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プロセス製造業向けERPソリューション

Microsoft Dynamics® AX

「ものづくり経営」を支援する
YOKOGAWA ERPソリューション
●プロセス製造業の多種多様な製造情報を的確に管理

●日本のプロセス製造業特有の商習慣にきめ細かく対応

●MES、LIMS、スケジューラとの連携により現場情報を統合



販売管理 ： 商流・需要家管理
日本のプロセス製造業では、同一製品を同一顧客、同一出荷先に販売する場合でも、販売 
チャネル（商流）・需要家が異なれば価格が異なる場合があります。販売チャネル（商流）・
需要家管理機能は、これらの商習慣対応を効率的に管理します。

販売管理 ： 無償出荷注文入力
オーダー区分により、通常の販売注文と無償サンプル出荷の注文を区別します。標準機
能では「売上原価」として自動作成される仕訳も「見本品費（販管費）」などをマスター
設定した任意の勘定科目で計上することができます。

生産管理 ： ロット番号採番
システムで予め用意したロット番号にユーザーが必要な要素を任意に組み合わせて 
ロット番号を採番することができます。

「年月日」をそれぞれ特定の文字列に変換することで連番も日ごと、月ごとなどで 
リセットすることができます。採番体系IDは品目マスターへ設定します。

原価管理 ： 標準原価・実際原価
日本の製造業向け原価管理では、管理会計機能としてフォーミュラ（構成表）を元にした 
標準単価計算と予算シミュレーション、また、制度会計機能として標準原価計算と実際 
原価計算機能をサポートいたします。
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• 販売活動管理
• 見積管理

• 通常販売注文入力、ロット引当
• 無償出荷注文対応
• 会社間取引（会社間受発注連携）
• 販売チャネル／需要家別受注管理

• 梱包明細転記（出荷確定）、請求書転記（売上計上）
• 販売赤黒訂正、販売遡及調整
• リベート計算

• 需要予測入力
• マスタースケジューリング
• 計画バッチオーダー、
計画購買オーダー

• フォーミュラ管理（配合表管理）、
歩留管理、工順別使用フォーミュラ管理
• 製造バッチオーダー、製造実績管理
• 原材料払出入力、原材料自動引落、
力価（ポテンシ）による原料払出量計算、
工順間入出庫自動作成
• 副産物、連産品出来高入力
• 作業実績入力、設備稼働実績入力

• 品質検査指示作成
• 品質管理基準（標準値、上下限値）
• 検査結果入力、結果判定
• 検査結果のロット属性連携

• 購買発注書入力
• 製品受領書（入荷確定）、請求書転記（売上計上）
• 力価（ポテンシ）による購入数量・金額計算
• 購買赤黒訂正、購買遡及調整
• 仕入諸掛按分

• 品目マスター コピー機能
• 不定貫（キャッチウェイト）、在庫状態
• ロットトレーサビリティ、ロット引当（FIFO、FEFO）
• 有効期限管理、出庫期限管理
• 在庫移動、倉庫間移動、在庫振替、生産仕訳帳、
品目振替、実地棚卸
• 月次残高管理、日本的ロット番号採番体系対応
• 原材料ロット属性の製造品への引継ぎ

• 標準単価計算
• 予算原価計算
• 標準原価計算
（原価差異計算を含む）
• 実際原価計算
（標準原価との差額計算を含む）
• 部門費配賦、品目別配賦計算
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オーダー区分を指定することで
無償サンプル出荷オーダーにも
対応できます。

オーダー区分マスター画面

無償の指定をした場合は、販売管理費などの
計上科目を指定します。

プロセス製造業におけるERP導入では、様々な生産工程や
管理形態、業界固有の商習慣、膨大なマスター管理や複雑
なデータ連携などへの対応が鍵となります。このため、適合
性が高いソリューションを選択することが肝要となります。
YOKOGAWAは、Microsoft Dynamics AXに、化学、医薬 
品、消費財、食品・飲料、金属、窯業などプロセス製造業に 
特有の要件や商習慣にきめ細かく対応する機能を備えた 
適合性に富んだソリューションをご提供いたします。
長年にわたるERP構築経験と豊富な業務知識から生まれ
た独自ソリューション「 YOKOGAWAプロセス製造業向け 
テンプレート」の導入により、カスタマイズを極力排して短期
間・低コストでの基幹業務システムを構築いたします。

また、ERPによる経営システムからスケジューラ、MES、
LIMS、PIMS、制御システムなどの現場システムまで、各分
野で実績の高いソリューションを連携する『現場－経営 直結
ソリューション』をコンセプトに現場情報を統合いたします。

プロセス製造業にフォーカスした確かな技術で成長戦略にあわせた経営管理システムを実現
プロセス製造業向け Microsoft Dynamics AX 機能概要

YOKOGAWAプロセス製造業向けテンプレート
日本のプロセス製造業に特有の生産方式や商習慣に対応する機能を幅広く備えています。



〒 180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32

営業・製品に関するお問合せは、下記URLからお願いします。
URL : http://www.yokogawa.co.jp/isol/

お問い合わせは
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 Microsoft Dynamics® AXプロセス製造業向けERP

食品・飲料化学 医薬品

MES
製造実行システム

生産スケジューラ

現場系ソリューションとの連携
生産計画立案を効率化するスケジューラ、製造業務を標準化する業種別MES（製造実行システム）、品質管理業務の精度を向
上するLIMS（品質管理システム）、これらのシステムをシームレスにERPへ連携することにより、現場の見える化と意思決定の
迅速化を支援いたします。

海外展開サポート

Microsoft Dynamics AXの詳細については、www.microsoft.com/japan/dynamics をご覧ください。

YOKOGAWAの優位性
製造現場で培われたコンサルタント・開発要員の経験とノウハウ
YOKOGAWAのコンサルタントと開発要員は、長年にわたりプロセス製造業を中心とした製造現場でシステム構築を支援 
してきました。これにより培われた業務ノウハウとプロジェクトマネジメント能力によるお客様の業務を理解した導入コンサル 
ティングが、ERP導入のカスタマイズを最小化いたします。

日本のプロセス製造業に特有の拡張機能テンプレート
「 YOKOGAWAプロセス製造業向けテンプレート」は、日本のプロセス製造業に特有の商流管理、赤黒訂正、実際原価計算 
などをきめ細かくサポートする拡張機能です。これらの業務を熟知した導入コンサルタントが実際の業務とERPシステム機能の
ギャップを解消いたします。

プロセス製造業の生産・販売管理を含めたＥＲＰ構築に適したパートナー
Dｙnamics AXが標準提供する「プロセス製造ソリューション」および「YOKOGAWAプロセス製造業向けテンプレート」に精通
したコンサルタントのプロジェクト参画により、難しいとされるプロセス製造業のERP導入の負荷を大幅に低減いたします。

グローバルに事業を展開する製造業のERP海外導入や関連会社／子会社の2-TierERP導入を支援いたします。

●プロセス製造業へのERP導入経験が豊富で製造現場の言葉がわかる海外拠点のコンサルタントが対応いたします。
●現地税制や法規制要件を熟知する現地パートナーと海外拠点の要員がお客様に密着したシステム導入を支援いたします。
●日本法人のIT部門統制をサポートするために現地の保守窓口と連携して保守状況を一元管理いたします。

現場ー経営 直結ソリューションTMは、横河電機株式会社の登録商標です。
Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
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