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建設奉行2000

●記載価格は税抜きの価格です。

●Superシステム（Aシステム＋出面管理＋分析処理＋経審）
780,000円
Aシステム（導入＋日常処理＋決算処理＋資料出力＋自動振替処理） 580,000円
※システムのメニュー構成は、P16をご参照ください。

建設奉行2000 LANPACK for WindowsNT

建設奉行2000 LANPACK for WindowsNT With SQL

LANPACK SQL7.0

LANPACK with SQL7.0

●3クライアント……1.480,000円 ●5クライアント……1,880,000円
●10クライアント …2,280,000円 ●20クライアント …2,880,000円
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

●3クライアント……1,640,000円 ●5クライアント…………2,080,000円
●10クライアント …2,580,000円 ●20クライアント ………3,380,000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

■処理スペック
管理可能会社数

最大1,000社

英数カナ4桁のフリーコード

1伝票あたりの仕訳件数

250行

総勘定科目数

最大9,999科目（3桁設定の場合999科目） 業者数

最大9,999

自動仕訳

無制限（HDDの空き容量まで）

総勘定科目コード

数字3,4桁のフリーコード

業者コード

英数カナ8桁のフリーコード

摘要数

999

補助科目数

最大9,999（一総勘定科目あたり）

発注元数

最大9,999

摘要コード

数字3桁以内のフリーコード

補助科目コード

数字1〜4桁のフリーコード

発注元コード

英数カナ8桁のフリーコード

部門設定数

最大9,999

区分数

最大9,999

部門コード

数字1〜4桁のフリーコード

区分コード

英数カナ4桁のフリーコード

入力方法

仕訳伝票入力（OBC形式・コクヨ形式）

現場数

100億未満

社員数

最大9,999

1仕訳あたりの摘要文字数

全角20文字

現場コード

英数カナ10桁（8桁-2桁）

社員コード

数字6桁

1会計期間あたりの管理月数

最大15ヶ月（期首月、中間月、決算月）

工種数

最大9,999

仕訳件数

無制限（HDDの空き容量まで）

決算報告書

勘定式・報告式・二期間比較

■適応機種

工種コード

金額

仕訳別

-100億〜1,000億（12桁）未満

科目別

-1,000億〜1兆（13桁）未満

IT革命は、
奉行シリーズ

「建設奉行2000 」を使用するためには、以下の機器が必要です。
PentiumⅡ以上を搭載したWindows2000、WindowsNT4.0（ServicePack4以降が必要）
またはWindowsMe/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

本製品はデータベースとして、SQLServer7.0と互換のあるMSDE（Microsoft
DataEngine）を採用しています。以下の点をご確認ください。
データベース

64MB以上（128MB以上推奨）

メモリ
ディスプレイ
解像度

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
日本語変換システム

1024×768以上を推奨

プリンタ

マウス

WindowsMe/2000/98/95/NT4.0で使用可能なプリンタ

OS

必要なソフトウェア

※本製品のデータベースとしてSQLServer7.0を使用される場合、SQL Server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SQLServer7.0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
品をインストールされると、MSDEに対応したODBCの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。

WindowsMe/2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム
WindowsMe/2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス

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

ハードディスク

190MB以上必要（データは除く）

InternetExplorer4.01ServicePack1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ドライブ必須

FDドライブ1台以上必須

〈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、単票専用用紙があります。※単票印刷にはB4サイズ以上
※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。
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
※本製品にはInternetExplorer5.01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。 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。

給与計算ソフト
誰でもスイスイ、ラクラク。
使いやすさ・安心・信頼と、
3拍子揃った給与計算ソフトの
新たな本流。

先端技術で未来を創る

株式
会社

給与奉行2000
●Superシステム …………250,000円
●Bシステム ………………200,000円
●Aシステム ………………150,000円
●Pro Superシステム
……………………………330,000円

オービックビジネスコンサルタント

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。

2001.03

建設業に必要な工事管理資料の作成から、
業者別の支払管理、出面管理、
経営事項審査のシミュレーションまで、
面倒な業務をカバーする機能満載。
建設業向け会計システム、新登場！

キャッシュ・フロー計算書
税
効
果
会
計
有 価 証 券 の 時 価 評 価
退
職
給
付
会
計
連結会計ソフトとの連動
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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
出面入力Webシステム
工事現場において各作業員の出勤時間、残業時間の勤怠管理をブラウザ上
で入力することができます。1人の管理者が複数現場を担当していれば、現
場を切り替えるだけで即入力。

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
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。
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、
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、
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。

出張費も帰りの車中から
精算完了

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

出納帳入力Webシステムと勘定奉行を使うことで、外出先や各拠点から
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。

勤怠管理もインターネット上で
報告・処理
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
に勤怠情報が確認でき、給与計算も効率化を実現します。

交渉の場から在庫確認、
契約と同時に受注伝票を送信
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

出張費も帰りの
車中から精算完了

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
オンラインで
銀行取引

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。

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）

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

オンラインで銀行取引
相手の情報を表示して的確処理

1

OFFICE BANKを使うことで銀行窓口に行くことなくオンラインで取引
をすることができます。
2
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これが、新時代の使いやすさ、速さ、ネットワーク力。
新会計基準にも対応。
21世紀の建設業会計の扉を開きます。

