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ワールドビジネスセンター株式会社 様
IT業界向けテンプレートでプロジェクト単位の損益を可視化

導入事例［ワールドビジネスセンター株式会社 様］［クラウド ERPスイート「NetSuite」］

　これまで同社では、自社で開発・構築した基

幹業務システムを長い間運用してきました。し

かし、組織や制度の変更に伴う修正や利用部門

の要望を次々と追加するうちに業務間の連携等

が複雑化してしまい、これに手を加えることが

困難な状態になっていました。そこで、予め完

成しているパッケージの基幹業務システムを導

入し直し、その業務プロセスに自社の業務と運

用を合わせていくことを決断しました。

　また、これまで自社開発のシステムでプロ

ジェクト管理を行っていましたが、発生原価の

途中経過が見えず、月次処理で実績値を集計す

るまで損益の判断ができないことに不満を持っ

ていたと宮本氏は語ります。

　「たくさんのプロジェクトが同時並行で動い

ている中で、プロジェクトの原価や収益がどの

程度進捗しているかを早い段階で確認すること

が出来なかったのです。それ

は、基幹業務システムが分散

していたために、各システム

で月次確定させた実績データ

を集計して損益を確認するま

での時間がかかっていたこと

が原因。経営的な判断をする

ためには、このデータを一元

管理することが必要でした。」

（宮本氏）

　そこで、同社は 2010 年頃、基幹業務システ
ムをリプレースするための検討を始めました。

　同社では、一部の業務システムには既にパッ

ケージを導入していました。しかし、社内の組

織や制度の変更によって高い頻度でアプリケー

ションの改変が必要となるシステムについて

は、そのたびにベンダーを呼び解決してもらう

という手法は適さないと感じていました。その

ため、新たに導入する販売管理システムには、

ガチガチではなく多少の汎用性があるシステム

を模索していました。

　また、インターネットに接続できる環境と

Web ブラウザがあればすぐに利用でき、シス
テムの構築に大きな時間をかけずに使い始める

ことができるクラウド型のシステムを試してみ

たいという希望を持っていたこともあり、今回

はクラウド ERP スイート「NetSuite」の IT 業
界向けテンプレートを導入し

ました。

　「数社の提案を受け ERP 製
品を比較検討しました。その

中で、クラウド型のパッケー

ジ製品で IT 業界向けのテン
プレートを持つ製品は、FJM
か ら 提 案 を 受 け た

『NetSuite』だけでした。プ
ロジェクト管理機能を備えた

販売管理システムをすぐに動作確認できる点

や、カスタマイズがある程度柔軟にできる点は

魅力的でした。クラウド型の選択はセキュリ

ティや BCP 対策も含めて検討したものです。」
（中村氏）

　「当社の事業形態において売上原価に占める

人件費の比重が大きいため、プロジェクト管理

の徹底が大変重要となります。そのためプロ

ジェクト管理機能を兼ね備えた販売管理システ

ムであることを前提条件とし、更に「1. クラ
ウドであること、2. SFA・CRM 機能が強化で

きること、3. 可用性および汎用性があること」
を選定基準のベースとしてスコープしました。

その結果、今回選定したのが『NetSuite』です。
各プロセスのステータス毎にさまざまな情報が

一元管理でき、運用次第でリアルタイム性も向

上してくるので、経営基盤の強化に繋がると考

えています。」（宮本氏）

　選定の決め手となったのは、誰がいつどの

データにアクセスし、どの項目を変更したかに

ついて詳細な更新履歴が残るため、安心できる

こと。もう一つは、最初は少ないライセンスで

スモールスタートが可能で、導入費用を抑える

ことができる点でした。

　同社は今回の導入において、トレーニング・

勉強会などの教育に関しては FJM の支援を仰

いだものの、実際の NetSuite への設定の落と
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し込みやカスタマイズは、ほぼ自社メンバーで

実施しました。実業務に基づく開発ノウハウや

スキルを持ち合わせている同社だからからこ

そ、この自社導入を実現できたといえます。ま

た、一般的に専用のサーバを購入して自社内に

同等のシステムを構築した場合と比較すると、

初期の導入コストは約 4 分の 1 に抑えられた
といいます。

　「全社導入後、対外的な事も含め大きなトラ

ブルもなく稼働しています。まだ、本稼働を開

始して数か月という段階なので正直これからと

いった感ですが、今後、プロジェクト管理の徹

底はもとより、『NetSuite』の特徴を生かした

SFA・CRMの活用を進めることで情報共有基盤
としての価値も高めていくつもりです。」（宮本

氏）

　「自社で ERP のパッケージを導入するのは初
めてだったので、構築に実際どのくらいの期間

と工数が必要なのか、どのような設計が必要な

のかなど試行錯誤しながら進めた部分もありま

したが、思いのほか ERP パッケージとしては
柔軟性が高くスムーズに進行できたと思いま

す。」（中村氏）

　2012 年 10 月から本稼働した同社の

NetSuite。構築当初は10ライセンスからスター
トし、現在は 46 ライセンスまで増やしていま
す。今後も同社は状況によりライセンス数を調

整していく予定ですが、こうして導入範囲やビ

ジネス状況により柔軟に利用する規模を変更で

きることもメリットの 1つと考えています。
　また、選定時の大きなポイントだった個々の

プロジェクト単位の損益についても、現在はリ

アルタイムに原価情報や売上情報が紐付いて確

認できるようになりました。これらのデータを

どのように分析し、どのように経営判断に活か

していくかについては、これから少しずつ研究

していきたいと同社は考えています。

　

　将来は自社独自のプロジェクト

管理の手法を、NetSuite の中に組
み込んでいきたいと考えている同

社。ほかにも NetSuite のあらゆる
機能を熟知して、使いこなしてい

きたいと考えています。

　「『NetSuite』が ERP としてもつ
標準的なプロセスも参考にしなが

ら、実業務を通じてより有効と判

断できる管理手法については、許

容される範囲で『NetSuite』の中
に組み込んでいければと考えてい

ます。まだ、稼働直後で運用を定着させること

が優先ですが、今後は利用者の中からも新しい

提案が出てくる事と期待しています。」（宮本氏）

　また同社では、各パートナー会社とのやりと

りにおいてより効率的に手続きが行えるよう、

将来 EC サイトを構築していくことも計画中で
す。FJM には、今後もさまざまな NetSuite の
機能・活用方法などのアドバイスを期待してい

ます。
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将来の展望

新たな機能を幅広く活用し、
更なる効果を模索していきたい
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今回Netsuiteプロジェクト管理テンプレート
のご活用により、課題解決のお手伝いができた

ことを光栄に思っております。

またお客様により設計からインプリまで全て実

施されたことは、ワールドビジネスセンター様

の ス キ ル の 高 さ を 改 め て 感 じ ま し た。

Netsuiteを深く理解頂き、情熱を持ってプロ
ジェクトを遂行されたことが、成功の要因であ

ると感じております。

今後、ワールドビジネスセンター様のビジネス

に貢献できるよう、パートナーとして精一杯ご

支援させていただきたいと思います。
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