© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

SAP Concur Customer Showcase

SAP® Concur® 最新導入事例集 2021

1 / 37
27

目次

3

YKK 株式会社

11

従業員数： 連結：46,261 名

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Travel
● Concur Request

4

● Intelligence

13

従業員数： 36,332 名

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Travel ● Concur Invoice
● Concur Request ● Intelligence ● Audit サービス
●ユーザーサポートデスク

5

15

● Intelligence

17

従業員数： 連結：35,174 人

19

● Intelligence

●サービスアドミニストレーション ●ユーザーサポートデスク

従業員数： 単体：34,449 名

一般財団法人日本気象協会
従業員数： 777 名

従業員数： 連結：27,003 名

株式会社ゆめみ
従業員数： 230 名

● Concur Request

● Intelligence

21

ネオアクシス株式会社
従業員数： 179 名

導入製品： ● Concur Expense

積水化学工業株式会社
導入製品： ● Concur Expense ● Concur Request

● Intelligence

● Intelligence

●サービスアドミニストレーション ●レポーティングサービス
● Audit サービス ●ユーザーサポートデスク

23

従業員数： 連結：9,231 名｜単体：2,638 名

● Concur Request

● Budget

株式会社大分フットボールクラブ
従業員数： 47 名

導入製品： ● Concur Expense Standard ● Concur Invoice Standard
● Concur Request

シスメックス株式会社

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Travel ● Concur Invoice
● Concur Request ● Intelligence ● Budget
●サービスアドミニストレーション ●レポーティングサービス
● Audit サービス ●ユーザーサポートデスク

10

● Intelligence

導入製品： ● Concur Expense Standard ● Concur Invoice Standard

日本通運株式会社

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Request

9

従業員数： 連結：2,501 名

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Invoice
● Concur Request

オリンパス株式会社
導入製品： ● Concur Expense ● Concur Travel

8

● Intelligence

三機工業株式会社
● Expenselt

●サービスアドミニストレーション ●ユーザーサポートデスク

7

従業員数： 3,638 名

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Request

従業員数： 連結：35,653 名

● Concur Request

山洋電気株式会社
導入製品： ● Concur Expense ● Concur Invoice

日本航空株式会社

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Request

6

従業員数： 教員：2,737 名｜職員：3,170 名

導入製品： ● Concur Expense ● Concur Invoice

● Concur Invoice

川崎重工業株式会社

慶應義塾

25

● Intelligence

株式会社みどり財産コンサルタンツ
従業員数： 16 名

導入製品： ● Concur Expense Standard

サッポロホールディングス株式会社
従業員数： 連結：7,736 名

導入製品： ● Concur Expense ● Intelligence

●サービスアドミニストレーション ● Audit サービス

従業員数順（従業員数は、取材時またはその近時の期末のものです）

2 / 27
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer Showcase

YKK 株式会社

Customer Showcase ｜ YKK グループ

経費精算のモバイル対応と
ペーパーレス化により、
新しい常態を見据えた体制を整備
国内主要会社における
従業員約 1 万 7,800 名を対象に
経費精算業務刷新プロジェクトが発足
ファスナーやスナップ＆ボタンなどのファスニン
グ事業をグローバルに展開する YKK 株式会社

。グループ全体では世界 72 の国
（以下、YKK）

申請入力、上司や経理の承認が
簡略化し、原本保管コストも削減

でのスタートとなった。この影響について、
「導

から入力し、台紙に出力、領収書を添付してファ

とができた半面、使用機会が減少したことで

従来の経費精算業務プロセスは、申請者が PC

クス送付、最大 3 次の上司承認、2 次の経理確

認、回収・チェックののち 10 年間の原本保管と

や地域に 109 社、従業員 4 万 6,000 名を超え、 いうものであった。これに対し、SAP Concur

このうち国内主要会社における従業員約 1 万

7,000 名の経費精算にかかる費用を削減すべ

く、2018 年 5 月に経費精算業務刷新プロジェク

トが発足。本プロジェクトでは、経費精算にかか

る間接業務費用と直接費用を合わせて 2 億

5,000 万円の削減が目標として掲げられた。

プロジェクト体制について、執行役員 財務・

経理部長 太刀川博氏は「メンバーは、業務改

革の方針と実務、IT 基盤の構築という機能を

念頭に置き、主要会社の総務、人事、経理、IT

部門などに加え、シェアードサービス会社、外

の予定が段階導入となり、処理件数もミニマム
入当初のトラブルや混乱を最小限に抑えるこ

ユーザーサポートは難航しました。経費利用減

少により定量効果は得られていませんが、モバ

イルやペーパーレス化対応を進めていたことで、

では領収書の画像データを外部から取り込ま

在宅勤務への移行後も経費精算業務の停滞

れたデータに紐づけるだけで、モバイルによる

を回避でき、BCP の観点で大きな効果があっ

入力が可能になる。データ連携により入力ミス

も防げるうえ、領収書原本の保管コストも削減
することができるという。

たと認識しています。」と太刀川氏は振り返る。

今後は、より一層のペーパーレス化、デジタ

ル化を推進しながら間接業務の生産性の向上

太刀川氏は「導入に合わせて、国内グループ

と、電子帳簿保存法適用のための運用体制の

レートカードを配布しました。これにより、現金

スの強化という面においても、国内子会社やア

5 社の約 2,200 人の従業員に対してコーポ

立替を回避し、精算の回数も月 1 度に削減でき

ています。また、海外出張でも、出張者が為替リ
スクを負う必要がなくなりました。Concur

確立を目指す。また、
データ活用によるガバナン

ジア地域などの海外子会社への展開も検討し
ているという。

最後に太刀川氏は「ニューノーマルにおいて、

部ベンダーやパートナー企業が参加しました。 Travel を使い、航空券手配のポリシーを明確

デジタルトランスフォーメーションにいち早く対

ほか、国内乗車券の手配もオンライン化を行う

生き残りを決めると思います。そのため、SAP

基本方針は従来運用をゼロベースで見直すこ
とでした」と語る。

経費削減や規定違反の検知といったガバ

ナンスの強化や、出社しなくても申請や承認を

可能とする多様な働き方の基盤構築を目指し、

SAP® Concur® を採用。米国子会社でも数年

前から利用しており、プロジェクト発足当初か
ら候補に挙がっていたという。

化することで、航空券代金適正化に踏み出せる

ことで、割引運賃や e チケットが導入できます」 Concur の機能を活用・拡張し、一層のペー
と導入後のメリットを語る。

パーレス化とデジタル化を推進しながら、業務

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の外出

ていきたいと考えています」と締めくくった。

SAP Concur を稼働開始した 2020 年 4 月

自粛要請時期と重なった。YKK グループも在

の生産性向上とガバナンス強化を同時に進め

宅勤務へ緊急移行したことによって、一斉導入

「ニューノーマルにおいては、
デジタルトランスフォーメーションにいち早く対応し、
生産性を高めていけるかどうかが

企業の生き残りを決めると思います。
」
太刀川博氏
YKK 株式会社
執行役員 財務・経理部長

お問い合わせ先
株式会社コンカー

応し、生産性を高めていけるかどうかが企業の

企業名

YKK 株式会社

事業内容

ファスニング・ファスニング加工機械および
建材加工機械などの製造・販売

従業員数

連結：46,261 名（2020 年 3 月 31 日現在）

ホームページ

https://www.ykk.co.jp/

導入製品

Concur® Expense、Concur Travel、Concur Invoice、
Concur Request、Intelligence

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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Customer Showcase

川崎重工業株式会社

Customer Showcase ｜川崎重工業株式会社

SAP® Concur® は
間接部門 DX の第一歩
替金精算で利用しているシステムが統一され

導入プロジェクトは 2019 年度第 2 四半期

グループ管理会計の高度化や
ガバナンスの強化を目指し
経費精算業務の改革に着手

ていないといった課題があった。これらの課題

を解決するために業務の簡素化・標準化・高度

スケジュールの見直しを余儀なくされたが、

スタービン・ガスエンジン・産業プラント・油圧

朽化対応・グループ共通基盤構築という IT ツー

同第 3 四半期に「Concur Invoice」を稼働さ

船舶・鉄道車両・航空機・モーターサイクル・ガ
機器・ロボットなどの多彩な事業を展開する総

合エンジニアリングメーカーである川崎重工

業株式会社（以下、川崎重工業）は、DX を推進

して業務効率化を実現し、最終的にグローバ

ルのグループ全体に展開して業務の高度化と
企業価値の向上を目指す間接業務改革を進め

化という間接業務改革視点、およびシステム老

ル更新視点から経費精算ツールの選定作業を
開始。

「経費精算という非競争領域には独自性は

不要であり、グローバルスタンダードのツール

を活 用することが 望ましいという判 断 から

から始まり、途中新型コロナウィルスの影響で
、
2020 年度第 2 四半期に「Concur Expense」

せた。また、2021 年度には「Concur Travel」
の導入を予定している。

堀氏は導入プロジェクトの感想として、
「SAP

Concur の標準機能の考え方はわかりやすく、

承認や入力項目などのカスタマイズも容易だ

SAP® Concur® を採用することとなりました」 が、やりすぎはメンテナンスの障害になりかねな

。
ている。DX 推進部 副部長 堀孝広氏はこの改 （堀氏）

い可能性もある」と、
クラウドシステムに合わせ

や業務プロセスの標準化・効率化に取り組み、

また、グループ会社によって想像していた以上

革について、
「まず業務プラットフォームの導入

た業務設計に重きをおくことも大事だと語った。

SAP® Concur® を

見える化・分析して異常値検知やリスク予見に

共通プラットフォームとして、
グローバルに業務改革を展開

化やガバナンスの強化の達成を目的としてい

フォームとして、業務のペーパーレス化や証憑

の活用など、SAP Concur の活用効率化を推

その第一ステップとして川崎重工業が取り

バルで展開していく。これによりグループ全体

れたワークフロー効率化、電子帳簿保存法対

た。同社には国内だけで 1 万 5,000 人以上の

ト削減を実現する一方、人的リソースの最適配

語った。

量が非常に大きいことや、出張旅費精算と立

ことを期待しているという。

そこに集まったデータを詳細な経営情報として
活用し、最終的にはグループ管理会計の高度

ます」と語る。
組んだのが、新しい経費精算ツールの導入だっ
従業員がおり、経費精算に係るトランザクション

に異なる会計システムや独自の業務やルール

川崎重工業では、SAP Concur を共通プラット
電子化、
プロセスの簡素化などの施策をグロー

の間接業務効率化を実現し、不正抑制やコス

置や働き方改革の促進などの効果が得られる

「経費精算という限られた業務ですが、

SAP® Concur® の導入を通じて、今後の間接業務の
効率化の基礎・基盤となることを期待しています」
堀孝広氏
川崎重工業株式会社 DX 推進部 副部長

があることも新たな発見だったと振り返る。

今後について堀氏は、
「複合機連携や RPA

進していくとともに、
リモートワークも視野にい
応などの推進を検討しています」とその展望を

企業名

川崎重工業株式会社

事業内容

輸送用機器の製造・販売およびエネルギー、産業用設備、
レジャーなど関連事業

従業員数

36,332 名（2020 年 3 月 31 日現在）

ホームページ

https://www.khi.co.jp/

導入製品

Concur® Expense、Concur Travel、Concur Invoice、
Concur Request、Intelligence、Audit サービス、
ユーザーサポートデスク

お問い合わせ先
株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 本書のいかなる部分も、SAP SE 又は SAP の関連会社の明示的な許可なくして、いかなる形式でも、いかなる目的にも複製又は伝送することはできません。本書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。SAP SE 及びその頒布業者に

よって販売される一部のソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダーの専有ソフトウェアコンポーネントが含まれています。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。これらの文書は、いかなる種類の表明又は保証もなしで、情報提供のみを目的として、SAP SE 又はその関連会社によって提供され、SAP 又はその関連

会社は、これら文書に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAP 又はその関連会社の製品及びサービスに対する唯一の保証は、当該製品及びサービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定されたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありません。特に、

SAP SE 又はその関連会社は、本書若しくは関連の提示物に記載される業務を遂行する、又はそこに記述される機能を開発若しくはリリースする義務を負いません。本書、若しくは関連の提示物、及び SAP SE 若しくはその関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、及び/ 又はプラットフォームの方向性並びに機能はすべて、
変更となる可能性があり、SAP SE 若しくはその関連会社により随時、予告なしで変更される場合があります。本書に記載する情報は、何らかの具体物、コード、若しくは機能を提供するという確約、約束、又は法的義務には当たりません。将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、
実際の結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、
これらの将来の見通しに関する記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠するべきではありません。本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、
ドイツ及び

目次

4 / 27

それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html をご覧ください。
その他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer Showcase

日本航空株式会社

Customer Showcase ｜日本航空株式会社

SAP® Concur®で働き方改革を実現へ。
重視したポイントはテレワークへの貢献
老朽化したシステム刷新のため、
航空会社における実績が豊富な
SAP® Concur® を選択