財務会計のすべてを、かんたん・快適・快速処理。
これが「建設奉行2000」の全貌。

「建設奉行2000」
を稼働する
ために必要な導入準備
●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
●現場登録
●工種登録
●業者登録
●発注元登録

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、ネットワークまで。
あらゆる会計業務をとことんこなす。しかも、使いやすい。
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。
初めての方でもすぐに使いこなせる優れた操作性と、

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

プロをも満足させる先進機能の数々を搭載した本格的建設業・土木業会計システムの

●仕訳処理

決定版として圧倒的な支持をいただいている「建設奉行2000」が、

●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】

さらに進化を遂げました。最新のWindows環境をフル活用、

●工事台帳
●工事一覧表

多彩な工事別管理資料の作成、業者別の支払管理、

煩雑さは一掃。
「建設奉行2000」が
決算業務を徹底的に省力化

超高速処理、余裕の拡張性、ネットワーキング完全対応など、

●報告書形式は自由に選択
【報告式・勘定式・混在・2期間比較】

多種多様な現場に幅広く対応する優れた基本性能もさらに進化。

完成工事高を計上する際に未成
工事支出金に計上していた原価
を工事原価科目に自動振替

】

●間接費配賦処理
【間接費を各現場毎に配賦】

経理をより合理的に、より細かく処理したいと
お考えの企業に

9.10p

さらに使いやすく。傑出した操作性、ノンスペック大容量・

【

17.18p
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

●未成・期首振替処理

自動振替処理など、建設業会計特有の面倒な業務を
全面バックアップしてくれるOBCならではの独創機能が、

11p
●完成振替処理

15p
（Superシステム）

12p
（Superシステム）

13.14p
（Superシステム）

●細かく集計が可能
（部門、グループごとにも作成可能）

もちろん、新会計基準にも対応。

●期間指定

21世紀の建設業会計も、
「建設奉行2000」に

●中間決算にも対応

【当期・前期・月指定・累計】

安心してお任せください。

経営状況を多彩に、より
的確に把握するために
●損益分岐点分析
●ABC分析
●経営分析
（収益性・流動性・生産性）
●構成グラフ

●日報データ入力
●労務費自動配賦
●社員別就労表

●激変緩和措置一覧表
●テーブルアップ一覧表
●経営状況
●工事経歴印刷
●審査結果通知書印刷

振替伝票を入力するだけで、
多種多様な工事管理資料を瞬時に作成。
日常の処理はとてもカンタン！振替伝票を入力するだけで、工事現場別の資料は
もちろん、工種・取引業者・工事責任者別の資料も簡単に即座に作成、出力します。

業者別の管理も万全。
建設業にはつきものの仕入先や外注先への支払管理。
「建設奉行2000」なら、日々
発生する仕訳を入力さえしておけば、豊富な資料を工種別、業者別、発注別にも作
成します。また、出来高管理資料も作成可能ですから、予算消化状況や入金状況など
も簡単に把握できます。

最大1,000部門までの管理が可能。グルーピング階層
管理により部・課・プロジェクト単位の管理が可能。
支店、事業所、部門が多い会社でも気にせず登録できる余裕の登録件数1,000
件を実現。さらに、部門グループ登録により組織図そのままの管理が可能となっ
ています。各グループ階層における貸借対照表、損益計算書などほとんどの管理
資料・分析資料を作成できます。
全 社

名古屋営業所
（部門）

出面管理も充実。
「給与奉行2000」への連動可能。
（Superシステム）

毎日の作業日報の入力を行うことにより、1ヵ月の労務費を工事現場別に自動配賦
して一覧表を作成すると同時に自動的に仕訳します。また、給与計算システム「給
与奉行2000」
へのデータ連動が可能ですので、総合的な労務管理を実現します。

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）

●各グループ別、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
●1,000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

こんなにカンタンなのに、とってもスゴイ。ずば抜けた先進機能と快適操作を両立した
「建設奉行2000」ならではの独創機能の数々をご覧ください。

Windowsファンクション

（特許第3015862号、実用新案登録済第3020226号）
東京営業部
（グループ）

営業2部
（部門）

①キャッシュ・フロー計算書

営業1部
（グループ）

営業2課
（部門）

営業1課
（部門）

経営事項審査のシミュレーション機能も実現。
複数会社同時管理機能により、
プロにも充分に対応可能。

（Superシステム）

最大1,000件管理可能。多くの顧問先を抱える会計事務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です。

公共工事の入札に不可欠な経営事項審査のシミュレーション機能も充実。工事種
類別完成工事高や経営状況は自動集計し、評点をシミュレーション。また激変緩
和措置について、自社に最も有効な組み合わせを容易に判断することも可能です。

ミス・ロスを削減。
「自動振替配賦」機能搭載。

権限登録

工事完成基準、工事進行基準の場合の工事完成時の自動振替や、間接費（共通費）
の自動配賦機能も搭載。間接費の配賦では、配賦基準として契約金額、労務費、
外注費、機械経費、工事原価合計の5つを選択できます（手入力による配賦も可
能）
。また、自動配賦した金額は、その場で修正することが可能です。

