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建設業統合基幹業務ソリューション”じょうできPLUS”は建設業のさまざまな要求に対応した
お客様と共に進化する＜発展型建設業システム＞です。
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自然災害復旧・修復（DR）
事業継承計画（BCP）

DATA CENTERサービス
バックアップサービス
ハウジングサービス

セキュリティ
ID管理
ログ

じょうできPLUS

建設業統合基幹業務ソリューション

財務管理
原価管理

購買管理
支払管理

カスタマイズ

オプションシステム

拡張指導サービス
運用指導
業務改善

システムの特徴と拘り

建設業の特徴である予算管理／個別原価管理機能を中心とした“購買管理”“原価管理”

“支払管理” “財務管理” を実装した業務一体化型の統合基幹業務システムです。

前受金や未成工事の出来高計上 ・ 取引先への立替金処理など建設業独特の商慣習に

対応した機能を装備するとともに会計仕訳データを生成してタイムリーに会計処理を行い

工事業務全般の効率化と経営情報の一元化を支援し経営力アップを確実にサポートしま

す。

“豊富な機能”と”高い柔軟性”でさまざまな要求に対応。
経営の効率化を強力にサポートします。

お客様の声を基に、「操作性の向上」「運用の効率」を
実現する多彩な機能を装備しました。

ソリューション全体像

30 年間にわたり培ってきた、 建設業界の “豊富な経験” と “お客様の声” を基に 「操作

性の向上」 「運用の効率」 を多彩な機能を装備することにより実現しました。 それにより適

合性の高いパッケージソフトウェアとしてローコスト ・ オペレーションによる経営の効率化を強

力にサポートします。

財務会計と工事原価が完全連動

完成工事の処理をすると工事期間内に発生した未成工事支出金を完成
工事原価に自動振替します。 また、 取引先からの請求書を入力すると
仕訳データを生成するなどの機能を装備しており財務会計と工事原価を
連動し重複入力の解消により経営の効率化をサポートします。

工種別 ・ 要素別の階層管理

工種別／要素別に階層の仕組みを生成しており 「きめ細かな予算管理」
を可能にします。 実行予算作成も工種を任意に設定できることにより現
状に合わせた仕組み作り、 もしくは 「より細かな設定」 を可能にします。

管理システムの機能説明

統合基幹業務ソリューション “じょうでき PLUS” は業務改善を 支援します。

各管理システムを個々で運用する場合は重複入力の労務負担やデータの

整合性を取る為の非常に手間な作業を解消し経営効率を実現します。

要素別及び工種別管理を装備しており、 今後発生

予想原価を入力することにより完成時の予想利益

計算が可能です。

工事原価計算書の作成は実行予算金額 ・ 注文金

額 ・ 支払金額が一体化した管理システムとの連携

によりタイムリーに可能です。

原価管理

注文書の発行を可能にし支払条件を明確にし査定

時の支払い残高の参照に役立ちます。

工事毎に業者の契約率が解り契約単位の支払条

件の変更に役立ちます。

購買管理

取引業者からの請求書を入力し支払予定表を作成します。

安全協力会費 ・ 手形の端数処理と金額の按分処理 ・ 振込

手数料の自動計算 ・ ファームバンキング対応などの支払業

務の効率化を実現しました。

未払金計上 ・ 支払伝票の自動作成により伝票起票と入力

作業の削減を実現し効率化が図れます。

請求書の入力により自動的に仕訳データを生成しており会

計処理での重複入力の必要はありません。

支払管理
仕訳伝票を入力するだけで財務処理と同様に工事

データを生成し工事台帳を作成します。

完成工事処理により完成振替が自動的に行われ業

務の効率化が図れます。

マスター ・ データ検索は細かい条件指定を可能にす

るために操作しやすく設計しておりスピード化を実現

しています。 また、 検索したデータから仕訳入力画

面への切り替えも可能に設計しています。

財務管理

建築業 ・ 土木業などそれぞれの企業の拘りに合わせた工種を任意に設定でき幅広い

建設業に対応できます。 予算別の残高管理／支払い管理も、 お客様の現状に合わせ

た設定が可能となり短期間で運用が実現できます。

購買 ・ 原価 ・ 支払 ・ 財務業務を一体化して導入する 「システム構築一体型」 もしくは

業務の再構築を急務した 「業務改善先行型」 など目的にあった導入計画に対応でき

効果をいち早く ・ 継続的に出していくことが可能です。

建工事原価計算書の作成に拘りを持ち予算金額 ・ 注文金額 ・ 支払金額に発生予想原

価をタイムリーに入力することにより最終工事原価が早期に掴めます。

お客様のご要望に応じたサブシステムの構築が可能です。 　　　　　　　

建設業のさまざまな業態の企業様にカスタマイズ対応した実績があります。 「他社シス

テムとの連携」 「Ｗｅｂ対応」 などお客様のご要望に応じた構築が可能です。 稼働後

の変更 ・ 拡張にも柔軟に対応し継続的な業務改善を実現します。

導入前の “コンサルティング” から、 最新のＩＴ技術を生かした “システム構築” 導入

後の運用 ・ 保守サポートまでワンストップでご提供します。

幅広い業態／工種に対応する高い汎用性

運用目的に応じた導入計画が可能

原価管理表への “拘り”

柔軟なカスタマイズ対応

導入から運用支援まで安心 ・ 充実のサポート
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