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00.会社紹介-事業内容

帳票事業

※1. ミック経済研究所 「ビッグデータの利・活⽤探るミドルウェアパッケージソフトの市場」

国内シェア第1位

68.3%

導⼊社数

21,479社※1

BI事業

※2. 株式会社富⼠キメラ総研 「ソフトウェアビジネス新市場」

導⼊社数

7,252社※2

国内シェア第1位

15.9%

商号 ウイングアーク1st株式会社(WingArc1st.inc)

所在地 【本社】東京都港区六本⽊三丁⽬2番1号 六本⽊グランドタワー

【⼤阪】⼤阪府⼤阪市北区梅⽥1-8-17 ⼤阪第⼀⽣命ビルディング

従業員数 連結 651⼈ （2020/3⽉）

創業 2004年3⽉

事業内容 国産ソフトウェア製品の開発・販売、サービス提供



01.導⼊ 〜 働き⽅改⾰関連法 〜

・ 法改正に向けて求められる 業務改善（コンプライアンス対応）

・ 市場環境悪化で求められる 経営状況の改善

2019年4⽉から
01

トラック運転者の有給休暇の取得

2023年4⽉から
02

時間外割増賃金 50％引上げ

2024年4⽉から
03

時間外労働時間 960時間／年

2024年３⽉までの 「待ったなしの業務改善」

残り３年しかありません・・・

➡ ドライバーの 「働く時間」 と 「走行距離」 を短くしながら、収益を上げる矛盾・・・



01.導⼊ 〜 働き⽅改⾰関連法 〜

Q：業務改善って 何 からやればいいの？

02

01

デジタル化 は、どうすればいいの・・・

ITツールを導⼊したいけど、何をどうすれば良いのか、
開発は⼤変なのか、新しくシステムを導⼊するといくらになるんだろう・・・

何が 課題 かわからない…

電話・FAX・書類・ホワイトボード・デジタコなど、日常業務で利⽤するツールがバラバラで、
どこに課題があるのかがわからない・・・

A：今すぐ 業務改善 は困難！

まずは、 IKZO で 収益や運営の見える化 から始めませんか？



01.導⼊ 〜業務改善へのステップ〜

01 現状把握

Q：でも、システムって、覚えるのが大変ですか？

A：大丈夫です。ワンクリック で、簡単操作 出来ます！

売上高 ➡ 営業所／顧客別

運行原価／経費 ➡ 変動費／固定費

利益 ➡ 粗利／営業利益

労働時間 ➡ 拘束／稼働時間

稼働率 ➡ 時間／日数

02 分析

・ 画面に可視化して共有

・ 日次、⽉次、年次単位で管理

・ 自由にカスタマイズして分析もできる

現状の数値に、どこに問題があるのか…

03 業務改善

簡単に収集したデータを基に、

意思決定や企画の立案に役立て改善する

現在値の確認



02. 運送会社様の課題（アナログ）

いつもの配車表（Excel）

既存システム（CSV）

デジタコ（CSV）

勤怠システム（CSV）

受発注

顧客情報（Excel）

運行

点呼記録簿（Excel）

勤怠

Excel
加工

各営業所

管理部門

管理部門

各営業所

各営業所

各営業所

データの⼊り口 から アナログ作業を続けると

最後まで二度手間、三度手間が発生してしまう…



02. 課題解決（デジタルシフト）

いつもの配車表（Excel）

既存システム（CSV）

デジタコ（CSV）

勤怠システム（CSV）

データ取込み

データの⼊り口 から データを蓄積 すれば、

収益・運行・ドライバー管理が、簡単にできるようになります。

データ入力代行サービス

（変換シート）

受発注

受発注入力シート（Excel）

Excel

運行

Excel

点呼記録簿（Excel）

勤怠

CSV

CSV

Excel

CSV



03.IKZOとは

とは？

トラックと人の生産性を向上

トラック1台（またはドライバー1人）が、どれだけの原価で、どのくらいの売上や粗利が
あるのかを可視化し、すぐに現状を把握できます。

１

収益構造や労働環境の改善

取引先・案件毎の収支を可視化することで、最適な配車の割当や（稼働率向上）や、荷主
に対する根拠データとして活用できます。

ワンクリックで簡単に帳票を作成

請求書や支払明細書を一括で出力可能。煩雑な計算などの手作業が不要になり、時間を大
幅に削減します。

2

3

