SAP Case Study

ホーチキ株式会社

SAP S/4HANA®とSAP S/4HANA Cloud の
でグループ経営基盤を再構築
「2 階層 ERP」
共通のプロセスとデータで業務を標準化

火災報知機をはじめとする防災・防犯設備を国内外に展開する

ホーチキ株式会社。本社とグループ会社が一体となったグループ経営を目指す

業種

製造業
事業内容

火災報知設備、消火設備、情報通信設備、
防犯設備等の製造販売ならびに保守管理

グループ会社には
同社は、本社の SAP S/4HANA®マイグレーションと並行し、

「2 層型 ERP」による
SaaS 型 ERP の SAP S/4HANA Cloud の導入を決断。

本社とグループ会社のプロセスとデータの共通化、業務とIT ガバナンスの強化、
経営データの迅速な連携に向けて取り組んでいます。

年間売上高

779 億 5,100 万円（連結 2019 年 3 月 31 日）

導入の背景

従業員数

• グループ会社への安定した IT サービスの提供

2,125 名（連結 2019 年 3 月 31 日現在）

本社

東京都品川区

URL
https://www.hochiki.co.jp/
ソリューション

SAP S/4HANA® Cloud
活用分野

生産管理、財務 / 管理会計、販売管理、
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在庫 / 購買管理

• 本社とグループ会社が一体となったグルー
プ経営の推進

• 業務効率化による働き方改革への貢献
• グループ全体のリスク対応
導入成功のポイント

• Fit to Standard による標準機能活用の徹底
• SAP コンサルティングサービスを採用した
短期導入、導入方法論の理解

SAP 選択の理由
• 本社 /グループ会社間のデータ共有が容易
な 2 層型モデルの将来性

• 少ない人的リソースで短期間の導入が可能
• パブリッククラウドへのシフトを見据えたノウ
ハウの習得
導入効果

• 共通のプロセスとデータによる本社とグルー
プ会社の業務の標準化

• グループ全体のデータの可視化

• 共通の KPI による経営判断の実現
• グループ全体の IT ガバナンスの強化
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将来のクラウドシフトを見据えて

Fit to Standard の手法を検証

日本の火災・防災業界をリードするホーチキは、

「本社システムの将来的なパブリッククラウ
ドへのシフトを見据えたノウハウの習得も狙い

です。B 社への導入を通して Fit to Standard

クラウドの拡張ス
国内 38 拠点、海外 14 拠点に事業所を置き、 の方法論や最新技術を学び、

129 カ国でビジネスを展開しています。2016

（佐藤氏）
ピードを体感したいと考えました」

の SAP® Business Suite powered by SAP

少人数・短期間での導入に向けて

年より段階的な IT 基盤の強化を計画。本社へ

HANA® 導入、SAP HANA View を活用したリア

SAP コンサルティングサービスを活用
ルタイムダッシュボードの導入を実施しました。 B 社への SAP S / 4HANA Cloud 導入プロ
さらに 2019 年からは、本社システムの SAP

ジェクトは、2019 年 4 月にキックオフ。Fit to

グループ会社の業務の標準化で

共通 KPI での経営判断が可能に

2 層型 ERP の導入効果として、もっとも期待し

ているのは共通のプロセスとデータによる本社
とグループ会社の業務の標準化です。これによ

りグループ全体のデータが可視化され、共通の

KPI で経営判断ができるうえ、IT ガバナンスも

強化されます。

また、B 社では Excel などで作成していたレ

ポートが、SAP S/4HANA Cloud の帳票機能

S/4HANA への移行を開始。グループ会社に

Standard に向けたワークショップを実施し、 を利用して短時間に作成できるようになる見込

ています。

は機能検証と受け入れテストに移行しています。 リスク、データ消失リスクがなくなり、事業継続

要件定義、パラメーター設定などを経て 8 月に

みです。さらに環境面ではハードウェアの故障

「システム変革を通して働き方改革やリスク対

本稼動は会計年度の都合で 2020 年 4 月を予

対策も強化されます。

ルタイムに取得し、本社とグループ会社一体の

できれば、いつでも稼動可能な状態にあるとい

も横展開し、経営管理指標の可視化を目指し

応を強化しながら、グループ全体の数字をリア

グループ経営を実現することが目的です」と、情

報システム部 部長の佐藤菜穂子氏は語ります。
具体的には、本社の SAP S/4HANA 化と並

行して国内グループ A 社への SAP S/4HANA

定していますが、トレーニングで行けると判断

います。

プロジェクトは、本社の基幹システム担当が

2 名で遂行。短期導入を実現するため、導入支

援は SAP ジャパンのコンサルタントに依頼し

のロールアウト、国内グループ B 社への SAP

ました。

Concur（経費精算システム）の導入と、4 つの

プロジェクトのため、レスポンスを重視して

S/4HANA Cloud の新規導入、本社への SAP
プロジェクトを並行して進めています。

A 社は業務プロセスが本社とほぼ同一で、ア

ドオンなども共通で利用できる範囲が多いこと

「少人数体制かつ時間との勝負がカギとなる

SAP のコンサルティングサービスを活用し、導
（佐藤氏）
入方法論の早期理解に努めました」

導入時は B 社トップの理解のもと、アドオン

から、SAP S/4HANA のロールアウトを選択。 を極力抑えた Fit to Standard の方針を徹底。

一方、B 社は生産のみの機能会社で、業務プロ
セスも本社と異なります。そこで SAP S/4HANA

Cloud を採用し、2 層型 ERP の実現に踏み出

現場も最初は違和感があったとしても、操作さ

え覚えれば使いこなせると佐藤氏は考えてい
ます。

ホーチキでは今後、他のグループ会社でも

SAP S/4HANA Cloud の活用を検討し、2 層

型 ERP を強化していく考えです。さらにグルー
プ全体の基幹システムでのクラウド活用に向
けて検討中です。

「SAP S/4HANA へのマイグレーションで

ネックになっているのがアドオンです。そこで本
社でも Fit to Standard でのクラウド導入が実

現できるかを検討していきます。本来の導入目

的を見失わないことが、結果的にホーチキ全
体のデジタルトランスフォーメーションにつな
（佐藤氏）
がると信じています」

IT 要員の数が限られる中、将来を見据えて

積極的に 2 層型 ERP によるグループ基盤強化

を進めるホーチキの事例は、多くの企業の参
考になるはずです。

しました。

特に B 社は既存システムの老朽化が著しく、

早急に対処しなければ業務リスクとなるおそ

れがありました。しかし B 社内には IT 専門の

要員がおらず、本社の限られたリソースで導

入から運用まで対応する必要があります。そこ
で本社システムとの親和性を考慮して SAP

S/4HANA Cloud が採用されました。

「2 層型 ERP を活用して、
プロセスとデータの共通化、
本社とグループ会社の業務の標準化とともに、
経営データの連携によってグループ経営強化を支援していきます」
佐藤菜穂子氏
ホーチキ株式会社 情報システム部 部長
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お問い合わせ先

www.sap.com/japan/contactsap/

0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）

