
安⽥ 信弘 ＣＩＯパートナーズ（株） マネージャー

 前ビジネスブレイン太⽥昭和（ＢＢＳ） 主任コンサルタント

 会計事務所、ＴＫＣ、ビジネスブレイン太⽥昭和を経て
ＣＩＯパートナーズ（株）の設⽴に参画、現在に⾄る。

 主な業務改⾰の⽀援実績
 決算早期化と経理業務の効率化 ⾷品（東１）、他

 予算編成の制度改⾰（予算の精度向上） その他製造（東１）、他

 顧客管理の効率化 社会インフラ（東１）

 原価管理改⾰（合理化と管理精度の向上） ⾃動⾞部品（東１）、他

http:// CIO-Partners.co.jp

実践を通じて業務改⾰の基礎を学ぶ

吉⽥ 明弘 ＣＩＯパートナーズ（株） 代表取締役

 前ビジネスブレイン太⽥昭和（ＢＢＳ） ⼤阪コンサルティング部⻑

 ⽇本ＡＴ＆Ｔ情報システム（現⽇本ＮＣＲ）、 朝⽇アーサーアンダーセン、
ビジネスブレイン太⽥昭和を経て ＣＩＯパートナーズ（株）を設⽴、現在に⾄る。

 主な業務改⾰の⽀援実績
 営業管理、債権・債務管理、経理などの管理業務の効率化 ⾷品（東１）、他

 グループ⼦会社の管理業務の標準化と事務センターの設⽴ 不動産（東１）、他

 ホールディング化に伴うグループ経営管理制度の確⽴ サービス（ＪＡＳＤＡＱ）、他

 基幹系システムのリプレース（⼊替）⽀援と管理業務の効率化 卸売、他

 内部統制、リスク・マネジメント態勢の整備、ＢＣＰ策定 化学（東１）、他

業務改⾰とは、“現状の業務にこだわらず、ビジネスプロセスを抜本的に再設計・再構築する事”です。従って、効果的に業務改⾰を
進めるには、最初の段階（企画段階）で、ボタンの掛け違いを起こさない様に、「仮説・改⾰構想」を体系的、論理的に策定する事が
不可⽋です。

私たち、CIOパートナーズ（株）が提供する「業務改⾰プロジェクト実践研修」は、業務分析から問題の洗い出しと課題整理について、
体系的な研修の流れの中で、プレゼン・討議による実践を通じて 受講⽣の皆さんの企画⼒の向上をお⼿伝いします。

〜経験豊富が現役コンサルタントが、スキルアップをサポート〜

受講者の皆様のご意見を反映し、カリキュラムを充実させました。
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経営課題を整理する為の分析

実現課題を整理する為の分析

ＣＩＯパートナーズ株式会社
〒550-0014
⼤阪市⻄区北堀江1丁⽬19-8 四ツ橋ＫＭビル7F

Tel. 06（6599）8661 Fax. 06（6599）8666
Mail.  learning@CIO-Partners.co.jp
URL.  http://CIO-Partners.co.jp/

CIO-Partners.co.,ltd.

〜体系化されたカリキュラムが、受講者の理解を深める〜

〜開催要領と研修費⽤〜

研修期間や開催⽇

 研修回数 全６回
 2015年1⽉〜３⽉（３ヶ⽉間）
 隔週の⾦曜⽇に開催 16:00 〜 18:30

※ 業務都合などで参加できない場合は適宜、代講を開催します。

開講⽇（予定）

その他、研修の開催要領

 募集⼈数 ６名
※１ 定員になり次第、募集を締め切らせて頂きます。
※２ また、最⼩敢⾏⼈数（２名）に満たない場合は、開催を中⽌させて頂く場合があります。

 研修会場 ＣＩＯパートナーズ株式会社 （四ツ橋ＫＭビル ７階 会議室）
地鉄⻑堀鶴⾒緑地線 ⻄⼤橋駅 ４号出⼝より 徒歩１分
地下鉄四つ橋線 四ツ橋駅 ２号出⼝より 徒歩３分） ＊1Fはプジョーのショールーム

 詳細な内容などは、弊社ホームページをご確認ください。

研修費⽤

¥50,000.- （税込：¥54,000.-） ＊ 法⼈申込み、個⼈申込み共通

申込み⽅法 弊社ホームページ、若しくはお電話にて、（仮）お申込み・資料請求を⾏って下さい。

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

１/１６ １/３０ ２/１３ ２/２７ ３/１３ ３/２７

＊ 弊社より、申込書（正式版）ほか、関連書類を郵送いたします。
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有価証券・資金管理

