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業界特有の業務や管理方法を持つ企業に対して、ERPやパッケージを適用するためには、業種・業務
の理解に加え、適用対象となるパッケージやERPソリューションの具体的な機能を含めて把握している
コンサルタントが、業務課題解決のためのソリューションの具体的な活用方法を示し、お客様と実現
方法やレベルについて具体的に検討する必要がある。
今回取り上げる専門商社業界は、FRIにおいて多数のコンサルティング実績がある。その経験をもと
に業界における特殊性に対応するSAPの適用方法をまとめたリファレンスモデルを活用し、企画工程に
おける検討の効率化、内容の具体化を図っている。本稿に示すアプローチを活用いただくことで、短
期間での具体的解決方法の策定と早期実現につなげることができると考えている。本稿では、リファ
レンスモデルを活用した企画工程の進め方およびそのポイント、リファレンスの内容についてご紹介
する。

菊地洋祐（きくち　ようすけ）

（株）富士通総研
ビジネスプロセスソリューション事
業部 所属
現在、流通業を中心にERP導入に向
けた情報化構想などのコンサルティ
ングに従事。

企画工程でのERP導入検証の必要性
―リファレンスモデルを活用した 
専門商社へのアプローチ変革―
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ま　え　が　き

従来、ERPを導入するのは大手企業かつ製造業が
中心であると考えられてきた。しかし、ERP研究
フォーラムが2011年度に作成した『2011 ERP白書』
によれば、非製造業のERP導入比率は年々高まって
いる。また同団体の『2012 アンケート調査結果』
によれば、業種別のERP導入率は製造・建設業の
48.9％に次いで流通業の導入率は42.0％となって
おり、その他の業種と比較しても導入率が高い。さ
らに同団体の上記2つの調査から、近年ERPの導入
を目指す企業として、いわゆる大手企業だけではな
く、中堅・中小の企業が増加する傾向にあることが
特徴として挙げられる。
流通業の中でERPの導入を他社／他業種に先駆け
て実施したのは大手総合商社である。商社では大半
の総合商社がERP（主にSAP）を導入しており、現在
は中堅規模の専門商社がERP/SAPの導入に関心を高
めている。
そのため本稿では、上記の傾向を踏まえ、中堅規
模の専門商社に対するSAPの導入方法について、富
士通総研（以下、FRI）が蓄積してきた実践経験に基
づく問題点・課題やその解決策についての方法論お
よびノウハウについて紹介する。
なお、ERPとは「各種資源を統合的に管理し経営
の効率化を図る」という概念のことであるが、本
稿ではその概念を実現するために、企業の基幹業
務を統合し情報を一元管理するソフトウェアのこ
とを指している（Enterprise Resource Planningを
「ERP」と略して表記している）。ERP市場における
シェアはSAPがトップとなっており、本稿において
もSAPを主体にして述べている。

商社へのERPを導入する際の課題

■商社のシステム状況
過去、商社ではスクラッチ（手組み）型のシステ
ム構築が多かった。しかし現在の商社は、IT投資予
算が抑制されている一方で企業グループとしての
共通基盤の確立が求められ、同時にビジネスのグ
ローバル化にも対応していかなければならない。こ
ういった状況に対して従来の手組み型のシステム
では、コストや構築期間およびグローバル対応など

の面において課題があるため、パッケージ型シス
テムを選定する企業が増加している。またパッケー
ジのなかでもERPが導入の候補として挙げられるこ
とが多い。
しかし一般に、商社に対してERPの導入は困難で
あるといわれる。その理由は商社が実施する業務の
特殊性にあるといわれる。商社は、仕入れた商品を
販売することによって利益を得ることを生業とし
ている。主な商社の役割として、取引の仲介／流通
（在庫）機能、情報機能、金融機能があるといわれる。
その中でも仲介・流通機能と物流機能については
メーカーあるいは小売によって代替可能であるた
め、数十年にわたり「商社不要論」が取り沙汰され
る原因となっている。しかし、現在まで商社が必要
とされている理由として、これらの基本的な機能だ
けではなく、商品の組み合わせや加工などの付加価
値、および新たな事業への投資など、経営環境の変
化と新規ビジネス（事業の立ち上げや組織変更によ
る機動的な対応、M&Aなど）に対応し続け、サプラ
イチェーン上で新たな価値を提供し続けているこ
とが存続の要因として挙げられる。
こうしたことから生じる商社の業務の複雑性が、