システム管理者（システム管理者特権を有する利用者）だけが設定することができ
るセキュリティ機能です。システム管理者が、複数の利用者の利用権限をメニュ
ーごとに設定することで、各利用者は利用権限が与えられていないメニューを選
択することができなくなります。これにより、入力データの安全性が向上します。

3

載

新 会 計 基 準 対 応 ！ 新機能満

下配置

会計処理の特色である、キーボー
ド入力（テンキーやファンクショ
ンキー）
中心の操作性を最優先し、
キーボード上のファンクション
キーでワンタッチでジョブ切り替
えを実現したOBC独自のキーボー
ド入力「Windowsファンクショ
ン」を標準搭載。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
リックすることによりツールバ
ー感覚でも操作できます。

日々の企業運営にとって最も重要な「キャッシュ・フロー」の状況が、一目瞭然で把握
できます。

②税効果会計
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。また、支払税額に左右され
ず収益力を正しく示せます。

③有価証券の時価評価
市場価格のある株式（子会社の株式は除く）については、時価を付することができま
す。上場企業で有価証券等の価格を時価評価において評価する方法を採用している会
社に適用される規定です。

④退職給付会計
従来の社内での引当と社外（外部）の積み立てを一緒に考えるという、退職給付に関
わる包括的な基準です。

⑤連結会計ソフトとの連動
連結会計アプリケーションとの連動により、連結決算処理にも対応することが可能です。

4
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建設奉行2000

日常処理

■伝票検索機能
確認の時の目印に

付箋機能（2色）

［日常処理］

いつも、ラクラク。
すいすい、快適。

気になる仕訳には赤・青2色の付箋を付
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
箋が付いたものだけ検索することができ
ます。

入力環境設定

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。

より快適に伝票入力を行えるよう、入力条件
設定を搭載しています。これにより高速でス
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。

●日付範囲設定

（特殊仕訳警告機能付き）

●科目範囲設定

●詳細設定

建設会計特有の「現場」「工種」「業者」の入力欄を通常の振替伝票に加えた、
伝票そのままの画面で手書き感覚で入力。
さらに、入力ルールを自由に設定できる機能を採用。
工事台帳・工事一覧表などの工事帳票や会計帳票が思いのままに作成できます。

リアルイメージ入力
データの入力は、振替伝票をそのまま画面に表現したリアルイメージ入力画面に
手書き感覚で入力できます。実物の伝票そのままなので、会計システムが初めて
の方でも、スムーズに正確に入力することが可能です。また、入力レイアウトも摘要が右に
あるOBC形式、摘要が中心にあるコクヨ形式から自由に選択できます。

■自動仕訳

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
で登録することもできるので、使うほど
に成長していきます。

入力しながら残高確認

伝票ヒストリー

リアルタイム残高参照機能

登録された伝票をワンキーで入力順に
次々とさかのぼって呼び出すことができ
ます。直前の仕訳の確認・修正・複写も
簡単に行えます。

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1つでリアルタイム
に確認できます。

頻繁に使用する仕訳を
登録しておく、
決算整理仕訳等
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。

■伝票複写機能
検索された伝票や伝票ヒストリー機能で呼び出された伝票をその場で複写するこ
とができます。同じような仕訳を入力する場合に威力を発揮します。

5

画面をより見やすく

金額やコードを自動コピー

参照・検索自由自在

科目と摘要を結び付ける

仕訳処理画面色指定機能

入力項目自動複写機能

コード自動参照・検索機能

連想摘要機能

短縮入力

仕訳処理画面上で、画面の色を指定す
ることができます。各入力項目を好み
の色でわかりやすく区別することがで
き、作業効率をアップさせることがで
きます。

総勘定科目コードや現場コードなど、直前
の行で入力されたコードを自動的に複写さ
せるように指定することができます。また、
借方・貸方の金額が同じ場合も複写でき、
より快適に入力することができます。

伝票入力中に入力したい科目は参照ウィ
ンドウで自動的に参照することができま
すので、コード表を見ながら入力する必
要はありません。また、分類ごとの検索
や名称による検索・登録が可能です。

入力中の科目に結び付けられた摘要が自動

消費税・摘要・消費税事業区分・消費税
区分について入力を短縮することができ
ます。カーソル移動をより少なくするこ
とができます。

表示されます。また、自動参照したい摘要
もその場で連想摘要に登録可能。使うたび
により使いやすい環境に成長します。

無駄な入力をカット

消費税処理
入力した総勘定科目の税処理・消費税端
数処理・税区分を一時的に変更すること
が可能です。今回のみ税抜きで入力した
い、非課税扱いで入力したい、などのニ
ーズに対応することができます。

6
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建設奉行2000

■工事別予算実績表

■工事責任者別一覧表

現場別の予算と実績の対比表を出力します。

現場監督別の成績表を出力します。

■工事別出来高管理表

■業者別支払残高一覧表

現場別の進捗状況と予算、発注の対比を工種別、業者別、発注別に出力します。

指定された期間の業者の支払状況を出力します。

■工事別支払管理表

■発注元別一覧表

現場ごとの支払状況を工種別・業者別・発注別に出力します。工種
のみを出力したり、工種と業者だけを出力することもできます。仕訳
伝票で入力された工種・業者・発注ナンバーで自動集計されます。

