グローバルな統合業務システム
リアルタイム集中処理で確立
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株式会社富士インダストリーズ
山田純嗣
兵庫県神戸市中央区明石町32番地
1946年05月01日
1949年06月08日
99百万円
120名
航空機部材・精密機械加工製品
素形材関連製品などの輸入販売
国内4拠点、海外4拠点
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図3●富士インダストリーズの統合業務システム

ロンドン
北京

ニューヨーク

統合業務システム
MetaFrame 東京

会計システム
神戸

GX
シリーズ
岐阜

ロサンジェルス
名古屋

を効率化できるようにした。
こういったGXシリーズの柔軟性

を代行させようというわけだ。

しずつ見え始めている。
グローバルに販売管理と会計処
理を統合したことで、確実に経営

安定稼働のシステム
期待できる導入効果

状況が把握し易くなった。GXシリ
ーズは外貨会計に標準対応してい

と拡張性の高さも富士インダストリ

「グローバル運用」
「固有業務プ

るので、外貨取引も効率的に処理

ーズが同製品を採用した理由の１

ロセスのシステム化」
「販売管理と

できる。こうした業務改善が徐々

つになっている。

会計処理の統合」― いくつもの

に積み上がってきた。

さらに統合業務システムの開発

挑戦的な試みを盛り込んだ統合業

グローバルに事業を展開する企

で「要」
となったのが、海外拠点と

務システムは2004年春、開発を終

業は増えているが、グローバルに

の時差を考慮した処理プロセスだ

了した。

統 合 化され た 業 務システムを 構
築・運用するのは難しいと言われ

った。日本とニューヨークとでは14

旧システムから業務データを移

時間、ロンドンとなら9時間の時差

行させる作業が若干遅れ、システ

ている。富士インダストリーズは、

がある。この条件の中で、１つの

ムの本稼働は当初予定していた4

その困難に挑戦し、構築に成功し

Great
Plains

サーバーを24時間稼働させなが

月から1カ月遅れの5月となったが、

た企業と言える。運用で花を咲か

会計システム

ら、国内外の業務処理を適正に連

全体としては成功裏にプロジェク

せるのは、これからだ。

携させる必要があるのだ。
そのためシステムはグローバル
に共通した時間管理で稼働させな
がら、海外拠点のローカルタイムに
42

IT化経営最前線 2004 AUTUMN

問い合わせ先

システムラボ
TEL：03-5397-7511
www.systemlab.co.jp
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