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償却奉行2000

NEW
減価償却ソフト

●Aシステム ……………… 150，
000円
●Superシステム ……… 250，
000円
※記載価格は税抜きの価格です。

償却奉行2000LANPACK forWindowsNT

償却奉行2000LANPACK forWindowsNT with SQL

LANPACK SQL7.0

LANPACK with SQL7.0
●10クライアント ……688,000円
●20クライアント ……868,000円

●3クライアント ……448,000円
●5クライアント ……568,000円

※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

●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

※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

事業所件数

9,999件

会計事務所

1事務所

事業所コード

数字4桁

経費

3分類

部門件数

9,999件

金額

数字12桁

償却方法

償却資産（資産種類）

9,999種

部門コード

定額法・定率法・任意・非償却・営業権償却・
一括償却・繰延（商法）・繰延（税法）

数字4桁

資本的支出

資産種類コード

数字4桁

役所件数

999,999件

対応する

資産明細件数

無制限※

法人・個人対応

両対応

資産明細コード

10桁（英数カナ混在可能）

役所コード

数字6桁

資本的支出コード

2桁（英数カナ混在可能）

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

出力帳票

※データ容量につきましては以下の「データベース」欄をご参照ください。

■適応機種

「償却奉行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。

本体

Pentium166MHz以上を搭載したWindowsNT4.0（ServicePack4以降が必要）
またはWindows98/95が稼動するコンピュータ(PentiumⅡ以上を推奨)

メモリ

Windows98/95 32MB以上(64MB以上を推奨)
WindowsNT4.0 64MB以上(128MB以上を推奨)

ディスプレイ

本体に接続可能で、Windows98/95/NT4.0に対応したディスプレイ

解像度

1024×768以上を推奨

プリンタ

データベース

本製品はデータベースとして、SQLServer7.0と互換のあるMSDE（Microsoft Data
Engine）を採用しています。以下の点をご確認ください。
※Windows98/95をご利用の場合Microsoftネットワーククライアントがインス
トールされている必要があります。※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、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。※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。

Windows98/95/NT4.0で使用可能なプリンタ
(B4対応レーザープリンタ推奨)

日本語変換システム

Windows98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム

OS

Windows98/95, WindowsNT4.0(ServicePack4以上)

マウス

Windows98/95/NT4.0で使用可能なマウス

必要なソフトウェア

ハードディスク
60MB以上必要(データは除く)
InternetExplorer4.01ServicePack1以降
CD-ROMドライブ必須
FDドライブ1台以上必須
※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。 ディスクドライブ
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、
〈ご注意〉※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ください。※快適にご利用い
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。
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Windows98/95/NT4.0は含まれておりません。

■メニュー
Aシステム
■機能

会社選択
会社データ初期化
会社データ削除
会社データ作成
会社データ読込
データ領域変更
会計事務所登録
権限登録
終了

■導入

■管理資料

■申告書

■随時処理

■オプション

会社情報登録
資産種類登録
役所登録
事業所登録
事業所別区分登録
部門登録

資産台帳
償却資産台帳
取得資産台帳
供用資産台帳
除却資産台帳
移動資産台帳
償却済資産台帳
固定資産台帳
予定償却額一覧表
償却額推移表
月次償却額一覧表

法人税
別表16-1
別表16-2
別表16-5
別表16-6
一括償却額一覧表
地方税
償却資産申告書
種類別明細書
所得税
減価償却費計算書
一括償却調整処理

データコピー処理
翌年度更新処理
仕訳伝票作成
汎用データ受入
データ一括削除
データ修復処理
コード変更処理
プログラム更新処理

フォントの指定
システム設定
登録件数情報

■日常処理

資産明細入力
資産明細一括更新
資産明細リスト

サポートサービス

★東
★東
★東
★札
★大

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。
■OBC一般サポートサービスの内容
弊社製品をご購入いただいたお客様が受けられる
サービスです。
●一般サポートセンター
弊社製品をご購入いただいたお客様に、より効果的に製品を
お使いいただくためのサポートサービスです。
サポートセンターのオペレーターが丁寧にお応えいたします。

奉行シリーズに関する商品情報、
フェア・
講習会案内等のさまざまな情報を
FAX情報BOXから取り出せます。

●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

先端技術で未来を創る

○一般サポートセンター
（無償）
○税法等改正対応
（有償）
○ディスク紛失・破損対応
（有償）
○マニュアル紛失対応
（有償）
○バージョンアップ
（有償）
○OBC24時間無人応答アンサーシステム
○OBCFAX情報BOX

