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スプレッドシートからの脱却がビ
ジネスを向上させる理由

適度なサイズのスプレッドシートは様々なビジネ
スを粘着テープのように繋ぎ合わせます。スプレ
ッドシートは、営業や人事のプロセスを1つにまと
め、電子メール・リストをいくつも記録し、在庫や
資産の品目を追跡します。

しかし、ビジネスがある一定の規模に達すると、そ
の粘着テープは弱まります。1つの中心的なスプレ
ッドシートを更新するために非常に多くのユーザー
の作業が必要になったり、データが100%正確で
リアルタイムでないと他部門が効率的に運用でき
なくなったりします。

そして、よくありがちな状況が発生します。キャッ
シュ・フローに重大な影響を及ぼす分野(請求など)
で遅延が発生したり、在庫レベルを維持するため
の資材発注や在庫製造が遅延したり、あるジョブ
と次のジョブとの利益率比較が不確実になったり
します。

スプレッドシートが最も一般的なビジネス・ツール
であることに変わりはありません。しかし、散発的
な修正処理にデータの有効性が左右されるように
なり、そのため知らず知らずのうちに運用や開発
が妨げられていることがあります。

成功したほとんどの企業で実施されている代替方
法は、スプレッドシートと各種アプリケーション
を、相互接続された1つのプラットフォームに連結
することです。これにより、アプリケーションや紙
フォームからスプレッドシートへのコピー・アンド・
ペーストの量が自動的に少なくなります。

スプレッドシートの数が減るとビジネスでの齟齬
が減るため、スタッフの数が増えても円滑に運用
できます。国際的に展開する企業は最初に、本社の
プロセスを綿密に計画する必要があります。次に、
そのプロセスを他の事業所で再現して同様の結果
を期待できます。

このホワイト・ペーパーでは、SME（Small and 
Medium-sized Enterprise：中小規模企業）

がよくスプレッドシートを使用する5つの分野と、
その分野が運営に与える影響について見ていきま
す。さらに、1つのシステムに移行することによって
ビジネスがいかに向上するかも示します。

所要時間: 10分

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第1章

紙のタイムシートの廃止

紙のタイムシートの限界
もしもあなたがサービス業を経営しているなら、
スタッフの就労時間を追跡することがいかに重要
かわかることと思います。「時は金なり」です。顧
客に正しく請求されないと、給与をカバーするだけ
の十分な時間を請求できません。

多くの企業が紙とペンでタイムシートを記録して
いるのは、それが簡単で機能しているからです。な
ぜ変更するのでしょうか?紙のタイムシートを使用
すると、隠れたコストがかかるためです。タイムシ
ートを回収して請求プログラムに入力する間、自
分が各ジョブの目標に向かっているかどうかは考
えていません。

スタッフは同意した予算を渡しましたか?そうであ
るなら、クライアントは超過時間を支払いますか?
事実が発生した後にこれらの要求をするのは大変
困難です。

勤務時間をリアルタイムに表示できたら、予算内に
収まるようにプロジェクトで働く人員数を減らすこ
とを決断できます。または、仕様を超えた場合に予
算を増やすことをクライアントと交渉できます。最
新のビジネス・システムでは、スタッフはモバイル・
アプリ、オフライン・クライアントまたはオンライ
ン・ブラウザを選択して、プロジェクトに対してタイ
ムシートを直接記録できます。スタッフはタイムシ
ート・インターフェースを使用して、勤務時間のみで
なく休日要求も記録できます。

1つのタイムシートで複数のプロジェクト、フェーズ
またはタスクの時間を記録、時間を一括して追跡
および送信できます。時間は、請求可能または請
求不可とマークできます。カスタマー・サポート用
に同じビジネス・システムを使用している場合、タ
イムシートではケースに対する勤務時間も追跡で
きます。

請求システムに紙のタイムシートを入力する人員
を雇用する必要はありません。従業員が時間を入
力すると同時に、クライアントの予算に対して表示
されます。記録された時間は総勘定元帳に自動的
に表示され、給与が計算されます。

最新のビジネス・システムでは、タイムシートを承
認するプロセスも設定できます。プロジェクトごと
に異なる承認プロセスを設定、個別のユーザーに
対する設定もできます。

影響
タイムシートの記入と記録の時間差を縮める
と、キャッシュフローを即時に改善できま
す。企業によっては、担当者がタイムシート
を入力するまで待機する必要があるため、顧
客に請求するまで1か月かかる場合がありま
す。

オンライン・タイムシートを使用すると、全
員の生産能力を即時に更新できます。プロジ
ェクト全体で各人員がどの地点にいるのか、
および次に時間的余裕ができるのはいつかを
把握できます。従業員に対して保証できる勤
務時間が多いほど、請求可能時間は多くなり
収益も高くなります。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第2章

