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動作環境
サーバ
OS Windows Server 2008 R2（Standard,Enterprise）
データベース SQL Server 2008 R2（Workgroup,Standard,Enterprise）
Webサーバ Internet Information Services 7.5
実行環境 .NET Framework 4.0

クライアント
ソフトウェア

OS Windows 7、Vista、XP
ブラウザ Internet Explorer 9,8,7
実行環境 .NET Framework 4.0
ディスプレイ 1024×768ドット以上
その他 Excel 2007,2010、Adobe Reader 9.0以降
 （帳票機能で保存したExcelまたはPDF形式データを参照する場合に必要）

ハードウェア　FMVシリーズ　
CPU IntelⓇ Core2Duo プロセッサ 2コア／2.8GHz以上推奨
メモリ 2GB以上推奨　
ディスプレイ 1024×768ドット以上の解像度必須
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きらら

きらら 人事給与きらら 会計

複数会社 共通マスタ 内部統制

統計

連携アダプタ

きらら 販売

受注・出荷・
売上

売掛請求

加工

在庫

発注・入荷・
仕入

買掛支払

全社統合
データ

貿易管理
輸出入・
三国間取引

FB/EB/
e-GOV連携
各種振込・届出

EDI/EOS
流通BMS

Web受発注
Fax受発注

HHT/モバイル
入出庫・棚卸

顧客管理
CRM

現場活用
ワークフロ－申請承認
モバイル照会

情報分析活用
BI/DWH

お客様既存
システム連携

営業支援
SFA

情

中堅企業向け統合基幹業務パッケージ
経営の見晴らしがグンと広がる。ビジネスの変化に素早く対応できる。

クラウド・仮想化環境に対応した設計思想によりお客様の
運用ニーズや、バックアップ指針に応じて選べる導入形態
●自社導入型（オンプレミス）／データセンター型（プライベートクラウド）
●クラウド活用による災害リカバリ
（データセンターでのデータバックアップ）
●自社導入・クラウドのハイブリッド利用
（販売は自社導入、法改正が多い会計・人事給与はSaaSを利用）

中堅・中小企業向けERPライセンス売上高シェア
（年商500億円未満）で9年連続1位＊を獲得しており、
安心してお使いいただけます。

＊2003年～2011年中堅・中小企業向け（年商500億円未満）
 ERPライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース） GLOVIA-Cを含む　
  （株）矢野経済研究所調べ（2011年12月現在）

選べる導入形態
～事業継続のためにクラウドを利活用～

富士通グループの基幹業務構築ノウハウを
結集しトータルサポート
●オール富士通品質
（サーバ、PC、パッケージ、システム構築、サービス、データセンター）
●全国各拠点を網羅するパートナーSEサポート網
●業種特化したエキスパートSEによる、細業種テンプレート構築サービス
（※順次拡充予定）

富士通グループによる万全な
トータルサポート

GLOVIA smartの豊富な導入実績

安心・安全を守る 使える・つながる変化に素早く対応
企業価値を高め、
継続していける

●IT内部統制
●不注意によるミスを防止
●事業継続のための
クラウド活用

使う人に優しいから
全社に拡がり活用できる

●人にやさしい共通な
画面デザイン
●柔軟なインターフェースで
社内外システムと連携
●業界標準技術を採用

成長ビジネスへ
すぐさま針路を取れる

●基幹業務の統合
●全社統合データ管理
●標準業務モジュール

特長統合基幹業務パッケージ きらら 販売
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情報分析活用
BI/DWH

