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ワークフローシステムの決裁データの
勘定奉行への受入れを効率化

導入前の背景
数年前にワークフローシステムを導入し、経費精算などのワーク

フローを構築。決裁データ（CSV）は勘定奉行に受入れ、支払処理
につなげている。
➤決裁データから勘定奉行用データへの変換は人手で行っており、
手間と時間がかかっている。

➤データ変換作業をミスし、間違った金額を支払ったことがある。
➤ミス防止のため、勘定奉行への受入れ後、再チェックしている。
➤業務負荷が高く、支払処理は週に１回に限られている。

課題
●決裁データの勘定奉行への受入れ作業の効率化
➤データ変換作業の自動化
➤勘定科目コードの設定作業の自動化

●受入れ後の再チェック作業の簡素化および省力化
●支払処理の高頻度対応

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行で決裁データ（CSV）を勘定奉行の仕訳伝票
データ（OBC受入形式）に自動変換。勘定奉行への受入れをワンク
リックに。
➤決裁データをOBC受入形式の仕訳伝票データに自動変換
➤決裁データの項目から勘定科目コードを自動設定
➤決裁データが出力されると、変換処理を自動実行
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、勘定奉行
への受入れまでを自動化可能！

導入効果
●勘定奉行への受入れ作業にかかる工数が大幅に削減された
●データ変換および勘定科目コードの設定作業を自動化
●データ変換ミスのないデータ連携を実現
●受入れ後の再チェックが簡素化および省力化された
●日次での支払処理を実現

Tsunaguを利用してか
ら残業時間が減って、
あの子も笑顔が増えた
なー…♡

CSV連携

このデータ変換作業
どうにかならないの
かな。

データ変換ミスして
ないかしら…チェッ
クしないと…。
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⚫ お問い合わせ先

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1

http://www.ndknet.co.jp/solution/tsunagu.html
Tel : 06-6577-4192 Eｰmail：itsol_1@ndknet.co.jp

日本電通株式会社 ITソリューションズ事業部

奉行
シリーズ

連携
データ

CSV

利用部門 総務部門
労務部門
経理部門

編集のために
Excelで開くと

前ゼロが欠落するし
集計や編集も手間！

CSVのままだと
編集しづらい…

Tsunagu for 奉行は
CSVをダイレクトに変換！
奉行へのインポートは

ワンクリック！

勘定科目コードの設定や
摘要欄の編集も自由自在！

No.01 52016/10/12



注文データの商奉行への登録を効率化

導入前の背景
営業担当者は日中、客先を訪問している。商奉行は自社内のサー

バで稼働しており、セキュリティの観点から外出先から利用するこ
とは認められていない。また、注文は客先からのFAXでも受け付け
ている。
➤営業担当者は毎日、営業活動の終了後に帰社し、商奉行にその日
の注文を入力している。

➤FAXで受信した注文書が読み取りにくい場合、電話で内容を確認
している。

課題
●注文データの商奉行への入力作業の省力化
●（商奉行への入力のために帰社している）営業担当者の負荷軽減
●FAXによる注文受付の削減
●納期遅れの撲滅

利用イメージ
●注文書をExcel化。営業担当者からもお客様からもメールに添付
したExcelで注文を受け付け。商奉行への受入れがワンクリックに。
➤Excelの注文書が添付されたメールを受信し、注文書を保存
➤Excelの注文書をOBC受入形式の受注伝票データに自動変換
➤メールの受信は一定時間間隔で自動実行
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、奉行への
受入れまでを自動化可能！

導入効果
●商奉行への注文データの入力を手入力から、データの受入に変更
したことにより、入力作業にかかる工数を大幅に削減
●外出先から注文を登録することができるようになり、帰社のため
の交通費や残業時間、商奉行への入力工数など無駄の削減に成功
●FAXでの注文が減ったことにより、お客様への確認も減り、その
結果、納期遅れも発生しなくなった。

Excel 連携

FAXの文字がまた読め
ない…。このお客さん
外出しがちだから、早
くしないと…。

業務時間外に会社に戻ら
ないといけないなんて…

外出先から受注の登録
完了！

FAXの数も減って仕事が
スムーズになったわ。

えっ！？ご不在ですか…。
また、電話します。

6
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⚫ お問い合わせ先

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1

http://www.ndknet.co.jp/solution/tsunagu.html
Tel : 06-6577-4192 Eｰmail：itsol_1@ndknet.co.jp

日本電通株式会社 ITソリューションズ事業部

奉行
シリーズ

連携
データ

Excel

利用部門 営業部門

Tsunagu for 奉行があれば、
メールの受信から

Excelデータの変換まで
まとめて実現できます。

奉行へのインポートは
ワンクリック！手書き伝票やFAXからの

受注入力は何かと面倒…

さらに入力後にも
確認作業が必要！？

No.02 72016/10/12



全国の販売店からの注文受付を
kintone で電子発注システム(EOS)化

導入前の背景
販売店からの商品の注文は、所定のExcelフォーマットに注文内

容を記載し、受け付ける運用となっているが徹底されていない。
➤販売店からの注文方法は、Excelファイルやメールなど不統一な
状況
➤注文の進捗が販売店と共有できていない。
➤商奉行に登録する際、抜けや漏れが発生している。
➤商奉行への登録に手間取っている。
➤受注状況の集計に手間取っている。

課題
●販売店からの注文受付フローの統一
●商奉行への正確な登録の実現
●商奉行への登録の迅速化
●受注状況の集計の迅速化

利用イメージ
●販売店からの注文受付を kintone でシステム化
➤kintoneのゲストスペースを使い、販売店に注文画面を解放
➤販売店自らが注文内容を登録
●入力された注文データは、Tsunagu for 奉行で商奉行の受注伝票
データ（OBC受入形式）に自動変換。商奉行への受入れはワンク
リックで完了！
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、商奉行へ
の受入れまでを自動化可能！

