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勘定奉行 2000

●記載価格は税抜きの価格です。

●Superシステム（Bシステム＋Super＋分散処理）250,000円
Bシステム
（Aシステム＋分析処理）
Aシステム
（導入＋日常1＋日常2＋消費税管理資料＋随時処理）

200,000円
150,000円

分散入力キット（オプション）
ProSuperシステム
（勘定奉行2000 Superシステム＋申告奉行2000［内訳書・概況書編］）

30,000円
330,000円

●

●

※システムのメニュー構成は、P14をご参照ください。

勘定奉行2000 LANPACK for WindowsNT

勘定奉行2000 LANPACK for WindowsNT With SQL

LANPACK SQL7.0 Type-A

LANPACK with SQL7.0 Type-A

LANPACK SQL7.0 Type-B

●3クライアント …………680,000円 ●3クライアント …………880,000円
●5クライアント …………880,000円 ●5クライアント ………1,080,000円
●10クライアント ……1,080,000円 ●10クライアント………1,280,000円
●20クライアント ……1,380,000円 ●20クライアント………1,580,000円
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

LANPACK with SQL7.0 Type-B

●3クライアント …………1,040,000円
●3クライアント ……………840,000円
●5クライアント …………1,280,000円
●5クライアント …………1,080,000円
●10クライアント…………1,580,000円
●10クライアント ………1,380,000円
●20クライアント…………2,080,000円
●20クライアント ………1,880,000円
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACKクライアントライセンス付き
●SQL 追加クライアントライセンス 1クライアント………………30,000円
IT革命は、
奉行シリーズ

■処理スペック
管理可能会社数

最大9,999社

固定摘要数

総勘定科目数

最大1,000科目

固定摘要コード

総勘定科目コード

数字3、4桁のフリーコード

補助科目数

一総勘定科目につき最大9,999

補助科目コード

数字1〜4桁のフリーコード

部門設定数

最大1,000

部門コード

金額

9,999
数字3、4桁のフリーコード

仕訳別

-100億〜1,000億
（11桁）
未満

科目別

-1,000億〜1兆
（12桁）
未満

入力方法

仕訳伝票入力（OBC形式・コクヨ形式）
、仕訳帳入力、
現金出納帳入力、預金出納帳入力、元帳入力

数字1〜4桁のフリーコード

1仕訳当りの摘要文字数

全角20文字

仕訳件数

無制限

1会計期間当りの管理月数

最大14ヶ月
（中間決算、決算整理月含）

1伝票あたりの仕訳行数

35行

決算報告書

勘定式・報告式・二期間比較

自動仕訳

無制限

■適応機種

「勘定奉行2000」
（スタンドアロン）をご使用いただくためには、以下の機器が必要です。※LANPACKについては「LANPACK for Windows NT」カタログをご覧下さい。

本製品は、SQL Server7.0と互換のあるMSDE（MicrosoftDataEngine）を採用して
います。以下の点をご確認ください。

PentiumII以上を搭載したWindowsNT4.0（ServicePack4以降が必要）または
WindowsMe/2000/98/95が稼動するコンピュータ (PentiumIII 500MHz以上を推奨)
NEC PC-9821･9801シリーズでの運用はできません。

本体

データベース

※MSDEはデータベース領域として最大2GBまで使用可能です｡※本製品のデータベースとして
SQLServer7.0を使用される場合、SQLServerの1クライアントライセンスが消費されますのでご注意
ください。※MSDEおよびSQL Server 7.0のセットアップ時に指定する並べ替え順は「バイナリ順」
のみサポートしています。※本製品がインストールされると、MSDEに対応したODBCファイル
バージョンに書き換わります。※SQLServer6.5がインストールされているコンピュータにはイン
ストールできませんのでご注意ください。

メモリ

64MB以上（128MB以上を推奨）

ディスプレイ

本体に接続可能でWindowsMe/2000/98/95/NT4.0に対応したディスプレイ

解像度

1024×768以上を推奨

日本語変換システム

WindowsMe/2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム

プリンタ

欄外※を御確認ください｡

マウス

WindowsMe/2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス

OS

WindowsMe/2000/98/95 WindowsNT4.0（ServicePack4以上）

ハードディスク

220MB以上必要（データは除く）（郵便番号辞書含む）

InternetExplorer4.01 ServicePack1以降 WindowsNT4.0をご利用の場合ServicePack4
以降が必要です。

ディスクドライブ

CD-ROMドライブおよびフロッピーディスクドライブ必須

必要なソフトウェア

先端技術で未来を創る

株式
会社

※このソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われ
ませんのでご注意ください。 ※本製品にはInternet Explorer5.01がCD-ROM内に収録されて
います。インストールされていない場合はこちらをご利用いただけます。

オービックビジネスコンサルタント

〈ご注意〉※使用するプリンタによって印刷できる用紙が異なります。※専用用紙には、単票専用用紙と連続専用用紙があります。※単票印刷には
B4サイズ以上対応レーザープリンタが必要です。※連続用紙印刷には15インチ連続紙が印刷可能なドットプリンタが必要です。※プリンタドライバの
余白編集が0.00mm指定が可能なプリンタが必要です。※プリンタドライバでユーザー定義サイズが指定可能なプリンタが必要です。※連続専用用紙
の印刷にはトラクタフィーダが必要です。※インクジェットプリンタでは、専用用紙の印刷はできません。※ドットプリンタ・インクジェットプリンタ
で単票専用用紙の印刷はできません｡ ※必要メモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますので、ご注意下さい。
※快適にご利用いただく為に、より高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリ搭載をお奨めします。※より安定した動作環境を
維持するために、圧縮ドライブ（フォルダ）での運用はお避けください。※本製品にはWindowsMe/2000/98/95/NT4.0は含まれておりません。
Microsoft、Windowsは米国MicrosoftCorporationの米国及びその他の國における登録商標です。※OSがWindows2000の場合、セットアップは
Administratorsグループのメンバで行う必要があります。また、WindowsMeのスタンバイモードには対応しておりません。尚、WindowsMe/2000
への対応に関する詳細はOBCホームページ（http://www.obc.co.jp）または弊社各事業所にてご確認ください。※Windows2000と記載されているも
のはWindows2000Professionalの省略です。

販売代理店

URL http：//www.obc.co.jp
〈東 京〉〒163-0480
〈札 幌〉〒060-0003
〈仙 台〉〒980-0014
〈高 崎〉〒370-0841
〈大 宮〉〒331-0852
〈横 浜〉〒220-0004
〈静 岡〉〒420-0857
〈金 沢〉〒920-0031
〈名古屋〉〒460-0008
〈大 阪〉〒530-0001
〈神 戸〉〒650-0036
〈岡 山〉〒700-0907
〈広 島〉〒730-0032
〈福 岡〉〒812-0011
〈鹿児島〉〒892-0846

東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号
札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F
仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F
高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F
大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F
静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F
金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F
名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F
大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F
神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F
岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F
広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F
福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F
鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F

TEL.03（3342）1880（代）
TEL.011（221）8850（代）
TEL.022（215）7550（代）
TEL.027（327）8266（代）
TEL.048（657）3426（代）
TEL.045（322）0922（代）
TEL.054（254）5966（代）
TEL.076（265）5411（代）
TEL.052（204）3350（代）
TEL.06（6347）7736（代）
TEL.078（393）3399（代）
TEL.086（225）7891（代）
TEL.082（544）2430（代）
TEL.092（413）1271（代）
TEL.099（227）2210（代）

FAX.03（3342）1874
FAX.011（221）7310
FAX.022（215）7558
FAX.027（324）6596
FAX.048（645）2424
FAX.045（322）3648
FAX.054（254）5933
FAX.076（265）7068
FAX.052（204）3354
FAX.06（6347）7731
FAX.078（326）7655
FAX.086（225）7897
FAX.082（541）2431
FAX.092（413）1266
FAX.099（227）2236

※カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
Microsoft、
Windowsは米国Microsoft Corporat ionの米国及び その他の国における登録商標です。
記載価格は税抜きです。
2000,12

新世代の財務会計に必要不可欠な
ネットコミュニケーション。
そのコンセプトとノウハウを凝縮した、
新コンセプト財務会計システム、新登場。
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OBC奉行シリーズを使えば、
こんな環境も簡単に
構築できます。
例えば
出張費も帰りの車中から
精算完了
出納帳入力Webシステムと勘定奉行を使って、外出先や各拠点から

インターネットの普及は、ビジネスのスタイルを根本から変えようとしています。押し寄せる情報を

インターネットのWeb画面で金額を入力することで、勘定奉行に仕訳
データとして受け入れることができます。

正確に処理し、リアルタイムでより多くの顧客に発信するなど、
インターネットを制するものが、次の時代を制することができるのです。

勤怠管理もインターネット上で
報告・処理

どこにいても、どこからでも常に一人一人が情報の中心として
機能するシステム、つまりは「ネットコミュニケーション」が、
最も重要な鍵となります。OBC奉行シリーズは、

勤怠入力Webシステムと就業奉行、給与奉行を使うことで、各地に点在
している営業所の勤怠情報をWeb画面を通して本社に集中、リアルタイム

スタンドアロン環境からLAN、インターネット環境にいたるまで、

に勤怠情報が確認でき、給与計算の効率化を実現します。

それぞれのシーンで求められる環境を的確にサポートいたします。

交渉の場から在庫確認、
契約と同時に受注伝票を送信
情報を活用する

インターネット環境
勤怠管理も
インターネット上で
報告・処理

交渉の場から在庫確認、
契約と同時に
受注伝票を送信

売上・受注伝票入力Webシステムと商奉行を使うことで、モバイルパソ
コン、携帯端末(iモード・J-スカイ)を利用して、お客様の事務所にいな
がら在庫の確認や売上・受注伝票の送信が可能になります。

世界中に発信できる
インターネットショップ
EC奉行を使うことで、これまで専門知識が必要だったWebサイト構築
を、簡単・低コストに実現できますので、自社独自のショップがすぐオー
プンできます。

相手の情報を
表示して的確処理
CTIシステムと顧客奉行を使うことで、お客様からの電話と同時に顧客
情報を表示します。対応のスピードアップとお客様への安心感を提供
できます。

世界中に発信できる
インターネットショップ

出張費も帰りの
車中から精算完了

デリバリサービス
すでに蓄積された顧客データを分析して、顧客別にピンポイント
で販売活動を展開。ワントゥワンマーケットを実現します。
（DM、Eメール等を活用）

オンラインで銀行取引
オンラインで
銀行取引

OFFICE BANKを使うことで銀行窓口に足を運ぶことなくオンライン
で取引をすることができます。さらに奉行シリーズと連携することで、
勘定奉行への入金データの受け入れ、蔵奉行の仕入伝票からの支払データ
の送信や、給与計算からの給与データの送信がダイレクトに行えます。

●JCB利用明細ダウンロード

ワークフローシステム
コンピュータ上で電子認証を
行なうシステム

JCBカード明細照会サイト「My JCB」から利用明細データをダウン
ロードし、勘定奉行で受け入れることで仕訳を自動作成すること

相手の情報を表示して的確処理
1

ができます。

2
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これが、21世紀を拓く財務会計システムの実力。
勘定奉行2000の全てを見てほしい。

「勘定奉行2000」
を稼働する
ために必要な導入準備

この使いやすさ、速さ、ネットワーク力。
さらに進化を遂げた、｢勘定奉行2000｣が、
21世紀の財務会計システムの一歩先行く戦略を
繰り広げます。

●会社情報登録
●消費税設定
●部門、総勘定科目、
補助科目の登録
●摘要登録、連想摘要登録
●自動仕訳登録

毎日の経理業務から、決算、管理資料作成。
さらには経営状況の分析、ネットワーク構築まで。
あらゆる会計業務をかんたん・快適・スピーディにこなす。使いやすさも、超一流。

新ERP
LAN PACK
スタンドアロン

5.6p
より快適に、より速く、よりイージーに。
財務会計システムのデファクトスタンダードとして
圧倒的な支持をいただいている「勘定奉行2000」
。

7.8p

毎日の業務だから、入力作業に
さまざまな機能を搭載

正確・スピーディー
・リアルタイム出力

●仕訳処理
●帳簿入力
●伝票検索

●各種元帳、合計残高試算表
●各種集計資料、資金繰
●消費税管理資料
【消費税申告書・計算書・各種付表等】

最新のWindows環境をフル活用、
まったくの初心者からプロユースまで、自在に使いこなせます。

11p

15.16p
スタンドアロンからネットワークへ
〜成長し続ける企業に

経営状況を多彩に、
より的確に把握するために
（Bシステム）

●損益分岐点分析
●ABC分析
●予算実績対比表、グラフ
●経営分析（収益性・流動性・生産性）
●構成グラフ

国際会計基準に対応する優れた基本性能はそのままに、
財務を知り尽くしたOBCならではの独創機能に加え、

9.10p

最新のインターネットとの連携を確立。
煩雑さは一掃。
「勘定奉行2000」が
決算業務を徹底的に省力化

まさに使う人の理想を実現した次世代の基幹業務システムです。

12p

●報告書形式は自由に選択

さあ、財務会計システムの次世代の一歩先行く戦略を

【報告式・勘定式・混在・2期間比較】

●細かく集計が可能

「勘定奉行」
で繰り広げましょう。

（部門、グループごとにも作成可能）

●期間指定
【当期・前期・月指定・累計】

●中間決算にも対応
●キャッシュ・フロー計算書

（Superシステム）

●分散・通信データ作成
●本支店合算
●1人当り損益計算書
●純利益増減解析表

12p
（ProSuperシステム）

●内訳書・概況書作成

【直接法】【間接法】

複数会社同時管理機能により、プロにも充分に対応可能。

Windowsファンクション（特許第3015862号、実用新案登録済第3020226号）

会社データは最大9,999件管理可能。多くの顧問先を抱える税理士・会計事務

会計伝票入力の特色である、

所などでも顧問先ごとにデータ管理し、快適に運用が可能。

キーボード入力（テンキー
やファンクションキー）
中心

下配置

の操作性を最優先し、キー

消費税完全対応：原則課税・簡易課税ともに完全対応

ボード上のファンクション

消費税計算に関する基本情報を登録しておけば、消費税の自動計算から消費税申

キーでジョブの切り替えを

告書まで完全に網羅します。また、科目ごとにも、税区分・税処理方法の設定が

実現した、OBC独自のキー

個別に行えます。

ボ ー ド 入 力「 W i n d o w s
ファンクション」
を標準搭載

部門別・部門グループ別の設定により、企業の組織と同じ体系で管理可能。
部門グループ登録により組織図そのままの
おける貸借対照表、損益計算書などほと

よりツールバー感覚でも操作できます。

んどの管理資料を作成できます。
名古屋営業所
●各グループ別、
（部門）
部門別管理資料が作成可能
●階層登録により組織図そのままの資料が作成可能
●9,999階層まで登録可能
●各部門の下には補助科目が同時に登録可能