モバイル照会

お客様既存
システム連携

受注・出荷・売上

受注入力・引当
受注状況・照会

（得意先別／商品別）

売上入力・照会・確認
伝票発行（納品書）

出荷予定・指示
ピッキング
伝票発行

（納品書・出荷案内書・検収依頼書）
出荷確定・確認

発注・入荷・仕入

発注入力
伝票発行（発注書）
発注状況・照会

（仕入先別／商品別）

仕入入力・照会・確認

入荷予定・指示
入荷確定・確認

在庫

在庫移動・在庫調整
在庫状況・照会
在庫受払

適正在庫管理

棚卸入力・照会・差異確認

倉庫別ロット在庫
ロット経路照会・確認

売掛請求

回収予定・実績
入金入力・確認

売掛残高・受取手形確認

買掛支払

支払予定・実績
支払入力・確認

買掛残高・支払手形確認

支払締・状況照会
伝票発行（支払案内書）
支払一覧・明細照会
残高確認・条件変更

統計

（取引先別／商品別／担当者別）
日計・実績・推移・予算

加工

受注

出荷

売上

発注

入荷

仕入

在庫管理

ロット・トレーサビリティ

棚卸

構成品登録
セット商品組立入力・照会

セット商品管理売掛管理

管理 月次処理 複数会社 共通マスタ 内部統制

請求

買掛管理

支払

売上・仕入統計

加工
加工指示

加工実績入力・照会

自動仕訳

ワークフロー
申請承認

営業支援
SFA

顧客管理
CRM

請求締・状況照会
伝票発行（請求明細書）
請求一覧・明細照会
残高確認・条件変更

きらら 会計 きらら 人事給与

HHT/モバイル
入出庫・棚卸

EDI/EOS処理
流通BMS

Fax受発注

Web受発注

FB/EB/e-GOV連携
各種振込・届出

貿易管理
輸出入・三国間取引

ききらららら販販売売きらら 販売

きらら 販売永続的に成長を続ける企業のための

店舗aa

店舗dd

店舗cc

店舗bb

営業所F

営業所E

営業所D

支店C

支店B会社A

売掛先 請求先 得意先 納入先

取引形態に合わせて柔軟に設定できる取引先管理
●販売業務における取引先は、得意先／納入
先／請求先／売掛先の4種類の区分を活
用し、自社との関係を柔軟に設定でき、売
上と請求の取引先を分けて管理できます。

●仕入業務における取引先は、仕入先／支
払先／買掛先の3種類の区分を活用でき
ます。

人事給与 販売 会計

給与実績
賞与実績
人事統計

売上実績
入金実績
在庫
仕入実績
支払実績etc.

仕訳明細
経費情報
資金情報

全社統合データきらら

経営データの抽出／分析

現場の情報をスピーディーに横断的に活用
●営業部門などの現場から発生する情報を
業務間で連携するデータ統合により、見
たいタイミングで業務横断的にデータを
抽出、経営のスピード化を強力にサポート
します。
●出力パターンを自由に設定できるデー
タ出力機能と、豊富な出力データ種類で、
データ活用を促進します。

リアルタイムな情報で経営判断を支援する実績対比予算
●月ごとに、売上予算／粗利予算／仕入予
算の設定ができ、取引実績金額から予算
達成率の出力が可能です。

●取引先別／担当者別／商品別／商品分
類別に予算設定できます。

●継続運用して年次更新した場合、前年の実
績情報をもとに予算を設定可能です。

戦略的な販売施策を実現する単価運用
●単価決定ロジックを詳細に設定できるた
め、受注入力時の入力負荷とミスを低減で
きます。

●単価有効期間が世代管理でき、頻繁な価
格改定も容易なため、特定期間や特定取
引先のキャンペーンも柔軟に運用できます。

●標準単価をはじめ12種類の単価をご用意
し、取引先ごとの販売戦略に活用できます。

様々な単価設定ニーズ
●新規取引先は標準価格
●特定企業グループへの特別価格
●大口取引のディスカウント価格
●期間限定のキャンペーン価格

●標準単価、取引先分類（グループ）別単価、
取引先数量別単価、有効期間の設定をします。
●取引先ごとに単価決定ロジック（優先順位）を
設定すると、システムが自動判定し単価を取得します。
●単価の変更予定はファイルから、事前に一括設定が
可能です。頻繁な価格改定や期間限定単価の設定にも
容易に対応でき、販売施策の効率的な運用を支援します。

例

最大8つの分類で商品・取引先を分析、素早い経営判断を支援
●スピーディーで正確な経営判断のために、
商品や取引先マスタに分析項目として大・
中・小分類に加え、自由に設定できる5つ
の分類項目を用意しています。

●分析項目を自由に組み合わせて多角的な
分析が可能なため、素早い意思決定に活
用できます。

分類5分類4分類3分類2分類1

取引形態 メーカー 取扱形態 季節品 重点
カテゴリ

分類5分類4分類3分類2分類1

地域 業態 取引
開始年度 重点 エリア

商品

取引先

大分類 中分類 小分類

大分類 中分類 小分類

項目は例自由に設定できる分類項目

スピード経営を実現

多彩な業態に適用できる網羅性の高い業務フロー
●様々な業態の業務プロセスに合わせて
ステータス管理が可能です。
販売業務：受注・出荷指示・出荷確定・売上
仕入業務：発注・入荷指示・入荷確定・仕入など

●事業拡張の際にも、異なる業務フローを
スピーディーに追加できます。

売上入力

売上入力出荷確定入力

売上入力受注入力

売上入力出荷確定入力受注入力

売上入力出荷指示入力受注入力

売上入力出荷確定入力出荷指示入力受注入力

6

5

4

3

2

1

入力
パターン 受注 出荷指示 出荷確定 売上

ピッキングリスト 出荷案内書 検収依頼書

P

P

S

S K

K

K

K

P S

現場の運用にあわせて特有な取引形態にもフィット
項目設定で容易に実現

特許出願中
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検索結果
一覧

詳細情報

与信警告

コンプライアンス経営を支援

与信限度を超過した情報や正常範囲でない
粗利情報に対して注意喚起します。判定条
件により、警告・エラーの2段階のレベルで
メッセージ表示します。入力ミスを早期に発
見、またリストを活用した事後のチェックによ
り内部統制をサポートします。

適正在庫管理とトレーサビリティを実現

与信限度や粗利の適正をチェックするアラーム機能

適正な業務処理を支援するセキュリティ・更新履歴・ユーザ管理機能

発注日 入荷日

発注点管理イメージ

安全在庫

発注点

適正在庫管理をサポートする発注計画管理、滞留在庫管理、セット商品管理
●倉庫別商品別に発注点情報を登録してお
くことで、現在の在庫数をもとに発注点割
れした商品をリストアップし、発注処理に
必要な基礎資料を出力します。

