
首都圏首都圏首都圏首都圏システムシステムシステムシステム開発株式会社開発株式会社開発株式会社開発株式会社

1111....00000000版版版版

MSDMSDMSDMSD勤怠管理勤怠管理勤怠管理勤怠管理システムシステムシステムシステム

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（一般用一般用一般用一般用））））
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１．ログイン
a.ログイン画面
b.パスワード変更画面

２．プロジェクトリンクマスタメンテナンス
a.プロジェクトリンクマスタメンテナンス画面

３．勤怠区分マスタメンテナンス
a.プロジェクトマスタ選択（リンク）画面
b.勤怠区分マスタメンテナンス画面

４．勤怠編集（ＰＣ）
a.メニュー画面
b.勤怠編集画面

５．勤怠入力(携帯)
a.メニュー画面
b.勤怠入力（日次）画面
c.勤怠参照（月次）画面
d.申請更新（月次）画面

目次目次目次目次

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム



aaaa....ログインログインログインログイン画面画面画面画面
ＰＣ版

携帯電話版

番号 名称 説明
1 ユーザーＩＤ マスタ・システム管理者より頂いたユーザーＩＤを入力。
2 パスワード マスタ・システム管理者より頂いた又は、自分で変更したパスワードを入力。
3 ログインボタン ユーザーＩＤ、パスワードの認証がされるとメニュー画面へ推移します。
4 簡単ログイン 携帯電話版専用：簡単ログインにチェックしログインをすると次回からメニュー

画面が直接表示されます。

bbbb....パスワードパスワードパスワードパスワード変更画面変更画面変更画面変更画面
ＰＣ版

携帯電話版

番号 名称 説明
1 現在のパスワード 現在使用しているパスワードを入力。
2 新しいパスワード 現在使用しているパスワードと違うパスワードを入力（但し、パスワードは

マスタ・システム管理者が桁数、文字種類（英字、数字、記号）を設定している
ことがありますのでマスタ・システム管理者に確認してください。）

3 新しいパスワード（確認入力用） 新しいパスワードを確認用としてもう一度入力。（新しいパスワードと同じもの）
4 変更ボタン 編集したパスワード情報を更新します。
5 戻るボタン メニュー画面に戻ります。（ＰＣ版の初回パスワード切れの場合は、戻るボタン

はありません。）

ログインログインログインログイン

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

④   ⑤

①

②

③

④    ⑤



aaaa....プロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタ選択選択選択選択（（（（リンクリンクリンクリンク））））画面画面画面画面

番号 名称 説明
1 再表示用プロジェクトコード 再表示したいプロジェクトコードを入力（曖昧入力可）
2 再表示ボタン 番号１の選択にあったデータを再表示する。
3 名称 プロジェクト名称を表示。（入力ユーザーがプロジェクトリンクマスタに存在して

いるプロジェクトのみが表示される。
4 戻るボタン メニュー画面に戻ります。

MSD勤怠管理システム

プロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンス

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

① ②

③

④



MSD勤怠管理システムマニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

bbbb....プロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタプロジェクトリンクマスタ管理画面管理画面管理画面管理画面

番号 名称 説明
1 プロジェクト名 プロジェクトリンクマスタ選択（リンク）画面で選択したプロジェクト名を表示。
2 取込 プロジェクトにユーザーを紐付けたい時、チェックをする。

紐付けをとりたい場合は、チェックを外す。
3 勤怠グループ名 勤怠グループ名を表示。
4 ユーザーコード ユーザーコードを表示。
5 ユーザー名 ユーザー名を表示。
6 ユーザーふりがな ユーザーふりがなを表示。
7 更新ボタン 編集したプロジェクトリンク情報を更新します。
8 閉じるボタン プロジェクトリンクマスタ選択（リンク）画面に推移します。

プロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンス

①

②   ③             ④        ⑤                  ⑥

⑦    ⑧



aaaa....プロジェクトマスタプロジェクトマスタプロジェクトマスタプロジェクトマスタ選択選択選択選択（（（（リンクリンクリンクリンク））））画面画面画面画面

番号 名称 説明
1 再表示用プロジェクトコード 再表示したいプロジェクトコードを入力（曖昧入力可）
2 再表示ボタン 番号１の選択にあったデータを再表示する。
3 名称 プロジェクト名称を表示。（入力ユーザーがプロジェクトリンクマスタに存在して

