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OBCの業務改善セミナー
2018

～実践、クラウド活用で変わる業務のあり方～

参加
無料

事前
登録制



OBCの業務改善セミナー2018

経理部門の方必見 早期決算のすすめ！！決算・税務申告の前さばき

労働者人口が減少する中において経理部門に充分な人材を確保することが難しくなっている中においても、
決算・税務申告を正確に行うニーズは高まるばかりです。限られたリソースの中、決算や税務申告をいかに
効率的かつ正確に実施していくかは、経理部門が解決すべき重要な課題です。
本セミナーでは、1,000社以上の経理の現場で見てきた事例をもとに、具体的な解決策やテクニックの数々を
お伝えします。

いち早く改正の要点を押さえる！ 「平成30年度税制改正のポイント」

例年、年末に公表される「税制改正大綱」。平成30年度の税制改正は、賃上げを促進させた
い政府の意向から所得拡大促進税制の強化や、事業再編を促進するための課税措置、中小企
業の事業承継税制の促進などが議論されております。所得税では、高所得者の給与所得控除
の縮小など、昨年の配偶者控除に続く改正が俎上にあがってきました。ＩＴ投資への支援や
少額減価償却資産の特例措置の延長はどうなるかなど、企業に影響を及ぼす税制改正内容の
ポイントを、いち早く、そして分かりやすく解説していきます。

支払手続きの効率化を考える 交通費、経費精算を改善する「支払精算サービス」新登場

経理部門では、正確な数値をもとに経営判断をサポートするために、様々な業務に時間をかけながら行って
います。経理部門の生産性に大きく関わる従業員の交通費や交際費に関わる業務から、経理部門の支払まで
のミスをなくし、徹底的に業務時間を削減する新サービスをついにリリースします。経理業務を知り尽くし
たOBCだから実現できた新サービスをぜひご覧ください。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

CSアカウンティング株式会社 公認会計士・税理士 中尾 篤史 氏

アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人 氏

【 A-5 】 15:50－16:50

【 A-4 】 14:30－15:30

【 A-3 】 12:40－14:10

【 A-2 】 11:10－12:10

【 A-1 】 9:50－10:50

～ 実践、クラウド活用で変わる業務のあり方 ～

社内に残る紙やExcelの業務・申請を、
誰でも簡単に仕組み化できるITツール「WorkBase」

企業には、独自のフォームやルールが決まった業務とプロセスが存在し、システム化されていない現状が多
くあります。新しく登場する業務プラットフォーム「Workbase」は、この業務やプロセスを、どんな企業で
も・簡単にクラウド上で仕組化できるITツールです。Web・モバイル対応・ワークフローなどすべてが備
わった業務プラットフォームで、企業業務のムリ・ムダ・ムラをすべて解決いたします。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

こんな所にも「働き方改革！？」意外と知らない奉行シリーズで実現できるスピード決算

決算期は通常業務に加えて決算業務が行われることで経理担当者の方にとって非常に忙しい時期となります
が、準備は万全でしょうか？奉行シリーズでは財務３表だけでなく消費税申告、内訳書概況書、法人税の申
告書まで作成できるのです。本セミナーでは勘定奉行・申告奉行を利用した決算報告書～申告書作成まで一
連の流れをご紹介いたします。

株式会社オービックビジネスコンサルタント



労務手続きの働き方改革 「労務管理サービス」の活用で紙からの脱却

入社・退職や、氏名・住所変更に伴う社会保険手続きでは、紙の書類を回収・作成・届出するだけでなく、
ミスや抜け漏れに対する不安からチェックや確認を重ねるため、非常に時間がかかっているのが実態です。
本セミナーでは、「労務管理サービス」を使った労務手続きの効率化を徹底解説いたします！また、総務業
務として手を付けたくてもつけられない、BCP対策の新サービスもご紹介します。

「残業しないチーム」と「残業だらけチーム」の習慣

「仕事が多くて早く帰れない」「部下が遅くまで働いている」「ノー残業デーに対応できな
い」そんな悩みを抱えているリーダーの皆さん。いつもの習慣を少し変えるだけで残業はな
くなります。「量」ではなく「質」で勝負。限られた時間でいかに成果を上げるか！

・遅くまで残業する人と早く帰る人に分かれている！
・会議が長い、結論がでない！
・たくさん仕事をしているのに、なぜか残業してしまう！
・部下に覇気がない、ヤル気がない、新入社員の気持ちが分からない！