導入効果
●販売店からの注文受付フローが統一された
●注文の進捗が販売店と共有可能に
●商奉行への登録が迅速化
●受注状況の集計も迅速化

kintone 連携

また、違うレイアウト
の注文書が届いた…。
レイアウト統一のお願
いをしないと…。

…

ワンクリックで
注文データが商奉行へ

楽になったね。ミスも
ないし安心だよ。
頑張ろう。

どうしたら漏れもなく
効率良い業務になるか
な…

8
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⚫ お問い合わせ先

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1
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奉行
シリーズ

連携
データ

kintone

利用部門 営業部門

注文伝票アプリ 販売店が注文伝票アプリに登録
したデータをワークフローで廻
し、自社の担当者が確認した
データのみを商奉行に連携しま
す。
販売店とのステータスの共有が
できますし、自社の入力作業も
軽減できます。

ルックアップ機能で、１クリックで
商品情報をコピーすることができま
す。もちろん、条件を指定して検索
することもできます。

●kintone ゲストスペースとは？
顧客や取引先、協力会社など、社外の人を「ゲストユーザ」として招待し、kintoneを利用すること

ができます。「ゲストユーザ」とのやりとりは、専用の「ゲストスペース」を利用します。「ゲスト
ユーザ」は、自分が招待された「ゲストスペース」内の情報のみを閲覧できる仕組みです。社内の環
境と分離することにより、社外秘の情報が漏れることなく安全に情報共有を行えます。

No.03 92016/10/12



EDIデータの商奉行への受入れを効率化

導入前の背景
得意先からの受注データをEDIで受け取っている。受け取った

データは各社のレイアウトに併せて個別開発したプログラムで商奉
行の受注伝票データに変換している。
➤受注データをEDIで送信してくる得意先は10社ある。
➤受注データのレイアウトは得意先ごとに異なっている。
➤データのレイアウトは得意先からの要望で変更されることがある。
➤個別開発したプログラムの改修はSIerに発注している。
➤プログラムの改修費用は1回あたり、約10万円かかっている。

課題
●EDIデータを受け取った後、データ変換処理を起動する必要があ
り、手間がかかっている。

●データ・レイアウトの変更は年に数回発生するため、毎年、数十
万円の費用がかかっている。

●データ・レイアウトの変更が発生すると、変更期日までに対応す
る必要があり、SIerとの納期調整にも手間がかかっている。

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行でEDIデータ（固定長／可変長／CSV／XML
形式）を商奉行の受注伝票データ（OBC受入形式）に自動変換。商
奉行への受入れをワンクリックに。
➤EDIデータをOBC受入形式の受注伝票データに自動変換
➤EDIデータと受注伝票データのマッピングはユーザ自身で設定
➤EDIデータが保存されると、変換処理を自動実行
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、商奉行へ
の受入れまでを自動化可能！

導入効果
●商奉行への受入れ作業にかかる工数が大幅に削減された
●EDIデータと受注伝票データのマッピングをユーザ自身で設定。
データ・レイアウトの変更にもユーザ自身で対応可能にり、コス
ト削減に貢献

●データ・レイアウトの変更対応を内製化したことにより、SIerと
の調整も不要に。迅速な変更対応が可能に。

EDI連携

1週間後までにレイ
アウト変更をお願い
したいのですが…

1週間後？！
承知いたしました。

今月は、
もう４件目かー…
何とか費用を抑える
方法はないかな。

またか…
困ったなー

至急SIerに連絡
しなくちゃ！

またレイアウト変更
になりましたので
○○までに
宜しくお願いします。

レイアウト
変更

レイアウト
変更

レイアウト
変更

レイアウト
変更

１６万 １０万 ９万１２万

４７万

ポチッと。
SIerとの打合せの時
間や手間が減って、
効率よく仕事が回っ
ているわ。

自社でレイアウト変更
に対応できるように
なったから、コストが
大幅に削減できたよ！
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奉行
シリーズ

連携
データ

固定長
可変長
CSV
XML

利用部門 営業部門
システム部門

個別開発
プログラム

変更するにも
1回10万円…
しかも、
年に数回…

SIerとの
納期調整も
大変！

EDIデータから
受注伝票データへの変換は
マウスで設定できます！

EDIデータの保存を検知して、
変換処理を

自動実行できます！

No.04 112016/10/12



商奉行で作成した支払データの
クラウド決済サービスへの受入れを効率化

導入前の背景
数年前からクラウドの決済サービスを契約し、利用している。決

済サービスには、商奉行から出力される支払データ（CSV）を渡し
ている。
➤商奉行の支払データから決済サービスの決済データへの変換は人
手で行っており、手間と時間がかかっている。

➤データ変換作業をミスがチェック作業で見つかったことがある。
担当者の心労は非常に高くなっている。

➤業務負荷が高く、支払処理は週に１回に限られている。

課題
●支払データの決済サービスへの受入れ作業の効率化
➤データレイアウト変換作業の自動化
➤各種コード類の変換作業の自動化

●受入れ後の再チェック作業の簡素化および省力化
●支払処理の高頻度対応

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行で商奉行の支払データ（CSV）をクラウドの
決済サービスで求められる決済データに自動変換。担当者の心労、
業務負荷を大幅に軽減。
➤支払データを決済サービス所定の決済データに自動変換
➤支払データの項目から各種コード類を自動設定
➤支払データが出力されると、変換処理を自動実行

導入効果
●決済サービスへの受入れ作業にかかる工数が大幅に削減された
●データ変換および各種コード類の設定作業を自動化
●データ変換ミスのないデータ連携を実現
●受入れ後の再チェックが簡素化および省力化された
●日次での支払処理を実現

