
奉行2000シリーズ�

S O L U T I O N  T E C H N O L O G Y

Microsoft SQL Server 7.0対応でさらに快適。
新世紀の到来を告げる基幹業務システム。

Microsoft SQL Server 7.0対応でさらに快適。
新世紀の到来を告げる基幹業務システム。

販売代理店株式
会社オービックビジネスコンサルタント
URL http：//www.obc.co.jp

先端技術で未来を創る

2000.05

〈東　京〉〒163-0480 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号 TEL.03（3342）1880（代） FAX.03（3342）1874
〈札　幌〉〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F TEL.011（221）8850（代） FAX.011（221）7310 
〈仙　台〉〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F TEL.022（215）7550（代） FAX.022（215）7558
〈高　崎〉〒370-0841 高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F TEL.027（327）8266（代） FAX.027（324）6596
〈大　宮〉〒331-0852 大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F TEL.048（657）3426（代） FAX.048（645）2424
〈横　浜〉〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F TEL.045（322）0922（代） FAX.045（322）3648 
〈静　岡〉〒420-0857 静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F TEL.054（254）5966（代） FAX.054（254）5933
〈金　沢〉〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F TEL.076（265）5411（代） FAX.076（265）7068
〈名古屋〉〒460-0008 名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F TEL.052（204）3350（代） FAX.052（204）3354
〈大　阪〉〒530-0001 大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F TEL.06（6347）7736（代） FAX.06（6347）7731
〈神　戸〉〒650-0036 神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F TEL.078（393）3399（代） FAX.078（326）7655
〈岡　山〉〒700-0907 岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F TEL.086（225）7891（代） FAX.086（225）7897
〈広　島〉〒730-0032 広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F TEL.082（544）2430（代） FAX.082（541）2431
〈福　岡〉〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F TEL.092（413）1271（代） FAX.092（413）1266
〈鹿児島〉〒892-0846 鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F TEL.099（227）2210（代） 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。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

奉行2000
シリーズ

SQL追加クライアントライセンス　１クライアントあたり　¥30,000
※申告奉行[法人税・地方税編]を除く

勘定奉行2000・給与奉行2000・商奉行2000・蔵奉行2000
LANPACK forWindowsNT(共通価格表)

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

【TYPE A】
3クライアント ………680,000円
5クライアント ………880,000円
10クライアント …1,080,000円
20クライアント …1,380,000円

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

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

奉行2000LANPACKシリーズ価格表

建設奉行2000LANPACK forWindowsNT

【TYPE B】
3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 …1,280,000円
20クライアント …1,580,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

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

with SQL7.0

就業奉行2000LANPACK forWindowsNT

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

3クライアント ………680,000円
5クライアント ………880,000円
10クライアント …1,080,000円
20クライアント …1,380,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

3クライアント ………840,000円
5クライアント ……1,080,000円
10クライアント …1,380,000円
20クライアント …1,880,000円

with SQL7.0

償却奉行2000LANPACK forWindowsNT

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

3クライアント ………448,000円
5クライアント ………568,000円
10クライアント ……688,000円
20クライアント ……868,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

3クライアント ………608,000円
5クライアント ………768,000円
10クライアント ……988,000円
20クライアント …1,368,000円

with SQL7.0

申告奉行2000[内訳書・概況書編]・法定調書奉行2000
LANPACK forWindowsNT(共通価格表)

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

3クライアント ………280,000円
5クライアント ………380,000円
10クライアント ……480,000円
20クライアント ……580,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

3クライアント ………440,000円
5クライアント ………580,000円
10クライアント ……780,000円
20クライアント …1,080,000円

with SQL7.0

申告奉行2000[法人税・地方税編]
LANPACK forWindowsNT

LANPACK
3クライアント ………680,000円
5クライアント ………880,000円
10クライアント …1,080,000円
20クライアント …1,380,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

【TYPE A】
3クライアント ………840,000円
5クライアント ……1,080,000円
10クライアント …1,380,000円
20クライアント …1,880,000円

with SQL7.0

2つのソフトがセットになってさらにリーズナブル。
商・蔵奉行2000LANPACK forWindowsNT(セット価格表)

LANPACK SQL7.0
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

【TYPE A】
3クライアント ……1,080,000円
5クライアント ……1,480,000円
10クライアント …1,880,000円
20クライアント …2,480,000円

LANPACK 
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACK
※同数のクライアントライセンス付き

【TYPE A】
3クライアント ……1,240,000円
5クライアント ……1,680,000円
10クライアント …2,180,000円
20クライアント …2,980,000円

with SQL7.0

【TYPE B】
3クライアント ……1,040,000円
5クライアント ……1,280,000円
10クライアント …1,580,000円
20クライアント …2,080,000円

TYPE BはTYPE Aの機能を更に充実させたシステムです。
勘定奉行2000LANPACK TYPE B 【TYPE A】＋申告奉行2000[内訳書・概況書編]LANPACK

給与奉行2000LANPACK TYPE B 【TYPE A】＋法定調書奉行2000LANPACK

商奉行2000LANPACK TYPE B 【TYPE A】＋EB処理＋分散ProSuperキット

蔵奉行2000LANPACK TYPE B 【TYPE A】＋分散ProSuperキット

【TYPE B】
3クライアント ……1,280,000円
5クライアント ……1,680,000円
10クライアント …2,080,000円
20クライアント …2,680,000円

【TYPE B】
3クライアント ……1,440,000円
5クライアント ……1,880,000円
10クライアント …2,380,000円
20クライアント …3,180,000円

■機器構成 ※快適に御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並べ替え順は「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ください。※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。

本体

OS

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）
※NEC PC-9821・9801シリーズでの運用はできません。

Pentium133MHz以上を搭載した
Windows2000Professional、
WindowsNTWorkstation4.0または
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。

Windows2000Server、
WindowsNTServer4.0（ServicePack4以降）※、
InternetExplorer4.01(ServicePack1以降)が必要※、
※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。

