エグゼクス販売管理

お客様導入事例

株式会社新栄エンジニア 様

変化する業務に対応できなくなったシステム
リプレースの鍵は「リアルタイムに見える化」
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ガス設備の設計・測量
千葉県市原市五井東3丁目12-4
1988年６月20日
1,000万円
31名

技術部
次長
川﨑 崇 氏

総務部
マネージャー
高橋 美喜 氏

千葉県南西部エリアの都市ガス供給会社で
ある大多喜ガス。
「千葉県で産出された天然ガ
スを千葉県のお客さまにご利用（消費）いただ
く『千産千消エネルギー』」を掲げ、千葉県下
において家庭向け、大口需要家向け合わせて
約16万件のお客さまにガスを供給している。
大 多 喜ガスの 子 会 社である新 栄 エンジニア
は、配管設備の設計や官公庁などの申請書類
作成、管理図面の作成を行っている。他にも、
お客様に対しガスの配管や施設関係の調査・
点検という業務も行っている。
新 栄 エンジニアには ある課 題 が あった 。
年々変化している業務に対し、利用しているシ
ステムが古くなり、原価管理という労務費の計
算などが上手くできなくなっていた。2015年よ
りプロジェクトチームを組み新システムの導入
を模索した同社がいかにして課題を解決した
のかを取材した。

システムの老朽化に伴うリプレース
収支をリアルタイムに見える化
2015年、同社は新しい販売管理システムの
導入に向けてプロジェクトチームを編成し、情
報収集を開始した。
「これまで利用していたシステムは10年以上
前に簡易的に作成したシステムの為、原価管理
という労務費の計算などが上手くできなくなっ
ていました。更に、入力する作業者の負担も大
きくシステムとして機能しなくなっていました。
それまでは、手書きで工数などの内容を書き、
その後システムに入力しなければならなかった
んです。それを各人にやってもらうと手間がかか
り、他の業務に支障が出るので、入力する担当
者を決めて月に1回まとめて入力していました。
ただ、その運用では、リアルタイムに状況が見ら
れませんでした。」当時の課題をこのように話す

のは、同社技術部 次長の川﨑崇氏だ。
情報収集する中で、3社の企業に来社しても
らい同社の課題や実現したいことを相談した。
3社中2社は完全に出来上がっているパッケー
ジを業務に合わせて作り込むというものでパッ
ケージ購入費用の他に多額のカスタマイズ費
用も発生してしまう。残りの1社である富士ゼ
ロックス千葉からは、システムエグゼの『EXEX
（エグゼクス）販売管理』
（以下：エグゼクス販
売管理）を紹介され、システムエグゼの話を聞
いてみることにした。
「システムエグゼのエグゼクス販 売管 理の
特徴として、見積/受注/売上/発注/仕入の他、
お客様とやり取りした履歴などの営業情報が
難しい 操 作をしなくても、システムが自動 的
に顧客や案件 毎に整理してくれる点がありま
した。これが基 本 機能として搭載されている
事は、工事案件毎に進捗や収支（原価管理）
をリアルタイムに見える化することがシステム
導入の目的のひとつであった弊社には大きな
魅力でした。他の2社から提案を受けたシステ
ムでは、
『案件毎の進捗や収支のリアルタイム
での見える化』を実現する機能は基本機能で
は搭載されておらず、カスタマイズ対応した場
合の費用が予算に見合わない事が分かりまし
た。一方、システムエグゼは、業務とエグゼク
ス販売管理に登録するデータ項目を合わせた
い箇所など細かい部分もカスタマイズで柔軟
に対応してくれるという事。他の2社に比べて
コストパフォーマンスも抜群でした。システム
を実際に操作しながらデモをしていただき、導
入後の運用についてもイメージする事ができ
ましたので、この時に"これで決まり"だなと思
いました。」と川﨑氏は話してくれた。
その後、詳細な打ち合せを何度か経て、2015
年9月にエグゼクス販売管理導入の社内決済が
下り、これとほぼ同時に仮運用をスタートした。

エグゼクス販売管理

お客様導入事例
トライアル期間に実感した
システムエグゼの柔軟な対応力
「社内決済が下りてからシステムエグゼさん
に依頼し、フィット&ギャップを行う為の環境
をクラウド上に用意していただくまでの期間は
数日でした。それから社内のスタッフに実際に
システムへの登録を経験してもらいました。こ
れまで行っていたものと変更になる点、例えば
手書きからシステムへの登録に変更となること
で手順の変更や帳票の調整など細かな部分の
確認を行いました。業務の中で利用する為、ど
のような仕様にすればユーザーが使いやすい
のか、入力後にチェックしやすくする為にはど
んな機能が必要か、など多くのことを考えなが
ら時間をかけてじっくりと確認を行いました。
ユーザーに効率よく入力してもらい、その情報
を効率よく活用するにはどんな仕様が正しいの
かということを実際にエグゼクス販売管理を利
用しながら一つ一つの課題を解決していきまし
た。」と、仮運用時の状況を教えてくれたのは
総務部 マネージャーの高橋美喜氏だ。
「結局、入力したデータがどのようにリンク
されるのか、リンクされない場合は不具合なの
か仕様なのか、そうした部分を確認しながらの
作業でしたので、思ったように進まずに時間だ
けが過ぎていく時期もありました。実際、ユー
ザー数名に利用してもらい、要望を出してもら
いながら進めた部分もありました。ユーザーそ
れぞれが思うところが違ったり、こうして欲しい
という要望もありましたが、会社としてどこまで
対応するのかやシステムエグゼに対応してもら
えるのかという不安を抱えていました。本来で
あれば、トライアル利用の前に実現したいこと
をもう少し明確にし、データの見え方など詳細
を詰めるべきだったのですが、実際に利用して
みて初めて分かることもあり、そうしたことがで
きませんでした。」と高橋氏は振り返る。
しかし、システムエグゼは同社のカスタマイズ
要望に対し、柔軟な対応を示した。その柔軟な
対応を同社は高く評価している。
「私自身が、こんなシステムでこうしたデー
タが出力されて欲しいということが明確に伝え
られませんでしたし、システムのことがわから
ない部分も多かったので素人のように様々な
ことを聞くことが多かったんです。それでも、
嫌な顔をせずに対応していただけて、とても満
足しています。」
（高橋氏）
「私は、意見をだいぶ言いました。途中で大
分きついことも言いましたね。他の会社の話も