西日本営業部
（グループ）

東日本営業部
（グループ）

大阪営業所
（部門）

仙台営業所
（部門）

本支店合算処理（Superシステム）

国際会計基準にも対応。
東京営業部
（グループ）

・キャッシュ・フロー計算書は直接法・間接法の両対応。
・税効果会計にも対応。

営業2部
（部門）

営業1部
（グループ）

営業2課
（部門）

営業1課
（部門）

勘定奉行は
日々進化し続けます。

・連結会計アプリケーションとの連動も可能。

奉行シリーズ連動図

本支店を別々に管理している場合に、
「勘定奉行2000」
の
「本支店合算機能」により

奉行シリーズ同士での統合システム

合計された会社データとして本支店合算財務諸表の作成が可能となります。全社

環境の構築ができ、データを連動

レベルでの財務状況の把握が可能！

させる環境をサポートします。将来

JCB法人カード利用明細データを勘定奉行で受け入れ
■ MyJCBfor勘定奉行
サービス開始！
勘定奉行とJCB法人カード利用明細
データの連携が可能になりました。
JCB法人カードで利用された社用経費の利用明細を
JCBのホームページ『My JCB』からダウンロードし、
そのまま勘定奉行で受け入れ、仕訳伝票を自動作成！
経理事務の速さと正確さが一気に向上します。

的にすべての業務のシステム化を

安心のセキュリティ（権限登録）
当システムを使用する利用者を登録し、利用権限を与えるか否かの設定が会社

オフィスに銀行窓口を

しました。ファンクション
キーの画面表示は「上配置」
「下配置」の選択も可能で、マウスでクリックすることに

全 社

管理が可能です。各部門・グループ階層に

満載

新機能

お考えの方も安心して導入いただけ
ます。

JCB
法人カード契約

JCB
法人カード利用

『MyJCB』
より
利用明細
ダウンロード

[インターネット]メニューを
新たに追加しました。
[JCB利用明細ダウンロード]で
JCBの利用明細照会サイト
『MyJCB』にジャンプ！

OBCホームページにジャンプ
することも可能です。オンラ
インサポートで操作中の疑問
点も即解決です。

■ エレクトロニック
バンキングソフト
OFFICE BANKとの連動
OBCのエレクトロニックバンキング
ソフトOFFICE BANKから入出金
データを勘定奉行で受け入れ、仕訳
伝票を自動作成することが可能に
なりました。わざわざ銀行で記帳
してから、仕訳を手入力する手間
と時間が省けます。

※保守契約にご加入頂くとホームページ
から直接お問い合わせ頂けます。

勘定奉行で
受け入れ

仕訳伝票
自動作成

データ毎、メニュー毎に可能なセキュリティ機能を搭載。
3

4

勘定2000PDF元 01.3.13 5:46 PM ページ7

勘定奉行2000

伝票入力処理

［伝票入力］

誰でも、カンタン。
毎日が、スピーディー。

気になる伝票にチェック

付箋機能
気になる仕訳には赤・青2色の付箋をつけ
ることができます。各付箋は伝票を表示す
るときや元帳を表示するときに付箋がつい
たものだけ検索することができます。

借方の金額を貸方にコピー

入力しながら残高参照

入力項目自動複写機能

リアルタイム残高参照機能

科目コードなど直前の行で入力されたコードは
+キーを押すことで複写できます。借方・貸方の金額
が同じ場合も同様に複写できるので、処理速度
UP！

入力中の科目について、
総勘定科目・補助科目・
部門に対する税抜き/
税込み残高をボタンひ
と つでリアルタイムに
確認できます。

OBC形式とコクヨ形式から選択可能な仕訳伝票など、
ユーザーのお好みに合わせて入力しやすい環境設定はもちろん、
多くの支援機能も充実しているので、
入力はとっても簡単・スピーディー。
導入したその日からすぐに使える抜群の使いやすさが魅力です。

■仕訳処理
科目コードを覚える必要はありません

科目と摘要を結び付ける

総勘定科目検索

連想摘要機能

入力したい科目等は、検索画面から
選択。コード検索も、名称から一部
一致で絞り込むことも可能です。

入力中の科目に結び付けられた摘要が自動表示されます。その場で追
加登録することも可能。使うたびにより使いやすい環境に成長します。

まだまだあります、支援機能。
より使いやすい環境で

リアルイメージ入力

入力環境設定

仕訳データは伝票そのままのイメージで
カンタン入力。

より快適に伝票入力を行えるよう、入力条件設定
を搭載。ストレスのない、使いやすい入力環境
に設定することができます。

預金出納帳入力

お好みに合わせて
入力しやすい画面から
入力できます。

多彩な条件で絞込み

定型仕訳はあらかじめ登録

伝票検索機能

自動仕訳機能

登録された伝票は、多彩な条件設定で探したい
仕訳を一発で検索することができます。もちろ
ん、条件設定は分かっている項目のみでOKです。

よく使う定型仕訳は自動仕訳で簡単入力。あらかじめ登録しておけば一覧の中から選ぶだけで簡単に
仕訳が作成できます。通常の仕訳伝票入力中に追加で登録することも可能です。

現金出納帳入力

元帳入力

※ 頻繁に使用する
仕訳を登録しておく、
決算整理仕訳など分
かりづらい仕訳パ
ターンを登録して
おくなど、
ご利用方法
は様々です。

仕訳帳入力
最下行に一行仕訳をどんどん入力。目線の位置が固定されるので、処理もスムーズです。
5
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勘定奉行2000

■日計表

管理資料

［管理資料］

こんなに、豊富。
ほんとに、見やすい。

■摘要内訳表

■管理資料タイトルカスタマイズ機能
すべての管理資料のタイトルが自由に設定できます。また、決算報告書と
合計残高試算表は科目の要約設定が可能。複数の科目の金額をひとつの科目
に合計して印字することができます。

豊富な管理資料は、最初に設定しておくだけ。
日々の伝票入力だけですべて自動作成します。
部門別・グループ別資料にも細かく対応し、見たい資料がすぐ確認できます。
■合計残高試算表
摘要が付された伝票を検索して総勘定科目ごとに金額を集計します。
借方・貸方の発生金額及び現在残高を総勘定科目ごとに確認できます。

■部門集計表
■現預金明細表

データの追跡が可能！

■スーパー追跡ズーム機能
不明なデータや確認したいデータについ
て は 該 当 明 細 を 直 接 ダブルクリック。
見たい明細にジャンプします。その場で
データの修正をすることも可能です。

■試算表内訳

元帳発行パターン登録
頻繁に発行する元帳は総勘定
元帳30科目×1000パターン、
補助元帳1総勘定科目につき
20補助×1000パターンが登録
でき、登録した順に一括して印
刷できます。

■元帳問い合わせ

部門別・グループ別の貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書を表示します。

■資金繰実績表
現金及び預金勘定、ならびに当該総勘定の補助科目について、借方・貸方の発生
金額及び現在残高を集計します。

■科目別内訳表

任意の総勘定科目、又は補助科目の金額の推移を把握することができます。

「勘定奉行2000」が誇る豊富な管理資料

■仕訳処理
7

資金繰情報（経常収支・設備等収支・財務収支）を表示します。

部門貸借対照表

※

資金繰明細表

課税制度別納税額比較表

仕訳リスト

キャッシュ・フロー計算書

※

部門損益計算書

※

消費税申告書

科目別課税対象額集計表

仕訳日記帳

キャッシュ・フロー項目内訳表

※

部門製造原価報告書

※

消費税計算書

科目別消費税額分析表

日計表

※

科目別内訳表

※

補助科目集計表

※

課税売上割合計算書

申告書シミュレーション

現預金明細表

※

部門内訳表

※

摘要損益計算書

※

税区分別明細表

合計残高試算表

※

補助科目内訳表

※

摘要製造原価報告書

※

税区分未確定リスト

提出用資料 消費税申告書（白紙A4用紙・OCR用紙）
消費税申告書付表［付表一、二、二の（二）、三、四、五、五の（二）］

決算報告書

※

摘要内訳表

※

資金繰実績表

※

事業区分未確定リスト

※印は、全社・部門・グループ別で印刷可能です。

8
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消費税完全対応
勘定奉行2000

決算処理

■消費税申告書

■申告書シミュレーション

消費税の処理内容に従い税区分ごとに集計した結果に基づいて消費税
申告書を作成します。

課税期間における予想数値を入力することによって納付すべき消費税額のシミュ
レーションを行います。

■消費税計算書

■課税制度別納税額比較表

消費税申告書の基礎となる税区分ごとに集計した計算書を作成し、画面
表示又は印刷します。

原則課税や簡易課税など課税制度の違いによって、納めるべき消費税額がどのように
異なるか計算し、画面表示又は印刷します。

［決算処理］

これは、納得。
やっぱり、頼れる。
決算報告書は個別ニーズに細かく対応するのはもちろん、
消費税の管理・分析、さらには
「キャッシュ・フロー計算書」まで自動作成。
しかも、税効果会計対応、連結会計ソフトとの連動など
多くの機能を搭載しています。