発注元別の支出の一覧を出力します。発注元は、無制限に選択できます。

工事管理資料

［工事管理資料］

これなら、頼れる。
それほど、易しい。

■「建設奉行2000」が
誇る豊富な工事管理資料

工事別予算実績表・工事別出来高管理表など、
多彩な管理資料を、振替伝票の入力だけで自動作成。
例えば、工事別管理表なら、工事別原価報告書・工事一覧表・
工事原価集計表・工事別原価報告書と、
きめ細かく作成可能。だから、頼もしい。

●工事台帳
●工事別原価報告書
●工事原価集計表
●工種別原価報告書
●工事一覧表
●発注元別一覧表
●区分別一覧表

●工事別予算実績表
●工事別出来高管理表
●工事別支払管理表
●業者台帳
●業者別支払管理表
●業者別支払残高一覧表
●工事責任者別一覧表

振替伝票から、様々な帳票が自動作成されるばかりではなく、
その作成された帳票から伝票画面に戻って修正する事も可能。
■様々な帳票を自動作成

■工事台帳

現場別、業者別、工種別、工事責任者別に様々な帳票を自動作成。
転記集計はもう必要ありません。

工事別の工事原
価、入金額、完
成工事高などを
伝票明細単位で
自動集計・表示
します。

■ダイレクト修正
工事台帳や業者台帳で不明の点や修正点があったとき、ダブルクリ
ックすることにより仕訳を直接呼び出すことができます。仕訳伝票
上での修正、削除などが簡単にスピーディーに行えます。

■仕訳伝票

ダイレクト
修正

■工事原価集計表

■工事別原価報告書
工事別の原価を試算
表形式で出力します。

■業者台帳
業者別の支払状況を伝票明細単位で出力します。

工事情報は、リアルタイムで表示
指定した現場の工事情報（住所、契約金額、入金額等）をボタ
ンひとつでリアルタイムに確認できます。

7

完成工事、未成工事の工事別・科目別の原価を集計・出力します。

■工種別原価報告書

■工事一覧表
完成工事と未成工
事の収支を工事別
に一覧表示します。

工種別原価を出力します。さらに予算額及び予算額との差も表示します。

8
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建設奉行2000

■試算表内訳

■部門集計

会計管理資料

［会計管理資料］

これほど、豊富。
どんどん、使える。

■「建設奉行2000」が誇る
豊富な会計管理資料
※印は、全社・部門・グループ別で印刷可能です。
★印は、現場・工種・業者別で印刷可能です。
●仕訳リスト
●仕訳日記帳
●元帳 ★
●日計表 ※★
●合計残高試算表 ※★
●決算報告書 ※
●科目別内訳表 ※★
●部門内訳表 ※★
●補助科目内訳表 ※★
●摘要内訳表 ※★
●部門集計表 ※★
●補助科目集計表 ※★
●摘要集計表 ※★

会計の管理資料は現場別・工種別・業者別で確認可能。
必要な時に必要な管理資料を自由自在に作成可能です。
もちろん、消費税の申告書まで作成できます。

元帳処理

●資金繰実績表 ※
●資金繰明細表
●消費税申告書
●消費税計算書
●課税売上割合計算書
●税区分別明細表
●税区分集計表
●区分未確定リスト
●課税制度別納税額比較表
●科目別課税対象額集計表
●科目別消費税額分析表
●申告書シミュレーション
●提出用資料印刷

部門別・科目別・補助科目別・摘要別の内訳表の作成が行えます。

指定した部門・グループごとに金額を集計。部門別・グルー
プ別の製造原価報告書や損益計算書などを作成します。

■資金繰実績表

■補助科目集計

■合計残高試算表
表示範囲は任意の期間で全社・部門・グループ別と自由に設定可能。税込
み・税抜きもワンタッチ選択。さらに、元帳や補助および部門内訳表へズー
ムし表示することができます。
日々の伝票入力にもとづいて集計された資金繰情報（経常収
支、設備等収支、財務収支、総合収支）を月単位または累計
で作成することができます。

税込み・税抜きいずれの管理資料も作成できます。

■消費税申告書

■科目別課税対象額集計表

■元帳問合せ
日々入力している仕訳がそ
のまま転記されます。確認
の結果、修正・追加が必要
な場合には該当明細をダブ
ルクリックすれば、ダイレ
クトに仕訳処理画面にジャ
ンプすることが可能です。

元帳発行パターン登録
元帳発行を行うときに印刷する
総勘定科目コードの順番を、パ
ターンとして登録することも可
能です。総勘定元帳・補助元帳
それぞれ1パターンで科目コー
ドを30個指定できます。

総勘定科目ごとの税込み金額、非課税等の金額、仮払消費税、仮受
消費税、
税抜き金額を集計します。

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
費税申告書を作成することができます。

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。
さらに決算報告書も報告式・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。

ダイレクト
修正

集計対象
集計形式

9

キャッシュ・フロー計算書

全社・部門・グループ
合計・個別

集計期間

月単位・前期・当期・二期間

■元帳発行

貸借対照表

勘定式・報告式

全社・部門別の総勘定・補助元帳を
任意の期間で発行。税抜き・税込み、
決算整理期間のみの印刷、コード・
伝票No.の印刷指定など多彩な条件
設定で発行様式も自由自在です。