CSV連携

ゆとりを持って仕事
に取り組めるように
なったおかげで、新
しい案件が取れるよ。

Tsunaguを利用してから
残業時間も減って、ゆと
りをもって仕事をこなせ
るようになったな。

このデータ変換作業
どうにかならないの
かな。

データ変換ミスして
ないかしら…チェッ
クしないと…。
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クラウド決済サービス

汎用データ作成

2016/10/24

奉行
シリーズ

連携
データ

CSV

利用部門 経理部門

編集のために
Excelで開くと

前ゼロが欠落するし
集計や編集も手間！

CSVのままだと
編集しづらい…

Tsunagu for 奉行は
CSVをダイレクトに変換！

各種コードの置換や
文字列の編集も四則演算も

自由自在！

もともとの
支払データとの
照合も慎重に
しないと…

※奉行シリーズ製品のバージョンについて
基本的に、Tsunagu for 奉行は奉行i8/10シリーズ

製品の最新版を対象にしております。それ以前のバージョ
ンの奉行シリーズ製品については、評価版を利用しての
動作確認、制限事項の確認を強くおすすめします。

No.05 13



顧客からの入金伝票をkintoneに連携
入金状況の共有と遅滞への対応を迅速化

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行で勘定奉行の仕訳伝票データから入金伝票を
抽出し、kintoneの入金伝票アプリに連携。kintoneの関連レコー
ド一覧機能を使って、入金予定アプリに入金伝票を表示。
➤勘定奉行の仕訳伝票データを入金伝票アプリに自動連携。
➤勘定科目や補助科目、得意先などのマスタから名称を自動編集。
➤伝票区分などマスタの存在しない区分の名称を自動設定。
※勘定奉行i8/10からのデータ取り出しは、Tsunaguがあれば自動
化することができます。

導入効果
●入金状況を日々確認できるようになり、督促の遅滞が激減した。
●借り手の情報を入金予定アプリで確認できるようにしたため、社
外でも督促業務を行えるようになった。
●督促状況を入金予定アプリに入力できるようにしたため、上司へ
の報告が不要になった。
●督促状況の転記作業がなくなったため、ケアレスミスが発生しな
くなった。

kintone 連携

導入前の背景
レンタル物件の管理を請け負い、顧客（借り手）に貸している。

借り手からは賃料やその他の料金が入金されてくるが、入金遅滞が
発生した場合は物件の管理担当者が督促している。
➤借り手からは日々入金されてくるが、管理担当者は週次で配布さ
れるリストで入金状況を確認しているため、督促に一週間以上か
かるケースがある。

➤週次で配布されるリストには、借り手の個人情報が記載されてい
るため、社外への持ち出しが禁止されている。

➤数年前からkintoneを使っており、社内の情報基盤として定着し
ている。kintoneのアプリは自社で作成している。

課題
●週次で配布されるリストの社外への持ち出しが禁止されているた
め、督促業務が社内でしか行えない。
●督促状況はリストに書き込まれているため、管理担当者は別途
メールで上司に報告している。
●新しいリストが配布されると督促状況を転記しているが、転記ミ
ス（ケアレスミス）による二重督促や督促漏れが発生している。
●借り手からの入金状況をkintoneで情報共有したいが、各種マス
タからの名称設定などが煩雑で行えないと考えている。

外出先から督促業務♪
kintoneで確認できるから
紙のリストはいらないし
終わったら直帰しよう。

今週の督促状況をkintone
で確認しよう。
○○君の報告メールを待つ
より早くていいよ。

督促漏れもなくタイムリー
な督促ができるわ。

督促

入金

新しいリストがきた…。
また転記しないと…。
あ、報告もしないと…。

督促

kintoneで情報共有でき
れば効率いいんだけど…。

報告
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2016/11/14

奉行
シリーズ

連携
データ

kintone

利用部門 経理部門
営業部門

入金伝票アプリ

入金予定アプリ

仕訳処理 勘定科目マスタ

入金伝票アプリに連携された入金
伝票データは、kintoneの関連レ
コード一覧機能を使って、入金予
定アプリに表示しています。

勘定奉行に仕訳伝票として登録
された入金伝票をkintoneの入金
伝票アプリにデータ連携してい
ます。連携に際しては、勘定奉
行のマスタをもとに名称をセッ
トしています。

No.06 15



仕訳の粒度を詳細化
工事単位でのデータ連携と管理を実現

CSV連携

課題
●基幹システムから出力された明細データを集約・集計することな
く、債務データとして会計システムに連携できる仕組みづくり
●会計システムに連携するデータの詳細化による基幹システムとの
整合性の確保
●データの詳細化に伴うデータ件数の増加（約1万件）に対応した
データ連携の仕組みづくり

導入効果
●基幹システムの明細データから勘定奉行の債務データを作成
●債務データを勘定奉行の債務管理オプションに受け入れることで、
勘定奉行での債務管理を実現
●明細のまま連携することにより基幹システムとの整合性を確保
●債務データの不具合の有無を汎用データ受入の成否で判断するこ
とで迅速化と省力化を実現

導入前の背景
基幹システムから会計システムへは勘定科目単位に集約・集計し

たデータを連携している。
➤基幹システムから出力された明細データを勘定科目単位で集約・
集計した結果を会計システムに入力している。

➤データを集約・集計した結果を入力しているため、基幹システム
との整合性が十分に確保できていない。

➤集約・集計した結果を手入力していることによる時間のロス、入
力ミスが無視できない企業規模になりつつある。

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行で基幹システムからのデータ（CSV）を勘定
奉行の債務伝票データ（OBC受入形式）に自動変換。自動実行管理
オプションとの連携で勘定奉行への受け入れまでをシームレスに。
➤基幹システムのデータをOBC受入形式の債務伝票データに変換
➤データ連携処理はスケジュールトリガーで夜間処理を実現
➤勘定奉行への受け入れには汎用データ受入機能を利用
➤汎用データ受入機能は自動実行管理オプションのものを使うこと
で夜間処理などを実現することも可能に。

?