決算報告書様式は自由に選択可能

決算資料は部門・グループといった個別ニーズにも細かく対応し、
期間も当期・前期・月指定・累計で集計が可能。さらに、決算報告書
は報告式・勘定式・混在・二期間比較と多彩に取り揃え、もちろん
中間決算にも対応です。

決算報告書

中間決算対応

集計対象

全社

部門

集計形式

合計

個別

集計期間

当期

前期

グループ

二期間

貸借対照表

勘定式

報告式

製造原価報告書

勘定式

報告式

損益計算書

勘定式

報告式

勘定式

報告式

利益処分案

※帳票ごとに勘定式・報告式の選択が可能。

「税効果会計」導入のメリット

税効果会計用の勘定科目を設定
キャッシュ・フロー計算書[直接法][間接法]両対応！
●勘定奉行2000はキャッシュ・フロー計算書[直接法]と[間接法]に対応。
●キャッシュ・フロー計算書の中で表示されるキャッシュ・フロー項目の
加算/減算設定が可能。
●カスタマイズ機能によりフレキシブルに出力項目の追加/削除、集計/出力
ができます。
●一度設定すると仕訳データを入力するだけでキャッシュ・フロー計算書が
自動作成されます。

●勘定奉行2000には、あらかじめ税効果会計に関連する科目が設定されています｡
●法人税・地方税申告書作成ソフト申告奉行2000[法人税・地方税編]とデータ連動｡これにより、
申告奉行2000［法人税・地方税編］において、税効果会計を導入した場合の影響額を計算。
その結果を、勘定奉行に連動させ税効果会計に関する仕訳を自動作成します。

申告奉行2000［法人税・地方税編］

■効率的な資金調達・運用が行われているか／資金調達能力はどの程
度か／実際に利益が資金に結びついているか、
といった情報が明確になり
ます。
■したがって、国際企業ばかりでなく、上場企業、中堅企業、中小企業など
あらゆる企業にとって、21世紀の生き残りをかけた経営の必需品とも
いうべき資料です。
9

勘定奉行2000

仕訳データ
作成

「キャッシュ・フロー計算書」導入のメリット
■日々の企業運営にとって最も重要な「資金繰り」の状況が、一目瞭然で
把握できます。

■税引前当期純利益と法人税等が合理的に期間対応します。
■支払税額に左右されず、収益力を正しく示せます。
■有税償却と無税償却の違いが事実上なくなり、思い切った
不良債権処理が可能です。

別表四

仕訳データ
転送

別表五
（一）

連結会計連動
連結会計ソフト「CAP(Hyperion)｣「DIVA」との
強固な連動により連結決算処理にも対応。勘定奉行
2000と連結会計ソフトとの連動により、グループ
企業の連結会計業務を飛躍的に効率化できます。

「連結会計」導入のメリット
■投資家に企業グループ全体についての経営成績と財政状況に関する正しい情報を提供できるばかりか、
経営側にとっても、多角化、グローバル化した企業グループ全体を的確に把握することができます。
10
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なんと、多機能。
すべてが、頼れる。

これは、すごい。ほんとに、自由自在。
自在な拡張性で、分散入力はもちろん、本支店合算処理や一人当り損益計算書など、
さらにきめ細かなデータ処理・分析の作成まで可能です。（Superシステム）

推移表、損益分岐点分析、ABC分析、予算実績対比表、経営分析など、
正確な経営分析に欠かせない豊富な分析資料を作成可能。
さまざまなデータを即、戦力化できます。（Bシステムより対応）

■分散入力

正確な経営分析に欠かせない多彩な分析資料が作成できます。
■推移表

子機1

■損益分岐点分析

子機2

■前年同月対比表

■通信データ作成

■一人当り損益計算書

仕訳データを通信で転送するのに最適な形式で作成し
ます。転送された通信データは、
「勘定奉行2000」に
受け入れられ合算することが可能です。これにより支
社等で作成された伝票データを本社で統合管理でき
ます。また、統合されたデータも部門グループ機能
を使用することにより支社別に同時に管理できます。

損益科目における社員1人当りの金額を把握するこ
とができます。計科目ごとに、指定された月範囲に
おける当期・前期の発生金額での比較を、表示また
は印刷します。

■本支店合算処理

■純利益増減解析表

本支店を別々に管理している場合に、「本支店合算
機能」により合計された会社データとしての本支店
合算財務諸表の作成が可能となります。全社レベル
での状況の把握が行えます。

要約損益計算書・製造原価報告書について、指定
された月範囲における当期と前期との発生金額の
増減や、当期及び過去5年間の年次ごとの累計金額
の移り変わり（趨勢）を、表示または印刷します。

子機3

■構成グラフ

親機

総勘定科目、部門、
補助科目について
月次、年次ベース
の金額比較、比率
（構成比・前月比・前年比）が作表できます。

［拡張機能］

［分析処理］

拡張機能

勘定奉行2000

勘定奉行2000

分析処理

貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書の金額の
全社、部門、グループの中から集計対象を選択し、
当期・前期・年次の期間範囲で損益分岐点分析グラフ
が作成できます。（試算機能付き）

推移や各内容の構成比率をグラフにします。

■予算実績対比表

■ABC分析

部署単位での伝票分散入力、複数のパソコンでの伝
票入力や遠隔地でのデータ入力環境を実現した
「分散伝票入力」を標準装備。これによって大量の
データの一括処理、伝票入力の分散化がはかれ、効率
よくスピーディーに入力できます。

申告奉行と連動(勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書）

決算時の法人税申告書添付資料も作成
「勘定奉行2000」ProSuperシステムは、
「勘定奉行2000」Superシステムと
「申告奉行2000［内訳書・概況書編］」をセットで販売！
決算時に必ず作成する添付資料の作成までを網羅しています。

当期・前期各月の
発生もしくは累計
金額での比較を
科目別・部門別・
補助科目別の3
種類で画面表示・
印刷・転送が可能です。比較については金額の表示
だけでなく、グラフで表示することも可能です。

■経営分析

■作業の省力化を実現
指定された総勘定科目における部門、補助科目に
ついて金額をもとにした重要度の高さ、占有率の高さ
を明確にするグラフが作成できます。

当期予算と実績額とを、各勘定科目ごとに対比します。
また金額の他に構成率、達成率を付加しての作成も
可能です。

「勘定奉行2000」にて作成した｢補助科目内訳表｣データ
を申告奉行2000［内訳書・概況書編］へ受け入れること
により、作成にかかる作業を大幅に省力化します。

出力帳票

■KSK（国税総合管理）システム対応
法人事業概況説明書では、白紙への印刷はもちろん、
KSK（国税総合管理）システム試行署のOCR用紙に
直接印刷でき、提出もスムーズです。

