奉行V ERP 導入事例

京都機械工具株式会社

奉行V ERP 導入事例

京都機械工具株式会社

※会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ※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、予告なしに変更することがあります。
※本カタログの記載内容は2013年3月現在のものです。 ©2013 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.ALL rights reserved.

奉行V ERPにより基幹システムのスリム化を実現

市場変化に対応できる
基盤構築を目指す

奉行V ERP 導入モジュール

販売代理店

東

京 〒163-6032 新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー32F TEL 03-3342-1880
（代）FAX 03-3342-1874

札

幌 〒060-0003 札幌市中央区北三条西4-1-1 日本生命札幌ビル6F

TEL 011-221-8850
（代）FAX 011-221-7310

仙

台 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 鹿島広業ビル7F

TEL 022-215-7550
（代）FAX 022-215-7558

関

東 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-9-6 大宮センタービル7F

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7F

TEL 045-322-0922
（代）FAX 045-322-3648

静

岡 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル4F

TEL 054-254-5966
（代）FAX 054-254-5933

金

沢 〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢8F

TEL 076-265-5411
（代）FAX 076-265-7068

名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-7 NORE伏見ビル7F

TEL 052-204-3350
（代）FAX 052-204-3354

大

阪 〒530-0018 大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル23F

TEL 06-6367-1101
（代）FAX 06-6367-1102

広

島 〒730-0032 広島市中区立町2-27 NBF広島立町ビル4F

TEL 082-544-2430
（代）FAX 082-541-2431

福

岡 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2-1 博多

TEL 092-263-6091
（代）FAX 092-263-6099

園M-SQUARE 9F

2013 03 ICI

▶

勘定奉行V ERP

▶

固定資産奉行V ERP

▶

債権管理 Pro

▶

債務管理 Pro

▶

支払手形管理

▶

人事奉行V ERP

▶

給与奉行V ERP

▶

BACKUP for 奉行V ERP

奉行V ERP 導入モジュール
勘定奉行V ERP／固定資産奉行V ERP／債権管理 Pro／債務管理 Pro／支払手形管理／人事奉行V ERP／給与奉行V ERP／BACKUP for 奉行V ERP
京都機械工具株式会社は1950年の創
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所在地…京都府久世郡久御山町
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Ｙ商品や日用雑貨等の販売

債務管理に汎用機を利用した自社開発システ
ムを利用していたため、属人化や制度改正対応
など、将来のリスクやコストへの不安があった。

効果

生産管理システム／販売管理システム
会

コストとリスクが課題
京都府久御山に本社生産拠点を置く京都機械

そう当時を振り返るのは、同社の執行役員 経

奉行V ERPの導入により業務効率
化を実現すると共に、リスクやコス
トへの不安を解消できた。

基本的な債務管理機能に対する要件はもちろん、
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債務管理

変更、それに研究開発費、固定資産管理など整

性の検証を行った結果、要件は全て満たすと判

工具株式会社は日本を代表する工具メーカーで

備すべき範囲が多くありましたが、パッケージで

断。こうして数か月に及ぶ検討の後、正式に奉行

ある。KTCブランドとして広く知られる同社の工

あれば今後も続く制度改正にも容易に対応でき

V ERPの導入を決定した。

具は、その品質の高さに定評があり、主に自動車

ます。また、子会社と親会社のシステムを統一す

同社では、会計基盤には勘定奉行V ERPと債

の整備工具をはじめ、精密工作機械や産業用機

ることで、将来的には連結データ作成の効率化

権債務管理オプションを導入。固定資産管理に

械などのメンテナンス用工具としても用いられて

も実現できると考えました。」

ついてもIFRSへの対応を見据え、資産除去債務

る計測機器分野にも力を入れ、新たな高付加価

業務範囲について、パッケージによる新たな基

値製品を開発している。

盤構築を目指すこととなった。

同社では、販売管理システムや生産管理シス
テムと連携する会計システムの一部を、汎用機
を利用した自社開発システムで運用していたが、
属人化リスクや度重なる制度改正への対応コス
トについて不安を抱えていた。
また、市場変化への対応も課題のひとつであっ

複雑な債務管理の機能要件を満たす
機能性と使いやすさが決め手に
検討に際しては、既存会計システムのバー
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月次経営レポート

●生産管理システムから勘定奉行V ERPへの債務データの自動連携を実現

システムの
ポイント

●買掛金や未払金管理、入金情報からの一括消込を債権債務管理オプションで効率化
●営業拠点7カ所と本社をネットワークで結び、拠点では小口現金に関する仕訳入力を分散化
●調達部門には参照のみの権限を付与し、債務残高の確認が行える環境を実現
●奉行V ERPから出力したセグメント別の損益データを基に月次の経営レポートを自動作成