勘定科目
コード

名称 金額

80123 仕入 30.000

80123 仕入 10.000

80220 経費 5,000

80220 経費 1,000

コード 借方 金額 コード 貸方 金額

604 仕入 40,000 305 買掛金 40,000

651 通信費 6,000 315 未払金 6,000

基幹システム

スケジュールトリガーで
夜間処理

汎用データ受入
機能を利用して

受け入れ
あ“－！
何時間かかるのー！

勘定科目
コード

名称 金額

80123 仕入 30.000

80123 仕入 10.000

80220 経費 5,000

80220 経費 1,000

コード 借方 金額 コード 貸方 金額

604 仕入 30,000 305 買掛金 30,000

604 仕入 10,000 305 買掛金 10,000

651 通信費 5,000 315 未払金 5,000

651 通信費 1,000 315 未払金 1,000

基幹システム
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奉行
シリーズ

連携
データ

CSV

利用部門 経理部門
Tsunagu for 奉行は

CSVをダイレクトに変換！
奉行へのインポートは

ワンクリック！

勘定科目コードの設定や
摘要欄の編集も自由自在！

帳票類

基幹システム

人手でのデータ作成は大変！
そもそも1万件ものデータを

作成できないよ！

No.07 172016/10/12



商奉行に登録された
顧客情報や取引履歴を有効活用

導入前の背景
顧客情報を商奉行で管理している。

➤終日得意先回りをしている営業担当者は紙の顧客リストを利用し
ている。

➤過去の商談履歴や企業情報なども必要に応じて紙に印刷して持ち
歩いている。

➤近隣顧客の有無、顧客との直近の取引状況は帰社するか電話で確
認している。

➤日報は紙に記入しているため、帰社後、システムに打ち直す手間
が発生している。

➤営業のマネージャは紙で提出された日報から集計を取り、報告書
を作成している

課題
●外出中の営業担当者と顧客情報が分断されている状況の改善
●情報資産の有効活用による営業活動の効率化
●手書き日報のシステムへの打ち直しなどの非効率の改善
●マネージャと営業担当者の非効率なコミュニケーションの改善
●マネージャによる営業活動管理の効率化
●顧客リストなどの情報の安全性確保

利用イメージ
●商奉行とkintoneを連携し、外出先からでも顧客情報を参照可能
に。また、日報もkintoneに入力するようにし、営業活動を効率化。
➤外回りの営業はスマートフォンやタブレットでkintoneにアクセ
スし、顧客情報を随時参照可能。

➤企業情報など商奉行で管理していない情報もkintoneに集約。顧
客情報の一元化を実現。

➤日報もkintoneで提出する運用として、同時に数字を集計するよ
うに設計。

➤アクセス権の設定により、外注先の営業員にも必要な情報のみ閲
覧させる運用に

導入効果
●顧客情報が一元化され、かつ随時参照可能になったことにより、
営業活動を大幅に効率化できた
●日報をkintoneで提出するようにしたことにより、帰社のための
交通費や残業時間、再入力作業の工数等の無駄が削減できた
●また、マネージャの集計作業なども効率化できた
●kintoneのコメント機能やピープル機能を活用し、上司と部下、
同僚同士での円滑なコミュニケーションが実現した
●紙の顧客リストを廃止できたため、安全性が向上した

紙の顧客リストや企業情
報は取り扱いに気を使う
な…

○×会社近辺に顧客がい
ないか確認してほしい
んだけど…

顧客情報をkintoneで閲
覧できるようになったし、
気が楽になったな♪

kintoneの機能を利用して社
員同士のコミュニケーショ
ンが実現！

システムに日報を打つ
ために会社へ戻らない
といけないなんて…

顧客リストや企業情報を
持ち歩いているリスクを
考えなければ・・・
戻ってくるとしても交通
費もかさむしなー・・・

kintoneで日報提出した
し直帰しよう！
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Excelで管理している
企業情報もまとめて

kintoneにアップロード
⇒機密情報の紛失を防止！

得意先登録

得意先一覧アプリ

企業情報

商奉行の得意先情報を
kintoneに
アップロード

⇒外出先からでも参照可能に！

得意先に関する情報交換は
コメントで共有

⇒引き継ぎもスムーズに！

奉行
シリーズ

連携
データ

kintone
Excel

利用部門 営業部門

2017/05/26 No.08 19



Excelで作成される経費精算伝票を
勘定奉行の仕訳伝票データに変換

導入前の背景
営業担当者は各自 Excel で経費精算伝票を作成しており、月次締

めにあわせて領収証とともに事務担当者に提出している。事務担当
者は記入内容や領収証との整合性を確認した後、勘定奉行に仕訳を
登録し、仕訳伝票や経費精算伝票、領収証をあわせて上長に承認を
得た後、経理部に送付している。
➤経費精算伝票の件数が多い部門では、集計結果のみを仕訳伝票に
登録している。

➤集計する際、抜けや漏れ、計算ミスが発生していることがある。
（Excel の式が間違っている場合、気づきにくい。）
➤集計結果のみが仕訳登録された場合、仕訳伝票の詳細が確認しづ
らい場合がある。
➤営業担当者が自由に記載するため、ひと目で何の費用かがわから
ない場合がある。

