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演習の流れ 
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第5章 システム演習 

ログイン 

基本操作説明 

演習①：財務諸表の確認／在庫数量の確認 

演習②：商品仕入 

演習③：債務の支払 

演習④：商品販売 

演習⑤：債権の回収 

演習⑥：財務諸表の確認 
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iDempiereへのログイン 
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 ユーザーIDは”user01”～”user10”まで用意しています。 
 パスワードは別途お知らせ致します。 
 Select RoleフラグをONにしてOKボタンを押して下さい。 

 組織は”本社”を選択して下さい。 
 倉庫は”倉庫A”を選択して下さい。 
 日付は本日の日付で結構です。 

第5章 システム演習 

卸売業を営む株式会社OpenBizにログインします。 
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iDempiereの基本操作説明（ＧＵＩの説明） 

3 

タブ(Tab)形式のGUI 

単票表示とグリット表示の切り替え 

単票表示 

標準画面は複数のタブにより構成されており、タブ間には親
子関係がある。 

（例）受注伝票のタブ構成 

受注伝票（ヘッダ情報） 

受注伝票明細（明細情報） 

消費税（消費税情報） 

親 

子 

子 

※1つのタブが1つのテーブルに対応している。 

グリッド表示 
1レコードを見やすく（編集しやすく）表示する。 複数レコードをエクセルのように表示する。 

切り替えて表示 

単票表示とグリッド表示の切り替えに加えて、下記のアイコンを活
用する事により、探しているデータをすぐに見つける事ができる。 

キーワード検索 表示レコード移動 

第5章 システム演習 

親 

子 

タブ間の移動 

親タブへ 子タブへ 

子タブに移動すると画面左上に”ぱんくず
リスト”が表示されます。 
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操作演習①：財務諸表の確認 
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第5章 システム演習 → 操作演習 

 貸借対照表と損益計算書を確認します。 

①メニューボタンをクリック 

②会計管理→会計レポートと
クリックしてたどる。 

③会計レポートをクリック 

④01_貸借対照表(SAMPL)の
レポートを選択する。 

⑤レポート作成ボタンをクリック 

⑥OKボタンをクリック 

同様に”11_損益計算書(SAMPL)”レポートも確認し
次の勘定科目の金額を書き留めて下さい。 

 01_貸借対照表(SAMPL) 

• 1131 売掛金           →          円         

• 1211 商品             →          円 

•  4121 買掛金          →          円 

• 当期利益(計算値)   →          円 

 11_損益計算書(SAMPL) 

• 8111 商品売上        →          円         

• 8211 商品売上原価  →          円 

• 【当期利益】             →          円 
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操作演習①：在庫数量の確認 
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第5章 システム演習 → 操作演習 

 現在の在庫数量を確認しましょう!! 

①品目情報をクリック 

②倉庫Aを選択 

③リフレッシュボタン 

倉庫Aにおける品目Aと品目Bの在庫数を確認して下
さい。 

 品目A 

• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

 品目B 

• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 
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操作演習②：商品仕入 
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参考資料 

 補足資料：購買管理(発注～仕入請求）基本操作フロー 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ②商品仕入 

発注 
仕入先Aに対して１個500円(税別)の品目Aを20個、
1個1,000円(税別)の品目Bを20個発注し、購入代
金は掛けとした。 

入荷 
倉庫Aに、仕入先Aから品目A 20個と品目B 20個
の搬入があった。 

仕入請求 
仕入先Aより品目A 20個と品目B 20個の請求書を
受け取った。 

商品仕入シナリオ 
商品仕入演習記録 

 発注伝票：伝票番号 POO- 

【品目A】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

【品目B】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

 発注伝票完成後の在庫数量 

 自動仕訳 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 入荷伝票：伝票番号 MMR- 

【品目A】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

 入荷伝票完成後の在庫数量 

 自動仕訳 

【品目B】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 請求照合伝票：伝票番号 MXI- 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 

 仕入請求伝票：伝票番号 API- 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 
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操作演習②：発注伝票入力 
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③発注伝票[簡易入力]を
クリック 

①メニューボタンをクリック 

②購買管理 

 →発注管理 

④新規作成ボタンを押す 

⑤取引先選択 

⑧明細入力 

⑦⑩明細作成 

⑥⑨⑫保存ボタン 

⑪明細入力 

⑬伝票ステータス更新 

発注伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

在庫数量を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ②商品仕入 
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操作演習②：入荷伝票入力 
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③入荷伝票[簡易入力]

をクリック 

①メニューボタンをクリック 

②購買管理 

 →入荷管理 

④新規作成ボタンを押す 

⑤取引先選択 

⑥保存ボタン 

⑦ボタンを押す 

⑧発注伝票選択 

⑨発注伝票明細選択 

⑩OKボタンを押す 

⑪伝票ステータス更新 

入荷伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

在庫数量を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ②商品仕入 
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操作演習②：仕入請求伝票入力 
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①メニューボタンをクリック 

③仕入請求伝票[簡易入力]を
クリック 

②購買管理 

 →仕入請求管理 

④新規作成ボタンを押す 

⑤取引先選択 

⑥保存ボタン 

⑦ボタンを押す 

⑪伝票ステータス更新 

⑧発注伝票選択 

⑨発注伝票明細選択 
⑩OKボタンを押す 

仕入請求伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ②商品仕入 



NRIオープンソースソリューションセンター Copyright© Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.  