Windows2000Professional、
WindowsNTWorkstation4.0、
Windows98、Windows95

32MB以上（96MB以上推奨）メモリ

対応ネットワーク

Windows2000Server : 160MB以上（256MB以上推奨）
WindowsNTServer4.0 : 64MB以上 （128MB以上推奨）

Windows2000/98/95/NTに組み込まれるネットワーク Windows2000/98/95/NTに組み込まれるネットワーク

分散ProSuperキット…分散伝票コピーおよび分散マスター受入の際に、ローカル・インターネット・
RAS経由のいずれかを選択できます。これにより、作成した伝票をネットワーク
経由で送り出せます。

例

商奉行2000
LANPACK
SQL7.0

【TYPE A】
3クライアント
680,000円

蔵奉行2000
LANPACK
SQL7.0

【TYPE A】
3クライアント
680,000円

+ = 1,360,000円

商・蔵奉行2000
●セット価格

1,080,000円

LANPACK SQL7.0 TYPE A・3クライアントをお求めの場合
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15,000社以上の導入実績、業界初Microsoft BackOffice認定、

業務ソリューション分野におけるMicrosoft SQL Serverライセンス出荷数世界No.1※など、

名実ともに基幹業務システムにおける業界スタンダードの確固たる地位を確立してきた｢奉行シリーズLANPACK｣。

販売管理から仕入・在庫管理、財務会計、給与計算、税務申告など、

企業の基幹業務をパーフェクトにサポートします。

※IDC提供のリソースデータベースと当社出荷ライセンス数との比較による実績

1

100％日本開発の
統合型基幹業務パッケージ。

｢奉行シリーズ｣は、日本の企業のために

（株）オービックビジネスコンサルタントが

開発した統合型業務パッケージソフトです。

営業、経理、給与など、企業の基幹業務を

幅広くサポート。

データベースに
Microsoft SQL Server 7.0を採用。

データベースには、強力なデータウェアハウジング

機能を標準搭載した柔軟でスケーラブルな次世代ア

ーキテクチャMicrosoft SQL Server 7.0を採用。

アプリケーションに最適な環境でデータベースがイ

ンストールされる統合インストールも実現し、

TCOの削減に効果を発揮します。

各種EBシステムとの
シームレスな連動機能を搭載。

OBCのEB（エレクトロニック・バンキング）

システム「OFFICE BANK」とのシームレスな

連動機能を搭載し、銀行への入出金業務の自

動化をサポート。また、ANSERシステムな

ど各種EBシステムに幅広く対応しています。

対応EBシステム、金融機関については最寄りの事業所までお問い合わせください。

WindowsNTの機能で
分散システムを構築。

LAN構築はもちろん、WAN構築におけるリ

モートアクセスの高速化や信頼性の高いデー

タ管理を実現。WindowsNTと｢奉行2000

シリーズ｣の統合セキュリティにより、堅固

な情報システム構築を容易に提供します。

Microsoft BackOffice
ロゴ取得、国内第1号。

Microsoft BackOfficeとの融合により、

高いレベルでの信頼性、セキュリティを実

現。WindowsNTにログオンすることで

｢奉行2000 LANPACKシリーズ｣の利用

権限が自動的に割り当てられます。

データベース資源の戦略活用と
基幹業務の信頼性を確立。

｢奉行2000 LANPACKシリーズ｣は、信頼性の高

いビジネス・プロセスのベスト・ソリューションを

実現する理想的な統合型基幹業務システムです。

自由でオープンな環境により、EUC（End User

Computing）を積極的に推進。生産性向上やデータ

ベース資源の戦略活用をパワフルに支援します。

先進ITや社会インフラの変化に
迅速に対応したバージョンアップ。

｢奉行シリーズ｣はすべて、アーキテクチャ

やOSの進化はもちろん、税制改正などの社

会インフラの変化にも敏感に対応。つねに

最新で最適な使用環境を提供するための製

品バージョンアップをお約束します。

2
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1.ドメインにユーザーアカウントを登録総合セキュリティによりユーザーの
システム環境を標準化でき、異なる
マシンからネットワークにログオン
しても、いつもと同じデスクトップ
環境で作業することができます。
ログオンで認証を受けることにより、
WindowsNTセキュリティと同時に
｢奉行2000LANPACKシリーズ｣の
利用権限が自動的に割り当てられま
す。また、2重・3重のセキュリティは、
外部への情報漏れを防ぎ、外部から
の不法侵入をシャットアウト。すべ
て統合セキュリティだからこそ可能
です。さらに、複数ドメインの管理
も可能。LANとまったく同じ感覚で
ネットワーク機能を活用できます。

3.利用者権限設定
入力専用の担当者、入力は行えず資料の確認
のみ行える担当者等、メニュー別・処理別
に細かく設定可能です。また、管理会社別
にデータアクセス権の設定が可能です。

一元
管理

クライアントマシン

同時入力
業務担当者

伝票

Local Area
Network

財務会計

給与計算

就業管理

販売管理

仕入管理

建設業会計

ここまでオープン、どこまで自在。
最先端のネットワーク・ソリューション環境を提供します。
奉行2000 LANPACKシリーズによる統合型基幹業務システムなら、

限りなくオープンで自由なクライアント/サーバ型分散処理環境を実現。

SQL Server＋WindowsNTによる圧倒のパフォーマンスと信頼性、

マルチスレッド＆マルチCPUなど先端技術による超高速処理、

さらに強固で安心の統合セキュリティなどなど。理想のネットワーク環境を提供し、

LANはもちろんRAS、さらに遠隔地の支店・営業所を結んだWANまで、自在に発展します。

頼れる信頼性。

●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動作し、
他のアプリケーションのクラッシュから保護。

圧倒のパフォーマンス。

●本格的クライアント/サーバ型分散処理による、
UNIXやオフコンを凌駕するパフォーマンス。

●マルチスレッド対応により
超高速処理を実現。

●プリエンプティブマルチタスクにより
複数のアプリケーションを同時実行可能。

●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。

安心の統合セキュリティ。

●WindowsNTのセキュリティと
｢奉行2000 LANPACKシリーズ｣の
セキュリティの統合により、
堅固なシステム構築を容易に提供。

ハードディスク

データ

3

2.利用者権限
コントロール

WindowsNTで登録したユーザー
アカウントが表示され、あとは
実行できる処理を設定するのみ
です。

5.履歴管理機能
追加・修正データの追跡ができます。主要伝票について登録・変更・修正した履歴（入力日・入力
担当者）を画面及びプリンターに出力できます。※上図は勘定奉行の画面です。