課題
●仕訳伝票と経費精算伝票の紐付けの明確化
●集計抜けや漏れ、計算ミスの撲滅
●費用項目の明確化

導入効果
●経費精算伝票が明細のまま仕訳伝票に変換・登録されるようにな
り、仕訳伝票と経費精算伝票が1:1で紐付け可能に。
●経費精算伝票を集計する必要がなくなったため、集計抜けや漏れ、
計算ミスがゼロに。
●経費精算伝票のフォーマットを標準化し、費用項目をリストから
選択するようにしたことで、費用項目が明確になった。

Excel 連携

利用イメージ
●経費精算伝票のフォーマットを標準化。Tsunagu for 奉行で経
費精算伝票から勘定奉行で受け入れ可能な仕訳伝票データを自動生
成。仕訳登録を大幅に効率化！
➤営業担当者は標準化された Excel の経費精算伝票に記入し、領収
証などの確証類と共に事務担当者に提出。

➤事務担当者は記入内容や確証類との整合性を確認した後、Excel 
の経費精算伝票を所定のフォルダに保存。

➤経費精算伝票がフォルダに保存されたことを、Tsunagu for 奉行
が検知し、勘定奉行で受け入れ可能な仕訳伝票に自動変換。勘定
奉行への受入れはワンクリックで完了！

※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、奉行への
受入れまでを自動化可能！

仕訳伝票の詳細が確認しづら
いのよね…時間がかかって仕
方ないわ。

何の費用か分かるように
書いてよ…！

少し確認しただけで漏れ
があるわ…

Excelのフォーマットもバラバラだ
から個人のExcelを理解しなくちゃ
…後任が大変ね。

多すぎて確認ができない
から集計結果だけ入力…

ワンクリックで漏れや計算ミ
スがなくなるなんて最高！

費用項目が分かりやすくなったし、集計の必要
性もなくなって、今日からは早く帰れそう！！
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Tsunagu for 奉行が
Excelブックを

勘定奉行用のデータに
ダイレクトに変換！

領収証
経費精算伝票

※勘定奉行へのデータ受入の自動化について
Tsunagu for 奉行V ERP8/10から、奉行V 

ERP8/10シリーズの自動実行管理OPのスケジュール
を呼び出すことでデータ受入の自動化を実現します。

経費精算伝票

領収証
経費精算伝票
仕訳伝票

奉行
シリーズ

連携
データ

kintone

利用部門 営業部門
経理部門

Excelと領収証のチェック
が終われば、Excelブック
をコピーするだけ。二重入
力も入力ミスもなくなって
仕事が早くなったわ。

経費精算伝票と仕訳伝票が
1:1で登録されるので、確
認しやすくなったわ。

所定フォルダ
に保存

2017/05/26 No.09 21



小口現金出納帳を kintone で電子化
勘定奉行への仕訳登録を効率化

課題
●小口現金出納帳と仕訳伝票の紐付けがとれていないこと。
●集計抜けや漏れ、計算ミスの撲滅
●小口現金のフォーマットが統一されていないこと。

導入効果
●小口現金出納帳と仕訳伝票が明細を含めて1:1になったため、仕
訳伝票との紐付けが明確になった。
●kintone から直接連携されるようになったため、入力ミスなどが
発生しなくなった。

利用イメージ
●小口現金出納帳を kintone でシステム化。kintone アプリから
勘定奉行で受け入れ可能な仕訳伝票データを自動生成し、仕訳登録
を大幅に効率化！
➤各営業所は kintone の小口現金出納帳アプリに入出金を登録。
➤領収証は確証台紙に貼付。確証台紙には小口現金出納帳データの
固有番号（レコード番号など）を記入し、紐付けを確保。
➤経理部によって指定された締日の夜間に Tsunagu for 奉行 が小
口現金出納帳アプリのデータを勘定奉行の仕訳伝票データ（OBC受
入形式）に自動変換。勘定奉行への受入れはワンクリックで完了！
➤小口現金出納帳データの固有番号は仕訳伝票の備考欄に登録し、
紐付けを明確化。
※領収証などの確証類を貼付する確証台紙を kintone から出力する
ことも可能。
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、勘定奉行
への受入れまでを自動化可能。

導入前の背景
各営業所は小口現金出納帳を作成し、領収証とともにファイリン

グしている。月次締めのタイミングで小口現金出納帳をもとに勘定
奉行に仕訳伝票を登録し、仕訳伝票リストを出力。小口現金出納帳、
領収証とともに営業所長の押印を受けた後、経理部に回付。経理部
では担当者が仕訳の内容などを確認した後、承認している。
➤小口現金出納帳の件数が多い営業所では集計結果のみを仕訳登録
している。集計結果のみを仕訳登録した場合、仕訳伝票の詳細の
確認が煩雑かつ困難なものになっている。
➤集計する際、抜けや漏れ、計算ミスが発生していることがある。
（Excel の式が間違っている場合、気づきにくい。）
➤小口現金出納帳のフォーマットが営業所ごとに異なっており、こ
れも仕訳伝票の詳細の確認を煩雑かつ困難なものにしている。過
去にフォーマットの統一を試みたが、改善や変更を加えるたびに
新旧のフォーマットが混在したり、独自のフォーマットに変更さ
れてきた。

…
よし！ＯＫ！！

多いから集計結果のみ…
仕方ないわよね。

集計結果だけ？！仕訳伝票の詳細
が分からないじゃない！怒

・
ちゃんと確認してからにしてよ
ね！計算ミスがこんなに・・・怒

・
フォーマットがバラバラだから理
解できない！！怒

あ“－－－！！！

小口現金出納帳
アプリ

締日○日までにね！

夜間に取り込まれているから、
あとはワンクリックするだ
けっと。
朝からイライラすることがな
くなったわ♪
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奉行
シリーズ