株式
会社

京
京
京
幌
阪

1

2

オービックビジネスコンサルタント

目次
ヘルプの使い方
バージョン情報

■リース処理

リース資産入力
リース資産リスト
リース資産台帳
リース料支払一覧表
財務諸表注記作成
■SUPER

通信データ作成
通信データ受入
償却額シミュレーション
資産ラベル印刷

03（5330）8695 勘定シリーズ、償却シリーズ、建設シリーズ
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
03（5330）8770 商シリーズ、蔵シリーズ
011（221）8780 ★仙 台 022（215）8066 ★名古屋 052（222）5959
06（6347）7733 ★広 島 082（544）2460 ★福 岡 092（413）1268

■OBC 24時間無人応答アンサーシステムサポート
OBCアンサーシステムは、自動音声応答装置により回答をお流しいたしますお問い
合わせ回線です。商品に添付されているアンサーシステムコード表内のお問い合わ
せ内容であれば、年中無休・24時間フルサポート体制で受け付けております。

［

FAX付属の電話機（トー
ン信号送出可能なもの）
から、
（03）5330 - 6530に
お電話下さい。

■ヘルプ

Superシステム

］TEL 03（5330）9030

OBC 24時間無人応答
アンサーシステムサポート

音声ガイダンスにしたがって、
最初に「0」
を入力してご希望のBOX番号5桁を入力
してください。
【情報 BOX番号一覧表】
BOX番号：39999 入力例：039999

3

発信音の後にFAXのスタートボ
タンもしくは受信ボタンを押し、
受話器を置いてお待ちください。

4

お 手 元 の
FAXにお届
けします。

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。
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2000.01

資産管理から税務申告まで、
減価償却のあらゆる償却方法に対応する
償却奉行に2000登場。
しかも、Superシステムでは
リース資産もサポート。
本格的減価償却システムの決定版、新登場！
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煩雑な減価償却計算を、カンタン・快速・自動処理。
これが、
「償却奉行2000」の底力。
減価償却のあらゆる償却方法に対応する
「償却奉行2000」なら、
複雑な償却資産を確実に処理。
任せて安心、使って易しい頼もしさ。
減価償却は、こんなにもカンタンになる。

償却奉行2000での流れ
固定資産

S

T

A

R

T

資産明細入力

導入処理

次年度は更新処理のみ

「償却奉行2000」
を

日常処理

管理資料

毎日の業務だから、
入力作業に
さまざまな機能を搭載

煩雑な償却資産申告業務を
スピーディに処理。

稼働するために
必要な導入準備
●会社情報登録
●資産種類登録
●役所登録
●事業所登録
●事業所別区分登録
●部門登録

●各種資産台帳を条件指定したもので
画面表示・印刷

●資産明細入力

【償却資産・取得資産・供用資産・除却資産】

●法人税・地方税・所得税の帳票を
プリントアウト
【別表16-1、16-2、16-5、16-6、償却資産申告書】

Aシステム

新規取得資産
除却資産
移動資産
発生した年のみ入力

資産管理
資産台帳

減価償却の
計算から各種資料を
全て自動処理します。

ベストセラー・ビジネスソフト、奉行シリーズの豊富なノウハウで培われた操作性に、
ＯＢＣならではの独創の機能と高性能を満載した

リース処理

先進の減価償却システム「償却奉行2000」
、登場です。

●リース資産入力
●リース資産台帳
●財務諸表注記作成

抜群の使いやすさに、高性能・余裕のスペックをプラス。
Superシステムでは、リース資産処理までを完全サポート。

Superシステム

B
A事業所
C
償却資産申告書

地方税

償却額
シミュレーション

資産ラベル
印刷

B
A事業所
C
種類別明細書

法人税

資産管理から、税務申告まで。

LAN・WAN

煩雑な減価償却のあらゆる償却方法を安心・快適に処理するなら、

別表16−1

別表16−2

別表16−5

別表16−6

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

やっぱり「償却奉行2000」です。

LAN PACK

あらゆる償却方法に対応

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
「償却奉行2000」ならではの独創機能の数々をご覧ください。

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
に関わる処理を全て自動処理します。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。

余裕を持った処理スペック

万全の固定資産管理を実現

法人・個人の登録件数は合わせて1000社、事業所・部門は1社あたり9999件、

部門別・事業所別に数値が把握できる「資産台帳」各種のほかに、翌期以降5年

資産明細はデータベース容量の許す限り登録できますので、複数の顧問先を抱える

分の償却額が把握できる「予定償却額一覧表」や、過去5年分の償却額の推移が

会計事務所や大規模法人にも十分対応可能です。

確認できる「償却額推移表」、月額の償却額を一覧表示する「月次償却額一覧表」
が作成できますので、全資産の償却状況が随時確認できます。各帳票とも明細

OBCオリジナル耐用年数辞書搭載

表・合計表が選択でき、条件も詳細設定できますので、様々な形式の資料を作成
できます。

耐用年数の確認に威力を発揮する、耐用年数辞書を搭載しました。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。

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布様式
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。

