
販売代理店

勘定奉行クラウド開発元

TEL:0570-00-3614（ナビダイヤル）
営業時間 10:00-12:00 / 13:00-17:00（※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く）

https://www.obc.co.jp

株式会社ＹＫプランニング

bixid開発元

https://www.yk-planning.com

〒747-0044 ⼭⼝県防府市佐波 1-13-1

TEL:0120-121-250
営業時間 10:00-12:00 / 13:00-17:00（※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く）

bixid 推奨環境

bixidを活用した月次決算導入で、経常利益率10％を実現へ！

K社 様

会計事務所さんとbixidで⽉次決算をスタートしました。⽉次決算を⾏う⽬的は「経常利益率10％の実現」と
いう考えのもと、会計事務所の⽅と報告時には必ず経常利益率が10％残るのか話し合い、また、bixidのモニ
タリング画⾯で変動⽐率・固定費（⼈件費・戦略固定費・⼀般固定費）を確認し、経常利益を毎⽉チェックする
ようにしました。その結果、まだ期の途中ですが、現在は経常利益率11％を推移しています。
クラウド上で具体的な数値の⽬標を共有し、bixidによる現状分析を継続することで、会社のポジションが分
かります。bixidの分かりやすさが、経営数値の改善に繋がっていると思います。

スマホでチェック！これは助かる！

C社 様

会計処理はクラウド会計を活⽤していたので、経営⽀援クラウド 『bixid』をご提案頂いた時には、迷いなく
導⼊しました。bixidに変更したことにより、これまで紙⾯で⾏っていた⽉次報告がスムーズに⾏えるように
なりました。それだけ、bixidのモニタリング画⾯が、わかりやすい仕様になっているからだと思います。
最近では、スマホアプリを使って、スマホでも現在の数値を⾒る習慣がついてきました。疑問に思った数値
もスマホ内で元帳を⾒られるため、早い段階で現状把握が出来ています。
これにより、毎⽉の簡易経営計画の修正もこれまでよりスピードUPし、常に今期決算を⾒据えた予算管理、
決算着地、現状分析をbixidを通じて実⾏できています。

〒163-6030 東京都新宿区⻄新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 30F

bixidは株式会社ＹＫプランニングのクラウドサービスであり、登録商標です。OBC、勘定奉⾏および奉⾏クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。Apple、Apple
のロゴ、Safari は、⽶国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。※Google Chrome、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の
商標です。Microsoft、Microsoft Edge は、⽶国 Microsoft Corporationの⽶国およびその他の国における商標または登録商標です。Mozilla、Firefox は、Mozilla Foundationの⽶国およびその他の国における商
標または登録商標です。JavaScriptは、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。その他、記載されている会社名、システム名、
製品名は⼀般に各社の商標または登録商標です。なお、本⽂および図表中では、「®」、「™」は明記しておりません。
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企業の皆様へ

豊富な経理財務ノウハウを持つオービックビジネスコンサルタントと、
会計事務所を⺟体とし、監査・管理会計ノウハウを持つ YK プランニングが、

“経営の⾒える化・強靭化” を実現する新しいビジネスモデルをご提案いたします
持つ
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経経“経経

経理業務効率化と早期経営判断を可能に

経営の見える化・強靭化
経理業務効率化と早期経営判断を可能に

経営の見える化・強靭化
NEXT ACCOUNTING STYLE

分担化
効率化

経営
判断情報

共有

推奨設定

対応ブラウザ

・最新版 Google Chrome
・最新版 Microsoft Edge
・最新版 Mozilla Firefox
・Safari 9

・1280×768px 以上の解像度（CSS ピクセル）※  ・Cookie の保存と読取が可能であること
・JavaScript の実⾏許可があること          ・ポップアップが許可されていること

※スマートフォン等の物理的な画⾯のサイズに対して⾼解度の端末ではスケーリングという疑似的に画⾯の解
像度を⼩さくみせる動作をします。この場合、画⾯の解像度が上記要件を満たしたとしても、正しく表⽰され
ない場合があります。



自動チェック・仕訳修正連携による徹底した効率化
IT技術を駆使し、⽇常作成した会計データの中から検証の必要なものを⾃動的に抽出
します。それをヒトが確認することで、漏れやキャリアの違いによるムラを無くし、
⼊⼒チェックに掛かる時間を削減します。
また、チェックの最中に発⾒した仕訳を修正すると、⾃動的に勘定奉⾏クラウドに
反映します。システムでのチェックで正確性向上と品質管理を⽀援します。

