
日付 支払先 摘要 金額 領収書 備考

2013-10-23 ホテルサンルート 会議費（昼食） 2,100 有 ヤマダ：西田様会食

2013-10-24 タリーズ 会議費 780 有

2013-10-31 スターバックス 会議費 680 有

2013-11-14 伊勢丹 軽井沢化学 手土産 4,200 有

2013-09-28 サンワダイレクト マイク 4,440 有

2013-09-29 コモード 会議費 1,900 有 吉井さんランチ

2013-10-02 アンエイ 大阪支社の文具 7,337 有

2013-08-24 上新電機 大阪オフィス 備品 16,360 有 掃除機、コンセント等

2013-08-25 ニトリ 大阪オフィス 備品 17,539 有 プリンター台、ごみ箱、ハンガーラック

2013-08-22 ホテルアゴーラ 会議費 1,650 有

2013-09-02 上新電機 大阪オフィス 備品プリンター他 18,526 有

2013-09-02 ダイキ 大阪オフィス 備品 1,842 有

2013-09-11 ペンステーション 会議費 600 有

2013-09-17 ヤマダ電機 オフィス 備品コンセント 3,560 有

2013-07-31 和民 会議費 17,261 有 キックオフ懇親会

2013-08-08 ＰＥＲＣＨＯＩＲ 会議費 2,050 有 山陽情報

2013-08-06 ＢＥＣＫＳ 会議費 560 有 営業会議

2013-08-08 茶良ら 会議費 3,660 有 営業会議

2013-08-06 ニトリ 大阪事務所の備品 151,270 有

2013-06-26 ルノワール 接客会議費 1,120 有 藤本さん面接

2013-07-12 タリーズ 接客会議費 1,020 有 ビジネスネット：小林社長

2013-07-01 きょう助 接待費 6,020 有 山本さん歓迎会

2013-06-18 上新電機 プリンターインク 6,980 有

2013-03-04 味華楼 エクサ　昼食費 2,250 有

日付 支払先 費目 会社 誰 用途 支払先 摘要 金額 領収書 備考

2013-10-23 ホテルサンルート 接待費 ヤマダ 西田 昼食 ホテルサンルート 会議費（昼食） 2,100 有 ヤマダ：西田様会食

2013-10-24 タリーズ 会議費 タリーズ 会議費 780 有

2013-10-31 スターバツクス 会議費 スターバックス 会議費 680 有

2013-11-14 伊勢丹 接待費 軽井沢化学 伊勢丹 軽井沢化学 手土産 4,200 有

2013-09-28 サンワダイレクト 備品 サンワダイレクト マイク 4,440 有

2013-09-29 コモード 会議費 吉井 昼食 コモード 会議費 1,900 有 吉井さんランチ

2013-10-02 アンエイ 備品 西日本支社 アンエイ 大阪支社の文具 7,337 有

2013-08-24 上新電機 備品 西日本支社 上新電機 大阪オフィス 備品 16,360 有 掃除機、コンセント等

2013-08-25 ニトリ 備品 西日本支社 ニトリ 大阪オフィス 備品 17,539 有 プリンター台、ごみ箱、ハンガーラック

2013-08-22 ホテルアゴーラ 会議費 ホテルアゴーラ 会議費 1,650 有

2013-09-02 上新電機 備品 西日本支社 上新電機 大阪オフィス 備品プリンター他 18,526 有

2013-09-02 ダイキ 備品 西日本支社 ダイキ 大阪オフィス 備品 1,842 有

2013-09-11 ペンステーシヨン 会議費 ペンステーション 会議費 600 有

2013-09-17 ヤマダ電機 備品 ヤマダ電機 オフィス 備品コンセント 3,560 有

2013-07-31 和民 会議費 和民 会議費 17,261 有 キックオフ懇親会

2013-08-08 ＰＥＲＣＨＯＩＲ 会議費 山陽情報 ＰＥＲＣＨＯＩＲ 会議費 2,050 有 山陽情報

2013-08-06 ＢＥＣＫＳ 会議費 営業会議 ＢＥＣＫＳ 会議費 560 有 営業会議

2013-08-08 茶良ら 会議費 営業会議 茶良ら 会議費 3,660 有 営業会議

2013-08-06 ニトリ 備品 西日本支社 ニトリ 大阪事務所の備品 151,270 有

2013-06-26 ルノワール 接待費 藤本 面接 ルノワール 接客会議費 1,120 有 藤本さん面接

2013-07-12 タリーズ 接待費 ビジネスネツト 小林社長 タリーズ 接客会議費 1,020 有 ビジネスネット：小林社長