Windowsファンクション

上表示

（特開平8-129471、実用新案登録済第3020226号）

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、使用しているキーボードによ
って「5：5：2」
「4：4：4」に自動判定します。また、
「上表示」
「下表示」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。

汎用データ受入・転送機能
資産明細データ、事業所データ、部門データをテキストファイルとして
取り込み、運用できます。また、入力された資産マスターなどを汎用デー
タとして転送でき、表計算ソフトやデータベースソフトなどで活用すれ
ば独自の管理資料も作成できます。

下表示

仕訳伝票作成機能
「償却奉行2000」で入力した資産明細から「勘定奉行」「建設奉行2000」（Windows版）で受入できる仕訳伝票を作成します。

リース資産もサポート（Superシステム）
通常の資産明細の他、リース資産の管理も可能です。管理資料も台帳、支払予定
一覧表の他、リース会計基準による財務諸表注記の作成も行います。
1

LANPACKへのアップグレード
将来的にLANPACKへアップグレードをお考えのお客様もこの「償却奉行2000」なら安心です。LANPACKに使用している、SQL Server7.0
と互換のあるMSDEをデータベースとして使用していますので、入力したすべてのデータがそのまま利用できます。
2
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償却奉行2000

導 入 処 理

日 常 処 理

管 理 資 料

［導入処理／日常処理／管理資料］

導入したその日から、
すぐに使えるカンタンさ。

毎日、スイスイ。
驚異の快適処理がさらに進化。

導入処理は、いたってカンタン。
ウインドウズの優れたGUI環境と
OBCならではの独創機能の数々が、
真の使いやすさを実現。

毎日、資産明細表そのままの画面に入力するだけ。
あとは「償却奉行2000」がスイスイ自動処理。
あんなに煩わしかった減価償却計算が、
どんどん処理できます。

会社基本情報

特殊なケースのことを考えた機能でどんなときも安心です

管理資料を豊富に用意しました。

商号名、会計期間、住所、申告担当者等、償却資産申告に必要な基本情報を

償却計算は、法人税法・所得税法などに基づき自動計算。特別な状況により

資産明細入力を行うだけで豊富な管理資料を作成します。資産

登録します。また、郵便番号辞書を標準搭載していますので、マスター登録

発生した償却計算などは、必要に応じて自動計算をせずに手入力も可能。発生

台帳は集計の用途に応じて以下の７種類が用意されています。

のスピードアップを図ることができます。

しうるほとんどの特殊なケースに対応していますので、安心して処理できます。

また、出力する際の条件設定も細かく設定できます。

資産種類登録

月次決算で必要な月償却もワンタッチで算出できます。

資産登録に必要な資産科目の登録を、最大9,999件まで可能。全必要項目

年間償却額を月別に按分可能(月次償却に対応)

をすべて一画面で入力可能。

(事業月数による按分、最終償却年の前詰、最終月に全額計上、会計期間前
半で按分、手入力)

事業所登録

企業経営に欠かせない多彩な
資産管理資料も、
設定するだけでＯＫ。
税務申告はもちろん、日々の企業経営に欠かせない
さまざまな資産管理資料も、始めに設定しておけば、
あとは「償却奉行2000」に、おまかせ。
豊富な資産管理資料を自動作成します。

・償却資産台帳 ：当期に償却額のある資産を集計します。
・取得資産台帳 ：当期に取得した資産を集計します。
・供用資産台帳 ：当期に供用した資産を集計します。
・除却資産台帳 ：当期に除却した資産を集計します。
・移動資産台帳 ：当期に移動した資産を集計します。
・償却済資産台帳：償却の終了した資産を集計します。
・固定資産台帳 ：登録されている資産をすべて集計します。

事業所の登録を最大9,999件まで登録可能。事業所単位の資産台帳など、
きめ細かく管理できます。

事業所別資産区分登録
事業所別に登録済みの資産種類の償却区分、償却実施率、残存率、限度率を
設定できますので、事業所が多い企業も安心です。

部門登録
部門数の登録を最大9,999部門まで登録可能。部門単位の資産台帳など、
さらにきめ細かく管理できます。さらに部門が増えたときも簡単に設定でき
ます。

現有資産の確認がリアルタイムに可能です。
各種資産台帳の作成機能により、全ての現有資産の確認がリアルタイムで行うことが可能なので、急いで

資産種類ごとの訂正は一括変更機能で、
らくらく簡単にできます。

いるときなどにも即対応できます。

スーパー追跡ズーム機能を搭載。

資産種類ごとの償却実施率、除却資産の期首簿価除却、有姿除却資産の期首
簿価除却を明細ごとに訂正することなく資産種類ごとに一括変更することが
可能です。

各種明細表より、資産明細入力の画面へジャンプ
が可能です。確認したいデータの追跡調査や明
細の修正などが一発で可能になります。

あらゆる企業のさまざまな償却方法に
ジャストフィットします。
定額法・定率法はもとろん、資本的支出・増加償却・特別償却・一括償却な
ど、あらゆるさまざまな償却方法に対応しています。