※勘定奉行の画面です。

データ転送
（公衆回線）

モデム

分散処理キット

RAS Server

ルーター

T A

営業所

Remote Access Service

Wide Area Network

クライアントマシン

クライアントマシン

分散処理
業務担当者

モデム

T A

支店

ルーター

4

4.ジョブモニター
システム全体の利用状況を監
視します。担当者別、ジョブ
別、データベース別にウイン
ドウで監視できます。

多重ジョブ同時入力
同時処理
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データ編集機能

奉行2000 LANPACKシリーズのあらゆる帳票を簡単な操作で、他のアプリケーションに貼り付ける
ことができます。

汎用データ受入機能 汎用データ作成機能

奉行2000 LANPACKシリーズは、キーボードで
の入力以外にテキストデータでのデータ受入れを
サポート。他のアプリケーションとの組み合わせが
自由に行えます。

奉行2000 LANPACKシリーズのあらゆる帳票の
データをテキストファイルとして作成することが可能。
データを多角的に有効活用することが可能です。

オープン思想により
生まれたデータ編集機能。

奉行2000 LANPACKシリーズは、蓄積されたデータをより有効に利用するために、
オープンなデータのやりとりを実現しています。そのため、アプリケーション間で
の多彩なデータ交換が可能です。

豊富なラインナップがすべて連動し、理想の統合環境を実現。
あらゆる企業の戦略課題に最適解を提供します。
販売仕入はもちろん、財務会計、さらに給与計算、税務申告など。

奉行2000 LANPACKシリーズは、それぞれの企業の業務処理の流れに合わせて

豊富なラインナップから自在に組み合わせが可能。

ひとつひとつのパッケージが高次元の完成度を発揮しながら、すぐれたデータ連動機能を達成。

さらに膨大な納入実績を通じてお客様の声を徹底追求し、

あらゆる企業の戦略課題に最適解を導く理想の統合環境を提供します。

奉行シリーズが、会計処理から税務申告処理まで、シームレスな連動が
理想的な基幹業務システムの構築を実現します。

クライアントOSは、Windows98/95/NTにトリプル対応。

キーボード上のファンクションキーでジョブ切り替えを可能にした、
OBC独創のWindowsファンクション機能を搭載。

WindowsならではのGUI環境を最大限に活かした、
抜群の操作性と快適性を実現。

Win32APIによるプリエンプティブマルチタスクを実現。
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タイムレコーダ

・勤怠データ打刻

就業奉行

・就業管理

・タイムレコーダ読込

・タイムカード入力

・就業日報　週報・月報

・未打刻一覧表

EBシステムともシームレスに連動。
OBCのEB（エレクトロニック・バンキング）システム「OFFICE BANK」との
のシームレスな連動機能を搭載。経理業務や資金管理を一気に
効率化でき、ビジネスをよりタイムリーにスピーディに変革します。
※対応EBシステム、金融機関については、最寄の事業所までお問い合わせください。
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法定調書奉行

・法定調書作成

給与奉行

・給与計算

・賞与計算

・社会保険計算

・年末調整

蔵奉行

・仕入管理

・買掛管理

・支払管理

・在庫管理

商奉行

・売上管理

・売掛管理

・請求処理

・入金管理

申告奉行［内訳書・概況書編］

・内訳書作成 ・概況書作成

申告奉行［法人税・地方税編］

・法人税申告・地方税申告

償却奉行

・減価償却計算 ・別表作成
・固定資産管理 ・リース資産管理　

建設奉行

・会計処理

・工事管理

・消費税管理

・出面管理

・経営事項審査シュミレーション

勘定奉行

・会計処理

・元帳発行

・決算書作成

・消費税管理

・経営分析
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各種帳票の形式が自由に選べる
マルチ入力機能。

たとえば仕訳伝票形式は、OBC形式だけでな
くコクヨ形式からも選択可能。ユーザーの好
みに合わせて入力環境が自由に設定できます。

明細データの追跡調査に威力を
発揮するスーパー追跡ズーム機能。

伝票検索処理を経由せずに、みたい科目を直接
マウスでクリックすると、試算表ウィンドウ
→元帳ウィンドウ→仕訳ウィンドウのように
次々にデータをさかのぼり参照することが可
能。もちろんその場で仕訳の追加・修正・削
除も行えます。

決算報告書形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・２期比較と多彩に取
り揃え、もちろん中間決算にも対応可能です。

決算報告書形式は自由に選択可能。

データ分析・活用も、お任せください。企業戦
略に必要な資料を、豊富に自動作成。もちろん、
消費税にも完全マルチ対応です。

財務会計ソフト

勘定奉行2000 LANPACK
あらゆる企業のあらゆる業務に
ジャストフィット。
高性能と快適性を
高次元で融合しました。
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タイムレコーダー�
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償却奉行�

蔵奉行� 商奉行�

法人税�
地方税�

内訳書�
概況書�

※国際会計基準対応版は現在開発中です。

処理スペック

管理可能会社数 最大1,000社

総勘定科目数 最大1,000科目

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 数字1～4桁のフリーコード

仕訳件数 無制限（HDDの空き容量まで）

1伝票あたりの仕訳行数 35行

自動仕訳 無制限（HDDの空き容量まで）

固定摘要数 999

固定摘要コード 3桁

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

仕訳伝票入力（OBC形式・コクヨ形式）、

入力方法 仕訳帳入力、現金出納帳入力、

預金出納帳入力、元帳入力

1仕訳あたりの摘要文字数 全角20文字

1会計期間あたりの管理月数 最大14ヶ月（中間決算、決算整理月含）

決算報告書 勘定式・報告式・二期間比較

仕訳伝票

元帳問い合わせ

損益分岐点分析

合計残高試算表

月次推移表

申告書シュミレーション

ABC分析

経営分析

構成グラフ 8
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誰でもカンタン、スムースで
スピーディな入力環境を実現。