ERPをはじめとするパッケージ型のシステムでは対
応できないと考えられている理由である。

■商社がERPの導入を目指す理由
上記のように、商社は多種多様なビジネスに対
応しているため、業務プロセスも在庫型、直送型、
輸出入が絡む場合や三国間貿易、加工の追加、プロ
ジェクト型の取引など、多種存在する。同時に、事
業あるいは業務ごとに個別の仕組みを構築するこ
とで、その複雑な業務に対応している場合もある。
結果として、システムは個別分散型となり、業務間
の連携ができないため、業務をつなぐ処理について
は再入力などの手作業を必要としているのが実態
である。
商社においてERP導入を目指すきっかけや理由と

して、以下の点が挙げられる。
• 様々な業態が新たに生み出されるが、各事業の状
態を同一視点で評価できる仕組みが必要となって
きた

• 事業の状態を表す集計データと現場で入力された
伝票が紐付いており、さらに一元管理されている
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必要がある
• 計画に対する差異を見極め、適切な対策を採るた
めPDCAサイクルの確立が必要となった
専門商社では、かつて個別に対応してきた基幹あ
るいは業務システムが、一部の個別業務に対応す
る機能のつぎはぎとなっていることが多く見受け
られる。また複数の企業から、売上や仕入計上時に
システムに入力するような業務運用になっている、
ということを挙げられることもある。すなわち、業
務間の連携や業務上の変化や異常値を感知した場
合の原因追及など、データ間の連携や集約／分解が
できるように集計データと取引データが紐付いて
いる状態を求められていることが多い。
また中堅専門商社は、得意先あるいは仕入先であ
るメーカーに追随して、現在多くの専門商社が海外
進出を図っている状況である。それに伴い、海外
現地拠点の各種予算の達成状況などを随時把握し、
適切かつ迅速な判断をするための情報を収集する
ニーズが高まっている。
そのようなニーズに対応するためには、データが
一元管理され、伝票および明細のデータまで紐付い
ていること、データ集計の正確性を担保するため
にマスタが共通化されていることなどがある。それ
ら課題を解決するためにはERPの中でも特にSAPが

もっとも有用性を発揮する。

ERP導入に向けた企画工程の重要性

■プロジェクト企画コンサルティングの概要
富士通総研ビジネスプロセスソリューション事

業部（以下、BPS事業部）では、お客様のERP導入を
支援するためにERP導入の企画工程を対象としたプ
ロジェクト企画コンサルティングを提供している。
プロジェクト企画は図-1の左上に位置する「プ
ロジェクト企画」枠の中の4つのステップに大別さ
れる。
①外部・内部環境分析と検討スコープの設定
②目的の明確化と課題抽出
③解決施策検討・テーマ設定
④プロジェクトプラン提示
上記4ステップでの検討により、お客様のERP導
入に向けた各種検討を行っていく。BPS事業部で
は、その4ステップにおける重要なポイントとして、
「③解決施策検討・テーマ設定」において、ERPで実
現できる機能を前提とした具体的な検討や検証を
行うべきであると考えている。すなわち企画工程に
おいて業務課題の解決や業務運用に対してSAPを活
用する具体的な方法を提供し、お客様と議論を重

設計・導入工程以降の
経験に基づき、内容を
充実化

②目的の明確化と
　課題抽出

③解決施策検討・
　テーマ設定

①外部・内部環境分析
　と検討スコープの設定

④プロジェクト
　プラン提示

目標

会社／部門のどのような
課題解決に貢献するか？

経営
目標

業務目標

業務目標

業務目標

設計・導入･･･

業務に関する知識と
SAPの経験を踏まえたアプローチ

プロジェクト企画

課題体系図（イメージ）

施策

専門商社の業務課題の解決に
SAPはどう使えるのか？

業務施策
 （このような業務にしたい）

業務施策 SAP

業務施策

リファレンスモデルを具体化／充実化

図-1　企画工程への設計・導入工程の経験値を反映
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• 企画工程における検討を充実しておくことで、
ERPの導入によって得られる経営的効果と、優
先順位を明確にすることができる

