単です。多言語機能は、約

外スタッフへの導入も円滑です。

管理会計に必要となる「セグメント情報」は完全な自由設計で、経営戦略上、必要な情報をダイ

レクトに反映することができ、取引、勘定科目、商品、商品グループ、取引先、プロジェクト、

担当者などを効率的に付加することで、高度な管理会計を簡単、スピーディに実現します。

勘定科目、取引先、商品、セグメント設定など、マスター項目は全てユーザーの要求に合わせて

自由設計が可能で、幅広い業種・業態に適応します。さらに財務報告書、各種管理レポートの設

計も自由自在です。

防止的コントロールとして、職務分掌に則ったシステム認証、操作範囲の限定や制御することがで

き、発見的コントロールでは、入力情報の完全性、正当性等を確保するために、マスターの不正登

録、伝票の不正登録・修正伝票の履歴保持など内部統制に必要な機能が備わっています。

SunSystems は企業の「信頼」を高めます

Point2

5 全世界で 20000 サイト以上

1981 年以来、SunSystems

から高い評価を受け、190 以上の国で、導入数は

20000 サイト以上に上っています。

長年築きあげた実績は、企業の活動の中核である

会計業務を支援するにふさわしい信頼の証し

です。

自由なコード体系と自由なレポート体系

強力なセグメント分析を駆使した管理会計

多通貨・多言語対応

グローバル企業に適合した本格的な多通貨・多言語処理機能をサポートします。通貨および

レートは、会計期、月次、日次、科目単位、取引毎のスポット等、無制限に設定できます。個々

の取引には、基本通貨と外貨の両方が保持されるので、月末や期末での評価換えや通貨変動リス

クのシミュレーションも簡単です。多言語機能は、約 20 言語に対応。現地通貨、現地言語で海

外スタッフへの導入も円滑です。

管理会計に必要となる「セグメント情報」は完全な自由設計で、経営戦略上、必要な情報をダイ

レクトに反映することができ、取引、勘定科目、商品、商品グループ、取引先、プロジェクト、

担当者などを効率的に付加することで、高度な管理会計を簡単、スピーディに実現します。

勘定科目、取引先、商品、セグメント設定など、マスター項目は全てユーザーの要求に合わせて

自由設計が可能で、幅広い業種・業態に適応します。さらに財務報告書、各種管理レポートの設

防止的コントロールとして、職務分掌に則ったシステム認証、操作範囲の限定や制御することがで

き、発見的コントロールでは、入力情報の完全性、正当性等を確保するために、マスターの不正登

録、伝票の不正登録・修正伝票の履歴保持など内部統制に必要な機能が備わっています。
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～Setting～

パッケージソフトでありながら、業種業態や各社の

条件に応じた環境設計を自由に、しかも簡単に定義

できる、それが SunSystems の大きな特徴です。

セキュリティー管理

 マスター項目を誰が、いつ、何をしたか、の履歴を保存する

監査証跡(Audit Control)機能を搭載しています。

 入力者を強制的に仕訳データに書き込

むことができるので、仕訳の登録・修

正・削除の履歴管理ができます。

 入力者と転記者（経理責任者等）を分

けることで認証を与えた仕訳伝票のみ

を転記することができます。

 設定した入力期間以外での伝票の新規

登録・修正・削除を禁止することがで

きます。

トランザクション

【監査報告書】

マスター変更履歴

 個人単位、担当グループ単位、会

社単位等、利用できるメニューや

操作範囲を制御することができま

す。

 SunSystems 独自のユーザー

名・パスワードでログインするパ

ターンと Windows のＩＤでログイ

ンするパターン（Windows 認証）

を選択することができます。

アクセス権

日本語ﾃﾞﾓﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ リファレンス監査報告書
勘定科目コード 始め: AP1102
------------------------------------------------------------------------

勘定科目 勘定科目名 検索
------------------------------------------------------------------------

