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〜80社以上のグループ企業の会計業務を支える会計基盤に採用〜

奉行V ERP ＆奉行Open-DBで徹底的に人の手を省き、

経理業務の全体最適化と
決算早期化を実現
奉行V ERP 導入モジュール

2016 5 DT

▶

奉行V ERP Enterprise Group Management ‒ Edition（勘定奉行V ERP 8 、固定資産奉行V ERP 8）

▶

債務管理オプション

▶

奉行Open-DB

奉行V ERP 導入モジュール
奉行V ERP Enterprise Group Management ‒ Edition（勘定奉行V ERP 8 、固定資産奉行V ERP 8）／債務管理オプション／奉行Open-DB

■株式会社サイバーエージェント https://www.cyberagent.co.jp/

奉行V ERP 導入事例

売上高…2,543億円
（2015年9月期） 従業員数…3,432名
（2015年9月末時点）

株式会社サイバーエージェント

1998年3月設立。インターネットを基軸に、
メディア事業、インターネット広告事業、
ゲーム事業、投資育成事業など様々な分野で事業を展開する。

ゆうじん

マネージャー 秋道雄仁氏は次のように説明する。
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経理業務の全体最適化と
決算早期化を実現
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合の頻度が高いのが特徴です。このようなスピー

外部システムとの
自由な連携を実現

追いつき、ステージの違う企業の会計業務をまと
めていくには、奉行データを様々なシステムと組
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を見ることができるようにし、枠にはめることなく
明細ベースで状況を確認できる仕組みが必要だっ

①多岐に渡る事業に柔軟に対応できる仕組みが必要となった。
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②グループ企業数の増加に伴いグループ会社横串での分析が必要となった。

BI
ツール

ETL

たのです。奉行Open-DBはまさに理想でした。」
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①奉行Open-DBの導入により他システムと柔軟に連携できる仕組みの構築に成功。事業展開に対応でき
る仕組みづくりに貢献した。

ガバナンス強化の土台を固め

奉行Open-DBとは

連携工数も極小化

②グループ企業の会計データをワンクリックで出力できることで、データの可視化が進む。チェック精度の向
上によりガバナンス強化が可能になった。

高い整合性と業務削減にも貢献

奉行Open-DBとは、奉行V ERPで作成したデータを、自由に使用できる開かれたデータベース。
データベースに格納された情報は、自社システムや連結決算システム、BIツールやレポーティ
ングツールなど様々なシステムからの参照や連携による多様なデータ活用を実現する。

同社は多くのシステムを活用しているが、その源
泉を担っているのが奉行V ERPと奉行Open-DB

導入前の課題

経営スピードを上げるため
新しい仕組み作りの企画が浮上

テージに立った。

（以下、奉行データ）を自由に利用できる状態が

であると西村氏は説明する。

減効果をもたらしている。

今後の展望

「奉行Open-DBを活用して進めているのが、
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キャッシュフローの増減明細作成の効率化です。
勘定科目内の増減内訳を把握しなければならな
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ダイヤモンドファクトを目指して

していくことは回避したいという目標があった。
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ています。集約したデータを一覧化して、コック

いため、仕訳明細ベースでフラグを立てて対応

奉行Open-DBを軸とする柔軟なデータの連
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（データウェアハウス）、BIツールなど他システ
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V ERPの「奉行Open-DB」だった。
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ことです。入力するファクトはどこから叩いても

とも大きな利点です。」

たか き

会計データをタイムリーに共有でき

ラップアンドビルド」にある。経営本部 財務経理室
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ル ー 、入 力 デ ータの 精 度

が、今後の事業のイノベーションを後押しするシ

チェックなど、同社が求める
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