いるプロジェクトのみが表示される。
4 戻るボタン メニュー画面に戻ります。

MSD勤怠管理システム

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

① ②

③

④



MSD勤怠管理システムマニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

bbbb....勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス画面画面画面画面

※番号は変更項目に表示しています。基本、新規項目と変更項目で同項目は同じ入力内容になります。
番号 名称 説明
1 プロジェクト名 プロジェクトマスタ選択（リンク）画面で選択したプロジェクト名を表示。
2 時間単位（通常） 選択したプロジェクトの時間単位（通常）を表示。
3 時間単位（残業） 選択したプロジェクトの時間単位（残業）を表示。
4 新規追加ボタン 新規追加処理を行なう。（新規項目入力後、ボタン押下）
5 名称 勤怠区分名を入力。
6 勤務時間　開始 勤務開始時間を入力。
7 勤務時間　終了 勤務終了時間を入力。
8 勤務時間　時間 自動計算にて表示。（勤務時間終了－勤務時間開始－休憩時間１～５）
9 深夜時間　開始 深夜開始時間を入力。
10 深夜時間　終了 深夜終了時間を入力。
11 休憩時間１～５ 休憩時間開始、休憩時間終了を入力　１～５

１～５の入力は、更新時に開始時間の小さいもの順にソートされますので
入力で開始時間の大小を意識しなくても大丈夫です。

※※※※※※※※番号番号番号番号６６６６～～～～１１１１１１１１のののの時間範囲時間範囲時間範囲時間範囲はははは、、、、５５５５：：：：００００００００～～～～３６３６３６３６：：：：００００００００ですですですです。。。。
12 発生残業時間 勤務時間　時間（番号８）が８：００以下の場合、入力可

（最大入力値は８：００となります。）
13 発生残業条件 発生残業時間が入力されている場合のみチェックすることが出来ます。

【発生残業時間、発生残業条件の関連性について】
①発生残業時間＝未入力、発生残業条件＝ＯＦＦ（未チェック）

・勤務時間　時間以降、残業が発生します。
②発生残業時間＝入力（例８：００）、発生残業条件＝ＯＦＦ（未チェック）

・発生残業時間（例８：００）の実働がある（超えた）場合、
　残業が発生します。
　（通常残業があっても発生残業時間を越えない限りは残業は発生しない）

③発生残業時間＝入力（例８：００）、発生残業条件＝ＯＮ（チェック）
・発生残業時間（例８：００）以降、残業が発生します。

14 無効 チェックすることにより無効（削除）されます。
但し、勤怠編集で使用中（承認済でない勤怠）の場合は、無効することはできません。

15 更新ボタン 編集した勤怠区分情報を更新します。
16 閉じるボタン プロジェクトマスタ選択（リンク）画面に推移します。

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

   ⑤      ⑥    ⑦   ⑧   ⑨    ⑩

①                   ②            ③

④
⑪

⑫   ⑬  ⑭

⑮    ⑯



aaaa....メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面
番号 名称 説明
1 年月 勤怠編集の対象年月を入力。

※デフォルトでは現在の年月が設定されます。

bbbb....勤怠編集画面勤怠編集画面勤怠編集画面勤怠編集画面

MSD勤怠管理システム

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

中中中中　　　　略略略略（（（（１１１１　　　　ヵヵヵヵ　　　　月月月月　　　　分分分分　　　　表表表表　　　　示示示示))))

① ②
③

⑤
④

⑥   ⑦  ⑧

⑰

⑱

⑲   ⑳   21

①

⑨ ⑩     ⑪     ⑫          ⑬ ⑭             ⑮    ⑯



MSD勤怠管理システムマニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名

番号 名称 説明
1 年月 メニューで指定した年月を表示。
2 氏名 入力ユーザー名を表示。
3 承認区分 作成中：勤怠編集の入力が可能な状態。

申請中：１ヶ月間の入力が終了後に申請を行った状態。
差戻し：申請処理を行なったが承認者により、差戻しされた状態。
　　　　（作成中に更新して再度、勤怠編集を行い申請処理を行なう。）
承認済：申請処理を行い、承認者により承認された状態。
※申請中、差戻し、承認済は、参照で勤怠編集の入力はできません。