修正 ｵﾍﾟﾚｰﾀ SK : 2008/11/07

AP1102 SU Global Limited

^^^^^^^^^^^^^^^^

TEC AMERICA Global Limited

修正前

修正後



分析コードの設定

勘定科目の設定

導入準備

 部門、従業員、製品、地域、プロジェクト等管理したい項目を最大

（分析項目）を設定することができます。

 1 つの分析項目に最大 15

 分析項目に階層を持つことができ、それぞれの単位での帳票出力はもちろん、組み合わせをするこ

とにより、高度な管理会計を実現します。

部門、従業員、製品、地域、プロジェクト等管理したい項目を最大 20 項目まで自由にカテゴリー

（分析項目）を設定することができます。

15 桁の分析コードを無制限作成することができます。

分析項目に階層を持つことができ、それぞれの単位での帳票出力はもちろん、組み合わせをするこ

とにより、高度な管理会計を実現します。

 勘定科目コードは最大

10 桁の英数字を自由に

設定することができま

す。

 勘定科目に集計単位を紐

付けることにより、その

集計単位で帳票出力する

ことができます。

 勘定科目の属性は「貸借

対照表勘定」「損益勘定」

「債権（売掛金）勘定」

「債務（買掛金）勘定」

「債権・債務両建勘定」

「非会計（メモ）勘定」

で構成されます。

項目まで自由にカテゴリー

分析項目に階層を持つことができ、それぞれの単位での帳票出力はもちろん、組み合わせをするこ







～Entry～

仕訳入力処理は入力伝票の種類はもちろん、一度に

入力できる件数や複合仕訳の行数にも一切制限は

ありません。会計業務の効率化を高いレベルで実現

しています。

 用途に応じた入力伝票形式をいくつで

も作成できます。
 ひとつのソフトで会社（データベース）

をいくつでも処理できます。

 業務に合わせてメニューが

ツリー構造になっており、直

感的な操作ができます。

 アルファベット2文字で入力

するコマンド操作を使用す

ると、マウスを使わずに、キ

ーボードだけで操作するこ

ともできます。

 入力者を強制的に仕訳

データに書き込むこと

ができるので、仕訳の登

録・修正・削除の履歴管

理ができます。

 入力者と転記者（経理責

任者等）を分けることで

認証を与えた仕訳伝票

のみを転記することが

できます。

伝票入力

マルチカンパニー

ツリーメニュー

カスタム伝票入力

仕訳入力画面
【仕訳入力画面】

【メニュー画面】



【英語画面】 【中国語画面】

 メニュー言語 20 カ国以上をサポート。

バイリンガル仕様も可能です。

 入力したい勘定科目は検索画面から選択す

ることができます。コード検索・検索コード

で絞り込むことができ、科目コードを覚える

必要はありません。

 必要な数の通貨を無制限に登録できます。

 仕訳入力時には、外貨建て取引について、

外貨と基準通貨が同時に処理できます。

 前月末レート・前月平均レート等の為替レ

ートは月次・日次・スポットレートが通貨

別・科目別に登録できます。

 通貨ごとのポジション管理ができます。

 月末・期末における為替差損益の自動計

算・自動仕訳ができます。

 部門別、プロジェクト別、商品別、従業

員別など、自由な切り口で、多彩な分析

をすることができます。

分析コード

勘定科目コード

複数通貨処理（多通貨モジュール）

多言語対応（言語モジュール）

 仕訳を入力する時、勘定科目ごとに「分析

コード入力する・しない」を個々に設定す

ることができます。

【勘定科目を設定する画面の一部】

【レート登録画面】

-----------------------------------------------------
換算 転記会計期 基本換算レート
-----------------------------------------------------
USD 02/2008 130.000000000
USD 03/2008 110.000000000
USD 04/2008 112.000000000
USD 05/2008 112.000000000
USD 06/2008 130.000000000
USD 07/2008 110.000000000
USD 08/2008 112.000000000







