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営。情報ソリューションのデモンストレーション体験、教育スクールなどを通じ、
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モバイル事業
（法人向け・個人顧客向け）

お客様へ「経営のための情報活用」の具体的な提案や支援を行っている。

会計・販売管理・人事労務の業務基盤を奉行V ERPで統一

販売仕入
財務会計

①自社独自のシステムのため、上場を行うにあたり内部統制に対する不安があった。
②業務ごとに独立したシステムであった。

上場を機に内部統制の強化を目指す
業務ごとに独立したシステムを統合へ
協立情報通信株式会社は、通信事業からスター

営業部門が日次で更新するExcelの見込管理表は、
部門毎に独自の管理と加工を行っており、集計
コードが統一化されていないという課題があった。
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②奉行V ERPで販売管理・人事労務・会計のデータが連携する統合的な業務基盤を構築。

システムのポイント

Office365

①上場にも耐えうるシステムとして奉行V ERPを導入。内部統制の強化を実現。

導入前の課題と導入に至る経緯

同社では企業の情報価値を追求する場として「情報創造コミュニティー」を運

商奉行／蔵奉行

仮受／仮払管理

効果

ンストップサービスを提供し、2013年2月にはジャスダック上場を果たした。

●システム概要図

内部統制の強化と、
企業経営のための情報活用を実現
課題

事業内容… 情報通信システム事業

リスクレポート

●債権債務管理をシステム化し、
売掛金・買掛金管理は販売管
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おり、結果として会計で
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ました。」

得管理が多いですがシステムで管理できるように

Excelを連携活用した管理がポイントとなる。これ

また、奉行V ERPの基幹情報とOﬃce365プ

テージを目指す同社。取締役関連業務部長の長谷

なりました。」

らのレポートは経営会議にも使われており、経営

ラットフォームの連携による業務基盤の構築効果

川浩氏は企業における情報活用と同社の今後の

者から現場営業まで、いつでもOﬃce365を通じ

として、必要な情報を早く、時間・場所を問わず誰

てクラウド上で確認することができる。

もが共有できる点は非常に大きいと評価する。

また、今回の基盤構築で特に注目すべきは予算
実績管理である。営業部門の見込案件管理シート

展望について次のように話す。
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システムを再構築するにあたり、業務基盤に奉

と商奉行V ERP、蔵奉行V ERPの実績データが

同社では、日々の営業活動から最終的には会計

果が出れば高くはないと思います。従来のICTの

行V ERPを採用することに迷いは無かったという。

突合され、日々のリアルタイムな進捗を把握する

レポートまでがつながり、営業部門が見る日次の

事例では、システムを使いきれず、コストをかけた

3年前。当時の状況について管理部経理グループ

会計や給与計算などの業務には古くから奉行シ

ことができる。この仕組みに活用しているのが

の加藤宏章氏は次のように振り返る。

リーズが利用されており、システム基盤の基礎は

MicrosoftのOﬃce365である。

同社が、基幹システムの再構築を開始したのは

「きっかけは内部統制の強化でした。当時の販売

出来上がっていた。

「予算実績管理については奉行V ERPとOﬃce

導入効果と今後の展望

内部統制の強化を実現
業務全体のスピードが向上

管理システムは外注による自社独自のもので構築

今回、奉行V ERPを導入することでシステム化

365を利用して非常に正確に把握できるように

していたのですが、上場を見据えたとき、内部統

範囲を広げ、販売管理・人事労務・会計が相互に

なっています。データベースを大きくするとコストが

その導入効果について加藤氏は次のように話す。

制機能やセキュリティに対して非常に弱いシステ

データ連携し、業務上で発生する情報は全て会計

掛かる上、扱いにくくなりますから、現場が手軽に

「まずは、内部統制の強化が実現できました。特に

ムでしたので早急に改善が必要でした。」

情報として反映される仕組みとなった。

また、当時の販売管理システムは、事業ごとに異
なるシステムが独立して利用されていた。その他、

全てのシステムが稼働を始めてから1年が経過し、

予算実績進捗と、経営情報としての会計上の部門

分の結果が出ていないと感じている経営者も多い

採算の把握をリアルタイムに行える仕組みが構築

ように思います。クラウドが普及し、所有から利用

できた。

自社のノウハウをお客様に還元し、
さらなる情報活用支援へ

する時代になりました。中小企業にとっては、初期
投資をかけずに様々な仕組みを導入できるチャン
スとなっています。ただ、使いこなして成果を出せ
なければ同じです。我々はお客様の現場に入り、情

使える仕組みとしてシェアポイント
（SharePoint

重要な会計データについても、入力承認や月末期

今後は営業活動から案件が出るまでの活動管

報活用を支援しながら、今後もお客様が求めるも

人事労務に関しては、ワークフローにより勤怠

Online）を採用しました。見込案件管理は営業担

末の締処理、入力期間期限など、制御を組み合わ

理・行動分析をシステム的に行い、プラクティスモ

のを一緒に作り上げていきたいと考えています。」

申請・承認から給与奉行へのデータ連携までを効

当約60名が日次で更新を行っていますが、大きな

せることで自社に合った運用ができる点が便利で

デルとしてお客様に還元していきたいと、次のス
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