日本航空株式会社（以下、日本航空）は航空運

税務担当者、および人材戦略部の出張制度担

当者など社内の各種スペシャリストを巻き込み、 今の情勢では、この定性効果のメリットは今ま

ボトムアップで合意形成できる体制で臨んだ。 で以上に重視されるべきだと思います」と強調
もともと老朽化対応がきっかけのプロジェクト

送事業を中心に、多数の事業を展開している。 だったため、まずは既存システムの機能をサ

同社では、2002 年ごろに自社開発の経費精算

ポートするものとし、電子帳簿保存法適用を行

システムを導入し、長年にわたって運用してき

うかの検討も同時並行で行ったという。当初は

基盤に関する中期計画により、老朽化した従来

ていたものの、同第 4 四半期に発生した新型

た。そうした中、2018 年秋に出された社内 IT

のシステム基盤の利用期限が 2021 年 3 月ま
でに設定され、システム刷新が急務な状況と
なったという。経理部資産会計グループ アシス

評価し、
トップダウンで導入が決定しました。昨

した。他にも、導入前には、要件定義や導入後
の運用について検討を行ったという。

導入後は、ユーザーサポートデスクを利用し

た結果、問い合わせの 85％がヘルプデスクで

2019 年度第 3 四半期のサービスインを予定し

クローズできており、初月に経理部に問い合わ

コロナウイルスの影響もあり、スケジュールを

う。電子帳簿保存法適用により、従来システム

変更し、2020 年 6 月に Concur Expense を
稼働、Concur Request については 2020 年

せがあったのは、1 日 5 〜 10 件程度だったとい

よりも多少煩雑になった部分もあったが、コロ
ナ禍により電子化の推進が理解されたこともあ

タントマネジャー 谷口聡氏は当時について、 10 月に稼働を開始した。

り、
クレームは発生していない。

く、入力ミスが多発したりデータ分析ができな

JAL グル ープ各 社と海 外 支 店 への 展 開し、

今後は、運航乗務員・客室乗務員への展開、

「古いシステムということもあり手入力部分が多

テレワークへの貢献という

かったりといった問題を抱えていました。そこで、 定性効果を大きく評価

当社では新たな経費精算システムの導入を決

断し、まずは従来システムにおける課題を『働

き方改革』
『ガバナンス向上』
『業界動向への対

これらを解決するため、国
応』の 3 つに分類し、

電子帳簿保存法適用の検討について、谷口氏

SAP Concur の利用を広げていきたいと展望

を語る谷口氏は、
「最初から 100 点のシステム

は「当社では、領収書画像のタイムスタンプや

を作ることは難しいと思います。それよりも、90

ると判断しました。そのうえで、年 3 万明細にお

チューンアップに注力することが重要です。当

署名のチェックをする担当者を立てる必要があ

点のシステムでいいので、サービスイン後に

内・グローバルの航空会社における実績が豊

よぶ領収書の処理を電子化した際にどれだけ
の定量効果があるかを試算した結果、定量的

にできるかという目線で、今度も運用しながら

した」と振り返る。

なコスト削減という面では確実な効果が見出

ブラッシュアップしていきます」と最後に締めく

富な SAP® Concur® を 2018 年末に選定しま
導入プロジェクトは経理部の主導のもと、業

務担当とシステム担当が分かれて作業を行っ

たという。業務担当には経理部の決算・監査・

せなかったものの、有事の際におけるテレワー

クに貢献すること、領収書担当を立てると承認

くった。

者の負荷を軽減できることといった定性効果を
企業名

日本航空株式会社

それよりも、90 点のシステムでいいので、
サービスイン後の

事業内容

定期航空運送事業および不定期航空運送事業、
航空機使用事業、
その他附帯するまたは関連する一切の事業

チューンアップに注力することが重要です」

従業員数

連結：35,653 名（2020 年 3 月現在）

ホームページ

https://www.jal.com/ja/

導入製品

Concur® Expense、Concur Request、Intelligence、
サービスアドミニストレーション、ユーザーサポートデスク

「最初から 100 点のシステムを作ることは難しいと思います。

谷口聡氏
日本航空株式会社
経理部資産会計グループ アシスタントマネジャー

お問い合わせ先
株式会社コンカー

社も、法令を遵守しつつ、
どこまで簡易なフロー

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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Customer Showcase

オリンパス株式会社

Customer Showcase ｜オリンパス株式会社

SAP® Concur® の

ベストプラクティスに合わせ
経費精算、出張手配の負荷とコストを削減

経費精算のみでなく、
航空券手配を含めた
多様なサービス展開が決め手に

め、
SAP® Concur®を採用する。その決め手は、 への振り込み頻度も見直したことによって、財
経費精算のみでなく航空券手配を含めた多様

務部門の工数削減と振り込みコストの削減に

消化器内視鏡の世界シェア 7 割以上を誇り、医

グローバルでの導入実績数、将来的に海外拠

見直すきっかけにもなったという。

るまでさまざまなソリューションをグローバル

という。
「経費精算自体は自社の独自性を出す

療分野からライフサイエンス・産業分野にいた
に提供するオリンパス株式会社（以下、オリン

パス）
。同社では 2016 年に掲げた中期経営計

画を推進するにあたり、業務改革プロジェクト

を立ち上げた。さらなる事業効率を追求する
ため、業務の効率化や生産性向上を目指す中

で、経費精算を中心とした間接業務と販管費
において大きなポーションを占める航空券代

金に課題を感じていた。

Finance, Treasury Global Vice President

藤原康俊氏は「間接業務の効率化に対する課

題は、システム・経費精算・出張手配の 3 つで

なサービスを展開しているという優位性に加え、 も繋がったほか、日当体系をシンプルなものに
点にも展開していける拡張性が決め手だった

ム上で最安値航空券を推奨したことによって、

運用に見直そうと思いました」
（藤原氏）
。

理的説明を追記する設定が抑止力になったと

準』に合わせてできるだけリソースをかけない

を対象とした SAP Concur の導入プロジェク

きるすばらしい仕組みだと思います。従来現地

2018 年 9 月、国内における従業員約 7,100 名

トが始まった。導入前は複雑だった間接業務

のフローを単純化するべく、複数部門を横断し
た導入プロジェクト体制を組織し、2019 年 1 月

算と別々のシステムを利用していたが、SAP

の問い合わせが多く発生するなど負担がかかっ

を全社で統一管理する仕組みが整備されてお

らず、価格のコントロールができない状態でし
た」と当時を振り返る。

同社では、
これらの課題を一気に解決するた

手配を含めた海外出張の一元管理が可能であ

ができるため、安全面とコスト面双方を担保で

アシスタントが行っていたホテル手配の手間も
削減することができました」とメリットを語る。

オリンパスでは、システム導入を機に SAP

Concur のベストプラクティスに合わせ、運用

従来、出張時は事前申請、出張手配、経費精

を見直す機会を得たことで、経費精算、出張手

Concur 導入後は Concur Request、Concur

コーポレー
同社では令和 2 年税制改正を機に、

Travel、Concur Expense と 1 つのプラット

配業務の負荷やコストを削減できているという。

トカードを積極展開し、キャッシュレス決済を

フォームで一元管理ができるような仕組みへと

活用した経費精算を推進する予定だ。従来の

より、経費精算業務は『まとめ精算』として半月

いるものの、完全デジタル化への移行のため

変わった。加えて、Concur Expense の導入に

を目安にまとめて行なう運用とした結果、従業

員の工数削減を実現した。それに伴い、従業員

習慣や意識の改革には時間を要すると感じて
に IT 環境を整備していく構えだ。

企業名

オリンパス株式会社

一元管理が可能であり、目的地近辺の法人契約先を

事業内容

精密機械器具の製造販売

従業員数

連結：35,174 人（2020 年 3 月 31 日現在）

担保できるすばらしい仕組みだと思います」

ホームページ

https://www.olympus.co.jp/

導入製品

Concur® Expense、Concur Travel、Concur Request、
Intelligence、サービスアドミニストレーション、

「Concur® Travel ではホテルの手配を含めた海外出張の
優先させることができるため、安全面とコスト面双方を
藤原康俊氏
オリンパス株式会社 Finance, Treasury Global Vice President

お問い合わせ先
株式会社コンカー

いう。藤原氏は「Concur Travel ではホテルの

り、目的地近辺の法人契約先を優先させること

て、経費精算業務自体も手入力によるミスが頻

ていました。そして、出張手配は航空券の手配

最安値でないチケットを選択する場合には合

9 カ月で本番稼働、航空券代の削減や
作業効率の向上を実現

に本番運用が開始。

発するほか、業務フローの煩雑さから、社内で

システ
単価は昨年比 18% も減少した。これは、

分野ではないため、
『世の中の経費精算の標

した。経費精算システムは自社開発したもので

したが、維持コストがかかっていたことに加え

また、Concur Travel の導入により、航空券

ユーザーサポートデスク

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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Customer Showcase

日本通運株式会社

Customer Showcase ｜日本通運株式会社

デジタル活用による業務プロセス変革 !
SAP® Concur® 導入で 3 万 4,000 人の
経費精算をペーパーレスに
事務作業の削減と
ペーパーレス化実現のため
SAP® Concur® を導入

日本通運株式会社（以下、日本通運）は、自動車

すること、ペーパーレス化を実現し事務作業を

る説明会や e ラーニングを行った結果、稼働直

に新システムを導入することとなった。

あったものの、2 カ月後以降はその数は激減し

削減することといった目標を掲げ、実現のため

新たなシステムに求めたのは、ペーパーレ

ている。また、多様な精算項目に対応できるの

た、導入・改修コストを抑制するためにクラウ

プロセスを SAP Concur に合わせる形で標準

輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、 ス化実現のための電子帳簿保存法対応だ。ま
航空利用輸送などの物流事業全般および関連

後は 2,000 〜 3,000 件 / 月の問い合わせが

かといったシステム面の課題についても、業務

事業を行う総合物流企業だ。同社では、2019

ドサービスを利用する方針とした。松尾氏は

化することで対応していったという。

プ経営計画 2023」における重点施策の 1 つ

のサービスを比較検討した結果、電子帳簿保

がない会社は世の中にありません。多くの企業

年度から 5 カ年の中期経営計画「日通グルー

として「営業・事務生産性向上」に向けた改革

を推進している。本社 経理部 専任部長 松尾

SAP® Concur® 採用の決め手について「複数

存法によるペーパーレス化に間違いなく対応

できると考えました。他にも、スマートフォンに

導入のポイントについて「立替精算の業務

が SAP Concur を採用し業務標準化している

中、当社だけができないということはないはず

博行氏は「この取り組みでは、請求書照合作業

よる電子承認、コーポレートカード・交通系 IC

です。できない理由ではなく、効率よく運用する

ど業務の処理量を削減するとともに、システム

が可能であることなど、立替経費精算にかかる

いきました」と松尾氏は語る。

ど生産性を向上させることで、業務工数を最適

トになり SAP Concur を採用しました」と振り

まざまな効果が得られているという。
「従来は

の廃止、転記・二重入力など重複業務削減な
化や繁閑の平準化、共通化、集約化を進めるな
化することを目指しています」と説明する。

日本通運は、経理組織のスリム化のため「経

」を設立
理 SSC（シェアードサービスセンター）

した。その狙いは、これまで支店・部署単位で

カード・出張手配サイトなど豊富なデータ連携

業務自体をなくしていけることが大きなポイン
返る。

4,000 人の従業員が働いており、中には現場

きました」
（松尾氏）
。

除するというものだった。しかし、いざ SSC を

の社員も多くいる。立替精算業務という性質上、

スや処理科目が違っていたり、手作業が多かっ

入時の大きな懸念点だった。対象を限定して

たり、大量の紙書類を処理しなければならな
かったりとさまざまな課題が浮き彫りになった

という。そこで、全社統一の運用ルールを作成

年齢を問わず誰でも利用できるかどうかは、導

展開してはどうかという意見もあったが、
トラブ

ルはどうせ起こるだろうと割り切り、3 万 4,000

人に一括で導入することを決めた。導入に関す

るなど紙の削減には大きな効果が出ています。
立替精算に関わる業務自体を減らすことがで

さらにコロナ禍によってテレワークを実施せ

ざるを得ない状況の中、経理の業務が滞りなく
実施できたのは SAP Concur の予期せぬ導

入効果だったという。今後は AI OCR 機能を取
り入れるなど入力作業ゼロの実現を目指した
取り組みを進めていく予定だ。

企業名

日本通運株式会社

多くの企業が SAP® Concur® を採用し業務標準化している中、

事業内容

自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、
航空利用輸送、倉庫、旅行、通関などの物流事業全般および
関連事業

松尾博行氏
日本通運株式会社
本社 経理部 専任部長

従業員数

単体：34,449 名（2020 年 3 月 31 日現在）

ホームページ

https://www.nittsu.co.jp/

導入製品

Concur® Expense、Concur Request、Intelligence

「立替精算の業務がない会社は世の中にありません。
当社だけができないということはないはずです」

お問い合わせ先
株式会社コンカー

紙の書類が段ボール 150 箱 /月もあったので

すが、導入後はそれが 90 箱 / 月まで削減され

また、精算項目の統一やデータ連携によって、

日本 通 運では 全 国 約 2,400 拠 点 に約 3 万

設立してみると、支店・部署ごとに業務プロセ

日本通運は SAP Concur の導入によってさ

導入後は紙書類 2/5 削減。
今度は入力作業ゼロの実現を目指す

部分最適化されていた経理事務を統合・集約

することで全社最適化し、業務の重複構造を排

ために何をすればいいかという発想で進めて

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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Customer Showcase

積水化学工業株式会社

Customer Showcase ｜積水化学工業株式会社

グループ 58 社に SAP® Concur® を導入。
非効率な紙の運用をなくすとともに、
ガバナンスの強化を実現
紙文化の非効率的な経費精算業務を、
「働く場所」
「ツール」
「時間」に
フォーカスして改革