4 現プロジェクト 画面表示時の最終入力日のプロジェクト名を表示。
5 勤怠体系参照ボタン 勤怠体系参照画面に推移します。
6 始業 始業時間を入力。
7 終業 終業時間を入力。

時間範囲は、５：００～３６：００です。
（午前０時から午前１２時を２４：００～３６：００として表現します。）
遅刻、早退の場合、赤文字で表示されます。（始業・終業入力後、自動的に表示）

8 Ｍ（マニュアル入力） マニュアル入力の場合、チェックを行います。マニュアル入力になりますと
番号９が手入力になります。（自動計算が行なわれなくなります。）

9 日別自動計算項目 始業時間、終業時間を入力すると自動計算されます。
（Ｍ（マニュアル）入力にチェックがある場合は、手入力になります。）
※マニュアル入力で入力項目が０の場合は、未入力でもかまいません。）
実働：（休業時間－開始時間）－休憩時間（残業発生時間がある場合はその時間より）
　　　－遅刻・早退時間の時間（全てまるめ処理されています）
残業：対象勤怠区分の勤務時間を越えた場合（休憩時間を除く）、残業となります。
　　　（残業発生時間についての詳細は勤怠区分マスタメンテナンスを参照）
　　　（残業時間は各プロジェクトの時間単位（残業）によりまるめ処理が行われて
　　　います。）
　　　※残業時間は、全残業時間（通常残業＋深夜残業）です。
深夜：対象勤怠区分の深夜時間開始、終了の範囲にある場合、（深夜時間の休憩時間
　　　は除く）深夜になります。
　　　（深夜時間は各プロジェクトの時間単位（残業）によりまるめ処理が
　　　行なわれています。）
遅刻：対象勤怠区分の勤務時間開始より後の時間を入力した場合、遅刻になります。
　　　（遅刻時間は各プロジェクトの時間単位（遅刻・早退）によりまるめ処理が
　　　行なわれています。）
　　　番号１８の遅刻欄に１加算されます。
早退：対象勤怠区分の勤務時間終了より前の時間を入力した場合、早退になります。
　　　（早退時間は各プロジェクトの時間単位（遅刻・早退）によりまるめ処理が
　　　行なわれています。）
　　　番号１８の早退欄に１加算されます。
休出：休出／休日区分．休出Ａの時間。

10 休出／休日 休日：休日の場合、選択します。（休日の場合、選択不可あり）
休出Ａ：休日出勤の場合、実働時間が全て残業時間の扱いとなります。
休出Ｂ：休日出勤の場合、平日出勤と同様の扱いとなります。

11 休暇区分 有休：有給休暇の場合、選択します。　番号１８の有休欄に１加算されます。
半休：半有給休暇の場合、選択します。　番号１８の有休欄に０．５加算されます。
　　（半休を選択すると自動的にマニュアル入力になります。）
欠勤：欠勤の場合、選択します。　番号１８の欠勤欄に１加算されます。
振休：振替休日の場合、選択します。
　　（基本、休出／休日区分．休出Ｂと対になっています。）

12 勤怠区分 プロジェクトに紐付く勤怠区分を選択します。
プロジェクトを変更すると、選択リストの内容も変更されます。

13 備考 備考を入力。　※入力可能文字数は３０文字です。
14 備考表示非表示ボタン ボタン押下で備考の表示と非表示を繰返すことが出来ます。
15 プロジェクト 対象のプロジェクトを選択します。

※変更を行うと変更日以降が変更したプロジェクトに変わります。
16 プロジェクト表示非表示ボタン ボタン押下でプロジェクト名の表示と非表示を繰返すことが出来ます。
17 時間合計行 番号９の縦計合計（自動計算）

法定休日：環境マスタメンテナンスにより設定された法定休日の実働時間合計
18 日数合計行 出勤・有休・欠勤・遅刻・早退の日数の合計、および遅刻時間と早退時間の合計

が表示されます。（自動計算）
19 更新ポタン 編集した勤怠情報を更新します。
20 戻るボタン メニュー画面に戻ります。
21 再計算ボタン 入力されている日付分を最新の勤怠区分の内容を使用し再計算を行なう。

※勤怠区分、プロジェクト（時間単位）の変更があった場合は必ず再計算を行なって
　下さい。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）



aaaa....メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面
番号 名称 説明
1 年月日 勤怠編集の対象年月日を入力。