こんな悩みを解決するためのセミナーです。

2018年度から配偶者控除、配偶者特別控除の要件が変わり、パートアルバイトの働き方は
大きな転換期を迎えると言われています。改正に伴い、人事労務部門が気を付けたいポイン
トとパートアルバイトの働き方への影響を詳しく解説いたします。また、2018年問題とも
言われ、ついに本格始動する有期契約労働者の無期転換ルール！これからでも間に合う無期
転換申込権への対応を助成金情報とともにお伝えします。

2018年度改正、総務人事部門に関連する必ず押さえておきたい改正ポイントと助成金活用

石川和男税理士事務所
税理士 石川 和男 氏

汐留社会保険労務士法人 社会保険労務士 月岡 育美 氏

【 B-5 】 15:50－16:50

【 B-4 】 14:30－15:30

【 B-3 】 12:50－13:50

【 B-2 】 11:30－12:30

【 B-1 】 10:10－11:10

安全衛生で変わる企業の魅力づくり。ブラック企業にならないために活用できるベーシックな
労務診断と必要知識 ～厚労省「ブラック企業リスト」の分析と解説～

総務が企業を強くする。労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、
安全管理など実施できておりますか？有効求人倍率は43年ぶりに1.5倍を超え、ある調査に
よると2.0倍に向かうと言われています。そんな超就職難時代において、とあるIT会社は応
募者5倍を実現し、50名だった社員をわずか1年で100名超にしました。その秘訣とはなにか。
そのヒントはホワイト企業になることです。

非営利一般社団法人安全衛生優良企業マーク推進機構 理事長 木村 誠 氏

労働時間対策をするなら「今」 勤怠管理のクラウド活用で実現する働き方改革

長時間労働解消をしていくためには、まず「現状を把握すること」です。労働時間を社員が確認できる環境
はありますか？超過残業に警告できる仕組みはありますか？このセミナーでは、過重労働と労働時間管理の
効率化を追求した勤怠管理「勤怠管理サービス」による対策例を詳しく解説します！

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オービックビジネスコンサルタント

会場
開催
日時

ベルサール新宿グランド

コンファレンスセンター 5F
（東京都新宿区西新宿8-17-1 ）



展示会

システム
相談会

サービスやシステムにおける不安や疑問を解決す
るチャンス！システムコンサルタントにお気軽にご
相談ください。

システム相談会
個別
相談

事前
予約制

奉行流働き方改革を体感見どころ １
全69個のモデルであなたにあった働き方改革が見つかる！

触ってわかる
実際の製品を触りながら「できる」を体感！

「経理」「総務」「販売」の各業務における働き方改革の
取り組みモデルをご紹介！実際に製品を触りながら効
果を体感いただけます。

数字で分かる
業務の時間削減効果が数字で分かる

モデルごとに削減できる時間を具体的に提示。貴社で
はどのくらい削減できるか、ぜひチェックしてみてください。

従業員と管理部門がつながることで、業務はここまで早くなる！
全てスマホに対応した、従業員と管理部門の業務生産性をあげる新しいサービスです。

Workbase
支払精算
サービス

BCP対策
サービス

労務管理
サービス

人手不足でもノウハウがな
くても、これさえあれば
BCP対策が完了！

総務と従業意の労務業務が
劇的に変わる、その時間削
減効果を体感！

今までにない、常識を超え
た業務の新しいカタチを
体感ください！

経理と従業員双方に負担の
大きい「ある業務」の改善
効果を会場で体感！

新サービスを体感見どころ 2

経理と従業員の
業務を加速する

体感しなきゃ損！
すべての企業様向け

労務管理を劇的に変える！

総務担当者、必見!!
自分でできる！を体感

総務担当者向け

【A-4 】
14:30－15:30

【A-5 】
15:50－16:50

【B-2 】
11:30－12:30



※ 西新宿エリアに「ベルサール」が３会場あります。
お間違えのないよう、ご注意ください。

西新宿駅（丸ノ内線）１番出口：ベルサール新宿グランド

コンファレンスセンター 5F

都庁前駅（大江戸線）Ａ５出口：ベルサール新宿セントラルパーク

都庁前駅（大江戸線）Ａ５出口：ベルサール西新宿

■ 丸ノ内線 西新宿駅 １番出口より徒歩7分

ベルサール新宿グランド

コンファレンスセンター 5F

新宿オークタワー

ベルサール
西新宿

ベルサール新宿
セントラルパーク

http://www.obc.co.jp/180126



展示会入場登録時の混雑緩和の一助として事前登録制
を行っています。ＦＡＸにてお申し込みください。お
申し込み後、「受付票」をE-mailにてご返信いたしま
すのでE-mail アドレスは必ずご記入ください。

