
【　販促金ＥＤＩシステム の 概要　】

【　【　【　【　販促条件販促条件販促条件販促条件のののの提示提示提示提示やややや精算精算精算精算（（（（請求請求請求請求・・・・支払支払支払支払））））をおこなうをおこなうをおこなうをおこなうデータデータデータデータ交換交換交換交換ですですですです。　】。　】。　】。　】

１．販促金案内販促金案内販促金案内販促金案内データデータデータデータ

　　メーカより、卸店に対し、販促金支払を伴う販売促進情報を案内する為のデータである
 　  (　なかなか、メーカにとって、システム化するのは難しい　）

２．販促金請求販促金請求販促金請求販促金請求データデータデータデータ

　　販売促進のプロモーションを行い、それに伴い卸点がメーカ等に販促金の請求を行うデータである
 　  (　卸からの販促金システムからのデータ、または、手入力精算によるデータが提供される　）

３．販促金支払販促金支払販促金支払販促金支払データデータデータデータ

　　卸店より販促金請求データで請求されたメーカ側からの販促金の支払内容を表すデータである
 　  (　メーカからの支払精算データが提供される　「全件または差分または追加データ」　）

＜＜＜＜一連一連一連一連のののの業務業務業務業務をををを電子電子電子電子データデータデータデータ化化化化することによりすることによりすることによりすることによりペーパレスペーパレスペーパレスペーパレスをををを実現実現実現実現しししし、、、、大幅大幅大幅大幅なななな事務効率事務効率事務効率事務効率アップアップアップアップがががが期待期待期待期待できますできますできますできます＞＞＞＞

＜＜＜＜店出実績店出実績店出実績店出実績をををを基基基基にしたにしたにしたにした卸売業納入先単位卸売業納入先単位卸売業納入先単位卸売業納入先単位でのでのでのでの収支管理収支管理収支管理収支管理＞＞＞＞

＜＜＜＜販促金販促金販促金販促金のののの販売先販売先販売先販売先、、、、単品単品単品単品レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの管理管理管理管理＞＞＞＞

＜＜＜＜商品単品毎商品単品毎商品単品毎商品単品毎のののの収支管理収支管理収支管理収支管理＞＞＞＞

＜＜＜＜販促金照合作業販促金照合作業販促金照合作業販促金照合作業のののの省力化省力化省力化省力化＞＞＞＞
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メーカ

１．販促金案内データ

３．販促金支払データ

２．販促金請求データ 卸売業

案内ﾃﾞｰﾀの提供を行わない
で、
清算処理を行う場合が多い

支払ﾃﾞｰﾀの提供を行わない
で、



小売業小売業小売業小売業（（（（量販店量販店量販店量販店）））） メーカメーカメーカメーカ 卸売業卸売業卸売業卸売業 概　　要

小売業・卸売業・メーカの営業担当者
により販売企画（特売）の商談を行い、
販売促進条件を設定する

メーカは、小売業に提示した販促条件
の登録を行い、販促金案内データを作成し、
卸へ送信（提供）する

卸売業は、販促金案内データの内容
確認を行い、販促条件の登録を行う。

卸売業は、条件の有功期間終了後、条件

に合致する販売実績を収集し、事前登録
した販売条件に基づき、請求明細書を
作成する。

営業担当者は、請求明細書の内容確認を

行う。

請求明細に変更及び漏れがある場合、
修正・追加を行う。

販促金請求書を作成する。

請求情報に基づき販促金請求データ
を作成し、メーカへ送信する。

メーカは、請求データより請求明細を作成し、
請求内容の検証を行う。
（コンピュータによる自動照合）

請求内容に変更がある場合は修正・追加

入力を行う。

販促金支払案内書を作成する

支払情報に基づき販促金支払データ
を作成し、卸売業へ送信する。

卸売業は、自社の請求データと支払データ
の照合作業を行う。
（コンピュータによる自動照合）
照合分は入金処理を行う。

未照合分については、未照合理由を確認
し、再請求処理を行う。

販促金ＥＤＩの流れ

条

件

設

定

請

求

2222

支

払

入

金

販売企画商談

ＭＤ担当 セールス

販売促進条件登
録

販促金案内
データ送信

販促金案内
データ受信

販売促進条件登
録

販売情報収集

請求明細書作成

請求データ確認

修正・追加入力

販促金
請求書作成

販促金請求
データ送信

販促金請求
データ受信

請求明細書作成

請求内容確認

修正・追加入力

販促金支払
案内書作成

販促金支払
データ送信

販促金支払
データ受信

支払請求照合

入金計上処理

再請求処理

セールス

販売企画作成



摘要
コード

販促金
適要内容名

００１ センターフィー
００２ 大陳料
００３ 拡売協力金
００４ チラシ代
００５ カタログ代
００６ ポップ代
００７ 販促企画補助
００８ 展示会コマ代
００９ 展示会条件
０１０ キャンペーン協力金
０１１ フエア協賛金
０１２ 返品不可助成金
０１３ 返品補助金
０１４ 在庫処分値差補填金
０１５ 在庫補償
０１６ 前替補償
０１７ 見切り処分代
０１８ 創業祭キャンペーン協力金
０１９ 新店キャンペーン協力金
０２０ 改装キャンペーン協力金
０２１ 月間奉仕登録料
０２２ 新規定番導入料
０２３ トラックチャーター料
０２４ 定番補填
０２５ 商品検査料
０２６ データ料
０２７ 販売実績報告料
０２８ アルバイト料
０２９ 流通加工補助
０３０ 物流補助