連携
データ

kintone

利用部門 営業部門
経理部門

小口現金出納帳アプリ

Tsunagu for 奉行が
kintoneアプリのデータを
勘定奉行用のデータに
ダイレクトに変換！

営業所

経理部

うちの営業所は出納の件数
が多いから、勘定奉行には
まとめて入力しよう…。

※勘定奉行へのデータ受入の自動化について
Tsunagu for 奉行V ERP8/10から、奉行V 

ERP8/10シリーズの自動実行管理OPのスケジュール
を呼び出すことでデータ受入の自動化を実現します。

小口現金出納帳のレイアウ
トが部門ごとにバラバラで
確認しづらい！しかも、集
計されていると、後で見た
ときに詳細がわからない！

2017/05/26 No.10 23



Excelで作成された資料から
勘定奉行の仕訳伝票データを生成

Excel 連携

課題
●仕訳伝票の登録作業の効率化
●登録した仕訳伝票のチェック作業の省力化

導入効果
●Excel に入力した仕訳がそのまま仕訳伝票に変換・登録されるよ
うになり、仕訳伝票の登録作業が大幅に効率化できた。
●仕訳伝票を手作業で入力することがなくなったため、入力ミス防
止のためのチェック時間と、入力ミスに対応する時間の両方が削減
でき、省力化できた。

利用イメージ
●Excel 資料の仕訳記載部分のフォーマットを標準化。Tsunagu
for 奉行で Excel の仕訳伝票から勘定奉行で受け入れ可能な仕訳伝
票データを自動生成。仕訳登録を大幅に効率化！
➤経理担当者は標準化された Excel 資料に仕訳を記入。
➤Excel 資料の完成後、所定のフォルダに保存。
➤Excel 資料がフォルダに保存されたことを、Tsunagu for 奉行が
検知し、勘定奉行で受け入れ可能な仕訳伝票に自動変換。勘定奉
行への受入れはワンクリックで完了！

※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、奉行への
受入れまでを自動化可能！

導入前の背景
同社では営業取引データを販売管理システムから勘定奉行にデー

タで連携している。しかし、販売管理システムで対応していない取
り引きが発生した場合には、仕訳や取り引きの経緯等を記載した資
料を Excel で作成し、その Excel を参照しつつ勘定奉行に仕訳伝
票を登録している。
➤近年、（業容の拡大により）販売管理システムで対応していない
取り引きが増えてきており、それに伴い、Excel での資料作成や
勘定奉行への仕訳伝票の登録も増えてきている。

➤仕訳の登録作業は慎重に行っているが、決算期など件数が増加す
るタイミングではミスが多くなる傾向があり、そのためのチェッ
ク作業にも時間を費やしている。
➤Excel で作成している資料は、各種の調査の折に有効であるため、
今後も作成する。

仕訳の整理が終わったら、今度は
勘定奉行に入力しないと…。

勘定奉行に仕訳を入力するにも、
まずは取り引きの内容を確認し
て、Excel で仕訳伝票を作って、
記録を残さないと…。

まずは、今まで通り、
Excelで仕訳伝票を作
成して…。

出来上がった仕訳伝票
を所定のフォルダに保
存すると…。

この仕訳ってさっき Excel に入
力したのよね…。これってすご
く無駄な作業のような気がする
わ。

Tsunagu が Excel の仕訳伝票を勘定奉行の仕訳伝票
データに自動で変換してくれるから、あとは勘定奉行
で受け入れる（インポートする）だけ！二重入力の手
間も、入力後のチェックもなくなって効率的！

自動変換しまーす

① ②

③
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奉行
シリーズ

連携
データ

Excel

利用部門 経理部門

Tsunagu for 奉行が
Excelブックを
勘定奉行の

仕訳伝票データに変換！

その他の
確証類

仕訳伝票
整理表

仕訳伝票
整理表など

Excelで作った仕訳伝票の
整理表を所定のフォルダに
保存するだけ。二重入力も
入力ミスもなくなって仕事
が早くなったわ。

所定フォルダ
に保存

紙の資料も
保存

1日に2時間ほど伝票を入
力しているとして、時給が
3千円だとしたら、一ヶ月
で12万円、一年間で72万
円もかかっていたのかぁ…。

出来上がった
仕訳伝票データを

勘定奉行に受け入れれば
仕訳として登録されます！

No.112017/07/03 25



旧システムからのデータ移行と
移行後の業務改善に活用

CSV連携

課題
●データ移行プログラムの開発費用が高い。移行時期にしか使わな
いものであるため、投資を躊躇っている。
●販売管理システムから勘定奉行の仕訳伝票データへのデータ変換
プログラムの開発コストも高く、従来通り、人手で行うことを検討
している。

導入効果
●Tsunagu for 奉行の導入により、データ移行プログラムの開発を
抑制。Tsunagu for 奉行の設定もユーザ自身で行ったことにより、
データ移行作業のコストを大幅に削減できた。
●販売管理システムのデータ変換の設定もユーザ自身で行えるよう
になったことにより、ここでもコストを大幅に削減できた。今後の
変更作業もユーザ自身で行える見込み。

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行を利用するタイミングによって『データ移行
ツール』と『データ変換ツール』として利用。無駄のないデータ移
行を実現。
➤データ移行作業では現行の財務会計システムの仕訳伝票データを、
勘定奉行の仕訳伝票データに変換するための『データ移行ツール』
として利用。
➤勘定奉行へのシステム切り替え後は、販売管理システムのデータ
を勘定奉行の仕訳伝票データに変換するための『データ変換ツー
ル』として利用。
※奉行Ｖ ERP8/10シリーズの自動実行管理OPがあれば、勘定奉行
への受入れまでを自動化可能。