給与明細書そのままの画面で入力できる給与
明細書リアルイメージ入力を基本として、短
縮入力項目以外のデータがマスキングされ金
額が表示されない覆面入力、あらかじめ設定
した変動項目のみの入力が可能な短縮入力、
表計算のイメージで縦横自由に連続入力が可
能な項目別連続一括入力・一括短縮入力が可
能なマルチ入力を搭載しました。

部門別給与体系を999種類登録可能。
異なる給与体系も同時処理。

給与項目属性登録や、計算式設定、
フレキシブル支払方法など、
体系もきめ細かく設定可能。

毎月の変動項目を入力するだけの短縮入力や、
データ入力中でも社員マスターの
項目変更が可能な
フレックスマスター機能搭載。

給与処理、賞与処理、社会保険計算、
年末調整計算まで、
給与に関わる流れを一貫して処理。

EBシステムとシームレスな連動

「給与奉行」で作成した、ファームバンキング
対応データをエレクトロニックバンキング
(EB)システムより金融機関へ、直接送信が
可能です。

給与計算ソフト

処理スペック

管理可能会社数および処理人数 最大1,000社（1社9,999人まで管理可能） 社員コード数字6桁

処理回数 給与：1月～12月　賞与：年6回

給与区分 日給、月給、時間給、日給+時間給

所属名登録 部門　999件、部課　999件（共にコード数字3桁）

全国の主要銀行名を網羅 約2,800件登録済（最大9,999件、コード数字4桁）

銀行名登録 全国の主要銀行支店名を網羅 約45,300件登録済（最大50,000件、コード数字3桁）

会社振込元銀行　10件

市町村名登録 全国の主要市町村名を網羅 約3,900件登録済

給与体系
999種類（コード数字3桁）給与体系を使用することによって、部門ごとに残業割増率、
項目名、項目属性等が設定できるようになります。

給与支給項目 20+内訳10項目　内訳項目は、残業手当6項目、減額金3項目、課税通勤手当です。

給与控除項目 20項目 健康保険料、厚生年金保険、厚生年金基金、雇用保険料、所得税、住民税を含みます。

賞与支給項目 10項目

賞与控除項目 10項目 健康保険料、厚生年金保険、雇用保険料、所得税を含みます。

金額最大桁 明細書：8桁（1億円未満）資料：12桁（1兆円未満）

会社データ合算 合算コードを使用して、複数会社の手当、控除項目の金額を合算することができます。

通勤費 毎月、3ヶ月、6ヶ月、毎日単位支払 一括、月割 選択可（3ヶ月、6ヶ月の場合のみ）

郵便番号辞書 全国の郵便番号を網羅

項目内計算 計算項目を固定項目以外の任意の場所に設定可能　項目内で回数、時間を含めた四則演算が可能

支払い方法
全額現金支給、全額振込、固定振込、固定現金支給、端数振込、端数現金支給、端数翌月繰越などに対応。
給与、賞与共に1人銀行2口座振込指定が可能

所得税 甲欄、乙欄、報酬、税計算不要を個人別に設定可能

残業手当計算
6種類の個人別単価設定と残業割増率6段階設定の組合せによりきめ細かな設定が可能。
基準内手当計算を設定することにより毎月の6種類の単価を自動計算します。

欠勤・遅早単価 個人別に単価設定が可能。割増率との組合せ及び基準内計算により単価を自動計算させることも可能

健康保険特別保険料 賞与の健康保険特別保険料を自動計算

保険料 厚生年金保険特別保険料 賞与の厚生年金保険特別保険料を自動計算

雇 　 用 　 保 　 険 A欄（一般事業）、B欄（特掲事業）、一率計算が可能

課税・非課税手当 給与18項目、賞与10項目以内で自由に設定可能

社会保険計算 算定基礎、月額変更の計算及び法定届出書作成

有給休暇管理 残日数自動計算、前年度有休残繰越処理及び勤怠締月の管理が可能

休職・退職管理 休職・退職、復職処理が可能

端数処理 基本給、残業手当、減額金、計算式の計算結果をそれぞれ切上げ、切捨て、四捨五入の選択が可能

入力方法
給与明細書入力（リアルイメージ入力）、短縮入力（項目固定短縮入力）、項目別一括入力
（一括短縮入力、前月データコピー機能付）、覆面入力

ファームバンキング対応
給与・賞与：全銀協指定フォーマットで銀行振込用F.B対応データを作成（郵便貯金にも対応）
住 民 税：地銀協指定フォーマットで銀行振込用F.B対応データを作成

汎用データ作成 給与、賞与、年調、社保、社員マスターデータをTEXTデータ（3種類）にてHD／FDへ転送が可能

汎用データ受入 当社指定フォーマットで作成されたデータの受入

会計データ作成
計算結果を会計データ（仕訳データ）としてHD／FDへ転送が可能
※詳細はカタログにてご確認ください。

年末調整計算 給与年調、賞与年調、単独年調

タイムカードそのままの
リアルイメージ入力。

データを入力する時の画面は、タイムカードの
イメージをそのまま画面に再現したリアルイ
メージ入力になっています。手書き処理から
の移行にも違和感がなく、操作性も簡潔です。

タイムレコーダーとの
高度な連動機能を搭載。

OBCオリジナル・タイムレコーダにより、データ
の完全連動を実現。タイムレコーダに打刻され
た出退勤データを直接読み込み、勤怠データ
を自動集計。管理業務の飛躍的な効率化につ
ながり、しかも集計ミスもありません。

複雑な勤務体系にも
就業時間や残業時間を
細かく設定でき、
さらに1ヶ月のカレンダーに
1日ごとの勤務体系を自由に登録可能。
さらに、フレックスタイムにも柔軟に
対応できます。

