YouDo シリーズ 機能一覧
機能・帳票の種類
YouDo会計

【機能】 伝票検索機能，仕訳辞書，伝票呼び出しﾄﾞﾘﾙﾀﾞｳﾝ
機能，簡単Excel取込，付箋，定型伝票発行，履歴

機能・帳票の種類
YouDo手形

YouDo売上
【主な帳票】 元帳，仕訳日記帳，貸借対照表，損益計算書， （債権管理）
合計残高試算表，販売費および一般管理費表，勘定内訳表，
推移表，集計表，取引先台帳，取引先残高集計表
YouDo購買
【基本仕様】 伝票の種類／振替・入金・決算・棚卸
勘定科目ｺｰﾄﾞ／勘定科目ｺｰﾄﾞ(4桁)+補助ｺｰﾄﾞ(3桁) ﾌﾟﾛｼﾞｪ （債務管理）
ｸﾄ／英数6桁 消費税区分／2桁 取引先／6桁 ﾃﾞｰﾀ保存
年限／3年（設定により，保存年数変更可能） ﾃﾞｰﾀ更新／ YouDo購買決裁
年1回決算時（月次更新なし） 予算／部門別・科目別・月別
（配賦機能）・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ別

YouDo小口支払

【機能】 小口仕訳入力，自動仕訳，会計転送処理
【主な帳票】 科目別 部門別一覧表，出納帳

YouDo経費立替

【機能】 経費立替払い入力，自動仕訳，会計転送処理
【主な帳票】 経費一覧表，科目別社員別一覧表，週間社員
別集計表，部門別立替明細表

YouDo手形

【機能】 受取・支払手形管理，期日決済，会計転送処理
【主な帳票】 手形明細，台帳，取引先別手形管理表

取引先別決済月別集計表
【機能】 売上入力，売掛管理，入金入力，入金予定管理
【主な帳票】 請求書，得意先元帳，売掛残高一覧表，売
上入金一覧表，回収予定表，口座別回収予定表
【機能】 仕入入力，買掛管理，支払入力，支払予定管理
【主な帳票】 仕入先元帳，買掛残高一覧表，仕入一覧・明
細表，月別支払予定表，支払予定表
【機能】 Webによる資材購入に係わる申請・購買・検収ま
での管理 また，小口経費，交通費・出張費等セルフエント
リーによる申請・決裁処理などで活用
購入依頼処理，見積依頼処理，発注決裁処理，発注処理，
検収処理，経理支出処理，支払依頼
計上処理（決裁ワークフロー装備 4階層，合議，代理）
【主な帳票】 購入依頼書印刷,見積依頼書印刷,発注決裁
書印刷,注文書印刷,検収書印刷,支払依頼書印刷
支払依頼指示,要支払依頼案件一覧,支払一覧表
※YouDo会計以外の会計システムと連係運用も可能

システムアンサーの業務内容

Consulting 豊富な経験が貴社の問題を解決します

Software ユーザーニーズに沿った豊富なシステム開発

● アプリケーションコンサルティング
● ネットワークコンサルティング
● コンピュータ指導・教育

Application 各業務に精通したソリューションを提供
● 財務・会計・経営支援システム
● 人事・給与システム
● 販売・購買システム
● 顧客管理・営業支援システム
● エンジニアリング・各種ＦＡシステム

● クライアント・サーバーシステム
● Ｗｅｂシステム
● マルチメディアシステム

Packages カスタマイズ即応可能のフレキシビリティ
● 基幹業務系C/Sパッケージ
● スタンドアロン運用パッケージ

Out Sourcing “信頼”の答えがここにあります
● ソフトウェアの開発・運用・保守
● ネットワークの遠隔管理
● ソフトウェアの遠隔管理

YouDo動作環境（会計・手形・売上購買・小口立替払い・給与）
ＯＳ
Windows NT4.0,Windows2000 Server,Windows2003 Server
サーバー データベース SQL Server 2000,2003，ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝの場合はMDB
メモリ
512MB（最小 以上）
ＯＳ
Windows 98 , 2000 ,XP Professional
クライアント メモリ
128MB以上
ディスク容量 5MB以上
YouDo購買決裁 （購買決裁：Web対応）
ＯＳ
Windows NT4.0,Windows2000 Server,Windows2003 Server
データベース SQL Server 2000,2003
サーバー
Webサーバ
IIS 5.0 / 6.0
メモリ
512MB（最小 以上）
ＯＳ
Windows 98 , 2000 ,XP Professional
メモリ
128MB以上
クライアント
ブラウザ
Internet Explorer 5.0 / 6.0
ディスク容量 5MB以上

リモートでのご使用の場合
Citrix社 ＭｅｔａＦｒａｍｅでの運用
MataFrame XP YouDoサーバ

ｯﾄ
ｲﾝｰﾀｰﾈ 境
ﾞﾝﾄﾞ環
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊ

各拠点からYouDoサーバのデータベースに直接アクセス．
遠隔地のクライアントからでもローカルクライアントと同じ
感覚でYouDoをご利用いただくことが可能です．

会計

一般会計・売上（債権管理）・購買（債務管理）
手形管理・小口支払・経費立替

購買決裁

Ｗｅｂによる資材購買管理
購買申請～決裁～見積依頼～発注～検収

別途，MetaFrameのライセス及び導入費用が必要です．

○Microsoft Windows,EXCEL,SQL Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。
○その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
○記載された商品の仕様は、予告なしに変更する場合があります。