財務会計サービスと経理・経営支援サービスのコラボで実現する“経営の見える化・強靭化”

ｂｉｘｉｄ×勘定奉行で叶える新しい ビジネスモデルｂｉｘｉｄ×勘定奉行で叶える新しい  ビジネスモデル

成果の早期把握化とPDCA サイクルの構築

早期に経営状況を把握早期に経営状況を把握

チェック早期完了化によって経営状況の把握スピードが向上します。
そこで⽣まれた時間で、直近の経営状態の⾒える化のみならず、必要に応じて作
成した経営計画等との進捗管理、具体的な軌道修正を⾏うことで、企業経営の安
定化と成⻑につながります。

社内・社外とのスムーズな情報共有

社内の数字報告だけでなく、将来の経営ビジョンや将来展望を幹部でシェアすること
ができます。また、社外の専⾨家からのアドバイスも受けることができ、情報共有が
スムーズに⾏えます。

コミュニケーションをクラウド化コミュニケーションをクラウド化

化

抽出
し、

ドに

奉 ⽇常
バックグラウ   ンド連携で
会計データを   自動同期

連携モ  デル

奉 ⽉次

修正仕訳もAPI      で自動連携

毎月のチェック業務の早期完了化
企業⾃⾝で基本的な会計チェックが⾏われた後は、会計事務所と結果の共有が可能
です。チェック結果から、専⾨的な知識が必要なものは会計事務所の担当者に依頼
することで、チェック業務を分担化できます。これにより、企業のチェックレベル
強化に繋がるとともに、数字の早期の確定が可能となります。