スキャナ保存制度適用への業務要件の整理や
ユーザー教育を、人事部門と総務子会社は同

きない、証憑画像に関するチェックは Audit

ス関連事業を提供する積水化学工業株式会社

やコーポレートカードの展開を、システム子会

利用実績に関するレポート作成やエンドユー

やデジタルトランスフォーメーション、電子帳

行うという部 署 横 断 のプロジェクトとなり、 代行などを利用し、経理や IT 部門の負担を軽

住宅や社会インフラおよび高機能プラスチック

（以下、積水化学工業）
。同社では、働き方改革
簿保存法の改正といった動きを背景として、経

費精算業務のデジタル化・ペーパーレス化に
取り組むこととなった。

年 10 月に始動。経理と税務部門は経費精算や

時に導入した出張手配システムの要件の整理

アウトソーシングサービスも 4 種利用しており、
システム側で行われる自動チェックでは確認で

サービスに委託しているという。他にも、経費

社は現行の会計システムとの連携開発を主に

ザーからの問い合わせ対応、システムの管理

2020 年 4 月に 28 社が、10 月に残り 30 社が

減している。

本番稼働した。

「利用者が限られている請求書からにしては

2020 年 4 月の導入開始は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の自粛期間と重なり、期せず

デジタル変革推進部 ビジネスプロセス変革

どうか、という声も社内ではありましたが、働き

してスモールスタートとなった。これについて

題について「当社の経費精算業務は、紙の証

波を広く従業員に感じてもらいたいという思い

という声が従業員からは寄せられています。ま

グループ 課長 西川優子氏は当時の自社の課
憑を提出・保管する紙文化のプロセスで、事務

所でしか経費処理ができない非効率な状況で

した。チェックも承認者任せで利用実績の分析

方改革やデジタルトランスフォーメーションの

から、あえて利用者の多い国内経費精算から
開始しました」
（西川氏）
。

西川氏は、
「在宅勤務中にも申請承認ができた

た、緊急事態宣言中の経費精算業務について、
領収書は画像データのみで確認し原本は後日

で良い、という対応は Concur Expense なし

いました」と語る。

SAP® Concur® が
デジタル変革の先駆けに

改革」
「時間の改革」をコンセプトに、モバイル

導 入 においては、従 来 にとらわれず、SAP

法で求められている要件だけでなく、自社の

Concur の仕様に合わせたシンプルな運用

コンプライアンスに沿ったチェック項目や検査

減らすため、全員にコーポレートカードを配布

社に展開していく予定だ。最後に西川氏は「自

もできておらず、ガバナンス面の課題も抱えて
「ツールの
そこで、同社は「働く場所の改革」

にはできませんでした」と振り返る。

今後は、スキャナ保存の定期検査について、

による証憑電子化や時間・場所を問わない経

ルール設計を意識するとともに、極力手入力を

率化、実績データ連携による不正防止などを

した。これにより、導入後の出張精算プロセス

Concur® をグループ会社 58 社に導入すること

の実績データをはじめ、コーポレートカードや

抗が懸念されました。しかし、スムーズな導入

Expense に連携され、データ連携の強化が実

なったと思います」と今回の成功を締めくくった。

費申請と承認、経費の自動連携による業務効

実現すべく、クラウドサービスである SAP®

を決定した。

Concur Expense 導入プロジェクトは、デジ

タル変革の 1 つとして IT 部門が主導し、2019

は、出張手配システムで予約した宿泊や乗車

交 通 系 IC カ ードの 利 用デ ータが Concur

現している。また、同社はコンカーの提供する

「働き方改革やデジタルトランスフォーメーションの波を

広く一般の従業員にも感じてもらいたいという思いから、
あえて、利用者の多い国内経費精算から開始しました」

西川優子氏
積水化学工業株式会社
デジタル変革推進部 ビジネスプロセス変革グループ 課長

お問い合わせ先
株式会社コンカー

対象の選び方などルールを準備し、
グループ各

社開発ツールの利用が主流の当社が、今回パッ
ケージツールを利用する点で従業員からの抵

ができ、今後のデジタル変革のよい足がかりに

企業名

積水化学工業株式会社

事業内容

住宅、
インフラ・建築関連製品、
モビリティ・エレクトロニクス向け
高機能樹脂製品ならびに臨床検査薬などの製造・販売

従業員数

連結：27,003 名（2020 年 3 月時点）

ホームページ

https://www.sekisui.co.jp/index.html

導入製品

Concur® Expense、Concur Request、Intelligence、
サービスアドミニストレーション、
レポーティングサービス、
Audit サービス、ユーザーサポートデスク

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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Customer Showcase ｜シスメックス株式会社

不確実な時代、環境変化に適応するため
SAP® Concur® を経営基盤に
ビジネスプロセスを変革
生産性向上や顧客価値向上を
実現するため、
デジタル化を推進

ジタル化のクイックウィンとしての役割を持た

Concur Expense と Concur Invoice、7 月に

せ、
導入を進めることとした。導入にあたっては、 Concur Travel と Concur Request の運用を

シスメックス株式会社（以下、シスメックス）は、 「経費・旅費の可視化・最適化と、業務プロセス

開始している。

に、臨床検査機器、試薬、
ソフトウェアを世界中

均質化、社内規程のチェックのシステム化によ

「ヘルスケアの進化をデザインする」をミッション
へ届ける医療機器メーカーだ。同社では、不

確実で先の読めない時代の中、環境変化に迅

を統一・統制するという経営的観点のみならず、
ペーパーレス化と業務効率化というオペレー
ション最適化、
そしてスマートワークやデジタル

ワークといった働き方改革を実現するという目

運用後は、外部委託によるチェックレベルの

り不正検知・統制を実現し、業務の標準化が実

現している。また、紙ではなくデータを確認する

的がありました」と新牧氏は振り返る。

という業務プロセスの変化によって経費の利用
の月次締め作業については 2 営業日短縮を図

セス間のコミュニケーションが人に依存して手

作業が多いという業務面の課題に加えて、
デジ

電子帳簿保存法に対応し
ペーパーレス化を進めた結果、
年間 1 万枚の紙書類を削減 !

タル化の取り組みが遅れているために、データ

シスメックスではこれまで、スクラッチ開発した

盤が整備されていないというシステム・テクノ

印刷、上司の押印、
データと領収書の照合作業、 クに貢献があったという。ユーザー習熟につい

速に適応するグループ経営基盤の必要性を強

く感じていたという。経営管理本部長 新牧智

夫氏は当時を振り返ってこう語る。
「業務プロ

から承認までの期間は 4 営業日短縮、請求書

ることができた。電子帳簿保存法（スキャナ保

存）に適用したペーパーレス化を進めた結果、

年間 1 万枚の紙書類を削減できた。働き方とい

申請システムを利用していた。しかし、伝票の

う観点でも、緊急事態宣言下でのリモートワー

紙保管などアナログな業務が多数残っている

ては、使い方の説明ではなく、業務ルール変更

ないといったガバナンス面における課題もあり、 えることで、あらゆる業務をデジタルで完結で

問い合わせが多かったものの、
ユーザーサポー

きるようにし、ガバナンスを効かせながら長期

トデスクの問い合わせ代理サービスもあり、
ピー

活用やクラウドサービス利用を前提とした基

ロジー面での課題、そして、グローバルグルー
プ子会社のマスターやコードが統一されてい
デジタル化を進める必要性がありました」
そこでシスメックスは、デジタル化を推進し

て環境変化への適応力をつけ、生産性向上や
顧客価値向上を実現するために、グローバル

状況だった。これらを SAP Concur に置き換

的に活用できる仕組みを作ることを目指し取り
組んだ。

導入プロジェクトでは、最初のステップとして

標準の業務プロセスに準じたシステムへと全

Concur Expense、Concur Invoice、Concur

の一環として導入したのが、SAP® Concur®

今後のグローバル展開を考慮して、管理負荷

との間でデジタル化全体の戦略パートナー契

ウトソーシングサービスも 4 種契約した。導入

面刷新するビジネスプロセス変革に着手。そ
だった。今回の導入にあたって同社は SAP 社

約を締結し、そのなかで SAP Concur にはデ

を重点的に周知することを重視。導入当初こそ

クはすぐに脱することができた。

最後に新牧氏は「SAP Concur を導入する

ことによってコロナ禍のリモートワークでも経

費精算や請求書処理業務の対応が可能でした。

Travel、Concur Request を日本国内に展開。 今後も、環境変化に合わせて仕事のやり方を変

の軽減を図るためにコンカー社の提供するア

えることで、次世代の価値観に基づく仕事の再
定義を進めていきます」と展望を語った。

作業は 2019 年 4 月に着手し、2020 年 2 月に

「SAP® Concur® には
デジタル化のクイックウィンとしての役割を持たせ、
導入を進めることとしました」

新牧智夫氏
シスメックス株式会社
経営管理本部長

企業名

シスメックス株式会社

事業内容

臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの
開発・製造・販売・輸出入

従業員数

連結：9,231 名 単体：2,638 名（2020 年 3 月 31 日現在）

ホームページ

https://www.sysmex.co.jp/index.html

導入製品

Concur® Expense、Concur Travel、Concur Invoice、
Concur Request、Intelligence、Budget、
サービスアドミニストレーション、
レポーティングサービス、
Audit サービス、ユーザーサポートデスク

お問い合わせ先
株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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SAP® Concur® により、

業務負担軽減やテレワークを推進。
全社一丸の改革で紙プロセスから脱却へ !
外部環境の変化を追い風に、
紙ベースの経費精算の業務改革に着手

サッポロホールディングス株式会社（以下、
サッ
ポロホールディングス）は、ビール・発泡酒・新

ジャンル・ワイン・焼酎などの製造販売、洋酒

の販売を行う飲料メーカーだ。同社では、
「シン

プルでコンパクトな企業構造の確立」を目的に
グループ全体の活動として BPR（ビジネスプロ

セス・リエンジニアリング）の取り組みを進めて
いる。その一環として、営業部門に「時間がか
かっている業務」についてのヒアリングを実施

した結果、経費精算についての意見が多く上

がったことから、優先順位を上げ改善に向けて

取り組むこととなった。

費精算業務の改革に着手する絶好のタイミン

サービスを導入したことで、ポイントを絞った

を開始しました」と当時を振り返る。

削減を実現できている。

作性や費用をかけずに画面構成や制御を変更で

は「導入前は、
自社に合わせて構築したスクラッ

きるというカスタマイズの自由度、コーポレート

チシステムであったため、SAP Concur に業務

グと判断し、新たなシステム導入に向けた検討

経費精算ツールを選定するにあたっては、操

カード連携など今後の拡張性、監査代行サービ

スや規程自動チェックによるガバナンスといった
点で、他ツールと比較して優れていた Concur®

Expense を導入することにしたという。

確認・承認が可能となり、承認者と経理の工数
今回の導入プロジェクトを振り返って松出氏

を合わせるのは困難な面もありました。しかし、
部分で見ると不便になるかもしれないが、全体

では効率化していくということを伝え、納得して

もらうことができました。実際、運用後はメリッ

トの方が大きいと感じています」と語る。

Audit サービスにより、

ポイントを絞った確認・承認も実現

また、成功の秘訣についても、
「全社的業務

改革の一環という明確な目的があったため、

Concur Expense は、サッポロビールの営業

部門間で衝突せず進めることができましたし、

「サッポロビール株式会社（以下、サッポロビー

開始された。導入後は、スマートフォンによりス

スピードを持った意思決定や課題への対応に

交通費や飲食費の立替精算が多く発生してい

になり、経費精算のタイムラグが短縮されたこ

画面項目・制御など柔軟に対応可能であった

グループ執行役員 経理部長 松出義忠氏は

担当者全員を対象に、2020 年 2 月から運用が

ル）
では各営業担当者が接する顧客数が多く、 キマ時間や外出先での申請・承認ができるよう

ました。従来は、PC で申請したのちに伝票を
印刷、証票を糊付けして申請する紙ベースでの

とに加え、必要な入力項目を絞ったことや紙

経理部門・営業部門横断の体制としたことも、
繋がったと思います。また、SAP® Concur が

ことで、当初からパワーユーザーを巻き込み

ベースで行っていた業務プロセスの削減により、 ユーザー目線を織り込んだ仕様とできたことも

運用だったため、帰社しないと処理ができず、 大幅な作業時間減に繋がっている。他にも、 大きかったです」と振り返った。
承認まで時間がかかっていました。その結果、 Concur Expense と同時に導入したコーポ
従業員の経費立替負荷にもつながっている状

デー
レートカードと IC カードリーダーによって、

活用し、外出先からもできる業務が増えていま

できたほか、領収書のスキャナ保存制度の適用

度も変化していたことから、旧態依然とした経

コストの削減に繋がっている。さらに Audit

況でした。しかし、現在はスマートデバイスを
すし、経費精算の領収書原本保管に関する制

タ連携による統制や立替金の負担軽減を実現

新サービスや請求書電子化も活用し、業務効

率化を実現していく予定だ。

によって、テレワークの推進と原本保管や管理

「部分で見ると不便になるかもしれないが、全体では

効率化していくということを伝え納得してもらうことができました。
実際、運用後はメリットの方が大きいと感じています」

松出義忠氏
サッポロホールディングス株式会社
グループ執行役員 経理部長

お問い合わせ先
株式会社コンカー

今後は本社部門やホールディングス傘下の

グループ会社へ適用範囲を拡大するとともに、

企業名

サッポロホールディングス株式会社

事業内容

ビール・発泡酒・新ジャンル・ワイン・焼酎などの製造販売、
洋酒の販売 他

従業員数

連結：7,736 名（2019 年 12 月 31 日現在）

ホームページ

https://www.sapporoholdings.jp/

導入製品

Concur® Expense、Intelligence、Audit サービス、
サービスアドミニストレーション

www.concur.co.jp/contact ｜ Tel. 03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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SAP® Concur® 採用を