内
訳
書

●内訳書

●内訳書

■部門別実績配賦
A部門費

B部門費

その他（共通部門費）の総額
●損益計算書「経常利益｣
●製造原価報告書「当期総製造費用｣

※部門別実績配賦表では、配賦後の金額
を把握することができます。仕訳データ

任意に設定した
配賦方法や配賦割合
例：各部門の売上高・社員数など

の自動登録は行いません。
※｢配賦｣は、｢総額｣
（経常利益・当期総製
造費用）
に対して行います。総勘定科目

●概況書
部門別損益

部門別損益

概
況
書

単位での配賦は行われません。

KSK
対応

企業の収益性・流動性・生産性について経営分析を行
います。比率は、当期及び過去5年間の年次、あるい
は当期・前期の月次における推移表形式と、展開表形
式の2通りの形式で表示します。また、経営分析結
果の印刷・転送を行います。
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部門が登録されている場合には、
共通部門費
（｢0その他｣部門）
の総額を、任意に設定した配賦方法や配賦割合に基づいて各
部門に配賦し、配賦後の損益計算書・製造原価報告書を画面
表示・印刷できます。

そ
の
他

表紙
①預貯金等の内訳書
②受取手形の内訳書
③売掛金（未収入金）の内訳書
④仮払金（前渡金）の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書
⑤棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
⑥有価証券の内訳書
⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る）の内訳書
⑧支払手形の内訳書
⑨買掛金（未払金、未払費用）の内訳書
⑩仮受金（前受金、預り金）の内訳書、源泉所得税預り金の内訳
⑪借入金及び支払利子の内訳書
⑫土地の売上高等の内訳書
⑬売上高等の事業所別内訳書
⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書
⑮地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
⑯雑益、雑損失等の内訳書
その他の科目1の内訳書
その他の科目2の内訳書
その他の科目3の内訳書
その他の科目4の内訳書
その他の科目5の内訳書
（1）法人事業概況説明書（製造業・修理業）
（2）法人事業概況説明書（卸売業）
（3）法人事業概況説明書（小売業）
（4）法人事業概況説明書（建設業）
（5）法人事業概況説明書（運送業）
（6）法人事業概況説明書（サービス業（修理業を除く））
（7）法人事業概況説明書（料理店業・飲食店業）
（8）法人事業概況説明書（旅館業）
（9）法人事業概況説明書（鉱業・農業・漁業等）
（10）法人事業概況説明書（金融業・保険代理業）
（11）法人事業概況説明書（不動産業）
（12）法人事業概況説明書（他の分類に属さない業）

法人基本情報
科目リスト

※勘定科目内訳明細書及び法人事業概況説明書の印刷は、
レーザープリンタのみ対応となりますのでご注意ください。
●概況書

12
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勘定奉行2000

応用機能

メニュー

■豊富なWindowsのソフトを活用して
自由自在に資料作成が可能です。

［メニュー］

［応用機能］

すべてのデータを、自由に活かせる。
だから、思いどおりの資料作成が可能です。

Superシステム
Bシステム

Aシステム
■機能（F）

●他のWindowsソフトとの連携

●汎用データ受入機能
仕訳伝票をTEXTファイルとして受け入れることが可能です。受入伝票の消費税計算も自動だから強力な
データ連動を実現。「勘定奉行2000」のみの単独運用だけでなく、他システム・他ソフトで管理されて
いるデータを取り込み、総合的なシステムの一角として位置付けることもできます。

JCB法人カードの利用明細データを受け入れ、仕訳伝票を自動作成することが可能です。

仕訳伝
票
自動作
成

データを
ダウンロード
してから
取り込みます。

JCBのオンライン明細照会機能「MyJCB」を
使い、利用明細データを勘定奉行で受け入れ
ることで、仕訳伝票を自動作成します。JCB
法人カードで会社経費（交際費、出張旅費、交通
を決済していくことにより、
費、
通信費、
雑費等）
振込業務や、現金出納の手間が省けるだけで
なく、経理処理事務が大幅に削減できます。

■伝票の登録・修正・削除履歴の保存も可能です。
電子帳簿保存法の電磁
的記録（電子データ保存）
にも対応。仕訳伝票の
登録・修正・削除時の
履歴作成を行うことが
できます。登録済みの
仕訳伝票を画面表示
すると、仕訳伝票を登
録または修正・削除し
た利用者名と処理日付
を確認できます。

■日常処理1（N）

■日常処理2（M）

（1）会社選択
（2）会社データ初期化
（3）会社データ削除
（4）新規データ作成
（5）会社データ読込
（6）繰越残高調整
（7）データ領域変更
（8）会社パスワード登録
（9）権限登録
（1）ユーザー権限登録
（2）会社権限登録
（0）終了

勘定奉行2000のデータは編集機能により、ほとんどすべて
の デ ー タ を、M S - O F F I C E や L o t u s 1 - 2 - 3 な ど 他 の
Windowsソフトへカット・アンド・ペーストできます。
勘定奉行2000のフォームの加工やデータからのグラフ
作成が自由自在に行えます。さらに、テキストファイル
作成機能を全帳票に標準搭載し、アプリケーション間の
連動も思いのままです。

■設定した入力期間以外での
伝票登録を禁止することができます。

（1）仕訳処理
（1）試算表内訳
（2）帳簿入力
（1）科目別内訳表
（1）仕訳帳入力
（2）部門内訳表
（2）現金出納帳入力
（3）補助科目内訳表
（3）預金出納帳入力
（4）摘要内訳表
（4）元帳入力
（2）残高集計
（3）元帳処理
（1）部門集計表
（1）元帳問い合わせ
（2）補助科目集計表
（2）元帳発行
（3）摘要集計表
（3）摘要元帳
（3）資金繰
（4）元帳発行パターン登録
（1）資金繰実績表
（2）資金繰明細表
（1）総勘定元帳
（2）補助元帳
■消費税管理資料（T）
■導入処理（D）
（4）日計表
（1）消費税申告書
（1）会社情報登録
（5）現預金明細表
（2）消費税計算書
（2）消費税基本登録
（6）合計残高試算表
（3）課税売上割合計算書
（3）科目体系登録
（1）合計残高試算表
（4）税区分別明細表
（1）部門登録
（2）要約設定
（5）区分未確定リスト
（1）部門名登録
（3）見出し項目設定
（6）課税制度別納税額比較表
（2）グループ登録
（7）決算報告書
（7）科目別課税対象額集計表
（2）総勘定科目登録
（1）決算報告書
（8）科目別消費税額分析表
（1）科目名登録
（2）要約設定
（9）申告書シミュレーション
（2）属性登録
（3）見出し項目設定
（A）提出用資料印刷
（3）補助科目登録
（8）キャッシュ・フロー計算書
（4）科目残高登録
（1）キャッシュ・フロー計算書
（1）全社総勘定科目残高登録
（2）キャッシュ・フロー項目内訳表
（2）全社補助科目残高登録
（3）キャッシュ・フロー項目設定
（3）部門別総勘定科目残高登録
（4）キャッシュ・フロー科目属性登録
（4）部門別補助科目残高登録
（5）摘要登録
（1）摘要名登録
（2）連想摘要登録
（6）自動仕訳登録

■随時処理（Z）

■オプション（O）

（1）データコピー処理
（1）重ねて表示
（2）翌年度更新処理
（2）上下に並べて表示
（3）汎用データ受入
（3）左右に並べて表示
（4）仕訳一括転記
（4）アイコンの整列
（5）データ一括変更
（5）すべてのウィンドウを閉じる
（1）伝票日付の変更 （6）フォントの指定
（2）伝票番号の再付番 （7）システム設定
（3）伝票の一括削除 （8）履歴一覧
（1）仕訳伝票
（6）データ修復処理
（2）科目体系
（7）仕訳伝票受入
（9）登録件数情報
（8）伝票入力期間制限
（9）仕訳認証処理