損益計算書

勘定式・報告式

完成工事原価報告書

勘定式・報告式

未成工事支出金明細書

勘定式・報告式

利益処分案・損失処理案

勘定式・報告式

販売費及び一般管理費明細書

10
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スムーズに、振替。そのまま、自動計算。

ここまで、おまかせ。きちんと、管理。

完成基準での処理において、
工事完成時の未成工事から完成工事への振替を、自動処理します。

めんどうな出面管理も、ラクラク自動処理。毎日の作業日報入力だけで、賃金や法定福利費など、
1ヵ月の労務費を工事現場別に自動配賦して一覧表を作成。さらに、振替伝票データとして自動的に仕訳します。

日報の入力は、社員別または現場別より選択

未成工事支出金勘定の自動振替
■未成工事支出金から入力した工事
●完成振替処理

［出面管理］

［自動振替配賦処理］

出面管理

建設奉行2000

建設奉行2000

自動振替配賦処理

期中において工事原価の仕訳を未成工事支出金勘定で計上している場合、工事完成時に未成
工事支出金から完成工事へ振替える処理を行う必要があります。「建設奉行2000」は工事が
完成した場合の未成工事から完成工事への振替を自動処理します。現場毎の工事完成基準、部
分完成基準、工事進行基準にも対応し、スムーズに振替処理を実行します。進行率は予算と仕
訳入力された工事原価により自動計算されます。

■社員別入力型

入力しやすい画面で
簡単入力

完成自動振替後に、
修正・追加伝票が発生したら…。
「未成科目から入力して完成振替を再度行う」
などという手間は一切不要。完成振替処理後
に発生した原価は、ダイレクトに工事原価科
目を使用して修正・追加することもできま
す。管理帳票では完成自動振替処理による原
価と、あとから修正・追加した原価の両方が
集計されます。もちろん未成科目から入力し
て完成自動振替処理を再度行うという方法に
も対応します。

■現場別入力型

日々の日報データの入力方法に
は、社員別入力型と現場別入力
型があり、用途に応じて使い分
けることができます。

日報データを社員別に入力していきます。単価項目につ
いては、時間型、回数型から選択できます。

日報データを現場別に入力していきます。 単価項目
については、時間型、回数型から選択できます。

■工事原価科目から入力した工事
●未成振替処理

●期首振替処理

■労務費自動配賦機能
現 場 別 に 集 計 さ れ た 労 務 費 に 関して労
務費計上の仕訳を配賦基準に基づいて自
動作成します。総支給額についてのみ仕
訳を起こすか、法定福利費に関してのみ
仕訳を起こすか、両方についての仕訳を
起こすかの選択ができます。

決算時に完成していない工事の
売上高を未成工事受入金勘定に振
り替え、工事原価を未成工事支出金勘
定に振り替えます。具体的には、完成していない工事の完成工事高科目と工事
原価科目の期末残高を求め、対応する未成工事受入金科目と未成工事支出金科
目に振り替える伝票を自動作成します。

間接費自動配賦
現場共通費を自動配賦し仕訳伝票を自動作成します。
科目別の配賦設定や計算方法、配賦基準など貴社の状況に合わせた細かい設定
が可能です。もちろん自動集計後の金額訂正も可能です。この機能により、配
賦処理をミスなく瞬時に行うことができます。
間接費の配賦基準は5つから選択可能
間接費の配賦基準として、
「契約金額」
、
「労務
費」
、
「外注費」
、
「機械経費」
、
「工事原価合計」
の5つより選択できます。（手入力による配
賦も可能です。
）

前期決算時に未成工事支
出金勘定に振り替えた、
完成していない工事の売上高の
再振替処理と原価を工事原価科目
に振り戻す処理を行います。具体的には、前期決算時に振り替えた完成して
いない工事の未成工事受入金科目と未成工事支出金科目の開始残高を求め、
対応する完成工事高科目と原価科目に振り替える伝票を自動作成します。

■社員別就労表

マスター連動

給与奉行
Windows Me/2000/98/95/NT対
応。小規模企業はもちろん、大規模企
業から会計事務所にまで幅広く対応す
る給与計算ソフトです。また、
「就業奉
行」との完全統合により、就業管理か
ら給与計算までの一貫した自動処理が
可能です。
11

指定した現場について、指定期間の社員の
勤怠状況を日単位で表示・出力します。勤
怠の確認表としても活用できます。

配賦基準
法定福利費および月給社員の総支給額
の現場別配賦方法を指定します。日給
者および時給者の現場別の労務費金額
は、法定福利費を除いて、単価×現場別
作業時間で自動計算します。配賦基準は
「（1）時間より配賦」「（2）労務費基準よ
り配賦」のいずれかを選択できます。

日報データ転送

総支給額受入

毎月の給与計算はもちろん、
賞与計算もお任せ

年末調整処理、社会保険計算処理
までもが可能に（Bシステム）
12
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建設奉行2000

経営事項審査

［経営事項審査］

独自に、試算。
しっかり、改善。

Ⅱ.

評点計算に必要なデータを設定します。

2.申請書設定

Ⅲ.