日本語デモデータベース 損益計算書
==========

会計期: 06/2008

当月 現在累計
売上高
商品売上 8110 46,216,373 259,960,855

------------------ ------------------
46,216,373 259,960,855

売上原価
商品仕入高 8220 8,388,994 70,793,601

------------------ ------------------
8,388,994 70,793,601

------------------ ------------------
売上総利益 37,827,379 189,167,254

販売費及び一般管理費
従業員給与手当 8320 13,831,134 82,986,804
非課税交通費 8325 1,143,271 6,859,626
福利厚生費 8345 1,526,324 9,157,944
出張旅費 8380 297,714 1,708,293
交通費 8385 511,943 2,956,115

～Report～

入力したデータを多彩な角度から分析・抽出し、

自由なフォーマットで出力できます。高度な財

務分析により経営戦略、予算管理などの迅速な

意思決定を支援します。

<損益計算書出力サンプル>

 帳票カスタマイズはプログラム不要の簡単

操作。パラメータ入力による列・行の指定

だけで、多彩な帳票を設計できます。

< 列の集計単位 >

 帳票設計の列の並びは、あらかじめ用意された 55 項目の集計単位

を選択すれば、計算式などは一切不要です。残高、四半期、年度、

累計と当月や前月、前年、予算などを組み合わせるだけの簡単操

作です。

貸借対照表・損益計算書・部門別

損益計算書・経費内訳表・月別推

移表などを経理担当者レベルで

自由に設計できます。

項目名 当月 四・半期 累計 残高 予測 月別
当月実績 ＰＡ ＱＡ ＹＡ ＢＡ ＦＡ ＳＡ
予算 ＰＢ ＱＢ ＹＢ ＢＢ ＦＢ ＳＢ
実績・予算差異 ＰＣ ＱＣ ＹＣ ＢＣ －－ －－
実績・予算差異率（C/B） ＰＤ ＱＤ ＹＤ ＢＤ －－ －－
前年実績 ＰＥ ＱＥ ＹＥ ＢＥ －－ －－
当年・前年実績差異 ＰＦ ＱＦ ＹＦ ＢＦ －－ －－
当年・前年実績差異率 ＰＧ ＱＧ ＹＧ ＢＧ －－ －－
前年実績 ＰＨ ＱＨ ＹＨ ＢＨ －－ －－
当月・前年実績差異 ＰＩ ＱＩ －－ ＢＩ －－ －－
当月・前年実績差異率 ＰＪ ＱＪ －－ ＢＪ －－ －－
当年年間累計 －－ －－ ＹＫ ＢＫ（期末） －－ －－
当月年間累計予算 －－ －－ ＹＬ ＢＬ（期末） －－ －－
借方実績 ＰＭ －－ ＹＭ －－ －－ －－
貸方実績 ＰＮ －－ ＹＮ －－ －－ －－
構成比 ＰＲ ＱＲ ＹＲ ＢＲ －－ －－
期首 －－ －－ －－ ＢＳ －－ －－

 帳票設計の行の並びは、勘定科目コードの

順番にとらわれず、集計単位も自由自在に

作成することができます。

カスタム帳票

列内容の設計

行内容の設計



 日常的に利用する帳票や資金繰り用の

帳票は予め定型フォームをご用意して

います。

 企業経営の動きをリアルタイムで把握するためには、入力したデータを様々な角度から分析するこ

とが不可欠。SunSystems ではあらかじめ分析コードを定義することで、部門別、プロジェクト別、

商品別、従業員別などの分析管理レポート郡をスピーディーに出力することができます。

定型帳票

仕訳帳

総勘定元帳

試算表

債権滞留年齢表

債権入金予定表

債務支払い予定表

取引残高明細書

サンプルイメージ

Ａサンプル株式会社 商品別損益計算書
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

会計期: 10/2008 累計 前年累計 前年差異

ＡＢＣ商品

経常損益の部 】
(営業利益（損益）)
(1) 売上高

商品売上 116,677,187 1,942,334 114,734,853
商品売上戻り品 (1,420,000) 0 (1,420,000)
企画収入 9,714,383 0 9,714,383
手数料収入 (45,953) 0 (45,953)