■EB処理（E）

■ヘルプ（H）

（1）入出金データ受信
（2）受入データ編集
（3）受入データ転記
（4）受入データ確認表
（5）銀行口座登録
（6）取引内容登録
（7）受入データ削除

（1）目次
（2）ヘルプの使い方
（3）バージョン情報

■インターネット（A）
（1）JCB利用明細
ダウンロード
（2）OBCホームページ

■分析処理
（3）経営分析

（1）推移表

（7）予算登録

（4）損益分岐点分析

（1）科目別推移表
（2）部門別推移表

（1）損益分岐点分析

（3）補助科目別推移表

（2）費用区分設定
（5）ABC分析

（4）資金繰推移表

（6）構成グラフ

（2）前年同月対比表

（8）予算実績管理

（1）予算管理科目設定

（1）科目別予算実績対比表

（2）科目別予算登録

（2）部門別予算実績対比表

（1）科目別予算登録
（2）科目別予算配賦
（3）部門別予算登録

（3）部門別実績配賦表
（9）過去データ入力
（1）全社総勘定科目

（1）科目別前年同月対比表

（1）部門別予算登録

（2）全社補助科目

（2）部門別前年同月対比表

（2）部門別予算配賦

（3）部門別総勘定科目
（4）部門別補助科目

（3）補助科目別前年同月対比表
（1）分散仕訳伝票受入
（2）分散マスター作成
（3）通信データ処理

■「認証処理」を使えば経理責任者によるデータの一元管理が可能です。

仕訳伝票に対して、権限のある利用者（経理責任者等）が認証を与えた仕訳伝票のみを転記して、元帳や
各管理資料に反映させる機能です。複数の利用者が入力した仕訳伝票の一元管理を行うことが可能です。
13

設 定 し た 入 力 期 間 以 外 で の 伝 票 の 新 規 登 録・修
正・削除を禁止します。
「現在処理月の伝票のみ入力を
許可するように設定して過去月の伝票を保護する」、
「誤った日付の伝票を登録する危険からデータを守り
たい」場合などに最適です。

（1）通信仕訳伝票作成
（2）通信仕訳伝票受入
（4）本支店合算処理
（5）一人当り損益計算書
（6）純利益増減解析表

分散処理
■機能（F）

■日常処理（N）

（1）分散仕訳処理
（1）会社選択
（2）分散仕訳帳入力
（2）会社データ削除
（3）分散マスター受入
（4）データ領域変更
（5）パスワード登録
（1）製品パスワード登録
（2）会社パスワード登録
（0）終了

■随時処理（Z）
（1）分散仕訳伝票作成
（2）作成済み伝票一覧
（3）作成済み伝票消去

■オプション（O）

■ヘルプ（H）

（1）重ねて表示
（1）目次
（2）上下に並べて表示
（2）ヘルプの使い方
（3）左右に並べて表示
（3）バージョン情報
（4）アイコンの整列
（5）すべてのウィンドウを閉じる
（6）フォントの指定
（7）システム設定
（8）登録件数情報

※LANPACK・新ERP製品は、Superシステム相当です。
14
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LANPACK・新ERP

カスタマイズ対応で、
さらに機能拡大!!

［LANPACK・新ERP］

複数人数での伝票入力で作業を分散。
LANPACK版で作業効率大幅UP！

1 連結会計システム
勘定奉行の伝票データを元に連
結会計ソフトと連動し、連結決
算処理を行うことが可能です。

OBCの給与計算ソフトにフレックス
対応勤怠管理システムを連動させれば
理想的な勤怠管理が実現できます。

勤怠管理システム

全ては、パッケージのデータに
自由にアクセスできる、
新ERPが提案する、
各種モジュールの開発で
可能となりました。

連結会計システム

ODAC

奉行新ERP
顧客情報システム

ODAC

連動を可能にするモジュール

iDAC

3 ワークフローシステム
ワークフローを採用した電
子伝票システム。販売管理シ
ステムの構築を、短期間かつ
低コストで行えます。

ワークフロー
システム

iDAC

インターネット

インターネット・携帯端末を通してデータを、
奉行シリーズ新ERPに連動させるモジュール

iDAC

4 顧客情報システム

パソコン業務パッケージ
業界でいちはやくLinux
に対応しました。

おかげさまでSQL Serverの
サーバーライセンス4,500・クライアントライセンス23,000(1997年6月〜1999年2月累計)
の出荷実績が業務ソリューション分野で全世界NO.1となりました。

ODAC

ODAC

ODAC 他システムと奉行シリーズ新ERPのシームレスな

Windows2000/NT4.0との統合セキュリティによる
堅固なシステム構築下での運用が可能です。

2 フレックス対応勤怠管理システム

携帯端末

5 インターネット・携帯端末
インターネット・携帯端末を利用した統合的
な基幹業務システムを構築する場合でも、
高度に完成されたBackOfficeとして運用
することが可能です。

お客様の情報をリアルタイム
に表示・確認できますので、
受注履歴から商品を提案する
ことなども容易に行えます。

出力処理
伝票

※IDC
（INTERNATIONAL DATA CORPORATION）
調査データとの比較による。

クライアントマシン

プリンタ
Webクライアント

クライアントマシン

多重ジョブ
同時入力
同時処理

TA

伝票

TA

プリンタ

MS-SQL Server

ハードディスク
クライアントマシン
クライアントマシン

Web Server
Webクライアント

Web奉行
ルーター

ターミナル
クライアント

ルーター

ルーター

クライアントマシン

クライアントマシン
ターミナルサーバー

ルーター

伝票

伝票

ターミナル
クライアント

機器構成

本体

サーバー

クライアント

PentiumⅡ以上を搭載した
Windows2000Server、
Windows2000 Advanced Server、
WindowsNTServer4.0または、
WindowsNTServer EnterpriseEdition4.0
（ServicePack4以降が必要）
が稼動する
コンピュータ（PentiumⅡ400MHｚ以上推奨）

Pentium133MHz以上を搭載した
Windows2000Professional、
WindowsNTWorkstation4.0または
WindowsMe、Windows98、Windows95が
稼動するコンピュータ（PentiumⅡ以上推奨）
※NEC PC-9821・9801シリーズでの運用はできません。

※NEC PC-9821・9801シリーズでの運用はできません。

OS

Windows2000Server、
WindowsNTServer4.0（ServicePack4以降）※
Windows2000Professional、
InternetExplorer4.01(ServicePack1以降)が必要※、 WindowsNTWorkstation4.0、
※これらのソフトウェアは本製品には同梱されていま
WindowsMe、
せんので別途ご用意ください。
Windows98、
尚、これらのソフトウェアがインストールされてい
Windows95
ない場合、本製品のセットアップが正常に行われま
せんのでご注意ください。

メモリ

Windows2000Server :160MB以上（256MB以上推奨） WindowsMe/2000:48MB以上（112MB以上推奨）
WindowsNTServer4.0: 64MB以上（128MB以上推奨） Windows98/95/NTWorkstation4.0:32MB以上
（96MB以上推奨）