出勤時間や残業・遅早時間などを
リアルタイムに集計し、
日報・週報・月報なども自動作成。

モデムを利用して遠隔地の
OBCタイムレコーダから
直接データを読み込み、
一括管理が可能。
勤怠管理業務の一元化・効率化を実現。

就業管理ソフト

処理スペック

社員登録人数 最大9,999人

管理可能会社件数 最大1,000件

所属登録件数
部門999件、部課999件

(部課の最大登録件数は、各部門に登録した部課の合計件数）

給与体系 999種類（コード数字3桁）

残業時間項目数 6項目（1つの給与体系に6種類の残業項目が設定可能）

勤務体系登録件数 99件（コード数字2桁）

カレンダー登録件数 9,999件

会社休日登録 祝祭日　20件　　会社休日　20件

通信先電話番号登録件数 99件

郵便番号辞書 全国の郵便番号を網羅

休職・退職管理 休職・退職、復職処理が可能

端数処理 会社単位あるいは勤務体系別の端数処理が可能

タイムレコーダ連動※
タイムレコーダからの勤怠データをそのまま読み
込み、自動連動、自動計算処理が可能

タイムレコーダ複数台数接続 最大　31台（OTX-30），8台（OMX-10）

入力機能
タイムカード入力、就業日報入力、就業週報
入力、就業月報入力、未打刻入力

社員マスターデータ、日次就業データ、月次勤怠
汎用データ作成 データをTEXTデータ（3種類）にてHD/FDへ

転送が可能

汎用データ受入 当社指定フォーマットで作成されたデータの受入

タイムカード、就業日報、就業週報、就業月報、
就業管理用帳票 未打刻一覧表、事由一覧表など豊富な管理資料を

作成し画面にも表示が可能

事由区分
16件（通常、特休、有休、前休、後休、直行、直帰、
直行直帰、出張、遅延、欠勤、予備1～予備5）

打刻回数 出勤・退出・外出・再入の1日4打刻まで対応可能

就業データ保存期間 1年分＋前年12月

※タイムレコーダ連動にはOBCタイムレコーダが必要となります。

明細書入力画面

一括入力

社会保険（算定基礎）入力画面

支給控除項目一覧表

源泉徴収票入力画面

項目別一覧表

タイムカード入力

未打刻一覧表

勤務体系登録

給与奉行2000 LANPACK
すべての企業の多様な給与体系に
パーフェクト対応。理想のインターフェイスと
独創機能を搭載しました。

就業奉行2000 LANPACK
雑な勤務体系にも柔軟に対応。
タイムレコーダ連動で、
さらに正確・スピーディーな処理を実現します。

9 10

タイムレコーダー�

建設奉行� 勘定奉行�

就業奉行� 給与奉行�

法定調書奉行�

申告奉行［　　　］�

償却奉行�

蔵奉行� 商奉行�

法人税�
地方税�

申告奉行［　　　］�内訳書�
概況書�

タイムレコーダー�

建設奉行� 勘定奉行�

就業奉行� 給与奉行�

法定調書奉行�

申告奉行［　　　］�

償却奉行�

蔵奉行� 商奉行�

法人税�
地方税�

申告奉行［　　　］�内訳書�
概況書�

00.6 lan  00.6.12  12:23 PM  ページ6



請求書の発行も締日単位はもちろん、
日付単位など適切な条件で
リアルタイムに発行可能。

売上伝票、入金伝票、受注伝票等は
すべてリアルタイムに反映、
しかも更新処理なしで連続運用可能。

納品書、請求書、
送り状のフォーム設計が自由に行える
オリジナルフォーム機能搭載。

伝票から伝票へ
データを自動転送するリレー入力。

見積書から受注伝票へ、さらに売上伝票へ。
見積No.や受注No.を入力するだけでデータ
を自動転送します。

データの追跡調査に威力を発揮する
スーパーズーム機能。

元帳／請求書処理中に取引明細が気になった
ら、売上伝票／入金伝票に即座に戻り、ダイレ
クトに修正／削除が可能です。

手書きイメージそのままの
リアルイメージ入力。

手書き処理からコンピュータ処理へのスムー
ズな移行を実現します。

EBシステムとシームレスな連動

EBシステムをセットアップしている場合には、
通信モジュールを使用して、仕入先への銀行
振込や金融機関からの受信データを商奉行の
入金伝票として受入れることが可能です。

販売管理ソフト

処理スペック

管理可能会社 最大1,000社

得意先 無制限（HDDの空き容量まで）

商品 無制限（HDDの空き容量まで）

構成商品件数、階層数

（セット商品、部品展開）
最大1階層99件、階層数無制限、登録件数無制限

担当者 最大9,999件

得意先区分1・2・3 最大9,999件

商品区分1・2・3 最大9,999件

担当者区分 最大9,999件

摘要 最大9,999件

信販会社件数 最大9,999件

契約書件数 無制限（HDDの空き容量まで）

差出し名件数 最大99件

売上伝票 無制限（HDDの空き容量まで）

受注伝票・見積書 最大999,999件

入金伝票 無制限（HDDの空き容量まで）

クレジット販売件数 無制限（HDDの空き容量まで）

伝票番号 6桁（月次、年次、手入力、システム付番）

得意先コード 英・数・カナ4～13桁

商品コード 英・数・カナ4～13桁

担当者コード 数字4桁

得意先名 漢字16文字＋14文字（半角混在可能）

商品名 漢字18文字（半角混在可能）

担当者名 漢字15文字（半角混在可能）

摘要文字数 漢字15文字（半角混在可能）

入数 4桁

箱数 5桁

数量 整数4小数3～整数8桁

単価 整数6小数2～整数9桁

金額 整数9桁（1伝票100億円未満、月商1,000億円未満）

伝票入力行数 99行（見積、受注、売上伝票）

伝票入力行数 15行（入金伝票）

請求処理

売上

入金

見積

受注

前年同月対比
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商奉行2000 LANPACK
さまざまな規模の
多種多様な業務・販売形態に最適対応。
思いのままの販売管理が実現します。

