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・ ワークフローを活用した各種申請（勤務票・通勤費・日報、など）
・ 予実算管理が容易
・ お客様への請求書（お客様毎の様式）を自動作成

業務
DB

・ 勤務票
・ 旅費精算
・ 日報 など

・ 請求書
・ 勤務票

お客様 営業員

駐在員

・ 給与明細
など

・ 予実算管理

・ 給与計算
・ 旅費精算
・ 請求管理

など

既存経理システム

管理者

インターネット
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経理担当者

ＣＳＶ連携

（勘定奉行，弥生会計，など）

業務管理システム構築例

毎月、派遣先駐在社員から勤務
票(タイムカード)を本社に送付し、
事務員が手作業で集計していた。
また、集計結果により派遣先会
社毎に請求書を作成していた。

派遣先社員は通勤費・旅費の精
算・給与明細などの授受が遅れ
ることが常態化していた。

また、本社では予算とのずれが
把握しづらく、結果で判断せざる
を得なかった。

■システム導入前課題

派遣先駐在社員から勤務票をタ
イムリーに受取る

派遣先への請求書を自動作成
する

派遣先駐在社員の旅費精算など
タイムリーに処理

給与明細書など紙での配布をや
めたい

予算・推定・実績をタイムリーに
把握したい

■システム化要件への対応



.

・ 予算を登録・集約し、全体調整が簡単になった。
・ 実績・推定の登録・集約が容易になった。
・ 予実算の管理が簡単になった。（見通しの明確化）

業務
DB・予算の作成・登録

・実推の作成・登録

担当者

・予算の集約
・予算の調整
・執行状況の把握

管理部署

ネットワーク
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幹部

予実算管理システム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

予算・実績・推定の
集約／調整が容易

予算・実績・推定
の作成が簡単

今まで予算をＥＸＣＥＬで作成し、
集計・管理していた。（二重入力が
発生）

予算の資料ごとにEXCELを作成し
ミスが発生していた。（金額の単位
間違いなど）

管理部署では、予算の執行状況
をタイムリーに把握できない。

臨時（予算外）の執行時に判断が
タイムリーにできない。

ＥＸＣＥＬの定型フォームはそのま
ま使用し、一元管理したい。また、
各種管理資料を出力したい。

予算のデータを実績・推定入力時
に利用して効率化したい。

予算の執行状況をタイムリーに把
握したい。

予算執行状況一覧表をタイムリー
に見たい。

予算の執行状況を
タイムリーに管理。
判断が容易

予実算の管理
が容易

管理者



.

・ 伺書をワークフローで回付し、伺書を電子データで管理。

伺書の作成・回付・決裁書の管理や監査時の対応が容易になった。
・ 伺書予算の登録が簡素化でき、伺書作成が簡単になった。

業務
DB・伺書作成・申請

・伺書添付資料

担当者

・予算の登録
・伺書管理簿
・伺書の状況把握
・決裁済伺書の保存

管理部署

ネットワーク
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幹部

伺書管理システム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

伺書管理簿・作成状況
をタイムリーに取得

伺書の作成が
楽になった

今まで伺書をＥＸＣＥＬで作成し、
紙で回付後決裁文書をバインダで
管理していた（管理資料が膨大）

予算を策定しているが、伺書作成
時に再入力して伺書を作成してい
た。

管理部署では、決裁後の金額を
EXCEL等で伺管理簿として記入・
管理していた。

ＥＸＣＥＬの定型フォームはそのま
ま使用したい

伺書の管理をペーパレス化したい

予算のデータを伺書作成時に利
用して効率化したい

伺書管理簿を自動化したい

伺書の作成・申請・決裁の状況を
タイムリーに把握したい

起案内容・確認状況
が判り、判断が容易伺書の確認ができ

コメント入力できる

管理者
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・ EXCELシートが管理状態になり、改ざん防止でミスがなくなった
・ 予算の集計・バージョン管理が簡単
・ マスタデータをシステムで一元管理（商品マスタ・店舗マスタ・など）

業務
DB

・予算リスト など

・ 店舗別活動状況分析

店舗幹部

・各種マスタ

・ 予算状況分析

管理部

ネットワーク

Copyrighｔ © 2010  Next-Development  Co.,Ltd

本店幹部

予算管理システム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

全社の状況を確認、
レポーティングで経
営会議資料を作成

EXCELの配布・
収集が自動今までと変わら

ないExcel運用

今まで予算管理をＥＸＣＥＬで行っ
ていたが、売上予測に億円単位の
ミスが生じた。

現場で使い易いように勝手に変更
されたEXCELが８００シート近くあ
る。ＥＸＣＥＬlの整理とシステム化
の検討をせまられた。

現場は、アパレル製品管理など価
格・在庫の管理・予測の対応をＥＸ
ＣＥＬで実施していた。

ＥＸＣＥＬの定型フォームはそのま
ま使用したい

予算のバージョン管理（1次、2次、
最終予算など）

予算ワークフロー管理（上長承認）

ステイタス管理（入力状況の把握）

ＥＸＣＥＬの配布・回収・集計

ＥＸＣＥＬシートの改ざん防止（計算
式・マクロ）

集計ミスがなく
確実な数値



.