操作演習②：請求照合伝票の確認 
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請求照合伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ②商品仕入 
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操作演習③：債務の支払 
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参考資料 

補足資料：債務管理概要 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ③債務の支払 

仕入先Aに対して品目A 20個と品目B 20個の購入
代金31,500円(5%)を普通預金口座から支払った。 

債務の支払シナリオ 
債務の支払演習記録 

 支払伝票：伝票番号 APP- 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 

 消込伝票：伝票番号 AL- 
 自動仕訳 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 出納帳：名称 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 
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操作演習③：支払伝票作成 
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①メニューボタンをクリック 

③支払伝票[簡易入力]をク
リック 

②債権債務管理&資金管理 

 →入出金管理→支払管理 

④新規作成ボタンを押す 

⑥保存ボタン 

支払伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ③債務の支払 
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操作演習③：消込伝票の確認 
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消込伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ③債務の支払 
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操作演習③：預金出納帳への記帳 
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①メニューボタンをクリック 

③出納帳 [簡易入力]をクリッ
ク 

②債権債務管理&資金管理 

 →出納帳管理 

出納帳の名称を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ③債務の支払 
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操作演習④：商品販売 
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参考資料 

補足資料：販売管理(受注～請求）基本操作フロー 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ④商品販売 

商品販売シナリオ 

得意先Aより品目Aを1個 1,000円(税抜)で10個、
品目Bを1個1,500円(税抜)で20個の注文を受けた。
販売代金は掛けとして支払ってもらう事とした。 

得意先Aに倉庫Aから、品目A 10個と品目B 20個
を出荷し納品した。 

得意先Aに対して40,000円(税抜)の請求書を送付
した。 

商品販売演習記録 

 受注伝票：伝票番号 SOO- 

【品目A】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

【品目B】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

 受注伝票完成後の在庫数量 

 自動仕訳 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 出荷納品伝票：伝票番号 MMS- 

【品目A】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

 出荷納品伝票完成後の在庫数量 

 自動仕訳 

【品目B】 
• 利用可能数量：    

• 手持在庫数量： 
• 引当数量： 
• 注文数量： 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 売上請求伝票：伝票番号 ARI- 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 
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操作演習④：受注伝票入力 
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①メニューボタンをクリック 

③受注伝票 [簡易入力]を
クリック 

②販売管理 

 →見積受注管理 

④新規作成ボタンを押す 

⑥⑨⑫保存ボタン 

⑤取引先選択 

⑧明細入力 

⑦⑩明細作成 

⑪明細入力 

⑬伝票ステータス更新 

受注伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

在庫数量を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ④商品販売 
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操作演習④：出荷納品伝票入力 
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①メニューボタンをクリック 

②販売管理 

 →出荷納品管理 

④受注伝票番号を確認し
てチェックを入れる。 

③出荷納品伝票作成(マ
ニュアル)をクリック 

⑤OKボタンを押す。 

納品書を画面上で確認して下さい。 

出荷納品伝票を確認して下さい。 

出荷納品伝票の仕訳を確認し書き留めて下さい。 

在庫数量を確認して書き留めて下さい。 

出荷納品伝票の伝票番号を書き留めて下さい。 

⑥OKボタンを押す。 

⑦リンクをクリック 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ④商品販売 
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売上請求伝票を確認して下さい。 

操作演習④：売上請求伝票入力 
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①メニューボタンをクリック 

②販売管理 

 →売上請求管理 

③売上請求伝票作成(マ
ニュアル)をクリック 

④受注伝票番号を確認し
てチェックを入れる。 

⑤OKボタンを押す。 

請求書を画面上で確認して下さい。 

⑥OKボタンを押す。 

⑦リンクをクリック 

完成した売上請求伝票の伝票番号を書き留めて下
さい。 

伝票番号：ARI-                       

売上請求伝票の仕訳を確認して下さい。 

損益計算書を確認して下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ④商品販売 



NRIオープンソースソリューションセンター Copyright© Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.  

操作演習⑤：債権の回収 
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参考資料 

補足資料：債権管理概要 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ⑤債権の回収 

得意先Aから品目Aと品目Bの代金42,000円(5%)
が普通預金口座に入金された。 

債権の回収シナリオ 

 支払伝票：伝票番号 ARR- 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 

 消込伝票：伝票番号 AL- 
 自動仕訳 

仕訳帳 （借方） （貸方） 

 出納帳：名称 

 自動仕訳 
仕訳帳 （借方） （貸方） 

債権の回収演習記録 
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操作演習⑤：預金出納帳への記帳 
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①メニューボタンをクリック 

③出納帳 [簡易入力]をクリッ
ク 

②債権債務管理&資金管理 

 →出納帳管理 

出納帳の名称を書き留めて下さい。 

仕訳を確認して書き留めて下さい。 

第5章 システム演習 → 操作演習 → ⑤債権の回収 
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操作演習⑤：預金出納帳への記帳 
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第5章 システム演習 → 操作演習 → ⑤債権の回収 
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操作演習⑤：入金伝票の確認 
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第5章 システム演習 → 操作演習 → ⑤債権の回収 
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操作演習⑤：消込伝票の確認 
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第5章 システム演習 → 操作演習 → ⑤債権の回収 
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 OpenStandiaは、「攻めのIT」を支援します。 

 オープンソースのことなら、なんでもご相談ください！ 
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ossc@nri.co.jp http://openstandia.jp/ 

お問い合わせは、NRIオープンソースソリューションセンターへ 
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