大学のビジネススタイル変革の引き金に！
教職員の時間と労力をより本業へ
1858 年、福澤諭吉によって創立された学校

行われていないことから、各所のデータが一元

神奈川に 6 つの主要キャンパスを展開する総合

とれていなかった。

規則は煩雑で、業務プロセスも一貫性がない

取り入 れて DX 推 進 に取り組 むこととなり、

法人慶應義塾（以下、慶應義塾）は、東京と
大学。これまで、塾内での各種事務手続きの
ものであった。こうした課題を解消すべく、現在

ICT を活用した業務改革への取り組みを進めて
いる。さまざまなツールやソリューションが

導入されるなか、2019 年 6 月から経費精算と

支 払 い 処 理 業 務を効 率 化するた め SAP®

管理できおらず、また教職員間の情報共有も
こうした課題を解消するため、各種ツールを

経費精算システムもその対象となった。

面倒な出張旅費申請や
学部ごとに異なるルール、
大学特有の事情が申請者の負担に

Concur® の 実 証 実 験を開 始。作 業負担 の

このように慶應義塾の事務部門では、様々な

わかり、2020 年 9 月に採用が決定した。

依存しており、処理が煩雑なうえに、データ

軽減やガバナンスの強化を実現できることが

複雑な事務処理規程や
無駄な仕事を見直す DX を推進

慶應義塾は、東京や神奈川などにキャンパスを

業務・手続きが、旧態依然とした紙と印鑑に

活用がまったく進んでいない状態だった。

こうした状況に対し、教員・研究者側からの

不満の声も出ており、特に、研究や学会活動に
伴う国内・海外の出張申請について、３枚複写

構え、約 5 万人の学生が在籍、約 6 千人の常勤

用紙による申請や、帰国後の支出報告などの

超えた 現 在、各 種 業 務プロセスのデジタル

あった。また、キャンパスごとに業務フローや

教職員が勤務する総合大学。創立 160 年を

トランスフォーメーション（DX）に取り組んで
『一生懸命
いる。
「DX を始めたきっかけは、

働いているのにそれでも忙しいのは、ムダな

経費処理の煩雑さについての改善要望が多く

経営改革推進室 事務長の金子康樹氏だ。

業務における無駄を調べていくと、多くの

課題が浮き彫りになった。事務手続はひと昔

慶應義塾
業種

学校法人
従業員数

教員：2,737 名

職員：3,170 名

（2020 年 5 月 1 日現在）
住所

〒 108-8345

東京都港区三田 2 丁目 15-45
ホームページ

https://www.keio.ac.jp/

導入製品
• Concur® Expense

執行ルールが異なり、提出された申請書に対

• Concur Invoice

伝票を入力するという業務が手作業で行われて

SAP Concur を選択した理由

して職員が交通費・宿泊費・日当を計算して

作業が発生してしまう構造に問題があるのでは？』 おり、学内資金と学外資金とで旅費の使用

という思いからでした」と語るのは、慶應義塾

組織名

ルールや処理部門も異なるといった大学特有の
事情も重なるなど、業務は複雑化していた。

たとえば、
外部資金による出張に関する処理の

フローは、事前申請、事後精算のタイミングで、

前に取り決めた規程そのままで、紙と印鑑中心の 「予算残高確認」、
「出張申請書」、
「見積書」、

、
「出張報告書」
、
非常に煩雑なものだった。また基幹システム 「旅費申請」
、
「交通費・日当計算」

• 煩雑な紙や押印による申請手続きの
負担軽減

• 規程のシステム化による業務効率化と
ガバナンスの強化

• データ連携による入力業務の負担軽減
• データ分析による不正抑止

セキュ 「経費精算」
、
「執行ルール確認」
、
「会計システム
自体も 20 年以上利用されているもので、

リティ対策や国際化の対応も必要とされていた。 へのデ ータ登 録」といった 各 種 の 手 続きが
また、一部では Web による申請処理を導入

必要で、
その都度、申請者や複数の事務部門の

いないため、一貫性がなくデータ連携なども

プロセスとなっていた。

しているものの、全体としてデザインされて
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また、資金元によって執行ルールも異なる

入力業務を省力化することも可能だ。また、 また、交 通 系 IC カードやクレジットカード

割く必要があり、負担の大きい業務となって

したデ ータと別 のツ ー ルを連 携させれ ば、 申 請 者 の 業 務 の 効 率 化 だ けでなく単 純 な

ため、経費の執行可否の確認にも多くの時間を
いた。

金子氏は、
「複雑な会計ルールや、1 人の教員

が複数の研究元資金を所有しているなどの

大 学 特 有 の 事 情もあり、作り込 みのワーク

学校会計システムでは、SAP Concur で蓄積

などのデータ連携による自動入力によって、

さまざまな購買に関するデータを分析できる

入力ミスがなくなり、確認者の面倒なチェック

異常値を可視化できれば、新しい不正抑止と

ガバナンス強化もできます。そして、職員や

ようになる。その蓄積した実績データを用いて、 業務も不要になるので、処理の正確性とともに
いう目標も叶えることができる。さらに大学では

研 究 者 が 複 雑 な 処 理 にかけていた 労 力 や

非常に多いため、
この実証実験を通じて、旅費

向けることが可能になるでしょう」と今後への

フローシステムではメンテナンスも大変です。 物品やサービス購入に関わる請求書の処理が
そこで、コンカー社の旅費精算や経費精算の

時間を、本業の学校サービスや研究に振り

仕組みについて紹介を受け、慶應義塾が抱える

だけでなく請求書を含めた伝票処理全般の

期待を語った。

実証実験を開始しました」と振り返る。

プラットフォームとして電子請求書などの世の

異なる処理フローで業務を行っている。まずは

実証実験で見えた
複雑な精算・支払い処理が
劇的に変わる未来

大きな決め手となった。これらのポイントに

その後、
他のキャンパスにも展開していく予定だ。

Expense と Concur Invoice の採用を決定

技術を活用することですが、さらに大事なのが

課題をコンカー社と解決しようと2019 年 6 月に

効率化を目指すことにした。SAP Concur を
中にある多様なサービスと連携できる点が

よって、慶應義塾は 2020 年 9 月に Concur®

慶 應 義 塾では、現 在 はキャンパスごとに

１つのキャンパスで SAP Concur 導入を行い、
金子氏は「デジタル変革とは、
データとデジタル

実証実験にあたり、SAP Concur に期待して

する。

新しい不正抑止だという。業務の効率化に
メーターとして設定することによって、旅費や

SAP Concur で
教職員の時間と労力を
本業の学校サービスや研究へ

きっかけになるのではと思っています。そして、

される。これによって、申請者や職員が執行

な 処 理フローが 劇 的 にラクになるだろうと

ことをお互いに情報共有できることです。他の

いた点は、業務の効率化、
ガバナンスの高度化、
ついては、大学の複雑な執行ルールをパラ

日当 などの 計 算 はシステムによって自動 化

ル ー ル の 判 断 の た め にか けてい た 時 間と

SAP Concur を活用することで、今までの複雑

金子氏は話す。
「執行ルールが支出元によって

労力をなくすことができる。出張や外出の際、 異なるという大学特有の課題も、柔軟にパラ
交 通 系 IC カードやクレジットカードなどで
支払いを行えば、データが自動で連携され

メーター設定が可能で、ルールの判断をシス

業務そのものや組織、プロセス、企業文化、

風土を変革すること。ここに DX の本質があると
捉えています。SAP Concur は多くの教職員が

利用するものなので、
ビジネススタイルを変える
大学の良いところは、他の大学の困っている

大学も同じような問題を抱えているでしょう

から、同じように解決の糸口を見つけ出し、
共 有していきたいと思っています」と力強く

テム側に任せることができるようになります。 締めくくった。

「業務そのものや組織、
プロセス、企業文化、風土を変革することに
DX の本質があると捉えています。SAP Concur は多くの教職員が使うものなので、
ビジネススタイルを変えるきっかけになるのではと思っています」
金子康樹氏
慶應義塾
経営改革推進室
事務長
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SAP® Concur® で

領収書・請求書の電子化を実現し、
月間 2500 枚の紙削減に成功
秘訣はシンプルな運用へのモデルチェンジ
山洋電気株式会社（以下、山洋電気）は、国内外

に 40 カ所以上の拠点を有し、冷却ファンや
サーボモータ、パワーコンディショナ等を開発・
製造・販売する電機メーカーだ。経費精算や

付与されることや、交通系 IC カードのデータを
ワンタッチで読み込めること、そして電子帳簿

保存法（以下、電帳法）への対応だった。さらに
同社は、経費精算システムと同時に請求書管理

請求処理に紙の書類を用いていた同社では、 システムの Concur Invoice も導入することを

会社名

抱えていたため、2018 年頃から経費精算シス

ても同 時 に行った。管 轄の 税 務 署 に対して

業種

そこで 2019 年 10 月から Concur® Expense と

糊付け作業や原本保管の必要がなくなるため、

従業員数

経理書類の削減や業務の効率化を実現した

への対応は欠かせない要素だった。同時に

経費の可視化といった効果も得られている。

申請を電子化しても、請求書が紙のままでは、

申請作業や経理処理の工数増大などの課題を

決定し、領収書と請求書の電帳法申請につい

テムと請求書管理システムの導入を検討し始めた。 電帳法の申請を行えば、領収書や請求書の

Concur Invoice を同時導入し、運用を開始。 ペーパーレス化を目指す同社にとって電帳法

だけでなく、申請作業の不備削減や、会社全体の

申請・経理処理の工数削減と
経理書類のペーパーレス化実現のため
電帳法対応の Concur® Expense を採用

冷却ファンやサーボモータ、
パワーコンディショナ

3,638 名（2020 年 9 月 30 日現在）

住所

〒 170-8451

申請作業において混乱をきたす可能性があり

ホームページ

ます。それならば両者を同時に電子化した方が、
導入後の混乱も少なく、導入までの期間も短縮

できると思いました」と語る。

している山洋電気。デジタルトランスフォーメー

社内のペーパーレス化を全社体制で推進して

導入プロジェクトをスタートさせたのは、
2018 年

同社の財務部財務課において主任を務める

計 4 名のプロジェクトチームを組成し、本社を

「当社では交通費などの経費精算や、請求書への

には 2 つのシステムの運用を開始することが

ストアや医療機関の施設・設備の稼働に貢献

製造業

導入・申請をした理由について長田氏は「経費

電帳法申請や連携ツール開発に苦心
シンプルな運用へのモデルチェンジが
SAP® Concur 導入成功の秘訣

といった機器の提供を通じて、コンビニエンス

山洋電気株式会社

ション
（DX）による生産性向上を目指す同社は、 Concur Expense と Concur Invoice の同時

東京都豊島区南大塚 3-33-1

https://www.sanyodenki.co.jp/

導入製品
• Concur® Expense
• Concur Invoice
• Intelligence

SAP Concur を選択した理由

おり、
そのなかで経理書類の削減にも乗り出した。 11 月。経 理 部 門 3 名とシステム部 門 1 名 の

• 電子帳簿保存法の

長田由希子氏は、当時の課題をこう振り返る。 含む国内 14 拠点への導入を進め、
2019 年 10 月

• タイムスタンプ付与機能の標準装備

外部支払の申請作業を、紙の書類で行なって

できた。ごく少人数から運用テストを開始し、

負荷になっていただけでなく、経理部門においても

導入や操作に関する説明会の複数回の実施、

いました。そのため、申請作業自体が社員の業務

申請書類のチェック作業や、会計・振込システム

豊富な実績とノウハウ

• 交通系 IC カードなどの連携が豊富

段階的にテストの範囲を広げていったことや、

申請者・承認者別でまとめた詳細な操作マニュ

への入力作業に膨大な工数を要していました」 アル・Q&A を事前に作成していたこと等が
そうした課題を解決するため、同社は経費精

算システムの導入を決め、複数の製品の比較を

した結果、Concur Expense を選定。選定の

うえで重要視したのは、
タイムスタンプが自動で

目次

功を奏し、システムの運用開始までスムーズに
進行させることができた。

その一方で、導入に際しては困難もあったと

いう。その 1 つが電帳法の申請書類の作成だ。

13 / 27
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer Showcase ｜山洋電気株式会社

Customer Showcase ｜山洋電気株式会社

「当社は外部サービス等を利用せず、すべて

作成、申請部門の承認、経理部門の確認、会計・

されていました。しかし、システム導入後は、

疑問点にぶつかることも数多くありました。そう

システム上でワンストップに行えるようになりま

設定できる自動チェック機能の活用により、申請

自社内で申請書類を作成したため、不明点や

した場合は、
コンカー社発行の『領収書・請求書

電子化完全ガイド』や国税局 HP の Q&A 等を

振込システムへの入力を、Concur Expense の

した」
（長田氏）

金額の自動計算機能や、自社で監査ルールを

不備データを約 80% も削減することができま

また、
請求書においても同様の効率化を実現。 した。不備があった場合も、紙でないので差し

参考にし、
それでも不明点が解決しない場合は、 従来は 請求書を糊付けした 紙の申請書を、 戻しや訂正も容易です。また、経費の可視化も

国税局に直接問い合わせをしました」
（長田氏） 申請部門が承認し、経理部門の再確認の後、 可能になりました。従来は紙ベースの運用で
さらに、会計・振込システムとの連携ツールの