V ERPを導入した。

月次レポートの作成工数を大幅短縮
汎用機の運用に対する不安も解消
会計基盤の刷新により会計業務が効率化され、
特に、データ出力の柔軟性による効果が大きい
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の経費増減などもすぐに確認が行えます。メー

の確保という意味で、汎用機のリソースを使うこ

しい結果がすぐ手に入るのは非常に便利だと感

カーですから製造原価をどう圧縮するかを見て

とができます。」
（大橋氏）

じます。また、例えば監査法人から急なデータ提

いますが、セグメントごとの原価構成比がすぐに

出を求められた場合にも、奉行V ERPは必要な

把握できますし、販売管理システムからの売上

海外展開を視野に

データ出力がボタン操作で簡単に行えます。こう

データとの突合せも簡単に加工して確認するこ

付加価値の高い製品開発を目指す

いった点でも業務効率化効果を感じています。」

とができます。」
（山﨑氏）

また、管理会計面でも月次レポートの作成工数
を大幅に短縮できている。

と評価する。オペレーションを担当する経営統括

ある大橋博氏は語る。

ジ数社を比較。

部 経理グループの川村尚子氏は次のように話す。
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資産管理
・複数基準償却計算
・資産除去債務
・移動／除去・売却
・資本的支出
・遊休資産
・圧縮記帳

配賦処理

会計統合
データベース

人事労務システム

ジョンアップの他、奉行V ERPを含むパッケー

付加価値を付けにくい工具は競争が激しくなっ

減損会計

会計帳票

たと、経営統括部 経理グループマネージャーで

「一番すっと使いやすいの

資産登録
・個別／一括入力
・一括変換
・汎用データ受入
・承認

制度会計

「奉行V ERPは管理会計機能が非常に良いと感

「海外製の安価な製品が入ってきたことで、元々

・てん末管理
・節税分割
・手形発行
・ファクタリング

・購入債務処理
・支払明細書発行
・即時支払
・前支払消込
・支払消込
・FBデータ作成

管理や複数基準管理も実現できる固定資産奉行

導入効果と今後の展望
システム選定のポイント

支払手形管理

生産管理システムからのデータ連携、パフォーマ
ンス、内部統制資料の出力要件など細かく適合

こうして同社では、債務管理を中心とした会計

固定資産管理
固定資産・リース資産管理
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「グループ企業内の決算期の統一や売上基準の

いる。近年は、ボルトナットの締め加減を制御す

計

債権債務管理

発の債務管理システムからの移行可否であった。

営統括部部長の山﨑正徳氏である。

知られる工具の製造販売では、アイテム
数・生産量ともに国内No.1の実績を誇る。

仕訳データ
受入／入力
準備でした。」

長を続けてきた。KTCブランドとして広く
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ロストワックス製法による工具および精密工作機械・産業用機械などのメンテナンス用工具の製造販売
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業以来「高品質な工具づくり」に取り組み、
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他にも、Excelを利用し、奉行V ERPでセグメ

最後に、同社が目指す今後のシステム展望に
ついて山﨑氏にお話を伺った。

ント別に集計される月次の損益推移データをそ

「今後は、連結を意識し、子会社を含めたグルー

のまま決められたファイル形式で保存すれば、全

プ全体のデータが自動集計される仕組みを考え

社に発信する月次の業績レポートが自動で作成

ていきたい。親会社側から子会社の資金繰りや

される仕組みを構築した。

会計情報を確認できるなど、早期にグループの

同社の課題であった汎用機の運用に対する不
安も解消された。

経営状況がわかる仕組みの構築が重要であると
考えています。」

ており、国内の業界構造も変化してきました。こ

存システムも最新版では

のような市場変化に対応するためにも、汎用機を

随分操作性が異なっていま

「実は汎用機のプログラムで会計を担当してい

プロメカニック向け工具に強みを持つ同社だ

スリム化することで人的リソースを確保し、将来

したので継続メリットもほ

た人が退職し、重大なトラブルや法改正が発生し

が、最近はアマチュアメカニック向けの商品展開

に向けた多様な販売形態への対応に集中させた

ぼない。それであれば一番

たとしても対応できない状態にありました。奉行

も進めている。ボルトの締めや緩みを制御できる

使いやすいものをと思いま

V ERPを導入したことで、その不安やリスクを

工具の開発など、安全快適をベースとした高品

した。」
（大橋氏）

回避できたことは効果として非常に大きい。まだ

質な工具づくりを大切にしながら、付加価値ある

汎用機は販売管理システムとして残っています

製品の海外展開も今後は目指していく。

いという思いがありました。」
このような中、本格的にシステム検討を行うタ
イミングが訪れる。
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また、機能性で特にポイ

が、今後は新しいことに対応するための柔軟性
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