在庫

在庫以外の計算式の使用
スプレッドシートの力を最も発揮できるのは在
庫です。適切なフィールドと計算式を使用する
と、Excelを小規模なERPに変えることができま
す。

しかし、スプレッドシートでは仕事が困難になりつ
つある場合は、複雑さがある限界を超えた可能性
があります。

スプレッドシートを使用して業務
に支障がないからといって、必ず
しもスプレッドシートを使用する
必要があるわけではありません。

Excelの柔軟性は大きな力です。しかし、複雑なス
プレッドシートを構築し始めると、どのように機能
しているかを正確に知ることが困難になります。
特に、在庫管理をするために新人を雇用した場合
です。

複雑なスプレッドシートを渡されたときに、最初
に尋ねる質問は次のとおりです。

• 計算式は正確ですか?

• データは正確ですか?

• データを最後に更新したのはいつですか?誰か他
に更新している人はいますか? いつ更新していま
すか?

最新のビジネス・システムでは、企業が販売を行っ
たとき、製品を製造したとき、または配送を受け入
れたときに自動的に更新される在庫モジュールが
使用されています。在庫画面は、在庫のレコードを
更新する場所ではなく、表示する場所になります。

スタッフが在庫から売上を更新するのではなく、
顧客への活動が自動的に反映されます。ビジネス
管理システムでは、eコマース売上または店頭購入
と在庫管理を記録するのに同じデータベースを使
用します。

倉庫スタッフが新しい在庫の倉庫到着を記録する
たびに、在庫が自動的に反映されます。多くの場
合、これは、最小在庫レベルに基づいてビジネス・
システムですでに作成されている発注書を更新し
て行います。

影響
よりよい在庫管理は、キャッシュフローに即
時に影響を与えます。これは、施設や製造現
場に原材料で置かれている資本を減らし、供
給ラインを短縮し、古い在庫やディスカウン
トされた在庫を減らすことを意味します。

製造業者は、よりよい在庫管理によって、各
製品で生み出される廃棄物の量を示すことが
できます。

廃棄物を正確に測定できると、様々な試行錯
誤を経て廃棄物を減らすことができ、その削
減は直接、最終損益に反映されます。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第3章

部門の統合

複数の部門を1つのマシンに統合
小規模企業では、事業主が複数の役割(営業、マー
ケティング、サービス、カスタマー・サポートなど)
を掛け持ちします。ビジネスのあらゆる部分で何
が発生しているかを1人が把握するため、すべての
ことを追跡するのは比較的容易です。

企業が従業員を雇用して各役割を担当させると、
事業主は全体を把握するのが困難になります。マ
ーケティングは十分なリードを営業に送っている
か?営業担当は、サービス・チームが忙しくなるほ
ど販売しているか?サービス・チームは発生する業
務量に追いついているか?

事業主またはマネージャーは、各種アプリケーシ
ョンに目を通して各部門の状態を把握したり、スタ
ッフに絶えず新しい情報を尋ねたり、業務を1つの
スプレッドシートにまとめる必要があります。

このような方法は、ある一定のサイズを超えると
機能しなくなります。

スタッフは忙しくて更新をする時間がありません。
あるアプリから、次に別のアプリから、というよう
にレポートを作成するのに時間を取られますが、
本当に必要なのは複数部門に跨ったレポートを表
示することです。これらを1つのスプレッドシート
に組み合せることはできますが、更新が必要にな
ったとき、それを行う時間の余裕のある人がいるで
しょうか?最新のビジネス管理システムでは、アプ
リケーションの集まりを1つのプラットフォームに
置き換えます。

営業、マーケティング、プロジェクト管理、製造、会
計および財務は、すべて1つのインターフェースで
処理されます。各部門が同じ顧客レコードを使用
するため、顧客が何を購入したか、顧客が読んだ
販促資料、注文された製品、および顧客が請求書
を支払ったかどうかを把握できます。

影響
マネージャーは、業務を実行するための統合
プラットフォームを使用して、各部門の業務
の実行状況を把握します。企業が目標を設定
し、各部門が目標を達成するために努力する
のが容易になります。

たとえば、ビジネス管理システムは、潜在顧
客との最初のコンタクトから注文の配送ま
で、リード、商談、発注、請求および現金収
入を追跡できます。

業務の通常のスピードも速くなります。ビジ
ネス管理システムは、注文書をワーク・オー
ダーに変換できるため、部品表を自動的に作
成し、手持在庫から差し引きます。

顧客が経験する最終結果は非常によくなりま
す。ビジネスに関わるすべての人が、注文の
状況やいつ入手できるかを知ることができま
す。

また、各部門は共通の製品マスターを使用します。
これにより、製品の在庫量、製品の購入者、製品の
製造期間、および製造に必要な原材料を正確に把
握できます。

通常、アプリケーションの集まりを使用する業務
では、複数のプロセスをひとつにまとめるために手
動プロセスが必要です。ビジネス管理システムは、
プロセスを自動化します。たとえば、注文の補充、
マーケティング・キャンペーン、請求書の承認など
です。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第4章