チェック業務の分担化チェック業務の分担化

毎⽉の仕訳や試算表データの
中から確認事項を⾃動抽出

会計データチェック業務 ⽉次チェック 決算チェック

bi

働き方改革の推進にも！

入力チェック・修正の効率化入力チェック・修正の効率化

専⾨分野に
集中

bixid 上で
確認依頼

チェックレベル
の向上

⼊⼒ミス等の修正は企業で、企業
側からの不明点や、専⾨的な知識
を要する判断は会計事務所に依頼

bi

カテゴリ名実施 主確認者

入力ミス

適切会計

重要取引

税務判断

（税）〇〇〇　会計

（税）〇〇〇　会計

（株）□□□　経理

（株）□□□　経理

高

低

専門性

⼊⼒ミス

適切会計

重要取引

税務判断

}
}

チェックの分担は企業の会計レベルに合わせて設定可能

1 2

計画作成が
簡単

経営状況を
把握

予実管理が
可能

bi
将来の数値⽬標だけでなく、具体的な
アクションプランを作成しＰＤＣＡサイ
クルを定着化

数字の作成⽀援や専⾨的知識
で計画の策定をフォロー

経営管理機能 単年⽉次計画 モニタリング

bi

企業経営陣

迅速な対応
が可能

bixid 内で
完結可能

会計事務所

bi
分析画⾯が試算表の代わりとなり
利益やお⾦の出⼊りを確認可能

予算対⽐やＰＬ/ＢＳ/ＣＦの推移で
抑えるべきポイントを解説

bi

決算時には同業他社と決算数値を⽐較し状況を正しく把握
bi

会計データ分析機能 ⽉次分析 決算分析 モニタリング

スマホ対応 ビジュアルで
把握

数字への
理解が増進

ワンクリック
で簡単分析

コメントで
情報共有 ペーパーレス

企業経営陣

各社対応会計    ソフト例

他多数（五⼗⾳順）

Ａ-ＳａａＳ
エッサム
エヌエムシイ
応研
オービック
サクラス
シスプラ

セイコーエプソン
ソリマチ
ＴＫＣ
ＪＤＬ
⽇本ビズアップ
ＰＣＡ
ビズソフト

freee
フリーウェイジャパン
マネーフォワード
ミロク情報サービス
弥⽣
ワイエムジーソフト

奉

他社会計データは       勘定奉行用に

コンバートして利       用可能

Spot

会計データチェック業務 ⽉次チェック 決算チェック

スピーディスピーディな経営判断と情報共有な経営判断と情報共有

⾃動抽出
で効率化

誰でも同じ
結果

⽉末⽉初の
業務量削減

経理業務の合理化経理業務の合理化

ビサイド
企業と会計事務所の会計業務を繋ぎ、拡げる「勘定奉⾏クラウド」と、企業と会計事務所の関係を強固にする経営⽀援クラウ ド「 bixid」で企業のみ
なさまに新しい会計・経営管理スタイルを提供します。API 連携によって⼈の⼿を介さなくてもbixidと勘定奉⾏クラウド を⾃動的に同期させるこ
とが可能です。また、会計データチェック業務におけるチェックの効率化を中⼼に、早期の数字確定が可能になり、業務 時間の短縮や企業経営陣
への報告もスピーディーに⾏えます。また、クラウド上でコミュニケーションをとることが可能になり、情報共有がスム  ーズに⾏えます。

経理チェック業務の効率化、標準   化、平準化により働き⽅改⾰
を強⼒にバックアップします。ま   たクラウド環境での企業と会
計事務所の双⽅向のコミュニケー    ション機能を備えていること
から会計事務所と直接対⾯しなく    てもやりとりが可能なツール
としてもお役⽴ていただけます。

経理担当者

企業経営陣

経理担当者会計事務所



当初の予定よりも範囲が広く、来月ま
でかかります。そのため、修繕費も予
定より多くかかりそうです。

経理 花子

今月の台風の修理は来月もまだ費用が
かかりそうですか？

あなた

新しい“あるべき”業務フローのかたち

修正計画の作成bi

bi 随時、単年月次計画を利用して経営計画を策定

モニタリングで実績の進捗管理bi

事業計画 PDCAフロー

日常運用（毎日 or 毎週）

奉 日々の仕訳データを勘定奉行クラウドに登録

勘定奉行クラウドから bixid に仕訳データを自動連携
※自動連携をONにすると翌日反映

bi

仕訳・消費税の自動チェックと仕訳の修正bi

専門的なチェックは依頼をし、業務を分担化bi

bi 1ヵ月分の経理内容を試算表で最終チェック

社内共有事項はコメントを

通じてコミュニケーション
bi

翌月

モニタリングを通じた経営状況の把握bi

ちょっとした空き時間などに
金額の大きい取引等を確認

bi

会計データチェックフロー

20X9/ 6/ 6 610 広告宣伝費

1678

23,000

20 仕 (2,000) 1 〇〇銀

130 普通預金

1661 40 仕 (0)

20X9/ 6/ 9 639 接待交際費

1743

18,519

20 仕 (1,481)

111 現金

XX

今月の大幅な売上アップの割に、
キャッシュが増えていないよう
ですが、なぜでしょうか？

今後の営業活動のために社用
車を購入しましたので、それ
が原因です。



会計データチェック

試算表チェック、仕訳・消費税チェックをより身近に

会計データ修正も手早く簡単に

X

X

X

XX

XX

勘定奉行クラウド
勘定奉行クラウドに自動連携

経理業務を合理化する会計データチェ  ック

会計データチェックによるチェック時間の短縮で、会社の数字を早期に確定！

伝票入力

伝票入力

帳票作成 報告メールで
送信

チェック・修正 伝票ファイル作成

通常

bixid
利用

経理担当者へ確認依頼

専門的なチェックは
会計事務所へ

確認時間

短縮
後戻りを

削減

試算表
作成時間
の短縮

外出先で
確認可能

報告準備に時間

がかかる

時間を確保する

必要がある

bixid上で
帳票が自動作成

会計データチェック
と修正 （スマホで確認）

報告

やりとりが何度も発生し、チェック

や修正に時間がかかる

様々なチェックが行われ、今後も強化されていきます

20X9/ 5/22 14:16

！



経営状況の見える化で、会社の状態を 把握する

(32.9%)(36.8%)

(30.8%)(32.6%) 2.1%
+1,272

60％60％

62％61％

2％

2,000

(69.2%)(67.4%)

(67.1%)(63.2%) +1,030

2.1%

+52

+10.6%

変動費比率の変動による累計売上高に対するインパクト

3333

(13.5%)(14.4%)

(8.6%)(10.3%) -2,503

4.9%

(9)(9)

(30)(30)

(50.2%)(56.2%)