機能概要（処理内容） 後工程*1 処理ﾀｲﾐﾝｸﾞ 部署 処理担当 Input Output 処理ｼｽﾃﾑ 関連ﾌﾛ IーD 問題点・気づき事項

03 振込入金管理

03.1. 振込振分

03.1.1 請求先振込 請求先が指定された口座に振込みを行う。 請求先

03.1.2 入金データ連携

銀行のＥＢシステムより入金情報を受領し、入金データとして経理シス
テムに取り込む。
この際に、振込口座は請求先毎に口座番号が割り振られており、自
動的に得意先情報が入金データに付与される。

通常は１/日
（夕刻）

経理部 Ｓｙｓｔｅｍ 入金データ（ＣＳＶ） 連携不能リスト

当座

仮受金
（経理）

仮受金
（経理）
仮受金
（営業所）

経理WF
自動得意先情報が振り分けられなかった場合の連絡が1日遅
れとなってしまう

03.1.3 経理部振分作業
入金主管が経理部、又は連携できなかった場合、振込元を追及
し、振込先情報を付与するとともに、振込振分処理で営業所へ入
金連絡をする。

経理部 担当者

当座

仮受金

（経理）

仮受金
（経理）
仮受金

（営業所）

経理WF
銀行からの連絡が重複することがあり、二重で振込振分
処理をする場合ある。その場合、仮受金の残高が不一致
となり、翌日経理部でチェックをしている。

03.2. 入金確認

03.2.1
入金額の確認と入金処
理

経理ＷＦ、経理日報（一括・振込）画面にて入金予定額と入金額を
確認する。手数料が引かれている場合は手数料分の入金額を加
算する。
差異がある場合は、画面一覧の上位に表示されているので、調査
の上、該当の得意先に修正する。（商品代と販促資材代等）

主管営業所から入金が振られた営業所において、翌日、他部門
入金一覧にて入金内容を確認する。

経理部振分
の翌日

主管営業所 担当者 経理WF
複数の営業所にまたがる入金が一括で行われた場合、主
幹営業所で振り分けを行い、翌日各営業所で入金処理を
行うため、1日の処理の遅れが生じる

03.2.2 経理日報可決
経理日報（一括・振込）画面内容と営業所の日計表を突合し可決
する。

主管営業所 責任者
上記理由により日々日報は可決されるが、仮払金残が常
に生じる

03.3. 仕訳作成

03.3.1 会計計上処理
自動仕訳による仕訳データの作成を行い、会計システムへ連携す
る。

毎日夜間 Ｓｙｓｔｅｍ － 経理日報データ 仕訳データ
仮受金

（営業所）
売掛金
未収入金

経理ＷＦ
↓

会計ｼｽﾃﾑ

03.4. 残高確認

03.4.1 未取り込みのチェック
ＥＢ連携は定期的（一回/日）に実施しており処理が漏れることはな
い。経理部振分の処理忘れについては、仮受金（経理部）の残高確
認を行うことでチェックしている。

経理部 担当者 提示に処理されるため、オンライン使用時間の制約がある

03.4.2 未消し込みのチェック
締日時点で仮受金（営業所）の残高確認を行い、定期的にチェックを
行っている。

経理部 担当者
残高確認は、月に一度行っているが締め後3日後でないと確
定しない

対象パターンの概略説明
会社名

業務体系（大区分）

小区分 パターン

機能ID、機能名 仕訳ﾊﾟﾀｰﾝ

ダイドードリンコ株式会社 入金管理 9.03 振込入金管理

担当部門

総務課 経理課

販売 販売管理（国内） 受託販売（ＤｙDo以外）
受託販売（ＤｙDo向け製薬会社経由）
受託販売（ＤｙDo直）
自社ブランド販売（社員向け） ●
自社ブランド販売（Dyｸﾞﾙｰﾌﾟ社員向け） ●

債権管理 得意先別残高管理 ○
購買 購買管理（商品） 商品仕入 ○

　　・運賃
購買管理（原材料・資材） 原材料・資材の購入 ○
購買管理（経費） 一般物品及び造作物の購入

　　・製造経費 ○
　　・研究開発用原材料・資材 ○
　　・販売費及び一般管理費 ○
　　・運賃

債務管理 支払先別残高管理 ○
　　・製造経費 ●
　　・研究開発用原材料・資材 ●
　　・販売費及び一般管理費 ●

業務体系

大区分 小区分 パターン
総務部