商品在庫を最大9,999倉庫別に管理。
委託在庫をはじめ仮入荷、預り品、
仮出荷管理も可能。

実在庫、死蔵品、過剰在庫など在庫を
きめ細かく多角的に管理可能。

仕入伝票、支払伝票等が
リアルタイムに反映。
更新なしで仕入先元帳、
買掛金残高一覧表など等を即座に
確認可能。

伝票から伝票へ
データを自動転送するリレー入力。

発注No.を入力するだけで、発注伝票のデータ
を仕入伝票へ自動転送します。発注残の消し
込みも自動処理します。

データの追跡調査に威力を発揮する
スーパーズーム機能。

仕入先元帳／支払明細書から仕入伝票／支払
伝票へ。商品受払帳から入出荷／仮出荷伝票
へ。明細の確認・修正をダイレクトに実行し
ます。

手書きイメージそのままの
リアルイメージ入力。

手書き処理からコンピュータ処理へのスムーズ
な移行を実現します。

EBシステムでシームレスな連動

EBシステムをセットアップしている場合には、
通信モジュールを利用しての送信も可能。シー
ムレスな連動を実現し、銀行の窓口にいく手間
を省けます。

仕入・在庫管理ソフト

処理スペック

管理可能会社 最大1,000社

得意先 無制限（HDDの空き容量まで）

仕入先 無制限（HDDの空き容量まで）

商品 無制限（HDDの空き容量まで）

構成商品件数、階層数
（セット商品、部品展開）

最大1階層99件、階層数無制限、登録件数無制限

担当者 最大9,999件

得意先区分1・2・3 最大9,999件

仕入先区分1・2・3 最大9,999件

商品区分1・2・3 最大9,999件

担当者区分 最大9,999件

摘要 最大9,999件

倉庫件数 最大9,999件

発注伝票 最大999,999件

仕入・支払伝票 無制限（HDDの空き容量まで）

生産伝票 無制限（HDDの空き容量まで）

伝票番号 6桁（月次、年次、手入力、システム付番）

得意先コード 英・数・カナ4～13桁

仕入先コード 英・数・カナ4～13桁

商品コード 英・数・カナ4～13桁

担当者コード 数字4桁

倉庫コード 数字4桁

得意先名 漢字16文字＋14文字（半角混在可能）

仕入先名 漢字16文字＋14文字（半角混在可能）

商品名 漢字18文字（半角混在可能）

担当者名 漢字15文字（半角混在可能）

倉庫名 漢字15文字（半角混在可能）

摘要文字数 漢字15文字（半角混在可能）

入数 4桁

箱数 5桁

数量 整数4小数3～整数8桁

単価 整数6小数2～整数9桁

金額 整数9桁（1伝票100億円未満、月商1,000億円未満）

伝票入力行数 99行（発注、出荷、仕入伝票）

伝票入力行数 15行（支払伝票）

発注

在庫管理 仕入

支払
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蔵奉行2000 LANPACK
仕入・在庫管理の理想を徹底追及。
戦略的な仕入管理と適正在庫を
パーフェクトに支援します。
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あらゆる償却方法に対応。

定額法・定率法はもちろん、資本的支出・増加償
却・特別償却等あらゆる資産の様々な償却方法
に対応しています。資産明細入力だけで、その
後の減価償却計算に関わる処理をすべて自動処
理します。さらに、償却資産以外の資産も登録
でき、資産管理に関わる複雑な実務にも確実に
対応できます。

余裕をもった処理スペック。

明細は無制限、取扱資産額は１兆円未満まで可能。
さらに超高速処理を実現していますで、大規模
法人の減価償却もゆとりで対応できます。管理
可能会社数1,000社を実現し、複数の顧問先を
抱える会計事務所にも余裕をもって対応。

提出用の償却資産申告書・
法人税申告書の別表十六を自動作成。

法人税申告書の4表（別表十六（一）・別表十六
（二）・別表十六（五）・別表十六（六））と地方税
申告書の3表（償却資産申告書・種類別明細書
（増加資産・全資産用）・種類別明細書（減少資
産用））を各役所及び税務署の配付様式で自動
作成しますので、そのまま提出することもで
きます。また、個人用の提出帳票として、青色
申告決算書の減価償却費計算書を作成します。

OBCオリジナル｢耐用年数辞書｣搭載。

耐用年数の確認に威力を発揮する、耐用年数
辞書を新たに搭載しました。資産の分類別に
検索でき、迅速な確認を可能としています。
もちろん、償却方法にあわせた償却率に自動
連動していますので、ミスのない正確な減価
償却計算を実現します。

リース資産に対応。

リース資産の管理も、もちろん可能です。

償却額シミュレーション実装。

償却方法の違いによる償却額の予定額を出力
します。また、来期以降5年間のデータも出力
できます。

減価償却ソフト

処理スペック

管理可能会社数 最大1,000社

会計事務所 1事務所

経費 3分類

償却資産 9,999種

資産種類コード 数字4桁

役所件数 999,999件

役所コード 数字6桁

事業所件数 9,999件

事業所コード 数字4桁

部門件数 9,999件

部門コード 数字4桁

資産明細件数 無制限（HDの容量まで）

資産明細コード 10桁（英数カナ混在可能）

資本的支出コード 2桁（英数カナ混在可能）

金額 数字12桁

償却方法
定額法・定率法・任意・非償却・営業権償却・

繰延税法・繰延商法・一括償却

資本的支出 対応する

法人・個人対応 両対応

出力帳票
資産台帳・別表16-1・別表16-2・別表16-5・

別表16-6・償却資産申告書等

償却奉行2000 LANPACK
資産管理から税務申告まで、
あらゆる償却方法に対応。
煩雑な資産処理を安心・快適に処理できます。

資産明細入力

償却資産台帳

リース資産リスト

償却資産申告書
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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。

建設業につきものの仕入先や外注先への支払
管理。｢建設奉行｣なら、日々発注する仕訳を
入力さえしておければ、豊富な資料が出力で
きます。もちろん、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。

出面管理も充実。
｢給与奉行｣への連動可能。

毎日の作業日報の入力を行うことにより、賃
金や法定福利費など1ヶ月の労務費や工事現
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。
また、｢給与奉行｣へのデータ連動が可能です
ので、給与・賞与計算、社会保険計算、年末
調整処理等から出面管理まで、総合的な労務
管理を実現します。

ミス・ロスを削減。
｢自動振替｣機能搭載。

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。

経営事項審査の
シミュレーション機能も実現。

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も用意。工事種類別
完成工事高や経営状況などは入力された振替
伝票から自動で集計します。自社の評点を試
算するだけでなく、評点算出の基礎となる完
成工事高や職員数を自由に変更し、総合評点
のシミュレーションを行うことにより、改善
すべき点を把握することが容易になります。