※デフォルトでは現在の年月日が設定されます。

bbbb....勤怠入力勤怠入力勤怠入力勤怠入力（（（（日次日次日次日次））））画面画面画面画面　　　　((((通常入力時通常入力時通常入力時通常入力時))))

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ ⑫



マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

番号 名称 説明
1 年月日　曜日 勤怠入力日、曜日を表示。
2 開始（時・分） 開始（時・分）を選択する。（コンボボックスにはプロジェクトで設定された

時間単位（通常）の単位で表示されています。）
3 終了（時・分） 終了（時・分）を選択する。（コンボボックスにはプロジェクトで設定された

時間単位（通常）の単位で表示されています。）
※未入力日付の場合は、対象勤怠区分の勤務時間開始・終了がデフォルトで表示。

4 プロジェクト名 プロジェクト名を表示。（勤怠を入力していない日の場合は最新プロジェクト名
を表示）

5 プロジェクト選択ボタン プロジェクト選択画面へ推移します。
6 勤怠区分 プロジェクトに紐付く勤怠区分を選択します。

プロジェクトを変更すると、選択リストの内容も変更されます。
7 勤怠区分参照ボタン 勤務体系参照画面に遷移します。
8 休日・休出 休日：休日の場合、選択します。（休日の場合、選択不可あり）

休出Ａ：休日出勤の場合、実働時間が全て残業時間の扱いとなります。
休出Ｂ：休日出勤の場合、平日出勤と同様の扱いとなります。

9 休暇区分 有休：有給休暇の場合、選択します。
欠勤：欠勤の場合、選択します。
振休：振替休日の場合、選択します。
　　（基本、休出／休日区分．休出Ｂと対になっています。）

10 備考 備考を入力　※入力可能文字数は３０文字です。
11 更新ボタン 編集した勤怠情報を更新します。
12 戻るボタン メニュー画面に戻ります。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））



マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

dddd....勤怠参照勤怠参照勤怠参照勤怠参照（（（（月次月次月次月次））））画面画面画面画面

番号 名称 説明
1 戻るボタン メニュー画面に推移します。
2 年月 勤怠入力年月を表示
3 承認区分名 作成中：勤怠編集入力の入力が可能な状態

申請中：１ヶ月間の入力が終了後に申請を行った状態
差戻し：申請処理を行なったが承認者により、差戻しされた状態
　　　　（申請更新（月次）画面より、作成中に更新して再度、勤怠編集を行い
　　　　　申請処理を行って下さい）
承認済：申請処理を行い、承認者により承認された状態
※申請中、差戻し、承認済は、参照で勤怠編集の入力はできません。

4 日 年月の日、曜日を表示
5 始業 入力済の始業時間を表示
6 終業 入力済の終業時間を表示
7 実績 実績時間を表示
8 残業 残業時間を表示
9 深夜 深夜残業時間を表示

※番号７～９の算出方法は、勤怠編集（ＰＣ）の同項目説明を参照して下さい。
10 編集ボタン 勤怠入力（日次）画面に推移します。
11 月合計 実績、残業、深夜の縦計

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

中中中中　　　　略略略略（（（（１１１１　　　　ヵヵヵヵ　　　　月月月月　　　　分分分分))))

①

①

②

③

④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨

⑩

⑪



マニュアル
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

eeee....申請更新申請更新申請更新申請更新（（（（月次月次月次月次））））画面画面画面画面

番号 名称 説明
1 年月 勤怠入力年月を表示
2 承認区分 作成中：勤怠編集入力の入力が可能な状態

申請中：１ヶ月間の入力が終了後に申請を行う状態
差戻し：申請処理を行なったが承認者により、差戻しされた状態
　　　　（申請更新（月次）画面より、作成中に更新して再度、勤怠編集を行い
　　　　　申請処理を行って下さい）
承認済：申請処理を行い、承認者により承認された状態

3 更新ボタン 申請処理を実行します。
4 戻るボタン メニュー画面に推移します。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

