発行元 株式会社ケーエスビー
発行元住所 〒210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田 1-9-14

・
・
・

日通システムグループ

http://www.ksbnet.co.jp

株式会社ケーエスビー

日通システム株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-18-1 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 9F

http://www.nittsusystem.co.jp

主な記事

2012

■日通システムグループの一員となりました。

7
主な記事

日通システムグループの一員となりました
各種セミナー情報
ケーエスビーフラッシュニュースが変わります 他

平成 24 年 7 月 27 日発行
No.42

■日通システムグループの一員となりました

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、株式会社ケーエスビーは平成二十四年六月二〇日をもちまして、日通システム株式会社の１００％子会社として、
新たな出発をいたしました。
弊社がこれまで蓄積してきた会計ならびに給与パッケージソフトウェアの技術力に日通システム株式会社の総合力が加わり、
これまで以上に製品とサービスの向上につながるものと確信しております。
これを機に社員一同新たな決意をもって、社業に取り組んでまいりますので、何卒これまでと変わらぬご愛顧を賜りますよう
にお願いいたします。
新たに弊社代表取締役社長には、日通システム株式会社の代表取締役の加村稔が就任いたしました。
新陣容をもって総力を結集し皆様のご期待に添えますように全力を尽くしてまいりますのでよろしくご高承のうえ今後ともなお一層
のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
甚だ略儀ではありますが、書中をもちましてご挨拶を申し上げます。
敬具
平成二十四年六月吉日
株式会社ケーエスビー

日通システム株式会社

（川崎市川崎区渡田一丁目九番十四号）
代表取締役社長

加村 稔

取締役

窪島 政良

取締役

西垣 延夫

取締役

平賀 敏晃

監査役

竹内 務

（名古屋市中区栄三丁目十八番一号）
代表取締役社長

加村 稔

今後は日通システムグループの一員としてさらに商品ラインナップにも人事・就業システムが加わり、従来の会計・給与
システムと連携した総合的なご提案が可能となります。
次ページ以降に弊社の今後の製品情報をご紹介させていただきます。
■日通システム株式会社 製品情報
■株式会社ケーエスビー 新製品情報
■ＡＳＰシステムのご紹介
■各種セミナー情報

■日通システム株式会社 製品情報
統合 ERP Package「勤次郎 Enterprise」は、就業・人事・給
与の機能をベースに経営の効率化を支援する HRM ソリュ
ーションです。社会情勢の変化に柔軟に対応し、企業の
戦略的な人材マネジメントをサポートいたします。

会計システム等
ウイルス対策ソフト

情報の一元化、リアルタイムでの状況把握や立場に応じ
た活用を実現し、全社的な労務管理意識の向上を促進、
さらには業務の効率化、適正な人員配置から
コスト削減・生産性向上を支援します。

会計システム
サービス基盤（クラウドサーバ）
(CPU,ﾒﾓﾘ,ｽﾄﾚｰｼﾞ,OS,SSL-VPN)

【「勤次郎 Enterprise」製品一覧】
・就業ソリューション「勤次郎」
・人事ソリューション「人事郎」
・給与ソリューション「Q 太郎」
・Linux 情報端末

「タイムレコーダー」

＜サブシステム＞

インターネット

経営分析支援システム、人員配置シミュレーション、
ワークフローなど･･･
■株式会社ケーエスビー 新製品情報
＜民間企業向け財務会計システムのリリース＞
日通システム株式会社との業務提携を機に、統合 ERP
Package の中に組み込むべく民間企業向けの財務会計シ
ステムの開発に着手いたしました。現在、9/1 リリースを

本部

A 施設

B 施設

目標に開発中でございます。他社の ERP パッケージに負
けない内容にするべく、日通システム・ケーエスビー協力
体制にて開発、販売を進めて参ります。

＜ASP システムのメリット＞
①外部のデータセンターで管理されますので、自社パソ
コンからのデータ漏えいの危機管理が軽減され、自社

詳しい資料等は、弊社システム営業部（050-3536-4412）
までご連絡いただくか、別紙のカタログ資料請求用紙より
FAX（044-355-4430）にてご用命ください。

サーバを管理・維持する必要もなくなります。
②特に複数施設・複数クライアントでの運用に効果的で
す。データセンターのサーバ側でプログラム処理後の
画像データのみを受け取りますので、処理スピードに

■ＡＳＰシステムのご紹介
上記にご紹介しました日通システム株式会社の「就業・人
事・給与」システムと株式会社ケーエスビーの「会計・給
与・減価償却・諸謝金」システムが全てクラウド型の ASP
サービスとしてご利用いただけます。
データセンターを利用したクラウドサーバで月額利用料金
制での運用が可能です。