ガバナンス

優れたガバナンスの取組み
取締役会の効果を最大限に引き出すには、ビジネ
スがどのように実行されているかに関する最新情
報を提供する必要があります。そのためには、取
締役会が正確なレポートを適時に受け取ることを
確実にする効率的なレポーティング方法が必要で
す。

また、取締役には、ビジネスにおいて適切なガバナ
ンスを実施する役割があります。これには、取締役
全体からメンバー、株主および利害関係者までに
わたる説明責任と透明性が含まれます。

企業の取引状況が一連のスプレッドシートに埋没
している場合、十分な説明責任と透明性を提供す
るのは困難です。

また、アプリケーションからデータをダウンロード
してスプレッドシートで操作する必要がある場合、
取締役会レポートをまとめるには長時間かかりま
す。小規模企業では、この時間は、最も時間に余裕
の無いCEOのスケジュールから捻出されます。

本来データを集計する時間より、CEOはレポート
を調査したり、シナリオをテストしたり、ROIを確
認する時間が必要です。その後、取締役会では、会
議自体で戦略を練り始めるではなく、予測につい
て議論し、実績を確認します。

ガバナンスは、医薬品の製造で特に重要です。オー
ストラリアまたは米国の保健省の承認(輸出販売
の場合)では、プロトタイプから製造まで、開発の
すべてのステージが精査されます。必要なすべての
データを取得する強力なレポート・システムが

影響
取締役会を加えて優れたガバナンスにコミッ
トすることは、ビジネスの円熟を示すサイン
です。取締役会は、予算、目標や目的を確立
し、年間を通じて追跡することを求めます。

この要求に応えるには、ビジネスのプロセス
を検討し、パフォーマンスに一貫したレベル
を確保することが必要です。リアルタイムの
レポートにより、プロセスが適切に機能して
いるか、ビジネスが軌道に乗って目標を達成
しているかを容易に把握できます。

レポートをマネージャーに開示することで文
化が変わり始めることも少なくありません。
スタッフ・ミーティングで特定の問題を議論
するのではなく、どのようなアクションが問
題の最適な解決法かを話し合います。

不可欠で、監査時などの重要な時点での透明性を
確保します。

優れた企業ガバナンスは、最小限の労力と管理で
監視を行い、シームレスなプロセスである必要が
あります。ガバナンスを容易にする鍵は、リアルタ
イムの情報です。経営幹部やビジネス・ユニット・リ
ーダーが毎日財務パフォーマンスを見ることがで
きると、予算に対する実績を測定できます。

ビジネス管理システムは、ビジネスのすべての部門
の情報を追跡できます。これにより、各部門のパフ
ォーマンスと影響を他の部門と比較したレポート
をまとめるのが容易になります。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第5章

拡張性

外部への進出
ビジネスにおける成功のサインの1つは、新しい事
業所を開設して、魔法のような手法を繰り返すこ
とです。拡張は、それが地元、国内または海外であ
っても、新しいビジネスアイデアの場合は刺激的
です。

ビジネスを拡張する際に重要な活動は、研修、レポ
ートおよびモニタリングの3つです。多数の手動ス
テップに依存するまとまりのないシステムの場合
は、これらすべてが困難です。各活動用のシステム
を確立することは、新しい事業所での利益を確保
するために重要です。

プロセスがいつから系統立たなくなったかを示す
ことができます。新しいオフィスが加わるたびに、
さらに会計スタッフを雇用し、取引で増えた仕事を
処理します。これは、ビジネスで大きな収益を上げ
ている場合は機能しますが、多くの場合、スタッフ
の給与が最も高額な項目になります。事務管理部
門を拡大すると、新しい営業部門の余剰収益から
利益がすぐに減る可能性があります。よいシステム
では、運用コストを増やさずに収益を増やすこと
が重要です。

スタッフを迅速かつ効率的に研修することは、新
しい事業所を加えるために重要な機能です。研修
を行うには、新しいスタッフが新しいオフィスで再
現できる合意済の一連のプロセスが最初に必要で
す。これがないと、新しいオフィスで余剰給与を相
殺できるほどの収益を上げられるかどうか不明で
す。