貴社名

フリガナ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

該当する業種に
チェック☑をしてください

□小売業 □サービス業 □卸売業 □製造業 □ＩＴ・情報通信業 □建設業 □飲食業 □運送業
□不動産業 □金融・保険業 □アパレル業 □出版・広告 □医療・介護 □その他（ ）

ご住所

〒 －

E-mail
[必須]

ＴＥＬ ＦＡＸ

ご芳名

フリガナ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 所属部署 役職

該当するご担当業務にチェック☑をしてください。 □経営者 □管理責任者 □実務担当者 □システム担当者 □その他（ ）

お客様
区分

該当する区分にチェック☑をしてください。

□お客様（奉行シリーズのユーザー様） □お客様（奉行シリーズのユーザー様でない） □販売パートナー様 □販売検討企業様 □出展パートナー様

【 売上高 】 □5億円未満 □5億円以上～20億円未満 □20億円以上～50億円未満 □50億円以上～100億円未満 □100億円以上～300億円未満
□300億円以上～500億円未満 □500億円以上～1,000億円未満 □1,000億円以上

【従業員数】 □1～30名 □31~100名 □101～300名 □301名～500名 □501名～1,000名 □1,001名以上

本セミナーを何でお知りになりましたか？該当するものにチェック☑をしてください。

□郵送DM □OBCホームページ □FAXDM □新聞 □テレビ □奉行EXPRESS □メールDM
□OBC営業からの紹介 □販売代理店からの案内 （代理店名： ）□その他（ ）

【個人情報の取り扱いについて】 本セミナーは㈱オービックビジネスコンサルタントと共催企業により運営されております。ご入力いただく個人情報は、弊社とお客様が指定した
当フェアを運営する共催企業でそれぞれ管理されます。弊社および共催企業はこの申込書に記入いただいたお客様の個人情報を、以下の目的でのみ利用いたします。
１．当フェアに関するお客様へのご連絡 ２．個人情報を特定できない形式での統計資料としての利用

弊社の個人情報保護に対する取り組みは弊社ホームページ個人情報保護方針をご覧ください。（http://www.obc.co.jp） 共催企業に関しましては各共催企業へお問合せください。

FAX

参加
希望

時間 セミナータイトル
参加
希望

時間 セミナータイトル

□
経理部門の方必見

早期決算のすすめ！！決算・税務申告の前
さばき

□ 2018年度改正、総務人事部門に関連する
必ず押さえておきたい改正ポイントと助成金活用

□
こんな所にも「働き方改革！？」
意外と知らない奉行シリーズで実現できる
スピード決算

□ 労務手続きの働き方改革
「労務管理サービス」の活用で紙からの脱却

□ いち早く改正の要点を押さえる！
「平成30年度税制改正のポイント」 □

安全衛生で変わる企業の魅力づくり。ブラック企業にな
らないために活用できるベーシックな労務診断と必要知
識 ～厚労省「ブラック企業リスト」の分析と解説～

□
支払手続きの効率化を考える
交通費、経費精算を改善する「支払精算
サービス」新登場

□ 「残業しないチーム」と「残業だらけのチーム」の
習慣

□
社内に残る紙やExcelの業務・申請を、誰で
も簡単に仕組み化できるITツール
「WorkBase」 本邦初公開！

□ 労働時間対策をするなら「今」
勤怠管理のクラウド活用で実現する働き方改革

システム相談会

□ 11:00～ □ 12:30～ □ 14:00～ □ 15:00～ □ 16:00～ □ 展示会のみ参加

【 B-２】
11:30

｜

12:30

【 B-３】
12:50

｜

13:50

【 B-4 】
14:30

｜

15:30

【 B-1 】
10:10

｜

11:10

【 A-２】
11:10

｜

12:10

【 A-３】
12:40

｜

14:10

【 A-4 】
14:30

｜

15:30

【 A-1 】
9:50

｜

10:50

【 A-5 】
15:50

｜

16:50

【 B-5 】
15:50

｜

16:50

※ 当セミナーは事前予約制です。「展示会のみ」もしくはご希望のセミナー欄にチェック☑ をつけてください。

ご紹介代理店

〒163-6032 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー32F

TEL：03-3342-1870 FAX：03-3342-1874

http://www.obc.co.jp/