-------------- -------------- --------------
純売上高 124,925,617 1,942,334 122,983,283

(2) 売上原価
期首商品棚卸高 54,342,343 0 (54,342,343)
商品仕入 88,031,924 0 (88,031,924)
期末商品棚卸高 (77,741,705) 0 77,741,705

Ａサンプル株式会社 プロジェクト別経費内訳表（予算費）
==============================

会計期: 10/2008
当月 当月予算 予算差異

【新商品ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ】
001

広告費 8110 150,000D 200,000D 50,000C
交際費 8111 15,600D 80,000D 34,400C
事務用品費 8112 750D 10,000D 9,250C
備品費 8113 0 1,511D 1,511C
旅費交通費 8114 25,800D 30,000D 4,200C
海外渡航費 8115 1,256,000D 1,500,000D 244,000C
交際費 8116 0 0 0
図書費 8117 15,000D 20,000D 5,000C
会議費 8118 98,000D 100,000D 2,000C

合計 【新商品キャンペーン】 1,591,150D 1,941,511D 350,361C

広告費 300,000D 200,000D 100,000D
交際費 67,560D 50,000D 17,560D

Ａサンプル株式会社 販売費・管理費明細書
========================

会計期: 10/2008
現在累計 予算累計 現在累計 現在累計

予算 予算
差異 差異率

従業員給与手当 24,965,850 20,000,000 -4,960,850 -24.8
退職金 0 5,000,000 5,000,000 100.0
退職給与引当金繰入. 1,700,000 1,700,000 0 0.0
法定福利費 1,505,500 1,500,000 -5,500 -0.4
福利厚生費 470,000 250,000 -220,000 -88.0
広告費 1,213,000 1,000,000 -213,000 -21.3
交際費 697,160 1,600,000 902,840 56.4
事務用品費 177,705 480,000 302,295 63.0

備品費 516,623 590,000 73,777 12.5
旅費交通費 156,840 65,000 -91,840 -141.3

Ａサンプル株式会社 貸 借 対 照 表(前期末比)
========================

会計期: 10/2008
期首残高 残高 差異

[資産の部]
(1) 流動資産の部

現金 1,511,528 26,972,021 (25,460,493)
当座預金 25,671,399 34,762,070 (9,090,671)
普通預金 7,902,885 14,235,817 (6,332,932)
定期預金 10,268,559 10,669,033 (400,474)
積立預金 5,134,280 8,214,848 (3,080,568)

現預金 合計 50,488,651 94,853,789 (44,365,138)

受取手形 48,155,541 33,502,203 14,653,338
売掛金 43,846,881 31,959,600 11,887,281
商品 52,479,457 82,741,705 (30,262,248)
仕掛品 29,827,279 0 29,827,279
前渡金 1,879,637 1,988,658 (109,019)
前払費用 1,877,579 1,309,825 567,754

Ａサンプル株式会社 部門別 損益計算書
（テーブル）

転記会計期: 10/2008
東京事業部 東京事業部 東京事業部
営業 1 課 営業 2 課 営業 3 課

================ ================ ================
【経常損益の部】
(営業損益)
(1) 売上高

商品 売上 84,306,717 79,893,363 4,413,354
商品 売上戻り品 (770,000) (770,000) 0
企画収入 3,820,061 3,723,271 96,790
手数料収入 101,158 80,093 21,065

---------------- ---------------- ----------------
純売上高 87,457,936 82,926,727 4,531,209

(2) 売上原価
商品仕入 47,807,997 46,538,508 1,269,489
期末商品棚卸高 (10,568,000) (10,568,000) 0

---------------- ---------------- ----------------
当期売上原価 37,239,997 35,970,508 1,269,489

---------------- ---------------- ----------------
＜売上総利益＞ 50,217,939 46,956,219 3,261,720

