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三菱総研DCSグループの子会社4社の経理業務を奉行V ERPでシェアード化、
連結決算の迅速化・省力化と業務品質の飛躍的向上を実現
コンサルからシステム設計・開発、そしてデータセンターを核としたアウトソーシング、
BPOまで全てのライフサイクルを提供する三菱総研DCSは、別々に行っていた子会社の
経理業務を「奉行V ERP」でシェアードサービス化した。
これによって、連結決算の迅速化・省力化を実現すると共に、業務品質も大幅に向上させ
ることができた。グループ子会社6社の内、現在4社がシェアードサービスを利用してい
るが、三菱総研DCSでは今後、残りの2社も奉行V ERPに統一していく計画だ。
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課 題
・勘定科目体系の統一による連結決算の迅速化と業務負荷の低減
・業態の異なる子会社をとりまとめ業務の省力化・効率化と品質の向上

・奉行V ERPによるシェアードサービスで、連結決算の迅速化・省力化を実現
・システム統一で二重入力や起票ミスがなくなり業務品質向上を実現
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グループ会社増加に伴う連結決算業務負荷
軽減のため、勘定科目統一を決定

決算情報を三菱総研に上げることになります
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経理業務の省力化は、導入前2.5人でやっ
ていた東北DCSが1.0人と1.5人減らすことがで

こうして2010年10月、MDBP内に設けたア

きたことを筆頭に導入時の想定を越える大き

カウント・シェアードサービス・センター
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な効果を上げている。
「奉行V ERPを子会社

を軸に奉行V ERPの運用が始まった。

全体で使うことで連結決算の迅速化と省力化

東北ディーシーエス株式会社
総務部

伊東 克之

氏

「稼働後の現在まで、OBCのインスト
ラクターには大変お世話になっていま
す。サポートセンターの対応も非常に
よく、夜遅い時間に問い合わせのメー
ルを出しても、翌日にはきちんと返事が
来ています」
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る時間に割り当てることができます」
（米山氏）
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ンターの運用についてこう語る。

子会社税務も集中管理が可能となり税務コ
ストが下がり非常に効率的になったという。

奉行V ERPによるシェアードサービスで、
連結決算の迅速化と省力化を目指す

連結決算の迅速化・省力化と業務品質向上を実現
子会社全体への横展開を図る

2010年4月、ユービーエスが三菱総研DCS

奉行V ERPの導入から2年余り、導入時の

今後三菱総研DCSでは、IT-Oneでのシェ

また、集中監査が可能になったのもシェアード
サービスを実現したことによる効果だ。
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「奉行V ERPにはたくさんの機能があ
り、私たちがよく理解していないものも
あります。機能や活用事例を紹介して
もらい、業務効率の一層の向上に役
立てたいと考えています」
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これらの子会社は今までそれぞれで経理
業務を行っていたため、会計システムが異な
り勘定科目も各社で異なっていた。
「三菱総研
DCSは三菱総研の連結対象子会社のため、

「業務生産性と品質が向上しました。
余力が生まれたことで、各担当者が
取り組むべき課題を考える時間がで
き、周辺業務にも良い影響が出てき
ています」
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同社では導入プロジェクトを発足させシェ
アードサービス化することで、1カ所で集中的
に経理処理を行うことにした。
その上で、ユービーエスをモデルに奉行V
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