(44.5%)(54.0%) -1,785

5.7%

+3,286
105.7%

100100

-2,986

+164

(71.1%)(79.0%)

(61.9%)(67.2%) -3,241

9.2%

6262
+3,286
105.7%
+3 2863,286
105.7%

月次レポート

気になる数字はコメントで記録 解説機能で財務状況を把握

経営状況を視覚的に把握できる KPI 管理で組織マネジメントを円滑化

スマホアプリでいつでもどこでも、
タイムリーに会社の経営状況を把握できます！

会計 次郎

あなた
App Store か Google Play で

「bixid」と検索してダウンロード！



単年月次計画

不透明な未来を切り開く経営計画

販売計画

借入金の返済計画

アクションプラン

自動作成機能で簡単に基本計画を準備

ワンクリックで過去の明細を確認

過去の数字から数値を事前セット 様々な入力スタイルで簡単作成

直接入力

前年同月

対前年比

科目連動

過去平均

年間予算



PDCAサイクルで経営力を高める

モニタリングで計画比較&アクションプランの実績管理

(35.2%)(34.9%)

1.2%
+482

(60.6%)

(59.1%)

3.1％
+215

(51.1%)(50.8%)

(55.3%)(54.2%) +926

4.2%

変動費比率の変動による累計売上高に対するインパクト

(000%)(23.2%)

(000%)(21.1%) -000

00%

-1,488
96.4%

6565

3535
5454

(28)(28)

(15)(15)
100100 (000%)(44.2%)

(0%)(43.1%) -000

000%

(57.5%)

(57.3%)

企業と会計事務所のbixid相互利用で
やりとりがスピーディかつ効率的に！

会計データチェック業務の分担化で早期数字確定

計画策定の専門的アドバイス・進捗管理フォロー

会計データチェック
と修正

専門的なチェックは
会計事務所へ

20X9/ 6/ 6 610 広告宣伝費

1678

23,000

20 仕 (2,000)

25,000

40 仕1 〇〇銀行

130 普通預金 広告ﾊﾟ

20X9/ 6/ 4 655 雑費

1661

5,900

40 仕 (0)

5,900

(0)

111 現金 玉串料

20X9/ 6/ 9 639接待交際費 18,519 20,000111現金 会費

確認時間

短縮
後戻りを

削減
外出先で
確認可能

（スマホで確認）

報告

業務の合理化による
早期の数字確定

経営計画の数値の
確認・修正を依頼

bixid 上で
進捗管理が可能

325，561

264，852 6

5

42

54

100

100

【売上高】コメント

財務 一郎 20X9/6/9 15:11 全員 実績

5月は変動費比率は 35%でした。材料などの見直しが効果がありましたね。
来月も引き続き維持していきましょう。

対象期間：20X9 年 4 月 1 日 ～ 20X0 年 3 月 31 日

【売上高】コメント

財務 一郎 20X9/4/28 11:32 全員 計画

売上高：目標 180,000 千円
売上高に対する変動費比率：目標 34％（前年：39%　業種目安：30％）
仕入や外注費の変動費がＡ業種の目安を大きく超えています。
ここを見直し、39％→34%への実現で、年間 960 万円の利益が変わってきます。

対象期間：20X9 年 4 月 1 日 ～ 20X0 年 3 月 31 日

【売上高】コメント

財務 一郎 20X9/4/28 11:32 全員 計画

売上高：目標 180,000 千円
売上高に対する変動費比率：目標 34％（前年：39%　業種目安：30％）
仕入や外注費の変動費がＡ業種の目安を大きく超えています。
ここを見直し、39％→34%への実現で、年間 960 万円の利益が変わってきます。

対象期間：20X9 年 4 月 1 日 ～ 20X0 年 3 月 31 日

【売上高】コメント

財務 一郎 20X9/4/28 11:32 全員 計画

売上高：目標 180,000 千円
売上高に対する変動費比率：目標 34％（前年：39%　業種目安：30％）
仕入や外注費の変動費がＡ業種の目安を大きく超えています。
ここを見直し、39％→34%への実現で、年間 960 万円の利益が変わってきます。

対象期間：20X9 年 4 月 1 日 ～ 20X0 年 3 月 31 日

確認者 会計 次郎
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【売上高】コメント

経営 太郎 20X9/5/15 16:04

前から気になっていた材料Ｂの金額ですが、今と別の業
者に注文することで、８割程度の値段に抑えられました。
また、外注費も社内見直しで必要ないものをカットしま
した。