Ｂサンプル株式会社 総勘定元帳

===============

勘定コ－ド: 1110-1115 会計期: 02/2005-02/2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------

会計期 取引日 伝票 No. 摘 要 消込 借方金額 貸方金額 残 高

-------------------------------------------------------------------------------------------------

勘定 科目 : 1110 : 現金

------------------------------------------------------

［ 01/2005 繰 越 残 高 ］ 5,421,041

02/05 05/02/27 EXP0402 事務用品費（０５年２月） 3,932 5,417,109

02/05 05/02/27 EXP0402 事務用品費（０５年２月） 28,762 5,388,347

02/05 05/02/27 EXP0402 事務用品費（０５年２月） 3,054 5,385,293

02/05 05/02/27 EXP0402 事務用品費（０５年２月） 21,321 5,363,972

02/05 05/02/27 EXP0402 備品消耗品費(０５年２月) 9,821 5,354,151

02/05 05/02/27 EXP0402 備品消耗品費(０５年２月) 18,253 5,335,898

02/05 05/02/27 EXP0402 備品消耗品費(０５年２月) 5,122 5,330,776

02/05 05/02/27 EXP0402 備品消耗品費(０５年２月) 7,140 5,323,636







～Advanced Function～

日常業務での快適な使い勝手を考慮した多彩な

機能性を実現。

外部システムとのインターフェースも標準装備。

 債権の計上から入金消込までの一連の業務を管理します。消込

は取引を個別に一つずつ消込むことも、取引先や会計期、取引

参照コードあるいは消込みマークを使った範囲指定により一括

して消込むこともできます。また、一部入金の場合には、取引

金額を分割し、該当分だけを消込むこともできます。

 外貨建ての債権管理ができ、上記同様、消込や実現為替差損益

の計上をすることができます。

 債務を自動的に支払処理する機能があり、支払予定

日の指定による自動処理と消込みマークの設定に

よる強制支払の 2種類の方法があります。処理の結

果は債務科目及び支払勘定科目に自動転記されま

す。さらにこの結果を、ファームバンキングを介し

て自動振込みすることもできます。

個別消込

 取引先ごとに、請求書単位で年齢表を

出力することができます。

債務支払自動支払指示

年齢表（未入金滞留表・入金予定表）出力

全銀協形式

振込データ

支払

処理（仮）

支払

処理

FB データ

作成

支払決済

（自動消込）

債務計上

仕訳

債務決済

仕訳

支払

一覧表

支払

予定表

債権管理・債務管理

債権管理

債務管理

【支払フロー図】

 債務の計上から入金消込までの一連の業務を管理し

ます。

 外貨建ての債務管理をすることができ、上記同様、

消込や実現為替差損益の計上をすることができます

個別消込

 支払先ごとに、請求書単位で年齢表を出力すること

ができます。

年齢表（支払予定表）出力

支払

通知書

【個別消込画面】

【年齢表出力イメージ】

未入金滞留表
============

取引日 取引参照 摘要 以降 支払日 支払日
2003/5/31 2003/4/30 2003/3/31

科目コード111-A001 売掛金 / ABC商会
2003/01/21 INV 001 コンピュータ 200,000
2003/02/15 INV 083 ケーブル 150,000
2003/02/19 INV 084 トナー 80,000
2003/03/01 INV 067 SunAccount 2,000,000
2003/03/26 INV 045 Vision 1,800,000