会計・振込システムに手入力というフローだった。 あったためデータ集計が困難でしたが、SAP

開発にも想定以上の時間を要した。会計シス

導入後は請求書を電子化して取り込めば、
その

Concur には、BI 機能が搭載されているため、

やり方を維持するために仕様が複雑になった

ことができるようになっている。

自社の経費を分析することができます。こうした

テムと連携するデータの作成においては、従来の
ことで開発が長期化し、完成が運用開始の

直前になってしまったという。この点について

後は Concur Invoice 上で作業を一貫する

経費タイプ別、部署別といったカテゴリーで

電子化した後の領収書や請求書の原本は、 指標を活用して、今後は経費削減に向けた取り

各自専用の袋で保管し、月初に経理へ送付。 組みも進めていきたいと考えています」
（長田氏）

シンプル
長田氏は「SAP Concur のシステムは、

経理部員 2 名が全てをチェックしている。その後、

そのため『いかにシンプルな 運 用 にモデル

原本を照合し、問題がなければ原本は廃棄を

に運用することで導入メリットを最大化できます。 定期検査としてランダムに申請データ画像と

チェンジできるか』
を意識しながらプロジェクトを

行う。

コーポレートカード導入や
テレワーク環境の強化により、
さらなる業務効率化を目指す

と振り返った。

申請作業の工数を大幅に削減。申請者の作業

実現した山洋電気。今後はコーポレートカードを

進行するのが、導入成功の秘訣だと思います」

業務フローの効率化で
経理部門は 60％の工数を削減
ペーパーレス化による効果も多岐に

SAP Concur の導入により、同社は経費精算と

請求書における業務フローの効率化に成功

こうした業務フローの変化により、同社は

工数は約 40%、承認者の作業工数は約 20%、 導入し、領収書の電子化作業を削減することで、

そして経理部門に至っては約 60% もの工数を

申請者の電子化工数や承認者・経理部門の検証

さらに、紙の書類での申請作業を取り止めた

長田氏は「2020 年 4 月から弊社はテレワークを

削減することができた。

ことによる効果は多岐に渡っていると、長田氏は

用紙削減を実現したほか、毎月大量に発行して

発行・送付いただいている取引先様がいらっしゃる

提出した後、申請部門が承認し、経理部門が

いた経理伝票も電子化されたため、保管に

入力するというフローを辿っていました。導入

後は、申請者が交通系 IC カードの取り込みや

領収書の電子化をすれば、その後の申請書の

導入しましたが、
Concur Expense のおかげで、

テレワーク環境でも遅滞なく経費精算業務を

を強力に推進できました。月間で約 2,500 枚の

再確認してから手作業で会計・振込システムへ

工数のさらなる削減を進める予定だ。最後に

指摘する。
「当初の目的であったペーパーレス化

した。
「従来の経費精算では、申請者が紙の

申請書を作成し、領収書の原本を糊付けして

経理業務における効率化やペーパーレス化を

行うことができています。請求書については、紙で
ので、請求書処理業務に関しては、一部出社が

かかる作業コストも不要になりました。また、 必要な状況です。そのため、今後は取引先様の
不備データを入力段階で防止できるようになった

ご協力もいただきながら、
テレワーク環境で経費

間違いや記入漏れ等による申請の不備が散見

体制を構築していきたいです」と締め括った。

のも大きな効果です。従来は、申請者の計算

精算と請求書管理のすべての業務を行えるような

「成功の秘訣は、いかにシンプルな運用にモデルチェンジできるかです。
紙での煩雑な作業を見直し、
できるだけシンプルな運用に変更することで、
SAP Concur のメリットが最大限に活用できます」
長田由希子氏
山洋電気株式会社
財務部財務課主任
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社員の業務軽減のために SAP® Concur® を導入
完全ペーパーレスやデータ分析も視野に入れ、
複雑な独自ルールの自動化に挑戦
三機工業株式会社（以下、三機工業）は、建設

設備事業やプラント設備事業を展開する総合

建築設備会社だ。同社では創立 100 周年を

迎える 2025 年 に向 けた 経 営 計 画 のなか、

実施、現場担当者の業務効率向上のための

タブレット導入、検収業務の Web 化など、さま
ざまな改革に取り組んでいる。

「経理部門としてスマイルプロジェクトに貢献

会社名

人手不足や長時間労働といった業界が抱える

するため、非効率で手間のかかる経費精算

導入プロジェクトが発 足。多種多様な 経 費

精算システムを導入することを決めました」と

業種

経理担当部長 田口弘明 氏。こうして 2019 年

従業員数

課題を解消する一環として経費精算システム
科目や、数種類ある精算伝票、伝票入力者や

経理部門の検算の手間など、煩雑な仕組みを

刷新すべく2019 年 11 月に SAP® Concur® を

業務を改善し、社員の負荷軽減を行うため、経費

語るのは、三機工業株式会社 経理本部経理部

5 月から、経費精算システムの導入プロジェクト

採用。2020 年 7 月から段階的な運用を開始し、 が始動する。
電子帳簿保存法への対応による完全ペーパー

レス化や経費削減に向けたデータ分析なども
視野にいれ活用を進めている。

多種多様な発生科目
煩雑な伝票作成やチェック業務が
従業員の大きな負担に

申請者が使用した経費の伝票を Excel で作り、

設備事業やプラント設備事業を展開する三機

から使われている経費科目ごとに色の異なる

同 社 のこれまでの 経 費 精 算 手 順では、まず

印刷して領収書をのり付けして上司へ提出する。

申請者によっては、Excel でなく、昭和の時代

となる 2025 年に、 手書きの伝票を使う人もいるという。
工業は創業 1 世紀（100 年）

これまでよりさらに「選ばれる会社」となるべく、

上司が承認した後は、伝票入力者が検算して

同社の業績は、東京オリンピックや都市部の

検算や規定違反を再度目視でチェックして、

長期ビジョン“Century 2025”を掲げている。 基幹システムに入力。その後、経理担当者が
開発増加を背景に好調に推移しており、
2019 年

大量の伝票や領収書を書庫にファイリングを

には売上高目標 2,000 億に対して 2,076 億円、 実施するというプロセスだった。経理から社員
すべて
経常利益目標 90 億に対して 112 億円と、

への支払いも、現金や振込など拠点ごとに

実現した。

また、提出後に伝票に誤りがあった場合は

離職率の高さや後継者不足といった人手不足と

が出社しなければならないといった課題も

の項目で経営目標を上回る、高い水準の業績を

建設業

2,501 名（2020 年 3 月期 連結）

住所

〒 104-8506

業績は好調も長時間労働が課題
改善の一環として、
経費精算システムの導入を決定

ビルや工場の空調衛生、電気設備など、建築

三機工業株式会社

異なっており、非常に手間がかかっていた。

東京都中央区明石町 8 番 1 号
ホームページ

https://www.sanki.co.jp/

導入製品
• Concur® Expense
• Concur Request
• Intelligence
• Expenselt

SAP Concur を選択した理由
• 経費精算業務の

標準化・効率化への期待

• 建設業界特有要件への対応と実績
• 電子帳簿保存法についての
豊富なノウハウ

しかし現在の建設業界は、好況とは裏腹に、 再提出が必要で、承認印を押すために承認者

それに伴う長時間労働という課題を抱えている。 あった。
そこで、同社では労働時間などの改善のための

社長直轄組織である「スマイルプロジェクト」を

展開。各種休暇制度の見直しや計画年休の

目次

「建設業の
伝票の作成について田口氏は、

ため、処理される経費は交通費や交際費だけ

ではありません。現場事務所で使うさまざまな
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事務用品や、事務所家賃、場合によっては研究

豊富な入力補助機能も挙げられた。加えて

宿泊代を自動でチェックするために、どの地域

のためドローンなど、まさにいろいろなものが

モバイル端末からの精算業務や承認もできる

で宿泊したかをシステムに認識させる設定が

ます。しかも、現場立ち会い中は伝票作成が

でき、業務効率化への貢献が期待できたという。 社外の人がいるかいないかなど、さまざまな

なければなりません。この複雑で多岐にわたる

コンカーが大手建設業での導入実績が豊富な

することと設定に落とし込むことが鍵になり

今後の拡張性について言及した。
「建設業では

込む大切さについて話した。

購入されていて、精算業務はより煩雑になり

できないため、残 業して精 算 業 務を行 なわ

プロセスを標準化したいという想いがありま
した」と当時を振り返る。

ため、伝票処理のための出社を減らすことが

さらに田口氏は、選定を後押しした要素として、 状況に対応するため、導入の際は規程を把握
と田口氏は自社の規程をシステムに落とし
点や、
電子帳簿保存法のノウハウを持っている点、 ます」

プロジェクトごとに現場精算を行うため、同業

SAP Concur 導入の決め手は
業務標準化や効率化への期待、
豊富な同業他社の実績

必要となりました。また、飲食費では同席者に

さらに、建設業はプロジェクトごとに個別原価

他社の実績があることは大きなポイントでした。 計算を行うため、発生する経費はプロジェクトの

経費精算システムは 4 社との比較検討だっ

また、JR 東日本の Suica 連携など、業界に

工事原価として処理するものもあれば、一般の

将来性にも期待しています」と語った。経営陣

ては社員が勘定科目を意識することなく経費

時代にこんなシステムが欲しかった」という

情報システム部門によって施された。

先駆けて新しいサービスを展開されている

たが、そのなかで SAP Concur が選定された

向けへのプレゼンの際には社長からも「現役

田口氏は話す。
「従来は、宿泊費、交通費など

力強い意見も得られ、導入が決定した。

理由として、業務の標準化への期待があったと

勘定科目を選んで経費精算をする必要があり

新幹線、 一部導入で課題を洗い出し、
ましたが、SAP Concur ではタクシー、

販管費として処理するものもある。これについ

精算できるよう、
基幹システムと連携する設定が、
「先行導入での課題の一部をいくつか挙げ

ましたが、実際は何百という課題について、
日々課題管理表を見ながら一つひとつ解決

ホテルといったように『何に支払ったか』に

スムーズな全社導入を目指す

直感的に選択することができますし、人による

拠点から始まった。プロジェクトメンバーは、 です」と田口氏は語る。

関西など 2 拠点にまたがるプロジェクトがあった

をおこなったものの、従来との違いに戸惑うと

帳簿保存法適用による完全ペーパーレス化や

あるのですが、従来は両拠点に伝票を回付し、 新システムの導入時は利用者への事前説明を

提出されたレポートを BI ツールで抽出して

よって経費タイプを選択できます。申請者は

勘定科目のゆれも標準化できます。また、東京と

場合、
それぞれの拠点で費用を按分する必要が

10 個も押印を行うような業務プロセスを踏んで

いました。しかし、SAP Concur では承認者を

SAP Concur の展開は、2020 年 7 月より一部

問題点を洗い出し、業務の見直しも含めた検討

今回の経験を活かしてスムーズに迎えるつもり
全社導入の先に同社が目指すのは、電子

いう現場社員からの意見が挙がった。田口氏は、 BI ツールの活用だ。田口氏は最後に「現在、

行う重要さを感じたという。

また、自動で規程チェックを行う機能は SAP

2 名までとする制限があるため、効率化のための

Concur のメリットでもあるが、同社の規程を

さらに、
コーポレートカードや交通系 IC カード

ければならない点も課題となった。
「地域に

業務見直しを行うことができます」

して稼 働 に至りました。今 後の全社導入は

網羅 的 に把 握してシステムに落とし込まな

自身の経費明細の一覧を各社員へ配信してい

ます。今後はもっと多くの場面で活用できるよう、
コンカー 社 のセミナーを活 用してツールや
運用の知見を深め、全社の経費削減やリスクの
検知につなげていきたいと思います」と将来の

との連携、領収書 OCR 機能、経路検索など、 よって宿泊代の上限が異なる規程があります。 展望を述べた。

「経営陣向けへのプレゼンの際には社長からも
『現役時代にこんなシステムが欲しかった』
との言葉をいただき、導入が決まりました」
田口弘明氏
三機工業株式会社
経理本部経理部
経理担当部長
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株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact
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SAP® Concur®で電子帳簿保存法へ対応