専門商社における特殊性

■実践結果の反映によるリファレンスの増強
BPS事業部では、多くの専門商社に対してプロ
ジェクト企画コンサルティングを実施してきた。
我々はそれら専門商社へのプロジェクト企画や要
件定義など各工程での実践経験から、下記課題に
対するSAPを活用した解決方法についてのリファレ
ンスモデル（商社版）を作成している。それにより、
一般的に商社が抱える業務課題と課題解決のため
のSAPの使い方やSAPだけではなく他ソリューショ
ンとの組み合わせも含めた要件の実現、課題解決方
法を検討し、リファレンスの内容を増強している。
プロジェクト企画工程の業務課題の解決にむけ

た検討において、リファレンスモデルを活用するこ
とで、課題解決に向けたSAPの具体的な活用方法や
SAPの利用上の限界などを把握することができるも
のとなっている。

■専門商社における特殊性
BPS事業部では、複数の専門商社へのプロジェク
ト企画や構築プロジェクトの実践を通して、一般
的に以下のような専門商社の特殊要件を把握して
いる。

【現在までに把握している特殊要件（例）】
《業務運用面》
• 取引単位の損益管理
• 案件型ビジネスにおける予実管理
• 役務提供（PJ型）
• レンタル取引対応
《管理・評価面》
• プロジェクト型予算実績管理
• 業績評価（組織へのB/S：在庫／債権の紐付け）
• 移転価格税制
• 本支店会計の代替手段
• 低価法対応
《基盤・ルール》
• 共通基盤とマスタ管理
• 組織変更対応

ね、検証するべきである。そうすることで、「短期
間に企画内容をまとめることができる」、「早期に
ERPの設計・導入工程に入ることができる（結果的
にコストが最適化できる）」、「導入・設計工程にお
ける作業がぶれずに実施することができる」という
メリットを得ることができる。
そのために、BPS事業部のコンサルタントは専門
商社のSAP要件定義・設計・導入工程の経験に基づ
いてお客様にSAPの具体的な活用方法や検討時の観
点等を提供することができる。また同時に後述する
リファレンスモデル（商社版）に経験や検討のノウ
ハウを盛り込んでいる。
上記の点を踏まえ、BPS事業部ではERP（SAP）の
導入を成功させるためには、企画工程において、
SAPを前提として課題への対応策の検討とが重要
であると考えている。その要点について以下に述
べる。
A. 会社として取り組むべき課題を明確にすること
• 経営目標およびプロジェクトの目標を明確に
し、全員で達成すべき課題であることを認識さ
せることで、「ERPの導入は経営効率の向上を
目的とした企業全体を対象にした企業変革であ
ること」を共有する。

• ERPを導入することは、企業全体としての最適
化を目指すものであり、現場担当者にとっては、
現状のオペレーションよりも非効率になる可能
性もあることを共有し、納得感を得る

• 納得感を得るため、経営課題の解決施策とSAP
の関係を繰り返し議論する

B. 他社の取組み事例などを踏まえた施策やあるべ
き姿を明確にすること
• 業務課題の解決のためのSAPの活用方法を提示
する

• 施策提言にはコンサルの設計・導入工程におけ
る経験を踏まえ、どこまでの範囲をSAPが対応
可能なのか、などを切り分けながら検討を進
める

C. 優先順位を明確にしたロードマップを作成する
こと
• 経営課題と解決時の効果を明確にしておくこと
で、どの施策から着手するのかを明確化してお
く（どの効果から得たいのか、得るべきか）

• 施策間の前後関係の有無をチェックしておく
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しておく必要があることや、商品仕様変更（品目の
振替）がある場合には対応できないことに留意して
検討を進める必要がある。

■見込情報や案件内容の変動を加味した予算管理
主に案件管理型のビジネスを推進する機械設備

などを取り扱う専門商社では、契約（受注）後、一
定期間を経た後に売上計上され、期や年度をまたい
だ取引となることも多い。そのため、将来予測や
見込を表す予算情報および営業担当者の予算目標
管理上、「受注残（受注済未売上）」の状態を把握し、
現状の受注契約が売上として計上される時期を把握
する必要がある。
このようなケースでは、SAPに登録した受注済未
売上を情報系で見える化することを検討する。対応
イメージを図-2に示す。お客様の要望として、登
録する先を1つに統一することや情報系で抽出して
柔軟に分析、表示できることと、営業担当者が目標
に対する不足分を明確に把握できることを重視す
ることが多い。