A . イクゾーとは、 運送会社様向けクラウドサービス です！



03.IKZOとは

「属⼈化の配車業務」「手作業の受発注業務」

「帳票類の作成」を効率化するためのソリューション

IKZOウェブ

現状の数値やコストを誰でも簡単に現状把握ができるソリューション。

数値を見た瞬間に、次のアクションや意思決定に繋げることが可能。

IKZOアナリティクス ドライバーの業務効率化とドライバーとの円滑な

コミュニケーションを実現するソリューション

IKZOモバイル

データを蓄積してデジタル化

デジタル配車 ・ オンライン受発注 ・ 帳票自動作成

とは？

③つの IKZO機能 を バージョンアップ して提供していきます！

現状把握から現在値を確認、すぐに改善へ！



03. IKZOとは〜概要〜

コスト分析 給与管理

⽀払明細書
発⾏

ドラレコ
分析

配車指⽰書 労務管理

損益管理
デジタコ

分析

ルート分析 日報分析

荷主分析 台帳管理

⽂書管理

受発注
管理

⼈事管理顧客管理

事故分析

請求書
発⾏

運転日報

売上管理

配車管理 勤怠管理取扱管理
ドライバー

分析

会計管理

⼈材管理業務管理

改善業務管理



03. IKZOアナリティクス

データはたくさん、

画面は１つ。

ヒト・モノ・カネが

⼀⽬瞭然！

運送会社様が、自ら、継続的に、収益構造を変えられる



受発注 データ

データを投⼊するだけ！簡単にあらゆる数値を可視化

03. IKZOアナリティクス

デジタコ データ

勤怠情報

原価・コスト

ご用意して頂くデータ項目 勘定科目 IKZO入力シート名 日 週 月 年 随時

① 受発注 データ

※配車データです
売上（売掛金）、外注（買掛金） ・受発注シート ● ● ● － ●
※積日、降日、積地・降地、品名、車種、車番、乗務員、請求・支払運賃 など

② 原価 データ

車両リース、減価償却費、割賦、車両保険（自賠責・任意）、自動車税、 ・車両標準原価設定 ●

修繕費、車検代、車両点検代、洗車代（車両毎に登録） ・車両標準原価設定 ●

③ コスト データ

燃料代、油脂費、尿素（車両毎に登録） ・燃料代シート ● ●

人件費（ドライバー毎に登録）修理費（車両毎に登録） ・その他費用売上シート ●

高速代（車両毎・ドライバー毎） ・高速代シート ● ●

④ 勤怠 データ 出勤・退勤の時刻 ・出退勤シート ● ● ●

⑤ デジタコ CSVデータ デジタコの作業データ（出庫・帰庫、走行距離、休憩など） ・デジタコのCSV ● ● ●



03. IKZOアナリティクス 経営ダッシュボード

様々なデータを見やすく表示、

直感的 に運営状況がわかる！

❶ 実績管理
運営・取引先・ドライバー・トラックの
各実績や現在値の数値がわかる

❷ KPI（重要業績評価指標）
運送会社に必要な重要指標を表示、
人とトラックの生産性や稼働率がわかる

❸ 数値をグラフ化
重要指標を俯瞰的に見て比較が可能

❹ 本社から営業所が見える
各営業所ごとに切換えが可能



03. IKZOアナリティクス 配車ダッシュボード

❶ 運行管理
Excelやホワイトボードで作業していたも
のを可視化、日々の運行比較ができる

・手作業だった配車表も自動的に作成
・自車、傭車、車番毎に絞込みが可能
・毎日の配車台数を表示
・傭車管理も可能
・請求運賃・支払運賃も表示

❷ 他営業所の運行が見える
自社便の営業者間連携に活用

❸ 運行表を一発でExcel出力
ドライバーやトラック毎の運行を簡単に
Excel出力が可能、運賃の突き合わせや
会議資料にも活用できる

毎日の配車表を⼀覧で確認！

属⼈化の配車業務を、みんなの配車業務へ

❹ 配車表にも切換え可能



03. IKZOアナリティクス 取引先分析

愛知県

45,000,000

岐阜県

15,000,000

三重県

3,200,000

愛知県

23,000,000

岐阜県

5,000,000

三重県

1,200,000

❹ 構成比もグラフでわかりやすい

取引先毎・案件毎・売上・支払・構成比
の 詳細数値 がわかる

❶ 売上・支払構成比
・荷主や傭車の売上・支払の金額がわかる
・自車 or 外注費 の可視化
・売上・支払いのランキング
・車種別の売上がわかる
・輸送、配送、取扱の売上がわかる
・請求運賃、支払運賃の単価がわかる