経費精算と請求処理を大幅に効率化し
業務改善に対する財務部の意識改革を推進

一般財団法人日本気象協会（以下、日本気象

時間がかかる、セキュリティ対策が万全でない

請求書管理業務に Concur® Expense、
Concur

状態でした」と話す。

協会）は、750 名を超える全職員の経費精算と

Invoice を採用した。SAP® Concur 導入により、

などと課題が山積みで、早急に検討が必要な
さらに電子申請や電子承認は実現できていた

経費精算や請求処理を効率化するとともに、 ものの、紙の回覧や押印も必要という非効率な

会社名

職員がより付加価値の高い仕事へ専念できる

合わせが発生し、業務が停滞するといった負担

業種

承認者が関わるため、作業が複雑化していま

従業員数

業務の在り方についても改善を遂げたことで、 運用であったほか、経理担当者から頻繁に問い

ような環境を実現。同時に領収書や請求書の

電子帳簿保存法（以下、電帳法）対応を行う

もあった。
「上長や総務、経理部門など複数の

一般財団法人日本気象協会
一般財団法人

ことで、
社内のペーパーレス化を加速させている。 した。例えば交通費精算では、申請者が経路

777 名（2019 年 7 月 1 日現在）

延命続きのシステムによる
経費精算業務の負担が増加
本来業務に専念できる環境整備が課題に

〒 170-6055

1950 年に創設され、2020 年 5 月に創立 70

検索サイトの結果を転記してシステムに登録

した後に、総務や経理担当者も同様の作業を
行ってチェックするなど、効率の悪い運用に

なっていました」と若原氏は振り返る。

さらに経理部門では、伝票をチェックする

周年を迎える天気予報専門メディア「tenki.jp」 担当者の負担が増していたことに加えて、各地の

でもおなじみの日本気象協会。各種メディアに

対して天気予報や生活情報データを提供する

事業所から東京本社に郵送する紙伝票の紛失も

発生していた。そうした証憑書類の整理も糊付け

「メディア事業」をはじめ、自治体への防災、 やファイリングなど煩雑でアナログな作業が必要
減災の支援や、
インフラ企業に対する運行管理

であり、
保管スペースの増大も悩みの種であった。

エネルギーマネジメント、気 候 変 動 対 策 に

経費精算や請求業務に関して、紙を印刷し

気象・防災・環境分野における一連のサービス

2016 年から仕訳日記帳や元帳などの帳簿を

支 援を行う｢防 災 事 業」、そして環 境 保 全や

「法律も変わり規制も緩和されているなか、

向 けた「環 境 事 業」を主 な 事 業 領 域として、 保存を続けるのは生産性が低すぎます。我々は

をワンストップで提供している。

紙 から電 子ファイルへと保 存 形 式を変えて

したシステムを用いて経費精算業務を行って

進めることで、
バックオフィスの仕事をより効率化

日本気象協会では、2007 年からカスタマイズ

いたので、領収書や請求書も電帳法対応を

きたが、導入から数年を経てさまざまな課題が

したいと考えていました」
（若原氏）

課題だ。管理本部 財務部 財務管理課長の

していたことをはじめ、決裁や申請をするために

業務プロセスの見直しと
領収書と請求書の電帳法対応を目指し
SAP® Concur® を選択

また、社員情報やプロジェクトコードなどとの

が満了を迎えるのを契機に、経費精算および

浮上していた。その 1 つがシステムに関する

「従業員用のライセンスが不足
若原 麻紀氏は、

住所

東京都豊島区東池袋 3-1-1

サンシャイン 60 55 階
ホームページ

https://www.jwa.or.jp/

導入製品
• Concur® Expense
• Concur Invoice
• Concur Request

SAP Concur を選択した理由
• モバイル端末での申請・承認により、
起案や承認作業の簡略化が可能

• クラウド環境でのサービスのため、
保守管理が不要

• 規程の自動チェックや各種連携による、
申請者・承認者の負担軽減

• 世界標準のセキュリティ基準に
準拠したシステム

都度オフィスに戻らなければなりませんでした。 日本気象協会は旧経費精算システムのサポート

データ連携が不十分、システム改修に費用や

目次

請求システムの刷新を決断。若原氏は「システム
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の刷新と同時に、
当社独自の業務処理を見直し、

「Concur Invoice の按分インポート機能は
様式が非常にシンプルであり、
複雑な作業を行うことなく、
データの取り込みや

ベストプラクティスに応じた標準化に踏み出す
ことを定めました。また、オンプレミスだと大体

5 年程でシステムをリプレースする負担が発生

するので、次期システムは継続的に新機能が

処理が行えるためとても役立っています」

利用できるクラウドにしようと決めました」と

小宮貴子氏
一般財団法人日本気象協会
管理本部 財務部 経理課

説明する。

クラウドサービスの選定にあたり、100 項目

の質問事項を策定して選定候補のベンダーに

記入を依頼し、比較検討を行った。その結果、

最終的に選択されたのが SAP Concur である。 交 通 費 精 算 における経 路 検 索 結 果 の 転 記
若原氏は、
「当社の課題をすべて解決できる

ことに加えて、業務の進め方を大きく変えられる

（若原氏）
が不要となり、承認時もモバイルを使って、 と考えています」

上 長 が 出 先 から 承 認 可 能 に なった。この

こと、UI が直感的で操作性が容易であること、 ほ か に も、
「 出 張 な び 」との 連 携 によって
電帳法への対応を進めていくにあたりタイム

スタンプ機 能も標 準 装 備であることが 採 用
理由でした」と語る。

2018 年 6 月に契約し、業務プロセスの見直

意識改革も進んだことが非常に大きなメリット

会社払いでの航空券の配券サービスが全社

で利用できるようになり立替金額も減らせて
いる。

電帳法に関する取り組みについても、2019

年 度より請 求 書・納 品 書 はスキャナで読 み

取って保存する方法に切り替えており、
ペーパー

レス化を実現している。これにより、保管庫の

スペースを 10 分の 1 に削減でき、監査時も

「監査法人への
管理本部 財務部 経理課の小宮貴子氏は、 スムーズに対応できている。

しと並行して Concur Expense と Concur 「IC カード連携で SAP Concur に正しいデータ

帳票提出も、SAP Concur に証憑類が全て

から本番運用が開始されると、翌 4 月からは

で取得できています」と若原氏は語る。

Invoice の導入作業を進めた。2019 年 3 月

証憑の 電 子 化も実 施。連 携サービスとして

航空券予約サービス、および交通系 IC カード
リーダーも導入された。

が自動 入 力されていくので、業 務 が 大 幅 に

効率化されていると感じます。また、特に便利

だと感じている機能は Concur Invoice の按分

効 率 化 を実 現した日本 気 象 協 会。今 後 の

Concur Invoice では申請者自身で按分を

ですが、引き続き運用フローの改善を進め、

押すだけで済んでいます」と評価する。

ます。SAP Concur の導入を契機として、ゆく

振替伝票を用いて明細を分けていましたが、 展望について若原氏は、
「まだ試行錯誤の段階

「業務において多くの改善が図れていることに

SAP Concur の導入により日本気象協会では、 加え、SAP Concur の導入プロジェクトを通じて

多くのメリットを 享 受している。申 請 時 は

SAP Concur の導入により、数多くの業務

インポート機能です。従来は、経理担当者が

行えるようになり、経理担当者は承認ボタンを

SAP Concur の導入により
経理業務を大幅に効率化
業務改革に向けた意識も向上

保存されているので、必要なデータを 5 分以内

業務の標準化や改善に対する財務部スタッフの

財 務 部スタッフのスキル 向 上も行っていき

ゆくは RPA の 活 用といった 業 務 効 率 化 も

推進していきたいと考えています」と意欲を
見せた。

「業務において多くの改善が図れていることに加えて、
SAP Concur の導入プロジェクトを通じて、業務の標準化や改善に対する

財務部スタッフの意識改革も進んだことも大きなメリットと考えています」
若原麻紀氏
一般財団法人日本気象協会
管理本部 財務部 財務管理課長
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Concur® Expense Standard、
Concur Invoice Standard 導入で

経費精算、
請求書管理を大幅に効率化し、
新しい働き方の体制構築も実現
株式会社ゆめみ（以下、ゆめみ）は、B to C 企業

返る。
「当社では経費精算や請求書管理業務に

展開する企業。経理に特化されていないシス

としたワークフローシステムを利用していまし

とサービスを共創する「B and B to C 事業」を

経理専用システムではなく、電子決裁を目的

テムで経費精算業務を行なっていた同社では、 たが、経費精算に特化していないシステムの

経費申請の内容確認に手間を要していたほか、 ため様々な非効率が発生していました。例えば、
会計システムとの連携ができないために手作業

システム上で経費精算の申請書を作成しても、

での入力が必要になるなどの課題を抱えて

申請者によって記載にバラ付きがあるため

Concur Expense Standard を導入。経費申請

確認が多発していました。また、各拠点から

いた。それらを解決するため 2019 年 7 月に
の差し戻しを大幅に減らし、会計システムへの

データ連携も実現させ経費精算業務を大幅に
効率化した。同社は、2020 年 6 月に電子帳簿

勘定科目が不明確で、経理担当者から内容の

領収書を郵送していたため、印刷や糊付け

などの手間が発生し、結果として経理の締め

業務に遅れが生じて差し戻しも発生していま

保存法（以下、電帳法）
スキャナ保存に適用し、 した。さらに、利用していたワークフローシス
同年 8 月に Concur Invoice Standard も導入

することで、従来紙で運用していた領収書や

請求書の電子化にも成功。新しい働き方を
実現している。

紙の領収書が経理業務を圧迫！
業務効率化と電帳法適用へ

テムでは会計システムとのデータ連携ができず、

経理担当者が手入力する必要があったため、
入力ミスなどの不備も少なくありませんでした」

経費精算だけでなく
請求書管理の効率化のため

Concur® Invoice Standard も導入

会社名

株式会社ゆめみ
業種

情報・通信業
従業員数

230 名（2019 年 12 月現在）

住所

〒 154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-23

サンタワーズ B 棟 7 階
ホームページ

https://www.yumemi.co.jp/

導入製品
• Concur® Expense Standard

B to C 企業と提携してモバイル領域を中心と

ゆめみが Concur Expense Standard を導入

したサービスを共創する「B and B to C 事業」 した決め手は将来的に連携拡大が期待できる

• Concur Invoice Standard

を展開し、これまで制作してきたサービスの

発展性や海外への拡張性に優れていること、

• Concur Request

利 用 者 数 が 累 計 約 5,000 万 人 にものぼる

そしてコンカー社が電帳法に関するノウハウと

サービスを提供すること」を強みとする同社

導入や、領収書の電子化は当社として初めての

実績を持つゆめみ。
「少ない人員で高い品質の

実績を有していることだった。
「経理システムの

では、
バックオフィス業務においてもその姿勢を

取り組みで不安も抱えていましたが、豊富な

3 名という体制で上場基準での決算業務や

安心感がありました。電帳法の申請における

においては生産性向上が重要となるが、経費

用意されていましたし、実際に利用してからも、

貫き、全従業員 240 名に対して経理担当者

J-SOX 対応を行っている。そのため、経理部門

精算をはじめとした複数の業務には課題が

実績を持つ Concur Expense Standard には

税務署対応等にもわかりやすいガイドラインが

疑問点や不明点には迅速かつ丁寧に回答して

残る状況が続いており、特に領収書の電子化

くださり、充実したサポート体制が構築されて

である片岡俊行氏は当時の課題について振り

ます」
（片岡氏）

には必要性を感じていた。同社の代表取締役

目次

SAP Concur を選択した理由
• 電子帳簿保存法に関する
ノウハウが豊富

• 将来的な他システムとの
連携拡大への期待

• 海外での会計処理にも
対応できる拡張性

いて、非常に信頼のおける製品だと感じてい
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同社では段階的にシステム導入を行うスケ

経費タイプを選択することで適切な勘定科目に

Standard の運用を開始。ここでも同社は、

紐づけられるため申請方法がわかりやすく、問い

取引先に協力を仰いで紙の請求書から電子

担当者や従業員にシステムを定着させた後、 つながりました。また、経費申請時に領収書の

コストや社内での支払い依頼書の提出漏れの

ジュールを策定した。まず Concur Expense

Standard を導入し、一定期間利用して経理
慣れた状態で電帳法に適用させ、領収書の

電子化を実現。さらにその後 Concur Invoice

Standard を導入し、請求書の電子化や支払

合わせが激減し、経理担当者の業務負担軽減に
原本の添付が不要になったことで、オンライン

請求書への移行を進め、紙の請求書の管理
削減を実現している。
「現在、請求書の約 72%

上での領収書の確認・差し戻しが可能になり、 を電 子 請 求 書で受 け取っています。今後 は
経理の締め業務の短縮にも貢献しています。 請求書発行プラットフォームと Concur Invoice

管理業務の効率化も目指したと片岡氏は語る。 さらに、Concur Expense Standard は当社で

Standard を連携させることで 90% 以上の

「経理業務のなかでも支払い管理の業務フローは、 利用している会計システムとの連携も可能で、 請求書を電子請求書で受領することができると
他社から請求書を郵送で受け取り、担当者が

自動的に経費関連データを連携できるため、 期待しており、さらに月次決算の早期化なども

したうえで、承認されたものを印刷して経理に

大幅に削減できました」

2021 年 9 月末まで在宅勤務体制を継続する

電帳法を適用することで
より強固なテレワーク体制を構築
電子請求書も 7 割以上に

柔軟で発展性のある SAP Concur の
優れたエコシステムを評価

2011 年の東日本大震災を機に先進的にテレ

注意すべきポイントとして、優れたエコシステム

支払い依頼書の作成をワークフローで申請

提出する流れでした。しかし、支払い依頼書の

作成し忘れや、原本の提出忘れが多くあった

ため、SAP® Concur の導入を機に、製品を

最大限活用して、経理業務全体の効率化を

図ろうと考えました」

Concur Expense Standard 導入で

経理への問い合わせが激減

2019 年 7 月、ゆめみは Concur Expense

Standard の運用を開始。従業員からはモバ

従来手作業によって発生していた入力ミスも

見込んでいます」と片岡氏は語る。同社では

方針だ。

企業へのデジタル変革を支援していたゆめみは、 最後に、片岡氏は経理システムを導入する際に

ワークの導入を進めていた。2020 年 2 月からは

を有しているサービスを利用するべきだと指摘

全社員の在宅勤務を標準としたが、経費精算

システムの上に様々なサービスと連携できる

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 する。
「優れたクラウドサービスは、基盤となる

申請書の印刷と紙の領収書の郵送という問題が

エコシステムを構築しています。それを活用する

イルアプリで領収書画像を申請に添付できる

従業員全員に発生したという。そこで、同社は

ことでユーザーは最大限の効果が得られますが、

1 か月間 の 従 業員からのシステムへの 問 い

精算業務の効率化を推進。
「2020 年 6 月に

有した製品だと思います。今後、テレワークの

利用できたという。

申請書を大幅に削減できたため、従業員が

ありません。そのため、様々なクラウドサービスの

業務負担軽減、
締め業務の短縮化、
会計システム

する必要がなくなり、より強力なテレワーク

働き方に適合しやすい、柔軟で発展性のある

ことなどが高い評価を得ることができた。導入後

合わせ件数は 5 件程度しかなく、戸惑いなく
導入後の具体的な効果として、経理担当者の

との自動連携の 3 つが挙げられると片岡氏は

話す。
「Concur Expense Standard は申請時に

かねてより計画していた電帳法を適用し、経費

電帳法に適用して以降は、紙の領収書や経費
書類を受け取ったり、印刷したりするために出社
体制を構築することができました」
（片岡氏）

また、同 年 8 月からは Concur Invoice

SAP Concur もそうした優れたエコシステムを

普及は、揺り戻しはあるにせよ、逆戻りすることは

導入が必要になりますが、
そうした際には新しい

SAP Concur のようなサービスを選定するのが
重要なのではないかと考えています」

「働き方が多様化する現在のビジネス環境のなかでは、
SAP Concur のように発展性があって、

優れたエコシステムを有する製品が大きな力を発揮すると思います」

片岡俊行氏
株式会社ゆめみ
代表取締役
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SAP® Concur® の導入と