対応ネットワーク WindowsMe/2000/98/95/NTに組み込まれるネットワーク WindowsMe/2000/98/95/NTに組み込まれるネットワーク
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※快適にご利用いただく為により高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリ搭載を
お薦めします。※B4サイズ以上対応レーザープリンタが必要。プリンタドライバの余白編集が0.00mmの指
定が可能なプリンタ。ドットプリンタ、インクジェットプリンタでの単票印刷は行えません。また、連続用紙
の印刷にはトラクタ・フィーダが必要です。※必要メモリ容量、ハードディスク容量は、システム環境により
異なる場合がありますのでご注意ください。詳しくは、弊社までお問い合わせください。※with SQL製品
に同梱されている、Microsoft SQL Server 7.0は「ランタイム-制限使用ソフトウェア」です。したがって新し
いアプリケーション、データベースまたはテーブルなどの開発に使用することはできません。しかし、既存の
テーブルに抽出条件や集計などを実行するツールで使用できます。※with SQL製品のみ「Microsoft SQL
Server 7.0」が同梱されています。また、別途ご用意された「Microsoft SQL Server 7.0」をセットアップ
する場合、セットアップ時に指定するソート順は「バイナリ順」のみサポートしています。※Microsoft SQL
Server 7.0は4プロセッサまで利用でき、それ以上のプロセッサはSQL Server 7.0 Enterprise Editionで
サポートされます。※Microsoft SQL Server 7.0はMicrosoft SQL Server 6.5との併用はできませんので
ご注意ください。詳しくは、弊社までお問い合わせください。※記載された内容及び製品の使用は改良の為、予告
なく変更する場合があります。※WANでご利用される場合は、弊社事業所までご相談下さい。※Microsoft、
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※OSがWindows2000
の場合、セットアップはAdministratorsグループのメンバーで行う必要があります。また、WindowsMeの
スタンバイモードには対応しておりません。尚、WindowsMe/2000への対応に関する詳細はOBCホーム
ページ（http://www.obc.co.jp/）または各事業所にてご確認ください。※Windows2000と記載されている
ものはWindows2000Professionalの省略です。
●新ERPに関する追加注意事項
※カスタマイズしたプログラムを運用する場合は、その製品の動作機器構成をあらかじめご確認ください。
※カスタマイズをされる場合、当社製品で予め用意しているデータのテーブルに行（レコード）の追加や、テーブ
ルと列への制約の追加を行った場合の動作保証は致しかねますので予めご了承ください。※withSQL製品の
場合、SQL Serverは「ランタイム-使用制限ソフトウェア」です。カスタマイズを行う場合、Microsoft SQL
Serverへのライセンス変更料金
（ レコード追加をする場合に必要な追加SQLライセンス ）
が必要になります。

信頼性

パフォーマンス

●32bitネイティブモード対応による
抜群の安定性

●本格的クライアント／サーバー型
分散処理による高パフォーマンス

●フォルトトレランス機能により､
万一の障害時にすばやい復旧が可能

●マルチスレッド対応により超高速処理
を実現

●独立したメモリー空間での動作のため
他のアプリケーションのクラッシュ
から保護

●マルチプロセッサの導入により
プロセッサ数に応じた性能向上を実現

統合環境
●奉行2000LANPACK with SQL7.0とMicrosoft
SQL Server7.0 の統合インストールによりアプリ
ケーションに最適なデータベース環境を自動構築。
セットアップに要する作業の大幅な省力化を実現
しました。
●Windows 2000/NT4.0のセキュリティと
「勘定奉行2000」LANPACKのセキュリティ
が統合した運用性能。
16
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勘定奉行2000

Internet Web Solution

■仕訳伝票入力Webシステム

■合計試算表参照Webシステム

仕訳データを入力することで、元帳・試算表など各種管理資料を自動作成します。

仕訳データをもとに試算表を自動作成します。各拠点からもリアルタイムにブラ
ウザ上で試算表を確認することが可能です。

■出納帳入力Webシステム

■キャッシュ・フロー計算書参照Webシステム

現金出納帳形式の画面で仕訳データを入力することができます。手書きで帳簿を
作成する感覚でスムーズな処理が可能です。

会社の資金の流れに関する情報を知るには一番の資料。その資料がブラウザで確
認できるシステムです。

■元帳参照Webシステム

■総合振込データ作成Webシステム

入力された仕訳データは元帳に自動転記。ブラウザ上で元帳がリアルタイムに
確認できます。

請求書・領収書を参照しながら、データを入力していただくと、振込みデータを
全銀協フォーマットで作成。同時に振替伝票を作成します。

［Internet Web Solution］

インターネットの多様なビジネスモデルに
答えはひとつ、OBCの奉行シリーズ。
遠隔地の営業所から、小口精算や各伝票の入力データを本社に送付
して経理処理をしている時に、もっと効率化できないかと思うこ
とはありませんか？
奉行シリーズ｢インターネットWebソリューション｣は、外部から
インターネット経由で、気軽に伝票入力が可能。本社の経理担当者
が知りたい最新情報を素早く集計できるなど、さまざまな業務の
効率化を強力にサポートします。

物流・工場部門

支店・営業所

外出先

仕入先

SFA

SCM

インターネット
企業

EB
エレクトロニック
バンキング

EC

銀行/証券/保険

《奉行シリーズ》
顧

客

CRM

本

17

社

CTI

消費者
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■仕訳リスト

勘定奉行2000

出力帳票

■日計表
■現預金明細表

■資金繰実績表

［出力帳票］

すべてを、美しく。もちろん、速く。
すべての帳票を、レーザープリンタで出力可能。だから、見やすく、美しく、スピーディー。
また、ドットインパクトプリンタも使用可能です。
■印刷プレビュー機能
決算書など、あらゆる印刷帳票を、印刷前に画面上で実際の印刷帳票とまったく同じ
イメージで確認できる機能です。印刷結果を事前に確認できるため、出力作業を効率化
できます。

■お持ちのプリンタで迅速出力
レーザープリンタなど、Windows対応のプリンタであらゆる帳票・決算書が出力でき
ます。※専用用紙とプリンタの種類はあらかじめご確認ください。

■各種帳簿や管理資料も簡単プリントアウト
元帳や現金出納帳、合計残高試算表など各種帳簿や管理資料が、必要なときに素早く
簡単にプリントアウトできます。

■損益分岐点分析

■元帳

■補助科目内訳表

■仕訳伝票（OBCコクヨ式）
（3381）

■部門内訳表

■合計残高試算表

■補助科目別前年同月対比グラフ

勘定奉行2000 出力帳票サンプル
■仕訳伝票（OBC7行）
（3382）
■単票バインダー元帳（4124）

■キャッシュ・フロー計算書

OBC
オリジナル
サプライ
なら安心

■決算報告書

類似品には十分ご注意ください。また、本製品を無断で複製すると意匠権、商標権、その他工業
●詳細は「奉行サプライ」
カタログをご覧ください。
所有権の侵害となりますのでご注意ください 。注）

品番
3372
3371
4024
3382
3381
4124
KM-4

用品
仕訳伝票（OBC7行）
仕訳伝票（OBCコクヨ式）
バインダー元帳
単票仕訳伝票（OBC7行）
単票仕訳伝票（OBCコクヨ式）
単票バインダー元帳
科目印セット（OBCコード体系1用）

入数
2,000
2,000
1,000
700（2,100片）
700（2,100片）
1,000
159個

■確定申告書

19

■消費税申告書
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サポートサービス

どこでも安心。しっかり親切。

以下のサービスはユーザー登録して頂いたお客様のみご利用いただけます。

お客様のさまざまなニーズに応えるさまざまなサポート。多くのサポート体制を整えているので、安心して利用できます。

オンラインサポート・
データ保険が
新しく追加されました。

■年間保守契約（OMSS会員サポートサービス）
年間を通じて、税制諸法規の改正にともなう対応プログラムのご提供から、新バージョンソフトのご案内、お問い合わせにはOMSS
会員専用サポートセンターのご利用など、あらゆる状況の様々なニーズにきめ細かく対応する多彩な内容をご用意。お客様が安心し
てご利用いただけるようにOBCがサポート致します。

OBCがお届けするのは、すぐれたソフトウェアだけではありません。
万全のサポートシステム、多彩なユースウェアなど、

●ディスク紛失・破損対応

※詳しい価格、内容はサポートガイドをご覧ください。

使う方の身になった豊富なサービスを用意。
製品とともに、つねに確かな安心と信頼をお届けしています。

≪年間保守契約サービス内容≫

製品のご使用中にプログラムディスクに破損が生じた、又は、紛失さ
れて新しいプログラムディクスをご希望される場合に、その製品の新
しいプログラムディスクをご提供致します。

●マニュアル紛失対応
●OMSS会員専用サポートサービス

ソリューション製品

■手形の達人21

『奉行シリーズ』
をコアとした様々なソリューション製品群を展開。
今までお悩みを抱えていた方々に、
OBCがベストソリューションをご提供いたします。

■OCRシステム
原価管理こそOCRで一気に効率アップ！
手書伝票があっという間に勘定奉行2000に取込めます。
煩わしくてミスの原因になるキーボード入力から開放されます。

さらに従来のOCRとは全く違います
●認識率が断然違う 数字認識率99.5％
●コストパフォーマンスが高い

『奉行シリーズ』の操作方法などについて電話・FAXで『年間保守契約』
にご加入のお客 様のご相談・ご質問にお応えする専用サポート回線
『OMSS会員サポートセンター』を設置しております。オペレータが
丁寧にお答え致します。

●スピードが速い
●自由度に優れている

▼OCR認識画面
左記のようなくせ字も
辞書機能・くせ字登録で
認識率UP!