もストレスなくこなせます。
③月額利用料金制となりますので、システム構築の初
期費用を抑えられます。

■PAYS 給与システムと勤次郎の連携が可能です
導入実績 4,000 社を有する日通システム株式会社の就業

勤怠データ取込のための設定

管 理シ ステ ム｢ 勤次郎 ｣か ら 、弊社 給与計 算シ ステ ム

基本の｢データ変換設定｣処理で取り込むデータを

(PAYS/P1R 官公庁向、PAYS/P2R 民間企業向)への勤怠

指定しておきます。(PAYS/P1R 官公庁向の例です

データ取込が可能になりました。

が PAYS/P2R 民間企業向は個人別一覧表設定 2

お客様が設定した項目だけを｢勤次郎｣から設定して出力

で行います。)

します。
PAYS/P1R 官公庁向 「データ変換設定」
メニュー項目が追加されます。
画面は「PAYS/P1R 官公庁向」の例

「勤次郎」専用の
勤怠データ取込画面
PAYS/P2R 民間企業向 「個人別一覧表設定 2」

■各種セミナー情報

＜会場風景＞

＜無料セミナー開催のお知らせ＞
※セミナー参加ご希望の方は、別紙の申込用紙で事前に
ご登録ください。
＜講演内容 1＞
『労務就業マネジメントで生産性向上へ』
第 1 部：基調講演 『人事労務の実態と対応』（講師 社会

青森県の社会福祉法人のお客様には事前にご連絡を取

保険労務士法人 D・プロデュース代表 飯田剛史氏）

り、皆さんご来場いただきました。この場を借りてお礼申し

第 2 部：＜就業・人事・給与＞統合 ERP パッケージ 「勤次

上げます。ありがとうございました。

郎 Enterprise」のご紹介
日時：平成 24 年 8 月 29 日（水）13：30～17：00

■ケーエスビーフラッシュニュースが変わります

会場：秋葉原 UDX ビル 8 階（東京）

これまで弊社からユーザーの皆様へのお知らせをしてま

※ニッセイ大阪ビル 18 階（大阪）

いりましたケーエスビーフラッシュニュースでございますが、

※ナディアパークビジネスセンタービル 9 階（名古屋）

環境への配慮と経費削減のため弊社 HP での掲載のみ
に変更となります。ニュース発行時には今後もこれまで通

＜講演内容 2＞

りメールにてお知らせして参りますが、印刷した紙面のご

『平成 24 年度 社会福祉法人新会計基準移行セミナー』

郵送はなくなります。長きに渡りご愛顧いただきましてあり

第 1 部：基調講演 『新会計基準移行のポイント』（講師

がとうございました。これからは HP 内での掲載のみとなり

税理士法人㈱川原経営総合センター 森田敏史氏）

ますが、引き続き最新情報を発信して参りますので、よろ

第 2 部：＜新社会福祉法人会計基準対応＞会計パッケー

しくお願い申し上げます。以下の URL からご覧いただけま

ジ 「TACS ﾓﾃﾞﾙ W-Win」のご紹介

す。

日時：平成 24 年 9 月 14 日（金）13：30～17：00

＜URL：http://www.ksbnet.co.jp/support/news/＞

会場：秋葉原 UDX ビル 8 階（東京）
※ニッセイ大阪ビル 18 階（大阪）

■夏季休業のお知らせ

※ナディアパークビジネスセンタービル 9 階（名古屋）

8/14（火）～8/15（水）の 2 日間休業いたします。
FAX・Ｅメールでのお問い合わせは休業期間中も受付可

※両セミナーとも大阪会場と名古屋会場では、東京会場

能です。8/16（木）より順次対応させていただきます。

での講演をテレビ会議システムを利用しての同時受講と

＜消耗品発送について＞

なります。

8/13（月）到着の FAX 受付分は 8/16（木）より発送いたし
ます。

≪社会福祉法人新会計基準移行支援実践セミナー参加≫

お客様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解いただ

以下の日程でセミナーに参加しました。

きますようお願いいたします。
編集後記

主催：青森県社会福祉協議会
日時：平成 24 年 6 月 29 日（金） 10：30～16：00
会場：ウェディングプラザ「アラスカ」 ダイヤモンド（青森）
＜日程＞

先月号ではアンケートにご協力いただきありがとうございました。頂戴しまし
た貴重なご意見は今後の開発、サポートに活かしたいと存じます。
これまでご郵送でお送りしていたケーエスビーフラッシュニュースですが、次
号より弊社 HP での掲載のみとなります。今後ともよろしくお願いいたします

午前 公認会計士による講演「社会福祉法人の新会計基
準概要と移行のポイント」
午後 デモンストレーション「新会計基準への移行対策」
・KSB を含む 9 社のシステム会社が参加しました。

お問合せ先 株式会社ケーエスビー
営業部 TEL 050-3536-4412

FAX 044-355-4430/✉info@ksbnet.co.jp