導入前の背景
現在使用中の財務会計システムは、勘定科目コードなどの管理機

能や、分析資料の作成機能が貧弱であることから、新しく勘定奉行
を導入することにした。
➤勘定奉行は上期決算の終了後、下期から利用を開始したい。
➤現行の財務会計システムに入力した上期の仕訳伝票データは、勘
定奉行に移行したいと思っている。
➤現行システムからは仕訳伝票データがCSVファイルに出力できる
が、勘定科目などがコード化されていないため、勘定奉行のコード
体系への変換する仕組みが必要。
➤販売管理システムからデータで連携される月次の仕訳伝票データ
は数千件ある。従来はシステムへの負荷を考慮して集計した結果の
みを登録していたが、勘定奉行への移行後は明細のままでデータを
渡すことを検討している。

財務会計
システム

データ移行プログラム
の開発費用が高いなぁ。
果たして投資して良い
ものやら…。

販売管理
システム

財務会計
システム

販売管理
システム

まずは、現行の財務会計システムか
らのデータ移行にTsunaguを利用！

本番稼働後は販売管理システムから勘定奉行への
データ変換にTsunaguを利用！

一石二鳥だね！

①

②

販売管理システムから勘定奉行
へのデータ変換プログラムの開
発費用も高いなぁ。人手でやっ
たほうが良いのかなぁ…。
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奉行
シリーズ

連携
データ

CSV

利用部門 経理部門

【利用シーン①】
まず、現行の財務会計システム
から勘定奉行へのデータ移行に
利用。

【利用シーン②】
勘定奉行に切り替え後の販売管
理システムから勘定奉行に受け
入れる（インポートする）デー
タの準備に利用。

【利用シーン③】
勘定奉行に切り替え後の勘定奉
行から管理会計システムに渡す
データの準備に利用。

販売管理 管理管理

販売管理 管理管理

財務会計

オフコン（奉行導入前）

オフコン（奉行導入後）

奉行サーバ

No.122017/07/03 27



IBM i で稼働を続ける販売管理と
勘定奉行をシームレスに連携

導入前の背景
長年、IBMのオフコン：IBM i （旧：AS/400）を使っており、

販売管理や仕入・在庫管理システムはもとより、会計システムや給
与システムも自社で開発し、メンテナンスを行ってきた。
➤短期間での制度変更対応を余儀なくされる会計システムや給与シ
ステムのシステム改修が追いつかなくなってきている。
➤会計システムや給与システムはパッケージシステムへの変更を検
討している。
➤自社の競争力の源泉となっている販売管理システムは今後も IBM 
i のシステムを使い続けたい。

課題
●制度変更への対応期間が短くなっており、確実なシステム改修が
難しくなってきている。
●会計システムをパッケージシステムに変更したいが、IBM i で稼
働する販売管理システムとのデータの受け渡しで手間をかけたくな
い。

利用イメージ
●会計システムを勘定奉行Ｖ ERP10（＋自動実行管理オプショ
ン）に変更し、同時にTsunagu for 奉行Ｖ ERPを導入。IBM i で
稼働する販売管理システムとのシームレスなデータ連携を実現。
➤販売管理システムは IBM i で継続利用中。
➤Tsunagu for 奉行で販売管理システムの売上伝票データを読み取
り、勘定奉行の仕訳伝票データを自動生成。
➤さらに勘定奉行の自動実行管理オプションを利用し、仕訳伝票
データのインポートも自動化。
※奉行Ｖ ERPシリーズの自動実行管理OPがあれば、奉行への受け
入れ（インポート）までを自動化可能！

導入効果
●会計システムを勘定奉行Ｖ ERP10に変更したことにより、制度
変更へのシステム対応が確実に行えるようになった。
●Tsunagu for 奉行を導入したことにより、異機種間（IBM i と
サーバ）のデータ連携をプログラムレスで実現できた。
●会計システムのデータ移行にも Tsunagu for 奉行 を利用し、作
業効率をあげることができた。（※活用イメージ№12も参照ください。）

IBM i 連携

…

法令改正が多すぎて、僕だけじゃ
手に負えないし、このままだと
後継者も大変だ・・・

販売管理
仕入・在庫管理
会計
給与

パッケージにしてほしいけど
データの受け渡しは、２つの方法か・・・
それなら今のままの方がいいような・・・

・個別のプログラムの場合
今後法令改正毎の改修にまた手間がかかる

・手作業での入力の場合
働き方改革の時代には不相応だし、専任を
立てる人手もない・・・

どうしたらいいか・・・

1．売上伝票データを読み取り

制度変更があった場合にはパッケージの
バージョンアップでカバー、もしくは
Tsunagu の中でデータの加工をしてあげ
れば、更に柔軟に対応できるということ
か！！

販売管理
システム ？

販売管理
システム

2．勘定奉行の仕訳伝票データ
を自動作成

3．勘定奉行の自動実行管理OP
を利用して、仕訳伝票データの
インポートも自動化。
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奉行
シリーズ

連携
データ

データベース

利用部門 システム部門

個別
プログラム

システム間連携

リプレース前
システム間連携

リプレース後

①異機種間（ IBM i とサーバ）
のデータ連携をプログラムレス
で実現！

同じ IBM i の中でのデータ連携
は個別プログラムを開発して
データ連携を実現。

販売管理
仕入・在庫管理

財務会計 財務会計
（勘定奉行）

販売管理
仕入・在庫管理

会計システムを勘定奉行にリプ
レース。また、データ移行でも
Tsunagu for 奉行を活用し、無
駄のないデータ移行を実現！

制度変更への対応期間が短く
なっており、確実なシステム改
修が難しくなってきている。

29No.132018/12/12



携帯電話のカメラで受注処理！
kintoneアプリからの転記作業を削減！

導入前の背景
同社では、見積りをkintoneに作成した見積登録アプリに入力し、

見積書と注文書を印刷して客先に持参している。顧客は注文の際、
注文書に押印の上、担当営業者に渡している。
➤営業担当者は帰社したタイミングで、押印済みの注文書を事務担
当者に渡している。
➤事務担当者は注文書に記載された見積IDをもとに、kintoneの見
積登録アプリを検索し、その画面を見ながら商奉行に受注入力を
行っている。