①

②

③ ④



首都圏首都圏首都圏首都圏システムシステムシステムシステム開発株式会社開発株式会社開発株式会社開発株式会社

1111....00000000版版版版

MSDMSDMSDMSD勤怠管理勤怠管理勤怠管理勤怠管理システムシステムシステムシステム

運用手順書運用手順書運用手順書運用手順書（（（（一般用一般用一般用一般用））））



目次目次目次目次 概要概要概要概要

１．ログイン（ＰＣ版・携帯電話版） ユーザーＩＤ、パスワードの認証
a. ログイン パスワードの変更
b. パスワード変更
c. アカウントロック

２．プロジェクトリンクマスタメンテナンス プロジェクトとユーザー（社員）の紐付けを行なう
a. 新規追加 これにより、入力ユーザーは対象（紐付けされた）の
b. 変更・削除（無効） プロジェクトのみが表示される。

３．勤怠区分マスタメンテナンス プロジェクトの勤務時間、休憩等を設定する。
a. 変更

４．勤怠編集（ＰＣ） ＰＣからの勤怠を入力する。
a. 通常入力
b. マニュアル入力
c. 申請
d. 差戻し時

５．勤怠入力(携帯) 携帯電話より勤怠を入力する。
a. 入力（勤怠入力（日次）より）
b.  入力（勤怠参照（月次）より）
c. 申請
d. 差戻し時

●各画面の項目詳細は、運用マニュアル（一般）を参照して下さい。

目次目次目次目次

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム
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ａ．ａ．ａ．ａ．ログインログインログインログイン
マスタ管理者・システム管理者から連絡のあったユーザーＩＤ、パスワードを入力して下さい。

ＰＣ版

携帯電話版

ログインログインログインログイン、、、、パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更、、、、アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

簡単ログインにチェックし
ログインを行うと、次回から
ログイン画面ではなく
メニュー画面から表示されます。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更
パスワードの期限切れ又は、初回入力時（環境設定にて初期登録ユーザーをパスワード切れに設定）にパスワードが
切れている場合、パスワード変更画面が表示されます。

ＰＣ版

ログインログインログインログイン、、、、パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更、、、、アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック

必要項目を入力後、
変更ボタンを押下

ＯＫボタンを押下
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

・次回より新しいパスワードでログインして下さい。

ｃ．ｃ．ｃ．ｃ．アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック

連続でパスワードの入力を間違えると下記の画面が
表示されます。
アカウントロックになった場合は、マスタ管理者・
システム管理者に連絡を行い、アカウントロックを
解除してもらって下さい。

ログインログインログインログイン、、、、パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更、、、、アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更

携帯電話版
基本的にＰＣ版と手順は同じです。

ｃ．ｃ．ｃ．ｃ．アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック

携帯電話版
基本的にＰＣ版と手順は同じです。

ログインログインログインログイン、、、、パスワードパスワードパスワードパスワード変更変更変更変更、、、、アカウントロックアカウントロックアカウントロックアカウントロック

必要項目を入力後、
変更ボタンを押下
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ａ．ａ．ａ．ａ．変更変更変更変更

プロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンス

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

プロジェクト名（曖昧）を入力し再表示ポタン
を押下すると絞込みが出来ます。

対象のプロジェクトを選択
して下さい。

取込チェック後、
更新ボタンを押下。

　プロジェクトの表示について
　・入力ユーザーと紐付いているプロジェクトのみ表示
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

プロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンスプロジェクトリンクマスタメンテナンス

ＯＫボタンを押下。

変更が行なわれると
変更項目（背景青）がとれます。
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ａ．ａ．ａ．ａ．新規追加新規追加新規追加新規追加

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

対象のプロジェクトを選択
して下さい。

新規追加項目

必要項目を入力後、
新規追加ボタンを押下。

プロジェクト名（曖昧）を入力し再表示ポタン
を押下すると絞込みが出来ます。

　プロジェクトの表示について
　・入力ユーザーと紐付いているプロジェクトのみ表示
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

ＯＫボタンを押下。

登録が行なわれると
明細行に追加されます。

　
　発生残業時間、発生残業条件、勤務時間の関係について
　　・発生残業時間：勤務時間～８：００の間で入力が可能です。勤務時間が８時間を越えている場合は、入力できません。
　　・発生残業フラグ：発生残業時間が入力されていないとonには出来ません。

　　下記、例１・２とも　勤務時間：９：００～１７：３０　休憩：１２：００～１３：００で実際の勤務が
　　９：００～１８：００の場合です。

　　例１）勤務時間は、７：３０です。但し、８時間を越えないと残業がつかない場合
　　　　　→　発生残業時間に８：００、発生残業条件はonと入力致します。

　　　　（仮に休憩で１７：３０～１８：００としている場合は、発生残業時間、発生残業フラグがなくとも同じ
　　　　　（残業０）になりますが、休憩がない場合の対応と考えて下さい。）