シミュレーションとして試算表を表示します。

7.完成工事高技術職員

激変緩和措置一覧表

経営事項審査申請書、
経営状況分析申請書
の項目を登録します。

「建設奉行2000」ならではの、
独自の先進機能として、
公共工事の入札には欠かせない経営事項審査の
シミュレーション機能を実現（Superシステム）。
試算によって、改善すべき点を
あらかじめ把握できます。
経営事項審査項目設定により、評点がシミュレーションされます。

Ⅰ.
申請する工事種類を現場別に設定します。
1.現場別工事種類設定

工事種類別平均完成工事高，自己資本額，建設業に従事する職員数・技
術職員数の各項目において、激変緩和措置の適用・不適用にした場合のＰ
点を算出し、表示します。これにより、どの組み合わせが一番有利になる
かを瞬時に判断できます。

8.経営状況

建設奉行2000における
経営事項審査の処理の流れ
3.完成工事高設定
基準前決算・基準決算の工
事種類別完成工事高は自
動計算されます。（手入力
も可能）

テーブルアップ一覧表

4.技術職員設定

テーブルを１ポイントアップする場合に、どの位数値を上げる必要がある
かを、建設工事種類ごとに一覧表で表示します。なお、1ポイントダウンす
る場合の確認も可能です。

登録された現場について建設業の工事種類を設定します。

9.その他審査項目

Ⅳ.
5.経営状況設定
経営事項審査経営状況について設定します。金額を自動計算す
ることが可能です。
（手入力も可能）

シミュレーションの結果を
経営事項審査結果通知書として印刷します。

工事経歴書印刷
施行した工事の水増しをしていないことを証明するために提出す
る工事経歴書を建設工事の種類ごとに印刷可能です。

10.審査結果通知書印刷
経営事項審査項目設定
で設定したデータをも
とに、工事種類別完成工
事高及び技術職員数につ
いて、また経営状況、社
会性などその他の審査項
目についてそれぞれ評点
を算出し、印刷します。

6.その他設定
（社会性等）
労働福祉の状況、工事安全成績、
建設業経理事務士等数などの各
項目について設定します。

13
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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。
■前年同月対比表

財務会計と労務・税務・販売・仕入の
総合システムまでも構築可能。
奉行シリーズの理想的な統合環境を実現します。

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。
■他のWindowsソフトとの連携
「建設奉行」のデータは強力な編集機能により、ほとんどすべてのデータを簡単な
操作で、MS-WordやLotus1-2-3など
の他のWindowsソフトへカット・アン
ド・ペーストできます。「建設奉行」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なえます。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。

■汎用データ受入機能
テキストファイルを仕訳伝票として受入が可能で
す。受入伝票の消費税計算も自動で行え、強力な
データ連動ができます。「建設奉行」のみの単独
運用だけでなく、他のシステム、他のソフトで管
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づけることも可能です。

■財務・労務・税務・販売・仕入の一貫管理システムへ
「建設奉行2000」は、
「給与奉行2000」、
「申告奉行2000[法人税・地方税編]」、
「償却奉行2000」「商奉
行2000」､「蔵奉行
2000」など、OBCが
誇る多彩な奉行シリーズ
ソフトと完全連動しま
す。これにより、財務・
労務・税務・販売・仕入
の理想的な総合管理が可
能になります。使用イメ
ージを統一し、ジョブ変
更もワンタッチなど、ひ
とつのシステムと全く同
等の優れた操作性を提供
します。

メニュー
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

総勘定科目、部門、補助科目について前年同月の金額比較、増減

較、比率（構成比・前月比・前年比）が作表できます。

率を作表します。また、当期と前期の比較グラフが作成可能です。

■ABC分析

■構成グラフ

Superシステム
Aシステム
■機能
（1）
会社選択
（2）
会社データ初期化
（3）
会社データ削除
（4）
会社データ作成
（5）
会社データ読込
（6）
繰越残高調整
（7）
データ領域変更
（8）
権限登録
（1）ユーザー権限登録
（2）会社権限登録
（0）
終了

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

貸借対照表・損益計算書の金額の推移や各内容の構成比率をグラ

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。

フにします。

■損益分岐点分析

■経営分析

■導入処理
（1）
会社情報登録
（2）
消費税基本登録
（3）
科目体系登録
（1）
部門登録
（1）
部門名登録
（2）
グループ登録
（2）
総勘定科目登録
（1）
総勘定科目名登録
（2）
属性登録
（3）
補助科目登録
（4）
科目残高登録

（5）
工事体系登録
（1）
現場登録
（1）
現場登録
（2）
現場一括入力
（2）
工種登録
（3）
業者登録
（4）
発注元登録
（5）
区分登録
（6）
社員登録
（6）
工事残高登録
（1）
現場別開始残高登録
（2）
現場別科目別確認リスト
（3）
現場別予算額登録
（4）
現場別発注額登録
（7）
摘要登録
（1）
摘要名登録
（2）
連想摘要登録
（8）
自動仕訳登録
■日常処理
（1）
仕訳処理
（2）
仕訳処理検索
（3）
元帳処理
（1）
元帳問い合わせ
（2）
元帳発行
（3）
元帳発行パターン登録
（1）
総勘定元帳
（2）
補助元帳

■出面管理
給与計算連動処理
（2）
労務費自動振替 （5）
（1）
日報データ入力
（1）給与奉行データ設定
（3）
社員別就労表
（1）
日報データ入力
（2）社員データ受入
出面項目設定
（2）
汎用日報データ受入 （4）
（3）日報データ転送