建設業向け財務会計ソフト

処理スペック

管理可能会社数 最大1,000社

総勘定科目数 最大9,999科目（3桁設定の場合999科目）

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 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9,999

部門コード 数字1～4桁のフリーコード

現場数 100億未満

現場コード 英数カナ8桁＋数字2桁

工種数 最大9,999

工種コード 英数カナ1～4桁のフリーコード

業者数 最大9,999

業者コード 英数カナ1～8桁のフリーコード

社員数 最大9,999

社員コード 数字1～6桁のフリーコード

仕訳件数 無制限（HDDの空き容量まで）

1伝票あたりの仕訳件数 55行

自動仕訳 無制限（HDDの空き容量まで）

固定摘要数 999

固定摘要コード 数字1～3桁のフリーコード

金額
仕訳別 -100億～1,000億未満（12桁未満）

科目別 -1,000億～1兆未満（13桁未満）

入力方法 仕訳伝票入力（OBC形式・コクヨ形式）

1仕訳あたりの摘要文字数 全角20文字

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）

決算報告書 勘定式・報告式・二期間比較

建設奉行2000 LANPACK
工事別管理資料から業者別支払管理まで
パーフェクト対応。
工事別の原価をリアルタイムに把握できます。

仕訳入力

工事台帳 発注元別一覧表

完成振替

経営事項審査
シュミレーション
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法人税申告書添付書類の作成業務を
省力化。

税務署で用意されている勘定科目内訳明細書
16種類に加え、任意の科目が設定可能なそ
の他の科目の内訳書5種類、および法人事業
概況説明書を作成することができ、決算処理
にともなう内訳書・概況書の作成業務を一気
に効率化。「申告奉行[法人税・地方税編]と
併用することにより、法人税申告書から添付
資料まで一貫して作成することが可能。また、
次年度からは翌年度更新処理により、毎年変
わらない項目のデータを有効活用することが
できます。

帳票はすべてレーザープリンタで印刷。
KSKにも対応。

帳票はすべて、レーザープリンタで白紙単票
にコピー感覚で印刷。出力された帳票は税務
署の様式に準拠しており、そのまま提出する
ことが可能です。また、概況書については、
KSK（国税総合管理）システム試行署の
OCR用紙に直接印刷が可能で、より迅速な
提出をサポートします。

内訳書・概況書と
同一イメージのリアルイメージ入力。

データを入力する処理画面は、内訳書・概況書
をそのまま再現。手書き処理からコンピュー
タ処理への移行も違和感がなく、操作性も簡
潔です。

内訳書の並べ替えや小計出力など
多彩な編集機能。

主要項目による明細順序の並べ替えをはじめ、
主要項目ごとの小計出力、個別記入条件に該
当しない明細の一括など、多彩な編集機能を
搭載しています。

奉行シリーズとのデータ連動機能。

「勘定奉行」や「建設奉行」で作成た補助科目
内訳表データや、「商・蔵奉行」で作成した売
掛金・買掛金残高一覧表データを受け入れ、
内訳書の自動作成が可能です。

内訳書・概況書作成ソフト

処理スペック

法人登録件数 最大1,000件

帳票
内訳書16種類（＋その他の科目の内訳書5種類）

概況書12業種

製造業・修理業、卸売業、小売業、建設業、

業種
運送業、サービス業（修理業を除く）、料理店業・

飲食店業、旅館業、鉱業・農業・漁業等、金融業・

保険代理業、不動産業、他の分類に属さない業

金額桁数 12桁

内訳書明細件数 1内訳書あたり最大9,999件

主要項目による明細順序の並べ替え

内訳書明細操作 主要項目ごとの小計出力

個別記入条件に該当しない明細の一括

申告奉行2000[内訳書・概況書編]
LANPACK法人税申告書添付資料を

幅広く網羅。
内訳書も概況書も簡単処理で作成できます。

受取手形

棚卸資産

法人事業概況説明書-1
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法人事業概況説明書-2

預貯金等

必要な別表をワイドに網羅。

法人税39表、地方税10表、納付税額一覧表
などの管理帳表4表に対応。法人税・地方税
の申告に必要な帳表をしっかり網羅していま
すので、ほとんどの法人はカバーすることが
できます。

データ連動で効率的に申告書を作成。

別表間で連動する項目のデータはリアルタイム
に自動計算。二重入力の必要がなく、転記漏
れや転記ミスの心配はありません。また、自
動計算された項目のデータは、例外的な別表
の金額を受け入れる場合など必要に応じて上
書き入力することができます。

実務に合わせた手順通りに
画面が切り替わる
ダイレクト入力機能搭載。

企業ごとに異なる帳表の種類を自由に設定可能。
また、実務に合わせた入力手順も自由に設定
可能。設定された帳表は設定された順番通りに
処理画面がダイレクトに移行しますので、申告
データをスムーズに入力することができます。

申告書と同一イメージの処理画面
（リアルイメージ入力）を採用。

申告データを入力する処理画面は、申告書を
そのまま画面に再現したリアルイメージ。手書
き処理からの移行にも違和感がなく、操作性
も簡潔です。また、データ入力による計算結果
を自動的に表示。合計などをリアルタイムに
確認しながら、的確な申告業務を行うことが
できます。

帳表はすべてレーザープリンタで印刷。
KSKにも対応。

帳表はすべて、レーザープリンタで白紙単票に
コピー感覚で印刷。出力された帳表は税務署・
都道府県（統一様式）の様式に準拠しており、
そのまま提出することが可能です。また、別表
については、KSK（国税総合管理）システム試行
署のOCR用紙に直接印刷が可能で、より迅速
な提出をサポートします。

EBシステムとシームレスな連動

各都道府県に納付する道府県民税・事業税及
び、各市町村に納付する市町村税について、
｢OBC EBシステム｣とのシームレスな連動に
より、直接特定の銀行に地方税納付データを送
信することができます。