合計 4,230,000 3,800,000 230,000 200,000



予算管理

為替差損益自動計算（多通貨モジュール）

 各科目の各外貨残高に評価レートを掛けて算出

した円貨と、外貨建取引の円換算残高を比較し

た差額を自動的に評価差額として、仕訳計上し

ます。これにより債権・債務は未決済分の正確

な円評価額、外貨預金は現在の外貨残の正確な

円評価額を把握するとともに、未実現為替差損

を自動的に計上することができます。

オープンインターフェース

 自社開発の業務システムや他社製

品とのインターフェースをするこ

とにより、統合型ソリューション

の構築を可能とします。

 外部データを取り込む機能を標準

で用意しています。

 CSV ファイルや TXT ファイルで作

成した仕訳データを取り込むこと

ができます。

 CSV ファイルや TXT ファイルで作

成したマスターデータを取り込む

ことができます。

【予実対比表イメージ】

Ａサンプル株式会社 損益計算書（予算比）

会計期: 10/2008
現在累計 予算累計

【経常損益の部】
(営業損益)
(1) 売上高

商品売上 134,683,000 140,000,000 (5,317,000) (3.8)
商品売上戻り品 (1,420,000) (1,500,000) 80,000 5.3
企画収入 10,385,000 10,000,000 385,000 3.9
手数料収入 100,000 100,000

------------------ ------------------
純売上高 143,748,000 148,600,000 (4,852,000) (3.3)

(2) 売上原価
期首商品棚卸高 54,342,343 60,000,000 5,657,657 9.4
商品仕入 95,246,862 100,000,000 4,753,138 4.8
期末商品棚卸高 (77,741,705) (75,000,000) 2,741,705 3.7

------------------ ------------------
当期 売上原価 71,847,500 85,000,000 13,152,500 15.5

------------------ ------------------
＜売上総利益＞ 71,900,500 63,600,000 8,300,500 13.1

(3) 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費合計 38,604,058 39,345,400 741,342 1.9

------------------ ------------------
＜営業利益（損益)＞ 33,296,442 24,254,600 9,041,842 37.3
( )

 第一次予算、第二次予算など用途

に応じて、最大

を用意することができます。

 予算単位は実績同様分析コード単

位でも登録することができるた

め、部門別、プロジェクト別、商

品別、従業員別など、切り口に応

じた管理ができます。

 予算と実績を合わせた予測（フォ

ーキャスト）管理ができます。

為替差損益自動計算（多通貨モジュール）

各科目の各外貨残高に評価レートを掛けて算出

した円貨と、外貨建取引の円換算残高を比較し

た差額を自動的に評価差額として、仕訳計上し

ます。これにより債権・債務は未決済分の正確

な円評価額、外貨預金は現在の外貨残の正確な

円評価額を把握するとともに、未実現為替差損

を自動的に計上することができます。

オープンインターフェース

自社開発の業務システムや他社製

品とのインターフェースをするこ

とにより、統合型ソリューション

外部データを取り込む機能を標準

ファイルで作

成した仕訳データを取り込むこと

ファイルで作

成したマスターデータを取り込む

-----------------------------------------------------------------------------------------
行番号 換算コード 外貨金額 元帳レート
再評価会計期:10/2008 再評価レート
-----------------------------------------------------------------------------------------
勘定科目: LR2008 名称: LR2008TEST
10/2008 08/10/31 T123456

USD 500.00D 100.00
93.00

USD 合計

【為替差損自動計算後の仕訳イメージ】

ﾍﾟｰｼﾞ 1 印刷日 2005/03/05

予算累計 現在累計 現在累計
予算 予算
差異 差異率

134,683,000 140,000,000 (5,317,000) (3.8)
(1,420,000) (1,500,000) 80,000 5.3
10,385,000 10,000,000 385,000 3.9

100,000 100,000 0 0.0
------------------ ------------------ --------------

143,748,000 148,600,000 (4,852,000) (3.3)

343 60,000,000 5,657,657 9.4
95,246,862 100,000,000 4,753,138 4.8

(77,741,705) (75,000,000) 2,741,705 3.7
------------------ ------------------ -------------

71,847,500 85,000,000 13,152,500 15.5
------------------ ------------------ -------------

71,900,500 63,600,000 8,300,500 13.1

38,604,058 39,345,400 741,342 1.9
------------------ ------------------ -------------