❷ 運行数や荷主数がわかる
一欄表で、月別の売上推移を確認できる

❸ 案件毎の収支わかる
・荷主別、案件毎の収支がわかる
・傭車別、案件毎の収支がわかる
・複数の実績案件を表示



03. IKZOアナリティクス 収益性分析

❶ 勘定科目別に分類
運行原価や経費などを分類ごとに分析

❷ 月次・年次で比較できる
一欄表で、月別・年次の収支を確認できる

❸ 1日平均の数値もわかる
稼働日毎の売上・原価・利益を簡単表示

事業所の 売上・原価・利益 が見える！

❹ ワンクリックで前年比較
昨年実績との比較も簡単に見れる



03. IKZOアナリティクス 車両別収⽀

❶ 標準原価設定
過去の台当り運行原価を設定することで
日々の原価管理が可能になります

❷ 日次・月次・年次単位
一欄表で、日・月・年の収支を確認できる

❸ データをランキング表示
車両別に収支ランキングの表示が可能

❹ 赤字はアラート表示
赤字が発生するとアラートで表示される

トラック1台毎の
売上・原価・利益 が見える！



03. IKZOアナリティクス ドライバー個⼈実績

ドライバー毎 の
拘束時間・運行時間・売上高 を表示

❶ ドライバー毎の実績管理
・拘束時間 ＝ 出退勤データ
・運行時間 ＝ デジタコの出庫・帰庫
・売上高 ＝ 受注データ

❷ カレンダーで可視化
拘束時間、運行時間、運転時間、休憩時間
売上高を選択してカレンダーに表示

❸ ワンクリックで検索
ドライバーをワンクリックで検索できる



03. IKZOアナリティクス 改善基準（個⼈）

各ドライバーの 改善基準違反回数 を
項⽬毎に集計し表示

❶ 改善基準の管理に特化

ドライバーの違反回数を累計で把握

❷ 改善基準別に集計

・拘束時間（月・日・293h・320h・13h・16h）
・運転時間（日・週44h・運行9h）
・連続運転（日・連続運転4h）

❸ ワンクリックで検索

ドライバーをワンクリックで検索できる

❹ 違反が発生した日付を表示

どこの運行で違反が発生したかわかる



03. IKZOアナリティクス 運⾏実績マップ

デジタコの作業データを 地図 に表示！
イメージしやすいレイアウトで運行を見える化

❶ 取引先の位置を地図に表示

取引先の住所データを地図に反映。エリア
で捉えることにより営業面・ルート組みに
活用できる

❷ 運行作業データを地図に表示

デジタコデータと地図を組み合わせることで、
実績をイメージしやすく確認できる

❸ 作業データの明細分析

休憩や待機時間が位置情報に表示（どの取
引先で何時間待機したかを分析できる）

❹ 作業データ別検索

作業別（出庫・走行・休憩・待機）に絞込
み、知りたい情報のみを表示



03. IKZOアナリティクス 運⾏ガントチャート

❶ 運行・労務管理

上 ＝ 運行管理、下 ＝ 労務管理

❷ 各データを統合し表示（開発中）

勤怠・デジタコ・アルコールチェックな
どのシステムの記録を統合し表示

❸ 稼働率管理

・稼働/非稼働が、ひと目でわかる
・非稼働時間の把握 ➡ 配車効率向上

❹ 見やすさ

・作業データをガントチャートで表示
・車番、乗務員毎に表示
・スクロール機能で1画面で見える

毎日の稼働・労務状況を

直観的 に把握！



04. IKZO Web

配車業務に特化した IKZO Web

2021年夏頃から順次リリース予定！

❶ 使いやすさ
・定期荷を一括登録（台数口登録）
・スポット対応も可能
・自社便割当、傭車割当ができる
・ドラッグ＆ドロップで配車割当
・案件の過去履歴を検索登録
・配車時に乗務員の拘束時間を表示
・未配車やダブル配車チェック機能

❷ 営業所間連携も可能
・貨物とトラックを相互で共有し連携
・案件情報と車番連絡も簡単送信

❸ 帳票を自動的に作成
・運送指示書を簡単に出力
・請求書、支払明細書を簡単に出力
・相殺通知書を簡単に出力

IKZO Webは、IKZOアナリティクス
と連動して、簡単に分析できる

リリース予定



ThedataEmpowermentCompany

データに価値を、企業にイノベーションを。