細かな資産管理も設定するだけの簡単さです。
事業年度が1年未満の場合や堅固な建物などの償却、償却実施額の千円未満
切捨処理など、きめ細かな資産管理を行いたいときも安心です。

資産の検索はいたって簡単です。
資産明細データの検索も、前期繰越不足資産・当期特別償却資産など限定し
た指定が可能です。

《償却奉行が誇る豊富な管理資料》
償却資産台帳、取得資産台帳、供用資産台帳、除却資産台帳、移動資産台帳、償却済資産台帳、
固定資産台帳、予定償却額一覧表、償却額推移表、月次償却額一覧表

3
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償却奉行2000
［申告書／Superシステム／拡張性能］

申 告 書

Superシステム

多種多様な申告書類をサポートしているのはもちろん、
償却資産申告書・種類別明細書などは全国統一様式を採用。
出力してそのまま申告できます。

Superシステムでは、リース資産管理までをサポート。
企業経営に欠かせない情報が、
リアルタイムで把握できます。

法人税申告書別表も必要な4表をサポート。
さらに、個人事業者の青色申告決算に必要な
減価償却計算書も対応しています。

償却資産申告書・種類別明細書は全国統一様式を採用。
償却資産申告は全国約3,400市
区町村で記載方法が異なります
が、
「償却奉行2000」では全国

Superシステムでは、ファイナンスリース、レンタル、
あるいはオペレーションなどのリース資産の管理までフォロー。
より一層きめ細かな資産管理が実現できます。
償却額シミュレーション機能。

統一様式を採用。自治省がまとめ

法人税申告書別表もサポート。
必要な4表を自動作成します。

た財団法人・地方税務協会が発行

リース資産管理を搭載。

償却方法の違いによる償却額の予

している
『固定資産税（償却資産）

ファイナンスリース、レンタルあるいはオペレーションリースなどのリース

定額を出力します。来期以降5年

申告の手引き』に基づいた仕様

資産の管理を行うことが可能です。リース資産明細入力を行えば、資産台帳、

間のデータを出力します。

となっていますので、出力すれ

リース支払一覧表などを画面表示・印刷が可能になります。また、財務諸表

ばそのまま提出可能です。

に注記する内容を印刷可能です。

すでに入力した資産明細データを基に

資産ラベル印刷が可能です。
資産管理用のラベルシールを印刷します。

自 動 作 成 し ま す 。別 表 十 六（ 一 ）・
地方税編〕
の連動データ作成も可能です。

個人事業者の青色申告決算に必要な
減価償却費計算書も容易です。

・別表十六（一）… 定額法による減価償却額の計算明細書

会計事務所など、多くの個人事業者の確定申告を

・別表十六（二）… 定率法による減価償却額の計算明細書

処理する時に必要な減価償却費計算書が印刷可

・別表十六（五）… 繰延資産の償却額の計算に関する明細書

能。税務署が発行している「青色申告の決算の手

・別表十六（六）… 一括償却資産の損金算入に関する明細書

引き（一般用）」に基づいた仕様になっております。

（二）
・
（五）は申告奉行2000〔法人税・

OBC
オリジナル
サプライ
なら安心

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」カタログをご覧下さい。
品

番

品

名

数

量

LT-22

単票タックシール（2連用）

600枚入（7,200片）

LT-42

単票タックシール（4連用）

600枚入（14,400片）

通信データ作成・受入機能。
登録されているデータを通信用データとして作成し、受入処理でデータを受け

出 力 帳 票

入れることができます。

拡張性能
さらに、理想のデータ連動・統合環境を実現。
あらゆる業務のシステム化をも見通します。
奉行シリーズの理想的な統合環境を実現します。

奉行2000LANPACK

統合型基幹業務システムの決定版

奉行シリーズ同士での統合システム環境の構築ができ、データを連動させる

LAN・WAN 共有版、誕生

安心して導入いただけます。

環境をサポートします。将来的にすべての業務のシステム化をお考えの方も

理想のネットワーク・ソリューションを実現する、
OBCならではのLAN環境。
伝票
ハードディスク

Local Area
Network

PDC

出力処理
プリンタ

データ
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

MS-SQL Server

クライアントマシン

一元
管理

プリンタ

多重ジョブ同時入力
同時処理

クライアントマシン
クライアントマシン

伝票

償却奉行2000LANPACKの新機能
データベースにMicrosoft SQL Server7.0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 Server7.0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。

WindowsNTの機能で分散システムを構築。
LAN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「償却奉行2000LANPACK」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。
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