SAP上に登録される受注残および売上予定（未売
上）は、登録の都度データベースにコピーされるよ
うに設定することで、SAPをデータ入力源として使
用しつつ、未売上分を含めた予算管理を実現するこ
とができる。

■リファレンスモデル（SAP版）活用のメリット
今回紹介したのは、商社業務の特殊性への対応方
法の一部である。リファレンスモデルは、課題解決
に向けた検討やお客様にイメージを持っていただ
くために活用しており、検討の効率／スピードのほ
か、具体的なイメージを共有したうえで検討するこ
とができるため、検討の正確性の面でも寄与する。
また今回示した内容は、要件を満たすための一例
であり、お客様の状況や要件に合わせて様々な実現
方法を含めて、検討材料をタイムリーに提供するこ
とができる仕組みになっている。

む　　す　　び

本稿で示した企画工程の進め方は、SAPで実現可
能な解決方法に基づくリファレンスモデルを活用
し、短期間で具体的な検討を行うことを重要と考え

以下に、専門商社の特殊性に対するSAPでの解決
方法の検討内容の一部について、事例に基づいて
示す。

SAPでの課題解決方法（リファレンスの内容）

■取引単位の損益管理
半導体・電子機器の専門商社では、営業力すなわ
ち営業担当者の目利きがビジネス推進上の重要な
要素となる。同一商品を取引したとしても、日に
よって、取引相手（仕入先、得意先）によって、取
引条件が変わり、利益を変動させる要素が多数存在
する。そのため、取引ごとの損益を管理し、管理会
計上の営業担当者あるいは組織の業績評価に反映し
てほしい、というニーズが発生する。具体的には「在
庫型取引を含めて対応することを前提」とし、「商
品の中で指定する価格の品目を引き当て、売上と対
比させて取引あたりの管理会計上の利益額を計算す
る」というものである。
一般的には「取引単位に損益を把握する」という

要件には様々なバリエーションがあり、SAPを前提
としたときにもいくつかの実現方法がある。例え
ば、「契約伝票を使用して受注伝票と発注伝票を紐
付ける（GTMの使用）」という方法や「在庫を特定す
るためにプラントや評価タイプを使用する」、「特
定の評価金額となっている品目をロットNo.を指定
して引当て、取引における利益を計算する」などが
挙げられる。
例に挙げたニーズを踏まえた場合、検討は主に

「特定の評価金額となっている品目をロットNo.を
指定して引当て、取引における利益を計算する」方
法をベースに検討を行う。この場合、入出庫伝票登
録時に在庫にロットNo.を付与し、対象品目を特定
可能としておき、出荷時に該当ロットを指定するこ
とで、売上計上時に管理会計上の原価とすることが
できる。また、入出庫伝票と関連する受注伝票を
集計することで、該当する取引の利益を計算でき、
個人あるいは組織の業績として把握することがで
きる。
この対応方法は、在庫型取引にも対応できるこ
と、お客様の組織構造や取引形態に依存しないで対
応することができる汎用的な対応方法となってい
る。ただし、諸掛費用の按分についてルールを設定
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などにも十分応用が可能と考える。応用していくこ
とでさらに活用の範囲が広がり、リファレンスの内
容をさらに充実化していくことで、より多くのお客
様にサービスできると考えている。
専門商社に限定せず、SAPの導入を検討される企
業の皆様に参考にしていただければ幸いである。
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ている。そうすることで、お客様にSAPでの業務実
現イメージを持っていただき、後続の設計・導入工
程におけるぶれ幅や手戻りなどを減らし、確実に
ERP導入の効果を得られることを目的としている。
我々が提供するノウハウを活用いただくことで、早
急に次期システムの検討を進めていただくことが
できれば幸いである。近年では、専門商社の海外対
応が順次進められる傾向にあることは説明させて
いただいたが、リファレンスモデルを海外ビジネス
にも対応していけるものと考えている。
また本稿は専門商社に向けた内容となっている

が、類似する業務は製造業にも存在すると想定され
る。特に、専門商社に類似するメーカーの販売会社
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図-2　情報系の活用による受注残・売上予算管理
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