電子帳簿保存法適用で
経費精算に関する時間を64％削減
社員のさらなる“働き方改革”を推進
入力やチェック
ネオアクシス株式会社（以下、
ネオアクシス）は、 別のシステムを利用していたため、
約 200 名の社員の経費精算に Concur® Expense

を二重に行わなければなりませんでした。また、

64％削減できたことに加え、ペーパーレス化

ため、申請者も経理担当者もルートや金額を

を採用した。経費精算業務にかかる時間を月

交通費精算の定期券区間除外ができなかった

によるバックオフィス部門のテレワーク促進など、 1 つ 1 つチェックするなど、多くの手間と時間が
働き方改革を加速させている。さらに同社では

かかっていました」と振り返る。領収書の突合

Budget も導入し、SAP® Concur を活用した

では規程に沿った入力方法やアラート機能も

分析ツールの Intelligence 、予算管理ツールの
さらなる経費適正化にも取り組んでいる。

“働き方改革推進カンパニー”として

自社経費精算システムを刷新し
間接業務のさらなる効率化に踏み出す

「働き方改革推進カンパニー」を掲げるネオアク
シスは、IT システムの導入や運用に関わる豊富
な実績・ノウハウを通じて、企業の働き方改革の

にも大幅な工数が割かれており、従来のシステム
なく、申請不備や規程違反による差戻しも多発

していたという。一方、経費処理がモバイル対応

しておらず、申請や承認のために帰社しなけ

には、多大な負荷が発生していた経費精算業務

を効率化し残業時間を抑制すること、間接業務

プロセスの改革により時間や場所にとらわれ
ない働き方を自ら実践していくことにあった。

導入前の課題について、経営管理部門として

バックオフィス業務を取りまとめる佐藤朋広氏は

「2 名の経理担当者で経費精算業務を行って
いたのですが、従来は経費の事前申請と精算で

業種

情報・通信業
従業員数

179 名（2020 年 4 月 1 日 現在）

住所

ればならないことも負担となっていた。また、

〒 160-0023

対応や、領収書や申請書類の保管スペースの

住友不動産新宿グランドタワー 25F

消費税など法改正に伴うシステム改修への

抑制にも苦心している状況だった。

推進の提案から実行まで総合的に支援している。 外部サービス連携や
同社が Concur Expense を自社導入した背景

会社名
ネオアクシス株式会社

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号

ホームページ

https://www.neoaxis.co.jp/

電子帳簿保存法への対応を評価し
SAP® Concur® を選択

導入製品

これらの課題を解決するために導入されたのが、

• Concur Request

SAP Concur である。導入を担当した枝光紗穂

氏は、
「当社は基幹業務システムやコラボレー

ション基盤を通じてお客様の生産性向上や働き方

改革の推進を支援しています。自社の経費精算

業務の改善に加え、今後、お客様に提案していく

ソリューションとしても、外部システム連携や電子

• Concur® Expense

• Intelligence
• Budget

SAP Concur を選択した理由
• 経費申請とチェックの自動化による
工数削減

• 場所や時間にとらわれずモバイル端末を

「Concur Expense の導入により、
経費精算業務を大幅に効率化できました。

今後は分析や予算管理ツールも活用し、
間接業務のさらなる高度化に取り組んでいきたいです」

用いた申請・承認が可能

• ペーパーレス化で、

社員のテレワークを促進

佐藤朋広氏
ネオアクシス株式会社
経営管理部部長

目次
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帳簿保存法（以下、電帳法）へのいち早い対応
など SAP Concur が最も要件に合致していると

判断し、導入を決めました」と採用理由を語る。

2018 年 10 月から SAP Concur の導入プロ

ジェクトがスタート。年末までに経理、
営業担当者

等へのヒアリングを行いながら要件を固めた後、

2019 年 1 月からシステム導入を開始し 4 月には

本番稼働を迎えることができた。佐藤氏は「 SAP

「導入の際には、
コンカー社の担当者から
様々なアドバイスや手厚いサポートを
提供してもらえたことで、
スケジュール通りに
本番運用を迎えることができました」

枝光紗穂氏
ネオアクシス株式会社
ソリューション事業部 コラボレーション・ソリューション第 1 部

Concur の導入メリットを最大限に生かすため、

承認プロセスが最大 4ステップだったものを上長
からの承認だけにするなど SAP Concur に合わ

アラートが表示されるので、業務負荷をさらに

せて運用ルールや社内規程も大幅に改定しました。 抑制できています」と語る。また、電帳法の適用

同時に導入を契機に電帳法適用にも踏み出し、 により領収書を電子化したことで保管スペース
領収書の電子化も実施しました」と説明する。

や紙プロセスの業務も削減されたという。

運用開始後も問い合わせ窓口を用意し、迅速に

営業担当の浅尾健太氏は SAP Concur による

導入前には全社員向けに社内説明会を開催、

経費申請にかかる時間が導入前と比べて 64％

削減され、他の付加価値業務に充てられるように
なっている。

また、SAP Concur 導入のメリットとしてテレ

エンドユーザーとして利用する機会が多い

ワークへの取り組みを加速できたことも大きい。

回答できるようにした。枝光氏は「操作が非常

メリットについて次のように語る。
「モバイル

としてテレワークに取り組む企業が増えています。

にシンプルで使いやすく、スムーズに運用を

アプリがあれば、いつでもどこからでも経費

当社では SAP Concur の導入により申請や精算

問い合わせは寄せられていません」と語る。

には交通系 IC カードをカードリーダーにかざす

経理担当者を含めた全従業員が大きな障害も

の手間やミスがなくなりました。同様にこれ

ました」と強調する。

迎えることができました。本番稼働後も、
ほとんど

SAP Concur の導入により

経費精算業務の負担を大幅に削減
テレワーク推進も加速

申請が行えるようになりました。また、帰社時
だけで乗車履歴データが取り込めるので、入力

まで手入力で行っていた出張申請も Concur

今回、SAP Concur を導入したことで、ネオアク

シスは多くのメリットを享受している。経理側の

メリットは、
チェック業務にかかる負荷を大幅に

Request と日本旅行の『出張なび』との連携

により、申請から精算まで同じ画面上で処理

できるのが楽でいいです」と評価する。

と連携しているので、取引先訪問時は配車

や経路チェック業務が自動化され、入力ミスも

なっています。領収書の発行も不要なのでとても

ほとんどなくなりました。Concur Expense には

監査ルール機能があり、申請内容に不備があれば

処理がオンラインで行えるようになったことで、
なく即座にテレワークへ切り替えることができ
今後の展開について枝光氏は「Budget を

活用した予算管理にも着手し始めています。

各部門の経費項目別に分かりやすくグラフで
視覚化され便利です。Intelligence を使った

さらに浅尾氏は
「タクシー配車も
『JapanTaxi』 本格的な分析にも取り組む予定です。例えば、

抑制できたことだ。佐藤氏は「経路検索機能に

より、従来、人手で行っていた定期区間の除外

佐藤氏は「新型コロナウイルス感染拡大防止策

健康診断の受診の有無と請求処理を一覧表示

手配から車内での精算まで簡単に行えるように

でチェックし、受診状況を確認するなどの活用

便利です」と続ける。

参照できるので、様々な業務分析に利用して

これらの改善効果により、1 か月あたりの

を始めていますが、必要な情報が即座に入手・
いきたいと考えています」
と今後の展望を語った。

「モバイルアプリがあれば、いつでもどこでも経費申請ができます。

IC カードリーダーや外部サービスとの連携も充実しており、

手入力だった申請処理や支払いが楽になりました」
浅尾健太氏
ネオアクシス株式会社
ソリューション事業部 営業部
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本業に注力し成長を加速させるため
Concur® Expense Standard と
Concur Invoice Standard を導入！
間接業務の効率化と社内規定の見直しを実現
日本プロサッカーリーグ
（J リーグ）に所属する

だった書類の削減を進め、合わせて業務効率

ボールクラブは、2009 年の経営難から徐々に

せていくことにしました」
と河野氏は語る。

大分トリニータの運営会社である大分フット
回復を果たし、2019 年、経営再建フェーズを

化のために全体的な社内規定も見直し浸透さ

終了した。チームも J1（1 部リーグ）に復帰し、 収益向上に向けた意識改革を目指し

これから成長へと大きく舵を切るべく、同社は

経営資源をビジネスのドライブに集中するために
経費精算と支払い業務に Concur Expense

SAP® Concur® を導入

決め手は現場と経理両方の工数減

IT 化の施策として、同社は経費精算業務と

Standard と Concur Invoice Standard を

支 払 い 業 務 に SAP Concur を採 用した。

より効率的で正確な処理を可能にした。コロナ

までの道筋や業務改善についてコンカー社の

採用。決裁権限や稟議規定の見直しも進め、 河野氏はその理由を次のように振り返る。
「導入
禍で対応を求められたテレワークにもいち早く
対応し、間接業務のムダを減らすことで本業に
集中しながら成長を加速させている。

担当者の説明により明確にイメージすることが

できたことや、経理部門と一般社員という2 つの

軸で工数削減を考えたとき、Concur Expense

Standard で一般社員の工数削減を、Concur

会社名

株式会社大分フットボールクラブ
業種
スポーツチーム運営
従業員数

47 名（2020 年 10 月現在）

住所

〒 870-0126

大分県大分市大字横尾 1629 番地

ホームページ

https://www.oita-trinita.co.jp/

クラブの成長に向け IT 化を推進
業務効率化と社内規定の見直しも検討

同時に行えること、そして、J リーグ特有の勘定

戦っていたが、2009 年に J2（2 部リーグ）への

Concur 採用の決め手でした」

• Concur® Expense Standard

クラブは経営危機に直面していた。その後 J3

1 つ目は工数の削減だ。コーポレートカードや

• Concur Request

モバイルアプリの利用による一般社員の経費

• Intelligence

終了し、チームも J1 に復帰した。同社の経営

ツール等による経理部門の工数削減も目指した。

SAP Concur を選択した理由

県民・市民が三位一体となって、多くの皆さんの

フローを見直して在宅勤務で処理を可能とし、

大分トリニータは 2003 年から 7 年連続 J1 で
降格が決まった際、運営会社の大分フットボール

（3 部リーグ）なども経験しつつ経営再建に邁進
した同社は、2019 年には経営再建フェーズが

Invoice Standard で経理部門の工数削減を

科目体系にも柔軟に対応できることが SAP
導入にあたって、
同社では 3 つの目標を掲げた。

精 算 申 請 の 工 数 削 減 だけでなく、ブリッジ

「行 政と企 業、 2 つ目は、システム化により押印制度や承認
企 画 部 部 長 河 野 真 之 氏 は、
協力を得ながら運営している地元密着型の
地域に愛されるサッカーチームです」と語る。

同社は 10 年前の経営危機以来、経費削減が

大きな旗印となり細かい部分まで管理する方針

となっていたが、その結果、会議書類や稟議
書類が膨大となる弊害も生まれていた。
「再建

フェーズが終わり、
これからクラブが成長してい
くタイミングで、
まずはシステムを導入し経費削

減だけでなく効率化として IT 化を進めていこう

という機運が生まれました。その中でも、懸案

目次

テレワークに対応すること。そして 3 つ目は、
経費削減主義から、収益向上への社員意識
改革を行うことだ。今まで行っていた経費利用
前に申請する支払伺書や稟議書作成基準の

見直しなどを行い、“とにかく安ければよい”と

導入製品
• Concur Invoice Standard

• 経理部門及び一般社員の
工数削減が可能

• J リーグ特有の勘定科目体系にも
柔軟に対応

• 購入申請から請求書の処理まで
一気通貫が可能

いうマインドから脱却し、目的意識をもって
現場が起案・決済を行うことを目指した。

導入を進めるにあたっては、経費申請でシス

テムを利用することになる一般社員に目的や

具体的なイメージを共有してもらうことから始めた。
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「中には IT が苦手という理由などで抵抗を示す人