・ 引合・見積・受注・請求管理の一元化
・ 受注情報とリンクした作業指示
・ 請求書にリンクした入金処理

販売
DB

・ 引合書・見積書
・ 受注票・請求書
・ 作業指示書

など

担当者

・作業状況の管理
・売上・入金管理

・ 活動状況分析

管理者

ネットワーク
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幹部

販売管理システム（印刷会社）構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

見積書・受注書・請求書・作業
指示書をそれぞれ作成していた
ため、時間がかかっていた。

各書類をフォルダに格納してい
たが、探すのに時間がかかって
いた。

管理資料を作成するのに時間
がかかっていた。

引合書を入力として情報を引
継ぎ、重複入力の排除・入力ミ
スの排除をしたい

過去の情報をタイムリーに検
索し、参照・流用したい

営業員別の受注・販売統計を
タイムリーに参照したい

毎日の状況を
確認し必要な情報を

タイムリーに
取り出し・格納

・ 入金票
・ 出金票
・ 請求・入金予定リスト

経理担当者



.

・ モール出店情報のタイムリーな価格改定（他店舗との比較）
・ 出店可能な商品の選定が簡単
・ モール手数料・郵送料・消費税などの変更が容易

販売
DB

・ 新規・変更仕入リスト
・ 日々販売情報要録修正リスト
・ モール価格改定リスト

など

担当者

・商品の管理状況

・ 活動状況分析

管理者

ネットワーク
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幹部

出店管理システム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

モール出店情報の他店舗との
価格比較（最安値）が2週間に一
回しかできなかった。

仕入れ商品の在庫状況の変化
に対応が追い付かず、注文を受
けても品切れなどでお断りする
ケースがあった。

郵送料などの登録・変更を毎回
手入力に頼っていて手間を要し
ていた。

日々、他店舗との最安値価格
比較により最安値で商品を提供
し、受注拡大を図りたい

販売情報の仕入れを日々
チェックし、在庫状況をタイム
リーに把握し、在庫のない商品
の販売を防止したい

仕入れ価格の変更を日々把
握し、販売に対する利益を確保
したい（赤字販売の防止）

毎日の状況を
確認し必要な情報を

タイムリーに
取り出し・格納

モール 仕入先



.

・ 営業員が自分の未回収リストを出力（事務員作業が大幅に減少）
・ 一日の状況を簡単に登録
・ 管理者はタイムリーに状況把握・分析

業務
DB

・ 未回収リスト
・ 日報 など

・ 支社別活動状況分析

本店

営業員

・営業員の活動状況

・ 活動状況分析

管理者

ネットワーク
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支店幹部

未回収管理システム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

毎日、全店・全営業員の保険料
未回収リストを作成するため、本
社システムより、全国の支店の
端末に配信し、全店の事務員が
毎朝抽出したデータを支店内の
各営業担当者別にＥＸＣＥＬを作
成する作業に時間を要していた。
（コンプライアンス対応）

また、支店長・部課長は、日々
の回収状況を参照したいが、ＥＸ
ＣＥＬの回収・集計に時間がかか
り報告に数日を要していた。

ＥＸＣＥＬの定型フォームはその
まま使用したい

各支店で営業事務員の作業を
軽減したい

日々の回収状況・報告をタイム
リーに確認したい

支店長・部課長は活動結果報
告データを分析したい

全社の状況を確認、
レポーティングで経
営会議資料を作成

毎日の状況を
確認し承認

必要な情報を
タイムリーに
取り出し・格納



.

・ アンケート用紙の配布・回収が容易になった。
・ アンケートの集計・トレンドが簡単に見られるようになった。
・ アンケートの回収状況が把握できるようになった。

業務
DB

・アンケート用紙
の入手と回答

・ 全社アンケート分析

社員

・アンケート項目の登録

・ アンケート
結果集計

管理部

ネットワーク
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管理部

社員アンケートシステム構築例
■システム導入前課題

■システム化要件への対応

アンケートをいろいろ
な視点で分析
（項目別，トレンド）

アンケート用紙
の配布が自動

今までと変わらない
Excelでのアンケート

今まで社内アンケートをＥＸＣＥＬで
毎年行っていたが、集計に工数を
要していた。

また、毎年ほぼ同様のアンケート
項目があり、推移を容易に集計で
きない。

アンケートの項目を登録できるよう
にし、項目内容の変更を簡単にし
たい。

集計結果をいろいろな切り口で評
価したい。

グラフ化をするが、トレンドを容易
に見られるようにしたい。

アンケート用紙（ＥＸＣＥＬ）の配布・
収集・集計を自動化したい。の配
布・回収・集計

アンケートの回収状況も把握した
い。

集計が簡単

管理者