手形の受領・取立・割引・裏書・振出・決済、
担保提供・差入・預りに対応した本格派手形
管理ソフトです。手形取引を入力するだけ
で仕訳を自動作成。仕訳入力画面が「勘定奉
行」とそっくりになり、ほとんど同じ入力操作
となります。「勘定奉行」の部門・勘定科目・
補助科目・税区分・摘要・自動仕訳を参照で
きます。「勘定奉行」に仕訳データを自動転送できるすぐれもの。経理
の負担がグーンと軽減されます。しかも商奉行へ手形入金データ、蔵
奉行へ手形支払データがテキスト出力できて、さらに省力化を実現。
オプション機能として支払手形が発行でき節税分割・任意分割も可能
になりました。スタンドアロン版はMSDE、LAN対応版はMS-SQL7.0
に対応。

OCRソフト

Win Reader Hand S

メディアドライブ株式会社製

奉行接続キット

勘定奉行変換接続キット

スキャナー

ZEBO SC3091DC

富士通コワーコ株式会社製

SCSIボード

AHA2940シリーズ

ADAPTEC社製

SCSIケーブル

ECS-A3

株式会社複合研製

JUSTY社製

¥300,000
¥200,000〜
¥120,000
¥47,800
¥3,700

税法及び関連諸法規等の改正がある場合、迅速に税制改正版プログラム
及び改正にともなう操作マニュアル・ご案内をご提供致します。

●アップグレード
ご利用中の製品の後継となるアップグレード製品が新たに発売された
場合に特別割引料金にてご提供致します。

●一般サポートセンター

●データ保険
東京海上火災保険（株）
の「コンピュータデータ保険」がサービスに組み
込まれています。奉行シリーズのデータに万が一損害が発生した場合
の再入力費用を補償します。
●その他各種サービスを取り揃えております。

WebFAQ（無償）が
新しく追加されました。

●一般サポートセンター（無償） ●税制諸法規対応（有償）
●WebFAQ（無償）
●ディスク紛失対応（有償）

●マニュアル紛失対応（有償）
●アップグレード（有償）

★東 京 03（5330）8695

★名古屋
★大 阪
★広 島
★福 岡

勘定シリーズ、償却シリーズ

★東 京 03（5330）8692
給与シリーズ、申告シリーズ、
就業シリーズ、法定調書シリーズ

ユースウェア

★東 京 03（5330）8770
商シリーズ、蔵シリーズ

★札 幌 011（221）8780
★仙 台 022（215）8066

052（222）5959
06（6347）7733
082（544）2460
092（413）1268

■実践スクール

導入したばかりの方から、パソコン上級者まで、豊富なスクールを完備。

・伝票書式は自由設計
・科目名、部門名などを読込みコードへ変換
・金額計算、定数代入
・摘要文などの前行複写
・複数枚伝票の内部結合
・入金、出金伝票など異種伝票の一括読込
・科目印利用も可能

■連動可能連結会計システム（予定も含む）

■MyOFFICE for勘定奉行

MACS-CA 連結会計システム （販売元：三井情報開発株式会社）

MyOFFICEfor勘定奉行では各社員の方の申請データをもとに、上司の承認、
経理での支払業務、会計伝票の自動作成まで一元管理をおこないます。

Hyperion

Diva System （開発元：株式会社 ディーバ）
FALCON／PC （販売元：デトロイトトーマツコンサルティング株式会社）
SUPER COMPACT Ver.3.0（開発元：中央青山監査法人）
連結大王 With 接続キット

（開発元：株式会社 ビジネストラスト）

SMILEα 連結決算システム

（販売元：大塚商会）

（販売元：朝日アーサーアンダーセン株式会社）
※連動予定

●MyOFFICE forから奉行シリーズへ。
奉行シリーズのフロントシステムとして活用可能

弊社ホームページにて、OMSS会員様専用の製品に関するお問い合わ
せ受付窓口をご用意致しました。なお、ご利用の際には製品の登録番
号と12桁のID番号を入力していただく必要があります。

●特徴
「勘定奉行」の勘定科目・補助科目・自動仕訳マスタを直接参照できます。手形
入力時に相手科目を選択することにより「勘定奉行」用の仕訳を自動作成でき
ます。「商・蔵奉行」に入力された手形入金・手形支払の情報を自動取込みでき
ます。手形の節税分割（自動・手動）ができます。

■カスタマイズ変換プログラム機能例

旅費・総務系経費の伝票データを勘定奉行へ連携

●オンラインサポート

■OBC 一般サポートサービス
弊社ソフトをご購入いただいたお客様にご提供する
サービスです。

弊社ソフトをご購入いただきユーザー登録を完了された
お客様に、ご利用いただけます。より効果的にソフトを
お使いいただくために、サポートセンターのオペレータ
がお客様のお問い合わせに、丁寧に対応いたします。

■手形上手Ver 2
「手形上手」は「勘定奉行」のために開発
された高機能手形管理システムです。

■構成例

●税制諸法規等改正対応

ご利用製品のマニュアルを紛失された場合、同じマニュアルをご提供
致します。（マニュアルを複数ご提供することはできません。）

★その他さまざまなソリューション製品をご用意しております。
※詳しくは、最寄りの事業所までお問い合わせください。

■訪問指導サービス
（インストラクター派遣サービス・
〔導入指南役〕
）
専任インストラクターが訪問し弊社製品について指導す
る有償サービスです。お客様に合った指導内容を打ち合
わせた上で、操作方法からシステム運用までマスター
することができます。マンツーマン
形式の丁寧な指導ですので、パソコ
ン初心者の方でも安心して指導を
受けることができます。
※詳細につきましては「訪問指導サービス」
カタログをご覧ください。
（訪問指導サービスは、購入しやすいように
「導入指南役」というパッケージとしても販
売されていますので、ソフトとあわせてご
購入頂くことも可能です。
）

全国各地の弊社スクール会場で専任インストラクターによる弊社製品
に関する講習をご受講頂けます。初心者の方から、よりスキルアップ
したいという方までご参加ください。
●導入コース（1日）
導入処理・日常処理の基本操作
●運用コース（1日）
日常処理・管理資料・応用機能等
●パックコース（2日）
導入コース＋運用コース
※コースは開催会場によって若干異なる
ことがあります。
※開催会場・日程等詳細につきましては最寄の事業所までお問い合わせください。

■OBC MS CTEC：Microsoft University教育コース
OBCではマイクロソフト株式会社により開発されたセミナーである
「Microsoft University」を開催しています。システムを管理される方、
MCP（マイクロソフト認定技術者）資格取得を目指している方に、マイクロ
ソフト正式認定トレーナーによる講習をご受講頂けるコースです。

MyOFFICE for 勘定奉行
●遠地出張仮申請
●遠地出張精算
●近地出張精算

●立替精算
●仮払申請
●仮払精算

勘定奉行

■OBCホームページ

給与奉行（予定）
申請

承認

決裁

就業奉行（予定）
Office Bankとの連動でコンピュータ上で振込処理も可能に！
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OBC情報

『奉行2000シリーズ』に関する商品情報、各種
サービス・展示会・パソコンスクール・オンライン
サポート、他最新情報等に関する様々な情報を
インターネット上でご覧いただけます。

URL http://www.obc.co.jp
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