33,296,442 24,254,600 9,041,842 37.3

【オープンインターフェースのイメージ図】

第一次予算、第二次予算など用途

に応じて、最大 10 個の予算タイプ

を用意することができます。

予算単位は実績同様分析コード単

位でも登録することができるた

め、部門別、プロジェクト別、商

品別、従業員別など、切り口に応

じた管理ができます。

予算と実績を合わせた予測（フォ

ーキャスト）管理ができます。

-------------------------------------------------------------------------------------------
元帳レート 元帳金額 再評価
再評価レート 再評価金額 差額

-------------------------------------------------------------------------------------------
: LR2008TEST タイプ: 債権

100.00 50,000.00D
93.00 46,500.00D 3,500.00C

3,500.00C

【為替差損自動計算後の仕訳イメージ】

【オープンインターフェースのイメージ図】



Query & Analysis





～Infor PM～

 データは Excel のピボットテーブルと同

じ様な操作で、行・列に表示させる項目

を選ぶことができます。出力するデータ

は条件や出力項目を指定することができ

ます。

キューブ分析機能

ドリルダウン機能

 当月の売上実績から、部門別、担当者別の

明細を照会したり、仕訳伝票や請求書明細

にいたるまで Excel 上でリアルタイムにド

リルダウンして参照できるなど、より高度

な分析環境が実現します。ドリルダウンす

る順序は任意に選択することができます。

多次元分析

 Query&Analysis は Excel

SunSystems に格納されているデータを色々な角度から分析することができます。

Query & Analysis

ry & Analysis

使い慣れたExcel

のフロントエンドとして活用し、多

彩な財務分析により担当者の負担

を軽減します

【ドリルダウンイメージ】

のピボットテーブルと同

じ様な操作で、行・列に表示させる項目

を選ぶことができます。出力するデータ

は条件や出力項目を指定することができ

当月の売上実績から、部門別、担当者別の

明細を照会したり、仕訳伝票や請求書明細

上でリアルタイムにド

リルダウンして参照できるなど、より高度

ドリルダウンす

る順序は任意に選択することができます。

SunSystems

Excel にアドオンする SunSystems 専用のＯＬＡＰツールで、

に格納されているデータを色々な角度から分析することができます。

ry & Analysis とは

＊Microsoft Excel

米国およびその他の国における登録

部門

従業員

【キューブ分析イメージ】

Excelを SunSystems

のフロントエンドとして活用し、多

彩な財務分析により担当者の負担

SunSystems

専用のＯＬＡＰツールで、

に格納されているデータを色々な角度から分析することができます。

Microsoft Excel は、米国 Microsoft Corporation の

米国およびその他の国における登録 商標または商標です。

全社合計

取引明細



 SunSystems の勘定科目などのマスタ

データや、取引データと常にリンクされ

ており、データが更新された場合は、再

計算する度に、Excel 側にも最新情報が

反映され、毎月のレポート作成業務の効

率化を計ることができます。

データリンク

簡単 Excel 出力レポート

 SunSystems の勘定科目などのマスタデータ

や、取引データを自分が希望する形で Excel に

エクスポートすることができます。債権・債務

の残高や費用の残高チェックをする時に役立つ

機能です。

エクスポート

データ転送

インポート

 Excel 上のデータを、仕訳データとして

SunSystems に転送できるので、データ入力

にかかる時間や労力の効率化がはかれます。

 例えば旅費精算など、自社専用の経費入力の

ワークシートをあらかじめ設定しておけば、

シート情報を仕訳として取引ファイルに変換

転送することができます。

Query & Analysis 活用例

 Query & Analysis のエクスポート機能を使

い、共通経費を Excel シートに読込み、フロ

ア面積比や従業員比率で按分計算し、各部門

ごとに費用配分します。その結果を Query &

Analysis の イ ン ポ ー ト 機 能 を 使 い

SunSystems に仕訳データとして取り込む

ことにより、配賦仕訳として計上することが

できます。

配賦処理

【入力伝票イメージ】

【設定ウィザートイメージ】


