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■鶴丸海運株式会社
業務内容…総合物流業 従業員数…420名 資本金…2億円
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鶴丸海運株式会社は、大正10年の創業以来、総合物流企業として海運・物流サービスの提供を行ってきた。

鶴丸海運株式会社

時代の変化と共に社会が求めるサービスを提供することで成長を続け、現在は北九州を中心に東京・名古
屋・四国・東アジアに約20拠点を展開。創業100年に向け、
さらなる品質の向上に取り組んでいる。

奉行V ERPの導入で

を実現し、勤怠締日からの処理時間を2日間も短
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給与管理

勤務実績・残業時間計算

②頻繁な制度改正対応など、オフコンの運用メンテナンス負荷が課題であった。

また、WEBベースの勤怠管理のため、海外拠

給与賞与計算
計算式登録
遡及処理
住民税納付

労働時間管理

点で働く社員の勤怠についても、同一の仕組み
により問題無く運用ができている。
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また、取締役執行役員 管理本部長の則松氏
は次のように続ける。
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