サポートサービスサポートサービス

（最大 180 分）

（最大 180 分）

bixid有料サポートサービス

bixid導入支援パック
bixidの初期設定から主要コンテンツの基本的な運⽤までをトータルサポートします。bixid で契約しているプランに関係なく料
⾦は⼀律で提供しています。⽀援内容は契約しているプランに関係する項⽬が受けられます。

その他、個別でのサポートも受けられます。各サービスの料⾦・お申込み⽅法などは、当パッケージ購⼊元にご確認ください。

初期設定

会計データチェック

アカウント作成・事業所データ登録・スマホアプリ
インストールなど運⽤準備をサポートします。

モニタリング
⽉次の進捗管理機能の操作説明と、運⽤フローを解
説します。

経営計画策定
計画策定の基本的な操作説明と、計画策定の基本フ
ローを解説します。

運⽤進捗ヒアリング
導⼊⽀援の翌⽇に電話で運⽤状況をヒアリングし
て、追加サポートします。

機能の基本的な操作説明と、実際に社内でどのよう
に運⽤するかなど、フローの整理を⼀緒に⾏います。

レギュラーアカウント登録  初期データ登録

利⽤者アカウント登録  利⽤者権限設定  スマホアプリ設定

基本操作説明  運⽤フロー整理

bixid WEB勉強会

bixid 個別サポート

導入支援パック・個別サポートのサービス料金について

基本操作研修 運⽤研修
bixid 全般の基本的な操作を学習していきます。これ
から bixid の運⽤を始める⽅はまずこちらの受講をお
すすめします。

より実践的な内容の研修です。経営計画の効果的な
策定⽅法や効率的な会計データチェックのフローや
チェック項⽬の作り⽅について学習します。

⼿軽に bixidの運⽤を学習できるWEB勉強会を定期的に開催しています。開催⽇程はサポートセンターにお問い合わせください。

計画策定編 監査運⽤編初期導⼊  スマホアプリ

会計データチェックオプション  経営計画 など

※1 価格については変更となる可能性があります。詳しくは当パッケージ購⼊元にご確認ください。  ※2 料⾦には交通費（旅費⽇当他）を含みます。サポー
ト内容はヒアリングしながら決定いたします。

65,000円（税抜）WEB会議対応 訪問対応 100,000円（税抜）※2価格 ※1

13 14

利用料金利用料金

※料⾦は全て税抜表⽰で記載しています。※ご契約は年額となります。

3,600 円（税抜）月額あたり
利用料金

経理業務の効率化を図りたい方に！

モニタリング 会計データチェック
会社の経営状況を視覚的に把握

することができます。経営を⾒

える化します。

⽇常作成される会計データが適

切に処理されているかをチェック

し、エラー・確認事項を検知し、

データを修正できます。

１年間契約期間 販売価格

会計データチェックパック
会計データチェックオプション（3,000円/月）ライトプラン（600円/月） 

経営計画
⽉次で年間の予算を作成する単年⽉次計画を使って、数値計画とそれに対するアク
ションプランを作成することができます。
策定した計画はタイムリーに共有できるので、経営に関わる社内の幹部や会計事務
所の担当者に直接修正してもらうことが可能です。

経営支援の意思決定ツールとして利用したい方に！

プランニングプラン

43,200円（税抜） 

9,800 円（税抜）月額あたり
利用料金

１年間契約期間 販売価格 117,600円（税抜） 

経理チェック業務の早期修正から月次計画の PDCA サイクルを実現したい方に！

プランニングプラン
会計データチェックオプション

会計データチェックで会計データが適切に処理されているかチェックし、その会計データがモニタリングに利⽤されます。
単年⽉次計画で数値計画と⾏動計画を作成後、モニタリングで計画通りに利益・キャッシュが創出されているか確認します。計画通りに推
移していない場合はモニタリングで原因を深掘りし、より精度の⾼い計画を策定することができます。

１ヵ⽉の会計
データをチェック

⽉次計画を利⽤して
経営計画を策定

モニタリングで進捗を
確認し、計画を修正

モニタリングを通じて
現在の経営状況を把握

12,800 円（税抜）月額あたり
利用料金

１年間契約期間 販売価格 153,600円（税抜） 