予定申告に対応。

中間申告の際に、前年度実績による予定申告書
を作成することが可能です。

法人税・地方税申告ソフト

処理スペック

普通法人（一般の医療法人を含む）・

適応法人 人格のない社団等・公益法人等・

協同組合等（特定の協同組合等を含む）

法人登録件数 最大1,000件

分割法人数 999件　※分割基準は従業者数に限ります。

青色/確定・修正・中間　

申告区分 ※中間申告については、仮決算による中間申告と

と前年度実績による予定申告に対応しています。

データ桁数 12桁（所得金額11桁）

帳表 法人税38別表・地方税10様式・管理帳表4表

都道府県コード
都道府県コード及び市町村コードはJISコード

及び市町村コード
を使用し、あらかじめ全国の市町村が登録され

ています。

申告奉行2000[法人税・地方税編]
LANPACK多くの企業の法人税・地方税申告に

フレキシブル対応。
申告業務を飛躍的に効率化します。

別表一（一）

別表四

別表五（一）

EB連動
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タイムレコーダー�

建設奉行� 勘定奉行�

就業奉行� 給与奉行�

法定調書奉行�

申告奉行［　　　］�

償却奉行�

蔵奉行� 商奉行�

法人税�
地方税�

申告奉行［　　　］�内訳書�
概況書�
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個別のカスタマイズで蓄積されたノウハウを最大

限活用し、開発されたプログラムを新たなソリュー

ションとしてパッケージ化。OBCを通して、知的

資産をユーザー企業にひろくフィードバックする

仕組み、それが“新ERP”のソリューションライブ

ラリです。

ユーザー企業にとってはライブラリの中から必要

なものをピックアップすることで、はじめから

カスタマイズするよりも圧倒的な納期の短縮と

コスト削減がはかれ、より完成度の高いシステム

構築が可能になります。

■勘定奉行
連結決算システム／手形管理システム／キャッシュフローマスター／
運送業管理システム／OCR

■給与・就業奉行
人事管理システム／勤怠管理システム／基金対応システム

■■商・蔵奉行
指定伝票発行システム／顧客情報管理システム／手形管理システム／
WEBベース販売管理支援システム／モバイルツールCTI受注システム／
POSシステム／ハンディターミナル在庫・購買（仕入）分析システム

■建設奉行
手形管理システム／原価管理システム／間接費管理システム／統合生産管理システム

これらは、ソリューションライブラリの一例です。

所得税申告ソフト�

年末調整・�
法定調書�
作成ソフト�

内訳書・概況書�
作成ソフト�

法人税・地方税�
申告ソフト�

減価償却�
ソフト�

ソリューション製品�

カスタマイズ�
対応�

財務会計ソフト�
勘定奉行2000新ERP�
�

建設業向け財務会計ソフト�
建設奉行2000新ERP

給与計算ソフト�
給与奉行2000新ERP�
�
就業管理ソフト�
就業奉行2000新ERP

販売管理ソフト�
商奉行2000�
新ERP�
�
仕入・在庫管理ソフト�
蔵奉行2000�
新ERP�
�

さらに、ソリューションライブラリを
利用することにより、

圧倒的な納期の短縮と低コストの導入を実現します。
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“新ERP”がもたらす究極のソリューション。
高度に完成されたパッケージソフトをコアとして、思いのままにカスタマイズ可能。
だから、ユーザー企業の固有のニーズにパーフェクト対応。
しかも驚くほど短納期・低コストでの導入を実現します。
これまでERP導入企業が陥りがちだった本質的な課題。

詳細な業務要求が満たされない、機能が複雑で全容の理解が難しい、

高度な専門知識が必要、しかも導入までの期間が長い、膨大なコストが必要などなど。

“新ERP”は、こうした従来のERPが内包してきた問題点を一気に解消できる画期的な基幹業務システムです。

その秘密は、そのまま導入しても高度に完成された業務別のパッケージソフトを、

それぞれのユーザー企業の状況や要求に合わせてパーツを選択、追加するように自由にカスタマイズできるからこそ。

財務会計や給与計算、就業管理、販売管理から仕入・在庫管理など、

あらゆる企業の基幹業務をトータルに、そしてパーフェクトにサポート。

しかも“新ERP”では、データベースをそれぞれの業務ごとに切り分けて管理でき、

強固なセキュリティを確保しながら、データの自在な共有・連動を実現しています。

これにより、全容の理解や高度な専門知識が必要なく、

導入期間と労力を大幅に短縮・軽減。導入や運営に要するコストも飛躍的に削減できます。

新ERPが実現する、
3つの最先端
ソリューション・コア・テクノロジー。

導入までの労力と時間が極めて少なく、その

変更も容易であること。それが、これからの

ERPに求められる絶対条件である、とOBCは

考えました。そこで新ERPでは、アプリケー

ション部分とデータベース部分を完全に2

層化。パッケージソリューションでは吸収で

きなかったユーザーニーズを、データベース

カスタマイズを可能にすることで解決した、

まさに21世紀型のソリューション・コア・

テクノジーを提供します。

スピーディな導入を実現する
アプリケーションプラットホーム

40万社を超えるユーザー企業を抱える奉行シリーズのパッケージ
ソリューションをコアテクノロジーとして提供。その完成度の高
さがカスタマイズの必要性を最小限にとどめ、ゼロからシステム
構築する場合に比べ、生産性や安全性、そして信頼性の圧倒的な
高さに直結しています。

社会インフラや先進ITの変化に柔軟に対応

データベースは、カスタマイズエリアとコアエリアに完全にセパ
レート化を実現。OBCが提供するカスタマイズルールに基づ
いて開発されたカスタマイズエリアは、コアエリアに対して一
切悪影響を与えることなくパーフェクトに動作します。これによ
り、コアエリアのバージョンアップや税制の改正等が行われた
場合にも、企業のシステム全体がなんの影響も受けることなく、
ほんの数分間のインストールだけで自動的に対応します。

オープンでフリーな
デベロップメントシステム

カスタマイズのための開発環境も極めてオープンでフリー。Visual
Basic○Rはもちろん、Delphi、Microsoft○R Office2000、JavaTM、
Visual C＋＋○Rまで、オープンな環境であれば開発者が手馴れた環境を
そのまま利用できます。特に新ERPでは、高機能を実装するために
Visual C＋＋○Rを利用した伝票の更新モジュールをデベロップメントツー
ルとして提供。伝票そのものを追加システムとして簡単に構築できます。
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