　　例２）勤務時間は、７：３０です。但し、８時間実働があって始めて残業が発生する場合（７：４５では残業０）
　　　　　→　発生残業時間に８：００、発生残業条件はoffと入力致します。

　　※例１・例２の差は、例１は残業０。例２は残業３０分です。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．変更変更変更変更、、、、削除削除削除削除（（（（無効無効無効無効））））

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

対象のプロジェクトを選択
して下さい。

プロジェクト名（曖昧）を入力し再表示ポタン
を押下すると絞込みが出来ます。

変更
項目

必要項目を入力後、
更新ボタンを押下。

無効にチェックすることにより、
削除データ（無効）になります。
但し、勤怠編集で使用されている
場合、無効には出来ません。

　プロジェクトの表示について
　・入力ユーザーと紐付いているプロジェクトのみ表示
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

※※※※※※※※　　　　現在現在現在現在、、、、使用中使用中使用中使用中のののの勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分をををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合、、、、勤怠編集画面勤怠編集画面勤怠編集画面勤怠編集画面よりよりよりより必必必必ずずずず、、、、再計算再計算再計算再計算をををを行行行行なってなってなってなって下下下下さいさいさいさい。。。。

勤怠区分勤怠区分勤怠区分勤怠区分マスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンスマスタメンテナンス

ＯＫボタンを押下。

変更が行なわれると
変更項目（背景青）がとれます。
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勤務体系参照ボタン
ａ．ａ．ａ．ａ．通常入力通常入力通常入力通常入力 を押下すると勤怠

区分の詳細が表示
されます。

備考、プロジェクトの非表示ボタン押下に
より非表示（短く）にすることが出来ます。

は、自動計算項目です。

※再計算ボタンについて
　・入力されている日付分の勤怠計算を再度行ないます。
　（勤怠区分の変更が行なわれた等に使用）

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

中中中中　　　　略略略略（（（（１１１１　　　　ヵヵヵヵ　　　　月月月月　　　　分分分分　　　　表表表表　　　　示示示示))))

編集したい年月を指定します。
※デフォルトでは現在の年月が設定されます。

勤怠編集ボタンを押下。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

【入力項目補足説明】
始業時間・終業時間：入力範囲は、８：００～３２：００（２４時以降、１時→２５時、２時→２６時と入力して下さい。）

休出/休日：休日出勤又は、休日のときに使用します。
・休日の場合は「休日」を選択します。
・休日出勤の場合は「休出A」か「休出B」を選択します。

「休出A」を選択した場合、実働時間が全て残業時間の扱いとなります。
「休出B」を選択した場合は平日出勤と同様の扱いとなります。

休暇区分：有休、欠勤、振替休日のときに使用します。

勤怠区分：「早番」「遅番」といった、勤怠区分を選択します。

【エラーについて】

エラーの場合は、右記のように
入力項目が黄色反転し、
エラーメッセージが表示されます。

主なエラーのケース
エラーケース
・始業、もしくは終業のどちらかしか入力していない。 ※休日・有休・欠勤・振休の場合は除く。
・始業時間より終業時間の方が早い。
・8:00～32:00の範囲外の時間を入力した。
・休暇区分が空ではないのに、始業終業が入力されている。
・休出/休日が「休日」になっているのに、始業終業が入力されている。
・休出/休日が「休出A」もしくは「休出B」になっているのに、始業終業が入力されていない。
・休暇区分と休出/休日が両方とも設定されている。
・入力できない文字が入力されている、あるいは入力できる文字数をオーバーしている。
・編集された項目がないのに更新ボタンを押下した。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

必要項目を入力後、
更新ボタンを押下。

ＯＫボタンを押下。

Copyright (C) 2009 首都圏システム開発株式会社 All Rights Reserved.      14 / 21



運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル入力入力入力入力

既存の勤怠区分で対応できない場合（例えば今日に限り出社が９時のところが１０時などの会社都合がある場合、通常入力では遅刻
になってしまいます）マニュアル入力に設定し入力を行なう。

※マニュアル入力は、実働、残業等の計算は自動計算されません。直接入力になります。
※マニュアル入力の規則性があるものは、勤怠区分を新規で作成することをお勧めいたします。

