
お取引先様各位

株式会社ニチゾウテック

　調達部

経理部

敬具

記

1.新システムのご案内

親会社のHitz日立造船株式会社が2018年10月に導入したドイツ/SAP社の基幹システムを当社も

2020年4月から導入いたします。(但し当社は電子商取引のARIBAを導入しません。)

業務の流れ大筋では変更はございませんが、SAPシステムにより業務効率を図り、さらにお取引先様の

皆様と連携を密にすることでお互いに共存共栄、相互発展を目指してまいります。

2.新システム導入に伴いお願いしたいこと

(1)基幹システム停止へのご理解

2020年4月以降、現状システム(EBS)から新システム(SAP)に必要情報を移行します。

SAPに全情報が移行完了する4/20(月)まで基幹システムは運用しない予定です。

注文仕様書や注文書が発行できずご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。

　 　・システム停止期間　2020年4月1日　～　4月20日(予定)

(2)SAP様式注文書への差換え

3月末で未検収分はSAP様式で注文書・納品書を再発行いたしますのでお手数ですが先にお渡しした

EBS様式の注文書・納品書をSAP様式に差し換えくださるようにお願いします。

4月以降のお手続きはSAP様式になりますのでご協力をお願いいたします。

なお関連して検収明細表及び経理部より発行する支払通知書も様式が変更になります。

添付の【様式サンプル】を参照願います。

(3)2020年3月までの処理

上記(2)のとおり3月末で未処理のものをSAPに移行しますので、社内で未処理が残らないように

時間的に余裕のある手続きを周知徹底いたしますが、お取引先様におかれましても年度決算期などで

お忙しいところ恐縮ですが、3月分の納品書早期ご提出にご協力をお願いいたします。

2020年1月30日

基幹システム変更に伴う変更のお知らせ

拝啓　貴社ますますご隆盛のこととお慶び申しあげます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

　このたび、当社では業務効率化を図るため、2020年4月より新システムの導入を計画しております。

ついては、下記のとおりお願いしたいことと変更点をご連絡いたします。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

　なお、本件に関するお問い合わせは、調達部、経理部または各事業(本)部の窓口までご連絡をお願いしま

す。



3.支払条件変更のお知らせ

当社様式の納品書に受領書を添付してご提出いただく検収方法や月末締切、翌月末全額支払の

支払制度には変更ありませんが、建業法対象工事の費目を新設し支払い条件を設定しました。

・(新)支払条件：2020年4月1日以降に発行される注文書に適用　(差替注文書も適用となります)

1億円以下 現金20％、電手80％(手形サイト3ヶ月+3日)

1億円超～3億円以下 電手100％(手形サイト3ヶ月+3日)

3億円超 電手100％(手形サイト4ヶ月+3日)

1億円以下 現金20％、電手80％(手形サイト3ヶ月+3日)

1億円超～3億円以下 現金10％、電手90％(手形サイト3ヶ月+3日)

3億円超 電手100％(手形サイト4ヶ月+3日)

1億円以下 現金20％、電手80％(手形サイト3ヶ月+3日)

1億円超～3億円以下 現金10％、電手90％(手形サイト3ヶ月+3日)

3億円超 電手100%(手形サイト120日)

(1)　電手支払期日(電手決済日)が銀行休業日の場合、翌営業日を支払期日とします。

(2)　現金振込日(月末)が銀行休業日の場合、前日の営業日を振込日とします。

(3)　上記費目に関係なく1回の支払総額に電手率を乗じた金額が30万円(消費税含む)未満の場合、

　　　 全額現金振込とします。

【ご参考】

・(旧)支払条件：

現金20％、電手80％(手形サイト3ヶ月+5日)

電手100％(3ヶ月+5日)

電手100％(4ヶ月)

現金20％、電手80％(手形サイト3ヶ月+5日)

現金10％、電手90％(3ヶ月+5日)

電手100％(4ヶ月)

お問い合わせ先

　 当社　調達部 TEL 06-6468-9970

経理部 TEL 06-6555-7051

各事業(本)部　皆様のお取引窓口にお願いします。

　(ご参考) プラントエンジニアリング事業本部　管理部　　TEL 06-6468-9960

機械・建設事業本部　管理部 TEL 06-6555-7300

技術コンサルティング事業本部　管理部 TEL 06-6555-7053

京都事業部　総務課 TEL 0773-62-8811

広島事業部　総務部 TEL 0848-45-2298

九州事業部　総務部 TEL 0968-78-4821

(終)

外注

(請負)

1億円以下

1億円超～3億円以下

3億円超

外注

建設業法

対象工事

費目 お取引先様　資本金区分 支払条件

材料

1億円以下

1億円超～3億円以下

3億円超

材料

費目 お取引先様　資本金区分 支払条件



  　  

(仕入先コード)

御中

〒

備考:

資材費目 通貨 支払条件

注記　1.【基本契約】(1) 本注文書に記載のない条件は別途締結の取引基本契約書によります。

　　　　　　　　    (2) 本注文書の内容につき、諾否を受領後７日以内にご連絡ください。連絡のない場合は承諾されたものとみなします。

　    2.【取引代金】(1) 本注文書の金額は消費税抜きの金額です。支払時に消費税額分を加算して支払います。１円以下の端数につきましては明細ごとに四捨五入します。

　　　　　　　　    (2) 支払時の銀行振込手数料は現行の「取引代金のお支払いについて」によります。

　　  3.【下請代金支払遅延等防止法対象の取引先への通知事項】

　　　　　　　　    (1) 受入検査完了日は納入後７日以内とします。

　　　　　　　　    (2) 有償支給材料の明細・金額等の内容はあらかじめ合意し、代金は当該支給材料を使用した本注文書による注文品の代金支払時に相殺します。

出力年月日 年月日 注文年月日 年月日

購買発注番号
注文改訂
ページ数 1/1  

TEL: 
FAX: 
E-MAIL: 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19 20 21 22
23
24

明細 プロジェクト番号 プロジェクト名称 WBS番号 希望納入日 納入区分
品目コード 購買依頼番号 明細 REV-No 追跡番号

明細図面番号

委託元会社名 消費税
品名 数量（単位） 単価 金額

検査 梱包 受渡条件 不足納入許容
納入場所
備考

過剰納入許容

合計金額



注記　1. ※印欄は、納入者がもれなく記入して下さい。
　　　2. 納入者名欄に必ず納入者が社印を押印して下さい。
　　　3.「現地（含む当社指定倉庫）に直接納入される場合」
　　　　(1) 納入前に必ず当社指定納入場所の担当者に連絡して下さい。
　　　　(2) 輸出工事用の場合は、当社承認済のCHECK　LISTを添付して下さい。　
　　　　(3) 当社の現地責任者の受領印を必ず入手してください。

資材費目 通貨 支払条件

連絡事項：

納 品 書 ・ 工 事 出 来 高 報 告 書
  　  

年　　月　　日

(仕入先コード) 印

〒

備考:

注文年月日 年月日

購買発注番号
注文改訂
ページ数 1/1  

現地責任者

受領印欄

TEL: 
FAX: 
E-MAIL: 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19 20 21 22

23 24

明細 プロジェクト番号 プロジェクト名称 WBS番号 希望納入日 納入区分
品目コード 購買依頼番号 明細 REV-No 追跡番号 委託元会社名 消費税

品名 数量（単位） ※　納入数量 ※　納入状況（完納/分納）
明細図面番号

検査 梱包 受渡条件 過剰納入許容 不足納入許容

納入場所 保管場所(当社記入欄)



注　　文　　請　　書
  　  

注文年月日 年月日

印

（受注者）
(仕入先コード)

〒

備考:

印紙

購買発注番号
注文改訂
ページ数 1/1  

TEL:
FAX:
E-MAIL: 

（発注者）

資材費目 通貨 支払条件

注記　1.【建設業法】　本注文書の内容が建設業法の対象であり、二次以降の再下請を行う場合、それらの再下請業者が法定の社会保険等へ加入していることを条件とし、

　　　　　　　　　　  法定福利費を明示した見積書を提出させた上で、法定福利費を適正に確保した契約を締結します。

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19 20 21 22
23
24

明細 プロジェクト番号 プロジェクト名称 WBS番号 希望納入日 納入区分
品目コード 購買依頼番号 明細 REV-No 追跡番号 委託元会社名 消費税

品名 数量（単位） 単価 金額
明細図面番号

検査 梱包 受渡条件 不足納入許容
納入場所
備考

過剰納入許容

合計金額



    年  月  日

(          )

　　　　　　　　　　　　御中 〒551-0023

大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15番26号

FAX           株式会社ニチゾウテック(経理部)

振 込 銀 行

口 座 番 号

口 座 名 義

手形支払場所

支 払 時 間

 担　　当

電 話 番 号

〇お願い

1. 検収明細表および支払通知書は、必ずお受け取りの上、貴社帳簿との照合をお願いします。

なお、検収についてご不審の点がございましたら、弊社調達部(電話番号06-6468-9970)へお問合わせをお願いします。

２. 遠隔地でやむをえず郵送を希望される場合は支払日3日前までに【定形郵便+一般書留+速達】分の郵便切手を貼付した

宛名記載の返信用封筒、手形金額分の領収書を経理部に送付願います。

検収明細

支払通知案内

資材費目
「支払手段」別内訳

期日・手形・電手支払額銀行振込額
相殺額

検収金額
(税込)

計

支払合計

支払手段 支払金額 支払日 手形期日　(期日振込は支払日)

総計



〒554-0012

大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番28号

株式会社ニチゾウテック

調達部

FAX： TEL. 06-6468-9970

※検収明細表は必ず貴社帳簿との照合をお願いします。

　別途、支払通知案内をお送付します。

合計金額

小計

小計

　　　　　　　　　　　　御中

検　収　明　細　表
    年 月

購買発注
番号

明細 品名 単位
検収
数量

資材
費目

事業
領域

発注担当
プロジェクト

番号
プロジェクト

名称

(1 / 1)

購買依頼
追跡番号

単価 金額 消費税 税込金額
納入
完了