聞きましたけど、比較しても柔軟な対応を取っ
てくれたのではないかという印象は受けていま
す。」
（川﨑氏）
こうして、仮 運 用中に同社での運 用に必 要
な項目や帳票類、データ間の連動などカスタ
マイズが必要な部分の洗い出しを行った。一
部の帳 票については、保 有資 産であるドット
プリンターを活用する方法で印字内容を調整
し、3ヶ月の仮運用期間を経て、実際に利用す
るサーバーの導入作業や、全社員への今後の
運 用についての説明会を行い、2016年1月に
無事に本稼働した。

迎えた本稼働
課題解決だけに留まらない効果とは？
本 稼 働 直 後 の心 境を高 橋 氏 はこう教 えて
くれた 。
「当時は、無事に本稼働できたという安心
感よりも、弊社側の導入担当者という立場とし
て"システムが止まりませんように"という不安の
方が大きかったです。本稼働直前まで機能を追
加してもらっていたので、本当に不安でした。」
しかし、その不安は杞憂に過ぎなかった。本
稼働した年明けより、旧システムは一度も動い
ておらず、エグゼクス販売管理のみで業務を遂
行できている。ユーザー側からの問い合わせや
クレームも無くシステムは安定稼働している。
エグゼクス販売管理を導入したことで、これ
までできなかった原価管理ができるようにな
り手書きでの業務に割く時間はゼロになった
という。元々は、受注から納品まで手書きで処
理していた業務が、エグゼクス販売管理を導入
することで電子化することに成功したのだ。ま
た、電子 化できたことで細かい数字の集計ミ
スや請求までの手間が無くなったという。導入
後について川﨑氏は次のように話す。
「仮に導入せず、旧システムのまま運用してい
たら、1〜2年で大変なことになっていたと思い
ます。時間でいうと1割〜2割の削減に留まりま
すが、効果として大きいのは、自分の仕事が会
社にどれくらい貢献しているかがわかるように
なったことですね。例えば、手書きだった時はシ
ステムでいうコードしか書かないので、自分がど
の程度売上に貢献しているのかという感覚が薄
かったんです。導入後は、システムに入力すると
売上金額がすぐに分かり、工数を入力すると粗
利まで瞬時に分かります。自分の仕事や売上を
見える化できたという効果が大きいです。旧シ
ステムのように、まとめて入力する運用では無く

なったのでリアルタイムで必要な情報を確認す
ることができるようになりました。システムを前
にすると、まるで飛行機のコックピットに座った
かのようです。飛行機のコックピットではエンジ
ンや燃料、油圧、速度など様々な情報が計器で
効率的に確認できますよね。これに似ていて、
弊社の案件情報がシステムの前に座り数回ク
リックをするだけでリアルタイムに把握できる
ようになりました。これは、管理者の立場として
は伝票登録の時間短縮よりも大事な要素です。
問題がある案件に対しては、すぐに軌道修正が
できますし、顧客からの問い合わせにも素早く
対応ができるようになりました。また、ワークフ
ロー機能を使い見積りを申請する為、ミスも減
りました。コードだけでなく、全て確認すること
ができるので、コードに対しての品名や金額が
間違っていないか、納品物に誤りが無いか、とい
うチェックができるようになりました。」
旧システムで課題だった問題を全て解決する
だけでなく、
『見える化・ミスの削減』という効
果まで得ることができたのだ。

目指すは更なる業務改善
最後に、今後の展望について教えてもらった。
「販売管理という視点では工程管理ができ
るようになりました。今後は、工程の詳細スケ
ジュール管 理というところまでできたらと考
えています。受注後、物件が完了するまでの、
設計図作成や現場工事の工程などの作業スケ
ジュールとその進捗状況が数回のクリックで
確認できるようになると更に便利になります。
工程の詳細スケジュール管理に関しては、当初
は導入時に実装したかったのですが、販売管
理で管理する項目と工程管理する項目を整理
し、運用に乗せるイメージが描けずに見送る
事にしました。これらを整理した上で、今後可
能であれば実装したいという考えは今でもあ
りますね。また、勤怠管理との連動も将来的
には実装したいと考えています。まずは勤怠管
理を電子化することで入力者と管理者双方の
コストを下げられますし、販売管理システムと
連動することで更に細かい利益率を管理でき
るようになると考えています。コックピットの
計器を増やして、より迅速、適切な判断ができ
るようになればいいと思っています。」
エグゼクスを導入することで当初の課 題は
解決できた。しかし、更なる業務改善・効率化
の為、システムエグゼと同社の挑戦は続く。

※記載されている社名、製品やサービス等の名称およびロゴは一般に各社の商標または登録商標です。
※掲載内容はすべて取材当時（2016年8月）のものであり、現在とは異なる場合があります。
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