課題
●営業担当者が押印済みの注文書を受領してから、事務担当者が受
注入力するまでにタイムラグがある。
●kintoneの見積登録アプリから、商奉行の受注入力に転記する際
に入力ミスが発生している。
●kintoneから商奉行への転記作業を行っている要員を、顧客サ
ポートなどより高度な業務にシフトさせたいと考えている。

利用イメージ
●注文書にQRコードを印刷。QRコードを携帯電話のカメラ（バー
コードリーダ）で読み取ると、Tsunagu for 奉行が受注データを
自動生成！商奉行への受入れをワンクリックに！
➤Tsunagu for 奉行（HTTPトリガー）のURLをQRコード化し、注
文書に印刷。（※QRコードを印刷するソリューションが別途必要です。）

➤スマホのカメラでQRコードを読み取り、該当のURLにアクセス
すると、Tsunagu for 奉行がkintoneの見積登録アプリから商奉行
の受注データを自動生成。
※奉行Ｖ ERPシリーズの自動実行管理OPがあれば、奉行への受け
入れ（インポート）までを自動化可能！

導入効果
●営業担当者が携帯電話でQRコードを読み取ったタイミングで受
注伝票データが自動生成されるようになり、タイムラグと入力ミス
が一気に解消した。
●奉行Ｖ ERPシリーズの自動実行管理オプションを併用することで、
受注伝票データの商奉行への受入れまでを自動化でき、受注入力に
関する業務の効率化・省力化を果たせた。

QRコード 連携

見積登録アプリ

kintoneから商奉行への入力時に
転記ミスが結構あるんだよな…
でも今の状況だと手入力だし仕方
ないか…

○○さんには、これまでの経験
を活かして、顧客サポート業務
をしてほしいんだ。
でも、入力作業があるしなー…

見積登録アプリ

転記ミス

ご注文いただき有難うございます！

見積ID検索

URLへアクセス

見積登録アプリ

自動変換しまーす

受注データ生成

ご注文をいただいたら営業担当者が
携帯電話でピッと読み取って…

ｉシリーズならワンクリックで
もう受注伝票が作成される！
これならいいね！

30
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奉行
シリーズ

連携
データ

kintone

利用部門 営業部門
営業支援部門

※この活用イメージに記載の内容は、Tsunagu for 奉行Ｖ
ERPでのみ実現可能です。（※Tsunagu for 奉行iシリーズ
には、HTTPトリガーの設定がありません。）
※この活用イメージに記載の内容を実現するには、任意のURL
をQRコードに変換して印刷することができるソリューションが必要
です。また、セキュリティ対策などで、ここに記載のない製品や
サービスが必要になることが考えられます。
※この活用イメージは、技術的な可能性のみを示唆するもので
あり、実現を何ら保証するものではありません。
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案件情報や受注情報をkintoneで共有
情報共有を強化し、対応を迅速化

利用イメージ
●Tsunagu for 奉行で商蔵奉行の受注伝票データを抽出し、
kintoneの売上伝票アプリに連携。
➤商蔵奉行の売上伝票データを売上伝票アプリに自動連携。
➤商品や得意先などのマスタから名称を自動編集。
➤伝票区分などマスタの存在しない区分の名称を自動設定。
➤分析に必要な独自のデータ項目を自動設定。
※商奉行i8/10からのデータ取り出しは、Tsunaguがあれば自動化
することができます。

導入効果
●経営層や営業部門のマネージャ、営業マンが必要と判断したタイ
ミングで売上伝票や、その集計結果が確認できるようになった。
●分析に必要なデータ項目が揃っているため、報告書の作成にかか
る手間が大幅に削減できた。
●経営層からマネージャ、営業マンまでが同じ売上伝票アプリを参
照するため、報告内容にずれが生じなくなった。
●案件情報も共有できるようになったため、必要かつ適切な対応が
とれるようになった。

kintone 連携

導入前の背景
●商奉行は事務所内に設置されているパソコンにのみインストール
してあり、入力作業は事務の担当者がまとめて行っている。また、
営業マンは自身の案件情報や売上成績をExcelなどを使って管理
している。

➤事務担当者は毎週、商奉行から売上集計表を出力し、経営層や営
業部門のマネージャ宛てに、メールに添付して送付している。

➤事務担当者は、営業マンからの求めに応じて、該当営業マンの売
上明細表を出力し、メールに添付して送付している。

課題
●経営層や営業部門のマネージャが必要と判断したタイミングで、
売上の状況が確認できないこと。
●営業部門のマネージャが報告書を作成する際、分析に必要な独自
のデータ項目を追加するなどしており、非常に手間がかかっている。
●営業マンが各自で作成しているExcelと、商奉行から出力した売
上集計表とで差が生じた場合に、調査が必要になること。
●案件情報が共有されていないことから、適切な対応がとれず、案
件をロスすることがあること。 32

売上集計表

マネージャに情報送らなくっ
ちゃ…
情報に差異がある？！調査に時
間がかかります…

必要な時に欲しい情報をすぐに
確認したいなー…

また案件ロスしたよ…

商奉行との売上集計表と
合わない…

売上伝票
データ

自動変換
しまーす

売上伝票アプリ

今までできなかった、必要
な時に欲しい情報を確認で
きるようになって、業績向
上に繋がったよ。

報告書作成の手間がかなり
減って、営業活動に専念で
きるようになったー！

報告内容にずれも
なくなったし、本
来の事務作業に集
中できるわ。
kintoneから必要な
時にデータを確認
できるようになり、
マネージャからも
好評だわ。
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