●商品の販売実績および出庫実績をもとに、
滞留在庫商品をリストアップすることで滞
留状況をチェックし不良在庫の把握がで
きます。

●複数の商品から構成されるセット商品の
管理に対応、また、あらかじめ構成品の設
定を必要としない加工指示・加工実績管理
にも対応し、在庫管理を徹底します。

トレースフォワード（追跡照会）
トレースバック（遡り照会）

仕入先 入荷 仕入 在庫 出荷 売上入力 得意先

A社

B社

C社

ロット番号
有効期限

A1101
2012年10月15日

ロット番号
有効期限

A1102
2012年10月15日

ロット番号
有効期限

A1103
2012年11月1日

ロット番号
有効期限

A1104
2012年12月30日

ロット番号
有効期限

A1101
2012年10月15日

ロット番号
有効期限

A1103
2012年11月1日

ロット番号
有効期限

A1102
2012年10月15日

ロット番号
有効期限

A1104
2012年12月30日

在庫管理の精度向上とトレーサビリティを実現するロット管理機能
●在庫情報は、倉庫マスタと組み合わせて、
倉庫別商品在庫で管理します。さらに細
分化する場合には、ロット別在庫管理（ロッ
ト番号、有効期限管理*）が行えます。

●商品ロットごとに入荷・仕入から出荷・売上
に至るまでの経路を追跡管理し、伝票日
付を基準にロットトレース（追跡／遡り）が
可能です。

●トラブル発生時にも、対象商品の販売実
績や保有在庫の特定などがスムーズです。

＊例：賞味期限や使用可能期限等

判定条件
情報

判定条件 与信警告許容値

判定条件

0

エラー
範囲

警告
範囲

与信エラー許容値

与信チェックイメージ

判定条件 与信限度金額

警告 そのまま伝票登録・修正が可能
エラー 与信エラー許容値の範囲内になるよう、 

伝票修正が必要

●ID、パスワードによるユーザ認証、データ通信はSSL暗号化に対応し
ています。

●各メニューごとにグループ別アクセス権限設定ができ、担当者は
複数グループに所属できるため柔軟な運用を実現します。アクセ
ス権限は操作レベル（照会／登録／修正／削除）を設定できます。

●マスタデータ、および取引データの更新履歴により、内部統制をサ
ポートします。

●システムメンテナンス時には利用中のユーザの処理状態に応じて、
適切なタイミングで自動的にログアウトさせることができます。

業務間で統一されたデザイン
長時間の利用にも疲れにくい優しい配色

画面遷移を最小限にした操作効率の良さ
1 2 3わかりやすい表示　 操作性の追求 ユニバーサルデザイン
入力箇所・エラー箇所の強調表示

検索条件

使う人にやさしく、業務間で一貫性を実現
業務効率アップにつながる使い易さと統一された画面デザイン
デザインの専門家が人間工学に基づき設計した画面・操作性により入力業務の効率化と入力ミスを防止。
業務間で共通設計、統一されたデザインなのですぐに使いこなせます。

共通マスタ

マスタ情報 ログイン・セキュリティ・
更新履歴情報

辞書情報

銀行
郵便番号
部門

自社銀行
振込手数料

ユーザ情報

ユーザ情報

環境設定

権限グループ情報

メニューアクセス情報

プログラム・業務データ情報

業務データ
情報

プログラム
情報

外部
インターフェース

ライセンス

セッション

排他管理情報

ログイン履歴

操作履歴

会社（複数会社）管理情報

会社アクセス情報
（会計年度、消費税他）

データ
アクセス情報
パスワード
変更履歴組織図

項目辞書／項目グループ辞書
名称辞書

会社 取引先

データ整合性を実現する共通マスタ
●GLOVIA smart きらら では、販売・会計・人
事給与で共通のマスタを保有することに
より、お客様の業務間のシームレスな連
携を実現し、段階導入でも業務間のデー
タ整合性を実現します。

●マスタの一括出力／取込機能により、効
率的なデータのメンテナンスをサポートし
ます。

業界標準＆スマートクライアント
●高い信頼性と将来性を兼ね備えた業界標準のマイクロソフト技術
を採用（Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008, Microsoft 
.NET, Visual Studio, スマートクライアント）。

●スマートクライアントは、端末へのインストール作業が不要なため、
利用者が増えた際にも便利です。

●マウスだけでなく、Enterキーやファンクションキーを使ってスピー
ディーに入力が可能です。

●サーバから最新プログラムが自動的に更新されますので、お客様
側での更新作業は不要です。

さまざまな在庫評価方法
低価法を含む各種在庫評価方法を適用して
在庫評価単価を計算できます。棚卸資産種
類の単位で在庫評価方式を定義することが
可能です。

1
2
3

標準原価法
最終仕入原価法
移動平均法（月次移動平均法）

4
5
総平均法（月次総平均）
低価法（洗い替え方式）

青みがかったシルバー系のベースカラーは
明度の高い白に比べ疲れにくい色です。

出力

取込

特許出願中
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