取り扱いパートナー

株式会社システムアンサー
〒532-0011 大阪市淀川区西中島４丁目３番２２号
（新大阪長谷ビル）
TEL 06-6305-7011 FAX 06-6305-7084
http://www.s-answer.co.jp
mail : csa@s-answer.co.jp

株式会社システムアンサー

YouDoシリーズ・システム構成
YouDo売上

YouDoシリーズとは・・・・

YouDo手形

（債権管理）

YouDoシリーズは，システムアンサーが開発した会計業務を中心としたERPパッケージです．ハイコストパフォー
マンス，グループ企業会計向けの開発・サポートで，幅広い業態の企業にご利用いただいているシステムです．

YouDo購買

従来の欧米主導・国産大手のERPパッケージに比べてリーズナブルな価格でシステムをご提供しています．ク
ライアント一台からの構成で導入が可能です．

（債務管理）

蓄積された情報の２次利用を自由に簡単にできることに力点をおいたシステムです．YouDoのデータベース構
造を公開しております．また多くの帳票は，その帳票に利用したデータをそのままEXCELで利用できる仕組み
を提供しています．

YouDo給与

YouDoシステム はコンポーネント指向で設計されており，貴社の業務に合わせ自由度の高いカスタマイズ構
築が可能です．

YouDo購買決裁

YouDo会計

（資材購買管理・決裁
ワークフロー）

大阪ガスグループ企業様では会計基幹業務システムとしてご利用いただいており，親会社への連結決算支
援機能の製品化とサポートの実績がございます．

親会社へ

YouDo小口現
金経費立替払
い

アイさぽーと社 ※
勤務管理／人事給与照会

連結決算
支援機能

トータルなサポート体制として，導入コンサルティングから導入支援，運用維持管理サービスまで一貫したサー
ビスで業務遂行を全面バックアップいたします．
また，工事業向けのお客様に特化した会計システムとしてYouDo工事管理システムをご用意しています．
YouDo工事管理システムは，発注業務を的確に遂行し，工事の収支と未成工事評価額を正確に管理ができま
す．

（分散入力支援）

YouDoシリーズの中核システム（会計・売上購買）に連動し，売上・仕入・原価をシームレスに計上します．

※ アイさぽーと社の提供する総務・人事系の間接業務をサポートするためのASPサービスです．
（人事経費給与情報照会，勤務管理，交通費・経費申請，福利厚生申請）

簡単操作 （入力支援機能）

会計業務＋購買決裁による業務改善

導入効果

中核となるYouDo会計を中心に各サブシステムにより会計業務の効率化と迅速な業務処理を実現
購買決裁に係る決裁業務の標準化・簡素化により業務効率アップに寄与

元帳一覧から
ドリルダウン

●決算業務のスピードアップ

■プロジェクト会計、部門会計対応で利益追求会計を実現
■コンポーネント指向設計でオリジナルな基幹システム構築ツールとして利用可能
（アドオンカスタマイズによる他の業務システムとの豊富な開発実績）
■個別購買から集中購買による購入コストの削減，決裁業務のスピードアップ
■決められた決裁ルールに従って決裁責任の明確化，情報の共有化
■担当者によるセルフエントリー入力に対応，経理部門でのデー タエン トリー作業の軽減が図れる
■書類による管理からデータベースでの管理に移行することで正確，確実に情報管理が行える
■簡単承認ワークフロー 決裁フロー4階層（決裁パターンを自由に設定）
■Web対応により社内LAN・WAN環境での導入運用が容易

伝 票

●正確なデータの収集

仕訳辞書ウィンド
取引パターンより標準的な仕
訳 例を入力フィールドに自動
読込

●社内業務の標準化
●ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計ｼｽﾃﾑの実現

■自由な帳票作成Excel簡単取込
②出力対象の決定 － １
③出力対象の決定－ ２
①帳票タイトル名設定
（出力帳票種類の選択） （会計単位,科目,期間,の設定） （出力詳細科目の設定）

拠点・部門

YouDo
EB連動機能

仕訳入力

■集計情報（元帳）からの伝票明細へのドリルダウン機能

小口，経費立替
払い入力（分散入力）

OCR
汎用データ
取り込み

YouDo
購買システム
汎用データ
取り込み

YouDo会計
データベース
YouDo会計
YouDo会計
他会計システム
他会計システム

YouDo
YouDo
連結決算ｼｽﾃﾑ
連結決算ｼｽﾃﾑ

検収

発注

見積
依頼

購入
依頼

台 帳

給与データ
取り込み

連結データ
の生成

実行

アイコンを
Excelにドロップ
するだけ

購買
要求

汎用データ
取り込み
消費税
台帳

YouDo給与
YouDo給与

Excelへ取込を行う．
支払
確定

決裁機能 （ワークフロー）
取引先
台帳

財務諸表

資金繰り
明細書

Excelシートへ
簡単出力

集計表

合計残高
集計表

付属明
細書

予算実績
一覧表

貸借対
照表

推移表

前年同月
対比表

利益処
分案

資金繰り
実績表

資金繰り
推移表

損益計
算書

業務フローに合わせ
た決裁パターンに沿っ
て処理（見積・注文・検
収）

■YouDo購買決裁

LAN/WAN環境

Web画面から担当
者によるｾﾙﾌｴﾝﾄﾘｰ
・購買要求
・経費決裁

帳票へ出力

■その他の機能
定型伝票発行（毎月発生の定型取引を自動化）
仕訳辞書（摘要名を選択すると貸借の科目をセットする）
ロック処理機能（随時締めが行え，ロック後伝票の入力や訂正を禁止する）
ユーザー権限設定，操作履歴の保存