更新処理は、ａ．通常入力と同様です

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

マニュアル入力の
Ｍにチェックする。

チェックを行なうと
入力可能項目が緑色になります。

入力を行ないます。
①始業、終業の入力。
②実働から休出までは自動計算されませんので
　入力して下さい。（但し、０の場合は省略で
　きます。）
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

cccc．．．．申請申請申請申請

当月分の勤怠データの作成が完了したら、承認のために申請を行います。
一度、申請入力を行なうと承認区分の変更は行えません。また、申請中は勤怠データの編集は行えず、参照のみ可能となります。

全ての項目が表示になります。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

申請中に変更。

更新ボタンを押下。

ＯＫボタンを押下。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

dddd．．．．差戻差戻差戻差戻しししし

申請中のデータが、承認者によって差し戻される場合があります。
その場合は、もう一度勤怠を編集して再度申請をする必要があります。

作成中になり入力が可能になりました。差戻し原因の日付を変更して再度、申請処理を行なって下さい。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）（ＰＣ）

作成中に変更。

更新ボタンを押下。

ＯＫボタンを押下。
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ａ．ａ．ａ．ａ．入力入力入力入力（（（（勤怠入力勤怠入力勤怠入力勤怠入力（（（（日次日次日次日次））））よりよりよりより））））

プロジェクト選択ボタンよりプロジェクトを変更できます。

勤怠区分参照ボタンより勤怠区分の詳細が表示されます。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

勤怠入力（日次）ボタン
を押下。

編集したい年月日を指定します。
※デフォルトでは現在の年月日が設定されます。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

【入力項目補足説明】
始業時間・終業時間：コンボボックス内の時間を選択。

入力範囲は、８：００～３２：００（２４時以降、１時→２５時、２時→２６時
を選択して下さい。）

勤怠区分：「早番」「遅番」といった、勤怠区分を選択します。

休出/休日：休日出勤又は、休日のときに使用します。
・休日の場合は「休日」を選択します。
・休日出勤の場合は「休出A」か「休出B」を選択します。

「休出A」を選択した場合、実働時間が全て残業時間の扱いとなります。
「休出B」を選択した場合は平日出勤と同様の扱いとなります。

休暇区分：有休、欠勤、振替休日のときに使用します。

【エラーについて】

エラーの場合は、右記のように
入力項目が黄色反転し、
エラーメッセージが表示されます。

以下のケースではエラーが返されます。

エラーケース
・始業、終業が入力されていない。 ※休日・有休・欠勤・振休の場合は除く。
・始業時間より終業時間の方が早い。
・休暇区分が空ではないのに、始業終業が入力されている。
・休出/休日が「休出A」もしくは「休出B」になっているのに、始業終業が入力されていない。
・休暇区分と休出/休日が両方とも設定されている。
・入力できない文字が入力されている。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

必要項目を入力後、
更新ボタンを押下。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

bbbb．．．．入力入力入力入力（（（（勤怠参照勤怠参照勤怠参照勤怠参照（（（（月次月次月次月次））））よりよりよりより））））

勤怠入力は、勤怠入力（日次）で行なっています。画面の推移（画面移動）が異なる以外は、
a.入力（勤怠入力（日次）より）と同様です。

確認ボタンを押下すると
勤怠参照（月次・携帯）
画面に戻ります。

入力された日付の内容が
変更されます。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

勤怠参照（月次）ボタン
を押下。

必要項目を入力後、
更新ボタンを押下。

入力対象日付の
編ボタンを押下。
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運用手順書
（一般）

ｼｽﾃﾑ名 MSD勤怠管理システム

cccc．．．．申請申請申請申請

当月分の勤怠データの作成が完了したら、承認のために申請を行います。
一度申請を出したら、承認者によって承認されるか差戻しをされるまで、承認区分の変更は行えません。
また、申請中は勤怠データの編集は行えず、参照のみ可能となります。

dddd．．．．差戻差戻差戻差戻しししし

申請中のデータが、承認者によって差し戻される場合があります。
その場合は、もう一度勤怠を編集して再度申請をする必要があります。

勤怠編集勤怠編集勤怠編集勤怠編集（（（（携帯携帯携帯携帯））））

承認区分を申請中に
変更し更新ボタンを
押下。

承認区分を作成中に
変更し更新ボタンを
押下。
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