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

（4）
日計表
（5）
合計残高試算表
（1）
合計残高試算表
（2）
要約設定
（3）
見出し項目設定
（6）
決算報告書
（1）
決算報告書
（2）
要約設定
（3）
見出し項目設定
（7）
キャッシュ・フロー計算書
（1）
キャッシュ・フロー計算書
（2）
キャッシュ・フロー項目内訳表
（3）
キャッシュ・フロー項目設定
（4）
キャッシュ・フロー科目属性登録
■会計帳票
（1）
試算表内訳
（1）
科目別内訳表
（2）
部門内訳表
（3）
補助科目内訳表
（4）
摘要内訳表
（2）
残高集計
（1）
部門集計表
（2）
補助科目集計表
（3）
摘要集計表
（3）
資金繰
（1）
資金繰実績表
（2）
資金繰明細表

（4）総支給額受入
（5）社員対応コード入力

■工事帳票
（1）
工事台帳
（2）
工事別管理表
（1）
工事別原価報告書
（2）
工事原価集計表
（3）
工種別原価報告書
（3）
工事一覧表
（1）
工事一覧表
（2）
発注元別一覧表
（3）
区分別一覧表
（4）
工事別予算実績表
（5）
工事別出来高管理表
（6）
工事別支払管理表
（7）
業者別管理表
（1）
業者台帳
（2）
業者別支払管理表
（3）
業者別支払残高一覧表
（8）
工事責任者別一覧表
（9）
自動振替処理
（1）
完成振替処理
（2）
間接費配賦処理
■消費税管理資料
（1）
消費税申告書
（2）
消費税計算書
（3）
課税売上割合計算書
（4）
税区分別明細表
（5）
税区分集計表
（6）
区分未確定リスト
（7）
課税制度別納税額比較表
（8）
科目別課税対象額集計表
（9）
科目別消費税額分析表

■分析処理
（1）
推移表
（2）
前年同月対比表
（3）
経営分析
（4）
損益分岐点分析

（0）
申告書シミュレーション
（A）
提出用資料印刷
■随時処理
（1）
データコピー処理
（2）
翌年度更新処理
（3）
未成振替処理
（4）
期首振替処理
（5）
汎用データ受入
（1）
汎用仕訳伝票受入
（2）
汎用工事体系受入
（6）
仕訳伝票受入
（7）
仕訳一括転記
（8）
データ一括変更
（1）
伝票日付変更
（2）
伝票No.再付番
（3）
伝票一括削除
（9）
データ修復処理
（0）
伝票入力期間制限
（A）
プログラム更新処理
■オプション
（1）
フォントの指定
（2）
システム設定
（3）履歴一覧
（1）
仕訳伝票履歴一覧
（2）
科目体系履歴一覧
（3）
工事体系履歴一覧
（4）
登録件数情報
■ヘルプ
（1）
目次
（2）
ヘルプの使い方
（3）
バージョン情報

（5）
ABC分析
（6）
構成グラフ
（7）
部門別実績配賦表
（8）
過去データ入力
（9）
通信処理・合算処理

■経営事項審査
（1）
現場別工事種類設定
（2）
経営事項審査項目設定
（3）
経営事項審査試算表
（4）
工事経歴書印刷
（5）
審査結果通知書印刷

収益性・流動性・生産性について分析します。

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。
15
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［拡張機能］
［メニュー］

［分析機能］

■推移表

建設奉行2000

建設奉行2000

拡張機能

分析機能
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勘定奉行2000［Internet Web Solution］

建設奉行2000［LANPACK・新ERP］

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。

LANPACK・新ERP

Internet Web Solution

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

複数人数での伝票入力で作業を分散。
作業効率大幅UP！
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。

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。

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。

勤怠管理システム
連結会計システム

ODAC

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。

ODAC

ワークフロー
システム

ODAC

信頼性

奉行新ERP

●32bitネイティブモード対応による抜群の安定性
●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
●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

顧客情報システム

ODAC

携帯端末

4 顧客情報システム

5 インターネット・携帯端末

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。

●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
●マルチスレッド対応により超高速処理を実現
●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

iDAC

インターネット

iDAC

パフォーマンス

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。

2 フレックス対応勤怠管理システム

1 連結会計システム

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。

ODAC 他システムと奉行シリーズ新ERPのシームレスな

連動を可能にするモジュール

iDAC

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

会社に遠隔地の営業所があって、今まで
小口精算や各伝票の入力データをFDを使っ
て本社に送付して経理処理をしていた時
に、もっと効率化できないかと思ったこと
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。

カスタマイズ対応で、さらに機能拡大!!