半減していたこともあり、経理業務の効率化が

J1 定着という目標のため

してもらい、理解を得るようにしました」
（河野氏） 関しては、会計システムのオプション機能である

電子帳簿保存法適用にも取り組み、
さらなる成長を目指す

した後、様々な部署を巻き込んでアイデア出し

防止対策として多くの企業でテレワークが求め

もいます。そこで、各会議体で目的をしっかり共有
業務効率化が目的であるという意識を共有

として現場でヒアリングを行った。現場からは

必要だった。従来、請求書に対する支払いに
支払い管理システムを使用していたが、この

運用には課題があった。支払い業務を汎用的な

ワークフローで実施する企業も多いが、購買

それまでの経費精算の不便さを聞くことができ、 システムで事前申請をしても、送られてきた
それらに対し、従来の現金精算をコーポレート

請求書を会計システムで別に処理する必要が

新型コロナウイルスの感染拡大により感染

られたが、先んじて SAP Concur を導入して
いた同社では、テレワークにスムーズに対応
することができた。

経費支払いの基本を現金からコーポレート

カード利用に変更して仮払い申請や精算業務

あり、流れが分断してしまう。しかし Concur

領収書電子化のために小型スキャナを導入

処理まで一気通貫で処理することができている。 が不要となり、カード情報の自動連携で経費

社員は決定したことはきちんとルールを守って

行うべく、経費利用についての決裁権限や稟議

をなくす、経費精算は 1 か月に 1 申請にする、 Invoice Standard では、購入申請から請求書の

カード利用に変更することで、紙の経費精算書

するといった解決策に落とし込んだ。
「当社の

さらに、目標の１つである社員の意識変革を

データの手入力も不要になった。ただ、経費

規程の変更にも着手した。従来は、事務消耗品

河野氏は次のように語る。
「まだ紙の領収書や

所属課部長、経理担当、経理課長、経理部長

変わりません。さらなるペーパーレスを実現

取り組んでくれますので、制度変更する際は

精算業務の効率化についてはまだ道半ばと

どのような変更になるのか混乱がないよう、 と出張の経費申請をする際には、稟議作成者、 請求書は残っており、
7 年間の保管が必要なのは
確実に伝えることに気を配りました」
（河野氏）

権限委譲や稟議規程を変更し、
効率化とスピードアップを実現

という４段階の承認を経費削減のため必要と

するため、電子帳簿保存法の適用については

すべて廃止し、所属課部長の承認のみで決裁

電子化適用を先駆けて行い、事例となるよう

していた。導入後は、経理担当以降の承認を

税理士事務所と話を進めています。大分でも

Concur Expense Standard 導入前の経費

できるようにした。また、寮家賃など毎月定額

紙ベースで承認処理を行って経理部門に回すと

ことで、
その都度の申請は不要とした。

請求書管理業務の IT 化を実現。それだけでなく

アプリを使って領収書を撮影し、出張先や遠征先

従来と同じ承認を必要としている。そのことに

間違いやミスの少ない、的確な業務プロセスを

精算業務は Excel で申請書を作成し、印刷して
いうフローで行っていたが、導入後はモバイル
からでも隙間時間を使って経費精算申請・承認が

できるようになり、現場の従業員は経費精算の

のものについては 1 年間分をまとめて申請する
一方で、3 万円以上の稟議や契約締結の場合は

ついて河野氏は、
「稟議などの重要な部分は

しっかりと管理し、
コーポレートカードを使える

取り組んでいきたいです」

SAP Concur の導入により、経費精算や

社内規定などの見直しにより、より効率的で
実現した同社。最後に河野氏は、
「経営再建

フェーズが終了し、
これから J1 に定着していこう

ところは使って承認自体をなくすなど、
メリハリの

という経営目標があります。今回ほとんどの

承認のワークフローを回せるようになったほか、 変更していませんが、システムを使うことに

打撃は受けましたが、先んじて IT 化を進めて

負担を減らして本業に集中できるという効果を
得られている。経理部門も、システム上で経費

ある運用に変更しました。稟議も承認プロセスは

会 社と同 様、新 型コロナウイルスの 影 響で

規程チェックが自動化され、
管理業務が軽減された。 よって紙を回覧して押印をもらう必要がなくなり、 いたことでテレワークにはいち早く対応でき

Concur Expense Standard 導入と同時に、 決裁スピードはアップしています。権限委譲に

ました。引き続き SAP Concur を活用して間接

請求書管理システムの Concur Invoice Standard

ついては、当初自分自身に決定権があることに

進めるうちに、経理担当者が 8 名から 4 名に

意識は徐々に変わっていくと思っています」
と語る。 いきたいです」と抱負を語った。

も導入した同社。経営再建フェーズで効率化を

業務の効率化に注力し、本来の業務に集中

現場では若干の戸惑いもあったようですが、 できる環境を整え、さらなる成長につなげて

「J1 に定着することを経営目標に、

引き続き SAP Concur を活用して間接業務の効率化に注力していきます。
本来の業務に集中できる環境を整え、
さらなる成長につなげていきたいです」
河野真之氏
株式会社大分フットボールクラブ
経営企画部 部長
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属人的業務見直し・情報資産活用のため
Concur® Expense Standardを導入し
全社員の経費精算業務を大幅削減
株式会社みどり財産コンサルタンツ（以下、

従来の経費精算システムも機能では大きな

みどり財 産コンサルタンツ）は、みどり合 同

不満はなかったが、比較検討をしていくうちに、

財産承継、節税などに特化した税財務コン

スタンダードとして国内外でも多く利用されて

税理士法人グループの中で、相続・事業承継・

Concur Expense Standard はグローバル

サルティングサービスを提供する企業である。 おり、アメリカ国防総省も採用するほどの強固

コンサルティング企業のため、職務が属人的に

なセキュリティも備えているなど他社製品に

今後の事業拡大のために社内の情報共有・活用

会社名

株式会社みどり財産コンサルタンツ

なってしまうという課題を抱えていた同社では、 ない魅力が感じられた。将来的に活用する電子

業種

税財務コンサルティング

の見直しが必要と考え、2016 年頃から CRM

帳簿保存法（以下、電帳法）に必要なタイム

スタンプ付与機能なども含めたコスト比較や、

従業員数

社内業務のオペレーション最適化を目指す

ウドというシステムの将来性も加味し、採用が

や会計システムなどの社内システムを刷新。 今後も常に機能がアップデートされていくクラ

16 名（2019 年 12 月現在）

経費精算業務も検討対象となり、
なかで、
2019 年

〒 760-0073

4 月に Concur® Expense Standard を導入。

決まった。

グループとは別のシステムを使うことについて

住所

香川県高松市栗林町 1 丁目 18-30

従来の作業工数を大幅に削減し、業務フロー

四元氏は「Concur Expense Standard に

みどり栗林ビル

も改善されるなどの成果が得られている。

システムを乗り換えることで、コストを抑えて

ホームページ

グローバルスタンダードで
強固なセキュリティに加え
コストの優位性も採用の決め手に

同意を得られました。弊社は営業会社ですので、
業務効率化のためのシステム投資は必要な

導入製品

ものとして認識されていますし、
もともとグループ

Concur® Expense Standard

どの金融機関にも属さない独立系企業だから

のトップが新しいものを積極的に試していくと

個人資産家と中小零細優良企業をメインの

と思います」と語る。

経費精算業務を最適化できるという説明をし、

こそ実現できる「真のお客様第一主義」を自負し、 いう考えを持っているため、抵抗感はなかった
クライアントとして最適な提案を行っている
みどり財産コンサルタンツ。目まぐるしく変化

する経済環境やクライアントのニーズに対応

するため、同社では社内業務のオペレーション
の見直しの一環として経費精算業務の改善に
乗り出した。同社の経営企画室 室長 四元 彩子

直感的な UI、
データ連携による自動化、
スマートフォンの活用で
大幅な作業負担軽減を実現
導入はスムーズに行われ、社内からは以前の

システムと比較して UI が直感的で使いやすい

氏は当時を振り返ってこう語る。
「コンサルタント

という声が多くあがった。領収書の画像データ化

が負担になっていました。以前からグループで

から、スマートフォンでの撮影になったことで

は出張や会食も多く、経費申請業務や承認作業

利用している経費精算システムもあったので

すが、自社だけの情報を切り出すには手間が

かかるため、思い切って見直しをすることに
なりました」

目次

作業は、会社に戻ってスキャナで取り込む方法

https://www.midori-zc.co.jp/

SAP Concur を選択した理由
• 強固なセキュリティなどグローバル
標準のシステム性能

• タイムスタンプ付与機能なども含めた
長期的なコストメリット

• スマートフォンを利用し、

外出先やスキマ時間での承認が可能

• 今後も機能がアップデートされて
いくという将来性

作業時間が約３割削減。経費の勘定科目入力

などにかかる手間もコーポレートカード連携
によって約３割削減させることができている。

「Concur Expense Standard と連携させた
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コーポレートカードで支払いをすれば、データ

チェックが可能となり、３割程度負担が軽減

が自動連携されるため、入力工数が削減でき

されたという。
「今回の導入では、会計ツールと

ます。コンサルタント全員にコーポレートカード

Concur Expense Standard を自動連携する

を持たせて、なるべくカードで決済するよう促し

ています。また、弊社は本社が香川県にあり
自動車移動も多いのですが、ETC カードを
利 用 することで 高 速 道 路 料 金 が 自 動 連 携

ことが可能とわかりました。導入後は申請者が

責任もって入力し、経理がチェックするという

ブリッジツールを開発しています。古いシス

シンプルなもの に 変 更しています。スタン

テムでは手作業が必要だったデータ変換作業

ダードなサービスだからこそ最適化されていて、

が自動化され、会計ツールとの連携作業は

必要のない細かな作業は切り捨ててもいいと

4 割 削 減できたとの 報 告 を 受 けています」 いう発想の転換ができました」と業務フロー

され、かなりの工数削減に繋がっています」 （四元氏）

（四元氏）

ありましたが、このような独自ルールも省く

改善で得た気づきについて説明した。

業務効率化に向け最適化を推進
SAP® Concur の将来性にも期待

ては戻っての繰り返し作業が負担になってい

業務フローの見直しで
無駄な定型作業を削減
さらなる最適化を目指す

オンマウスで証憑書類や会議参加者、配賦

省くことを主 眼 に行 われた。四 元 氏 は 業 務

さらなるモバイル活用の推進や、社内のビジ

承認作業でも効果が表れている。従来の

システムでは、作業のたびに異なる画面を開い

たが、現在は直感的に操作できる UI により、 今回の経費精算業務の見直しは、手間を極力
内容が確認できるようになったため、1 画面で

作業が完結する。四元氏は「申請者は、まだ

フローを見直す際、コンカー社の担当者に

実現した、みどり財産コンサルタンツ。今後は、

ネスツールとの連携推進、電帳法への対応検

対 し 積 極 的 に 問 い 合 わ せ し た と い う 。 討など、
より一層の最適化を目指していく。また、

まだ PC での利用が多いですが、承認者側は 「Concur Expense を一番使いこなしている
スマートフォンを使ってスキマ時間に承認作業

経費精算業務に関して大幅な作業負担軽減を

のはコンカー社だと思いましたので、当社の

SAP® Concur が現在 JR に働きかけを行って

いる Suica 連携についても、工数の削減を

ができることで効率化につながると評価の声

従 来 のフ ロ ー で も 対 応 が 可 能 か どうか 、 見込み、期待を寄せている。

があがっています」と話す。

コンカー社ではどのように処理しているのか、

最後に四元氏は「現在当社の社員数は 16 名

などを質問しました。従来の定型作業は特に

ですので、誰が・どこで・何に・お金を使ったか

チェック作業において、従来は日付と金額が

ましたが、Concur Expense Standard を

拡大すればカスタム監査ルールが必要になる

と領収書、クレジットカードの明細の三つを

無駄な作業が浮き彫りになりました。たとえば

高まるでしょう。Concur Expense には、こう

Concur Expense Standard の経費申請画面

の経費を複数の部門で配賦や按分し申請経路

経理担当の業務も軽減された。特に、クレ

ジットカ ード連 携 の 恩 恵 が 大きいという。 疑問に感じることもなく行っていたものもあり
合っているかを確認するため、経費の申請画面
照らし合わせ確認する必要があった。現在は

と電 子 化 され た 領 収 書 を 見 比 べるだ けで

を社長が把握できる規模といえますが、今後

導入するためにフローの見直しをしたことで、 と思います。データが増えれば分析のニーズも
会食に複数のメンバーが参加した場合、ひとつ

を指定するなどかなり細かな管理ルールが

した将来の需要予測に応じたさまざまな機能

が用意されているので、不安はありません」と
締めくくった。

「従来の定型作業では疑問に思わなかったこともConcur Expense Standard に
移行することで無駄が浮き彫りになり、最適化できました。」
四元彩子氏
株式会社みどり財産コンサルタンツ
東京支店 経営企画室 室長

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 本書のいかなる部分も、SAP SE 又は SAP の関連会社の明示的な許可なくして、いかなる形式でも、いかなる目的にも複製又は伝送することはできません。本書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。
SAP SE 及びその頒布業者によって販売される一部のソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダーの専有ソフトウェアコンポーネントが含まれています。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。これらの文書は、いかなる種類の表明又は保証もなしで、情報提供のみを目的として、SAP
SE 又はその関連会社によって提供され、SAP 又はその関連会社は、これら文書に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAP 又はその関連会社の製品及びサービスに対する唯一の保証は、当該製品及びサービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定された
ものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありません。特に、SAP SE 又はその関連会社は、本書若しくは関連の提示物に記載される業務を遂行する、又はそこに記述される機能を開発若しくはリリースする義務を負いません。本書、若しくは関連の提示物、及び SAP
SE 若しくはその関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、及び/ 又はプラットフォームの方向性並びに機能はすべて、変更となる可能性があり、SAP SE 若しくはその関連会社により随時、予告なしで変更される場合があります。本書に記載する情報は、何らかの具体物、コード、若しくは機能を

提供するという確約、約束、又は法的義務には当たりません。将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、
これらの将来の見通しに関する記述に過剰に依存しないよう注意が
ドイツ及びその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他
求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠するべきではありません。本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、
すべての製品およびサービス名は、
それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html をご覧ください。

目次

お問い合わせ先

株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact

26 / 27

お問い合わせ先（パートナー）

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

この他にもさまざまな導入事例をご紹介しています。
Web サイトでは、
www.concur.co.jp/casestudy

お問い合わせ先

株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact
03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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