０３１ ｅお菓子ねっとリザーブ
： 　　　　　：

０８９ ｅお菓子ねっとリザーブ
　

０９０ 各社任意使用コード
０９１ 　　　　　：
０９２ 　　　　　：
０９３ 　　　　　：
０９４ 　　　　　：
０９５ 　　　　　：
０９６ 　　　　　：
０９７ 　　　　　：
０９８ 各社任意使用コード
０９９ その他
１００ 　　：

： 　　：
９９９ 　　：

販促金　適用コード表



Q. 1 　販促金はどこまでの内容を含むのか。

A. 1 　相対で、決めますが、卸様主体で決めることになります。

　（メーカ側で、データ除外を考慮しないといけない場合があります）

Q. 2 　どこまでの内容がデータフォーマットに盛り込まれるのか。

　また、販促金の算出方法が複数あるため、それを全てEDI化できるかが疑問である。

A. 2 　出来るだけ、卸様には商品明細レベルに詳細な情報提供をお願いしていますが

　項目によっては、客先単位にトータル表現しか出来ないデータもあります。

Q. 3 　勝手引きができないようにシステム化してほしい。

A. 3 　相対での話し合いとなります。

Q. 4 　その他、店出しデータの活用の仕方。

A. 4 　店出しと１対１でのデータのやり取り自体、卸側でも出来るのかも含め課題ですが、

　この連動化と信頼関係がキーポイントになります。

Q. 5 　現状、当社では販促金の処理を手書き伝票で情報の授受をしており、

　EDIデータ交換フォーマットなどまったくしていない。

A. 5 　手書き伝票の情報をデータとして受け取り、エクセル等に変換して、照合に使います。

Q. 6 　現在決定しているフォーマット項目、内容及び経緯などの情報を知りたい。

　販促金EDIについて、現在加工食品では実施しているが、菓子業界でのフォーマット、

　実施可能時期、具体的な運用など。

A. 6 　別途、請求データのフォｒ－マットを参照して下さい。

　２０１２年５月より、ｅお菓子ねっとでＥＤＩ（全銀ＴＣＰＩＰ）のみで、開始予定です。

　具体的な実施内容や具体的な運用等は、ｅお菓子ねっとではなく、相対で決めて下さい。

Q. 7 　販促金EDIを活用している卸様の数、メーカーの数の割合について

　販促金EDI化を実際に活用利用している企業（メーカー卸）の割合について、お願いします。

　販促金EDIについて、他社動向、仕様を教えてほしい。

A. 7 　大手卸様は、現在システム化しており、随時、ＥＤＩ化を実施予定です。

　大手メーカも、請求データの受信から、随時、ＥＤＩ化を実施予定です。

Q. 8 　導入成功例や、導入時の問題、課題など（食品系での事例）

A. 8 　食品系では、５年間で、利用企業は２倍、データ件数が５倍に増加しています。

　食品系では、卸・メーカの営業の作業負担が大幅に軽減される効果が出ています。

　販促金の売上比率は20%、営業の仕事は３日間／月かかっている。⇒チェックのみにして半減

　単品管理の徹底と透明性を高め、内部統制面からも必要とされている。

Q. 9 　導入後の改善点など（食品系での事例）

A. 9 　卸メーカ間の調整機関の位置づけを、ファイネットが担っている。

　ｅお菓子ねっとでは、卸メーカ間の調整は行わない。（相対または既存調整機関にて行う）

Q.10 　内容の説明や実施する場合の問題点等の情報が知りたい。

A.10 　具体的な適用例などの補足説明書をつくりました。

Q.11 　照合時の不安があります。

A.11 　メーカとして、どういう部署で、どのように、どこまで照合するのがポイントです。

Q.12 　販促金のチェックを他社ではどのように行っているか参考にしたい。

A.12 ①以下の点が対象品対象期間販促金水準販促費項目とも一致しているか確認している。 

　商談でメーカーから提示している企画書、見積書、契約書等の販促金条件 

　卸店からの販促金の請求書条件書 

　セールスの計上インプット内容 、対象売上（倉入倉出実績） 

②小売企業毎の売上と値引き請求書（条件書）を基にセールスが自分の提出した見積書と合わせて

　販促精算システムに入力し所長→本社承認（総額のみ）の後支払います。

　詳細はセールス任せとなっているのが現状です

【　販促金ＥＤＩシステム　Ｑ＆Ａ　】