タイムリーなレポートはもう1つの要件です。企業
は出張所に1名のマネージャーを置き、マネージャ
ーは目標を達成しつつあるかどうかを把握する必
要があります。

影響
ビジネス管理プラットフォームを使用する
と、多くの重要なプロセスを含む規模にビジ
ネスを拡張することが容易になります。

単一の統合プラットフォームを使用する利点
の1つは、重要な部門(営業、マーケティン
グ、財務など)全体でワークフローを設計で
きることです。適切なルールを使用すると、
ある部門のアクションによって別の部門のア
クションを自動的にトリガーできます。

これにより、事務管理部門の効率性が増し、
営業部門で増えた従業員を処理する能力が提
供されます。

もう1つの利点は、新しい従業員は1つのイ
ンターフェースを覚えるだけでビジネス・シ
ステムを実行できることです。研修が必要な
インターフェースが少ないほど、新しいスタ
ッフは早く仕事を覚えることができます。こ
れは、新しいオフィスに対する投資をより早
く回収できることを意味します。

モニタリングはレポートの延長です。これには、ス
タッフおよび顧客が満足し、新しいオフィスが企
業の文化や基準を反映するためのプロセスが含ま
れます。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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新しいオフィスの課題は、 
研修、レポートおよび 
モニタリングを同時かつ迅速に 
設定することです。

展開が速いことは、クラウド(またはオンライン)ソ
フトウェアが非常に一般的になった理由の1つで
す。新しいオフィスを開設し、同じクラウド・プログ
ラムに即時にログインできるため、最初にサーバー
を設定する必要がありません。

同じクラウド・ソフトウェアを使用する新しい従業
員は、本部と同じデータを表示して共有できます。
これら一連のコミュニケーションにより、企業全体
で結束が強まり、知識や文化を共有するのに役立
ちます。

しかし、クラウド・ソフトウェアのみでは不十分で
す。企業が一連のクラウド・アプリに依存する場
合、データを一元管理してオフィスの実行状況を
判断するには、スプレッドシート(クラウドベースの
スプレッドシートを含む)が依然として必要な場合
があります。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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第6章

適切なプラットフォームの選択

現在、製造ビジネスを実行するには、異なるタイプ
の会計基準を処理できると同時に、原価や在庫を
追跡できるビジネス・プラットフォームが必要です。
情報がリアルタイムに追跡されるほど、ビジネスを
実行する際にお金をどのように投資するかの決定
が迅速にできます。

古いERP、またはアプリケーションとスプレッドシ
ートを混合して使用していると、平均原価から標準
原価への移行が困難な場合があります。補助的な
スプレッドシートがないと計算できない場合もあ
ります。

スプレッドシートは非常に便利ですが、レポート内
にすべてのスプレッドシートが含まれると、意思決
定のスピードが落ちます。意思決定ができるのは
データが手元にある場合のみで、マネージャーが
スプレッドシートを更新する必要がある場合は、マ
ネージャーが更新に着手するまで待つ必要があり
ます。

また、エラーの可能性も増します。入力ミス、また
は誤ったフィールドに入力された数値により、誤っ
た結果が出されます。

クラウドベースのビジネス・システム・プラットフォ
ーム(またはERP)により、製造ビジネスの多くのス
プレッドシートを置き換えることができます。複数
のシステムではなく、単一の顧客レコードで、リード
から販売、ワーク・オーダー、配送までのすべてを
追跡します。

ビジネス開発チームが顧客レコードを参照する場
合、以前の購入、配送時期、およびカスタマー・サ
ポートの問題がすべてリストアップされます。

また、製品の製造に必要な在庫、原材料、部品およ
びアセンブリの在庫レベルを示す、製品の単一記
録もあります。

ビジネス・システム・ 
プラットフォームにより、在庫、
財務(または会計)、CRM、マーケ
ティングおよび生産管理アプリケ
ーションを置き換えることができ
ます。
 
これにより、対応が必要なソフトウェア・ベンダー
の数が減ります。また、アプリケーション間でデー
タの送信や、スタッフが手動でデータをコピーする
面倒が省けます。

今や製造の多くのマシンがコンピューター化され
ているため、ビジネス・システムに直接接続できま
す。複数のマシンにレポートを表示し、結果をスプ
レッドシートに入力して、生産ソフトウェアと比較
するかわりに、ビジネス・システムにより結果を自
動的に照合できます。

たとえば、どこでも担当者は生産注文のレコード
を取り出し、消費した原材料の量、および生産実
行時に廃棄された量を追跡できます。

クラウドベースのビジネス・システムは、すべてのユ
ーザー向けのビジネス・フォーマットで全員が表示
できます。たとえば、生産マネージャーは、モバイ
ル機器を使用して、生産注文に投入される原材料
をスキャンし、マシンを起動して生産を開始できま
す。

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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