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「 建設
奉行2000」LANPACKのセキュリティが統合した
運用性能。

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

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。

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

出力処理

本

伝票

社

消費者

CTI

クライアントマシン

プリンタ
クライアントマシン

Webクライアント

多重ジョブ
同時入力
同時処理

伝票
TA

TA

仕訳伝票入力Webシステム

出面入力Webシステム

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奉行

Webクライアント
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

遠隔地の拠点からブラウザ上で仕訳伝票を入力するだけで、
本社にて一括管理ができます。

工事現場において各作業員の出勤時間、残業時間の勤怠管理をブラウザ上で入力すること
ができます。1人の管理者が複数現場を担当していれば、現場を切り替えるだけで即入力。

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

メモリ

Windows2000Server、
WindowsNTServer4.0（ServicePack4以降）※
Windows2000Professional、
InternetExplorer4.01(ServicePack1以降)が必要※、 WindowsNTWorkstation4.0、
WindowsMe、
Windows98、
Windows95

※これらのソフトウェアは本製品には同梱されていま
せんので別途ご用意ください。
尚、これら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。

Windows2000Server :160MB以上（256MB以上推奨）
32MB以上（96MB以上推奨）
WindowsNTServer4.0: 64MB以上（128MB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。※奉行2000
シリーズはMicrosoft SQL Server 2000がセットアップされた環境での運用はできません。詳しくは
ホームページをご覧ください。

アイキューブ原価管理（Webオプション）
株式会社 アイキューブ
建設会社の現場監督が現場での作業員の管理を日報形式で入力できるWebシ
ステムです。会社と同じ使いやすさを出先で実現。

●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
SQLServer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。
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建設奉行2000

出力帳票

会計帳票

あくまで、美しい。ここまで、速い。

■合計残高試算表

■元帳

■決算報告書

［出力帳票］

多彩な帳票を、必要なときに、見やすく、美しく、スピーディーに出力。
■印刷プレビュー機能
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。
※単票バインダー元帳・仕訳伝票・単票工事台帳への出力はページプリンタが必要です。
■キャッシュ・フロー計算書

■各種帳簿や管理資料も簡単プリントアウト

■補助科目内訳表

元帳や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可能です。

■提出用資料

■資金繰実績表

直接法

建設奉行2000出力帳票サンプル
■単票バインダー元帳（4119）

■単票仕訳伝票（OBC5行）
（4118）

■単票仕訳伝票（OBCコクヨ式）
（4117）

間接法

工事帳票

■工事台帳

■工事一覧表

■業者台帳

■工事別予算実績表

■業者別支払残高一覧表

■単票工事台帳（4221）B4タイプ

OBC
オリジナル
サプライ
なら安心

■業者別支払管理表
■工事別支払管理表

■単票工事台帳（4120）A4タイプ

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、その他工業所有権の侵害と
なりますのでご注意ください 。注）
●詳細は
「奉行サプ
ライ」
カタログをご覧ください。
品番

用品

サイズ（インチ）

入数

A4タテ

700（2,100片）

A4タテ

700（2,100片）

A4タテ

1,000

4118 単票仕訳伝票（OBC5行）
4117 単票仕訳伝票（OBCコクヨ式）
4119 単票バインダー元帳
4120 単票工事台帳

A4ヨコ

1,000

4221 単票工事台帳

B4ヨコ

1,000

■工事別原価報告書
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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

『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。

ソリューション製品

■「アイキューブ原価管理」と完全連動で、こんなに便利。

『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。

●税制諸法規等改正対応
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。

■作業日報を入力するだけで、
必要な原価管理資料がリアルタイムで自動作成。

●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。

「アイキューブ原価管理」は、原価管理のためのカンタン・便利なソフト。作業日報の
入力において、日報そのままのわかりやすい画面に、日々の数字・データを入力するだ
けで原価管理に必要な帳票や自社歩掛のデータが自動的に作成されます。「アイキュー
ブ原価管理」を利用すれば、今までの、請求書が届いてから原価集計をしないと原価が
把握できなかった状態から、日々の日報を入力するだけでリアルタイムに原価を把握す
ることが可能になります。しかも、そのデータを経理の仕訳データとして「建設奉行
2000」にそのまま連動することが可能なので、全社的にデータのやりとりがスムーズ
になり、常に最新のデータに基づいて業務を効率よく正確に進めることができます。作
業日報による日々のデータを原価管理以外にも幅広く有効に活用できます。

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。）

●オンラインサポート
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。

●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。

■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。

●一般サポートセンター
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。

●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

★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

■自社歩掛
自社歩掛を、作業日報に毎日のデ
ータを入力するだけで自動的に作
成。見積書や実行予算書を作成す
る際に不可欠な、自社オリジナル
の歩掛データを提供します。しか
も、日々のデータ蓄積によって、

■作業日報明細書

精度がどんどん増していきます。
■請負工事台帳

アイキューブ原価管理システム

この連動が、
頼もしい！

・日報管理
・実行予算
・工事原価管理表

・歩掛管理
・工事原価
・モバイル連動

・材料元帳
・支払業者台帳

現場端末システム
・現場日誌入力
・出面入力

・データ受入
・データ転送

「建設奉行2000」と
データ連動することができ、

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。

（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。
）

OBCの建設業向け財務会計ソフト

総合的な会計処理までも可能です。

■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〕
）

※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。

仕訳データ転送

「アイキューブ原価管理」は、

ユースウェア

・振替伝票入力
・元帳、試算表、決算書
・工事台帳

・原価報告書予算実績
・出来高管理
・分析処理

■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。

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。

・出面管理

総務経理部

■OBCホームページ

会社でのデータベース共有（EXCEL・ACCESS連携）

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

※「アイキューブ原価管理」は、株式会社アイキューブの商品です。
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