2013-07-01 きよう助 会議費 山本 きょう助 接待費 6,020 有 山本さん歓迎会

2013-06-18 上新電機 備品 上新電機 プリンターインク 6,980 有

2013-03-04 味華楼 会議費 エクサ 味華楼 エクサ　昼食費 2,250 有

ＥＸクレンジングがある時、ない時

経費精算データの整理例

ＥＸクレンジング（評価版）

ＰＣとＥｘｃｅｌだけで、複雑なデータ整理が、手軽に
経営者の「今、見たい・知りたい」をこれ一つで実現

「Ｅｘｃｅｌで出来る」データの自動整理（クレンジング）

①売上、仕入、経費データ
などをダウンロード

会計システム

②集計用の項目を整理
（修正、再入力、検算）

③集計表作成

④確認

ＥＸクレンジング

②データをコピー

③集計表作成（明細付）

④確認

⑤自分で明細確認

⑤明細の確認

経営者

会計システム

①売上、仕入、経費データ
などをダウンロード

経費精算データ

ＥＸクレンジング

経営者

データ整理後

２

１

コピー＆ペースト

ある時 ない時

10分で集計表完成

合計 / 金額 列ラベル
<2013/3/4 2013年 総計

行ラベル (空白) 3月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
会議費 2,250 23,281 7,920 2,500 1,460 37,411

エクサ 2,250 2,250
(空白) 2,250 2,250

山陽情報 2,050 2,050
(空白) 2,050 2,050

(空白) 23,281 5,870 2,500 1,460 33,111
吉井 1,900 1,900
山本 6,020 6,020
(空白) 17,261 5,870 600 1,460 25,191

接待費 1,120 1,020 2,100 4,200 8,440
ビジネスネツト 1,020 1,020

小林社長 1,020 1,020
ヤマダ 2,100 2,100

西田 2,100 2,100
軽井沢化学 4,200 4,200

(空白) 4,200 4,200
(空白) 1,120 1,120

藤本 1,120 1,120
備品 6,980 185,169 28,368 7,337 227,854

西日本支社 185,169 20,368 7,337 212,874
(空白) 185,169 20,368 7,337 212,874

(空白) 6,980 8,000 14,980
(空白) 6,980 8,000 14,980

(空白)
(空白)

(空白)
総計 2,250 8,100 24,301 193,089 30,868 10,897 4,200 273,705

集計表

ピボットテーブル３



①クレンジングツール
元データから集計用項目を抜出し、表記を揃える

・除去・・・不要な文字を除去する
・置換・・・表記のバラツキを読み替えて揃える
・変換・・・半角→全角、全角→半角変換で表記を揃える（英字、カタカナ、ひらがな、数字、記号）
・分離・・・集計項目を抜き出すために特定の文字で、複数のセルに分ける
・分類・・・別々の列にある集計項目を指定した列に配置する

②辞書
クレンジングツール実行時の条件を設定する表

・除去 ・置換

・変換 ・分離

・分類

③再生
自動実行機能

機能説明
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岡システムコンサルティング株式会社

【本社】 奈良県御所市楢原１７３３

【東京オフィス】 東京都大田区大森北4-7-6-201

問合せ先 TEL：090-8656-3658

E-mail： oka.m@osc-ask.com

ＥＸクレンジング動作環境

③① ②

日時 処理名 オプション 対象シート 対象範囲 結果シート
2014/06/27 22:50:41 変換 売上 $D:$D 変換の結果_20140627_225040
2014/06/27 22:50:52 分離 サマリー反映=False変換の結果_20140627_225040$D:$D 分離の結果_20140627_225049
2014/06/27 22:51:05 置換 分離の結果_20140627_225049$D:$I 置換の結果_20140627_225100
2014/06/27 22:51:16 分類 サマリー反映=False置換の結果_20140627_225100$D:$I 分類の結果_20140627_225112
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