SuperStream Case Study

SuperStream-NXでシェアードサービスを構築。
グループ全体で共通の基盤を利用しています。

ＪＢＣＣホールディングス株式会社
グループ経営管理とタレントマネジメントの実現でグループ力を強化
SuperSream-NX 導入で “ オフィスショーケース ” を実践

会社概要
本社
東京都大田区蒲田 5-37-1
─
グループ社員数
2,784 名 (2013 年 4月1日現在 )
─
Web サイト
http://www.jbcchd.co.jp/
─
資本金
46 億 8,700 万円
─
事業内容
情報ソリューションやディストリビューション、
製品開発製造、シェアードサービスを提供す
るＪＢグループにおける純粋持株会社

導入の背景
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小野 勝氏
Ｃ＆Ｃビジネスサービス株式会社
執行役員 人事総務担当

硬直化により人事制度改定に十分対応できずに手

システム選定と導入
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それぞれ個別にシステム選定に入るなかで、先行
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株式会社 執行役員 人事総務担当 小野 勝氏だ。
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対応できておらず、各種データの作成や昇給など

に難しいものだったと小野氏は振り返る。
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人事諸届・照会
シェアードサービス利用（Ｃ＆Ｃビジネスサービス株式会社）

もちろん、製 品 選 定 の 根 源 にはオフィスショー

ＪＢグループ６社に展開（2013 年 4 月現在）

ケースの考え方がしっかりと根付いている。
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が取り扱うものを自社内に展開するのはもちろ
ん、そのパッケージに対して独自ソリューションを
アドオンしながらお客様への提案の幅を広げてい
きたいと考えていました」。
財務会計システムについて高橋氏が求めていた

導入効果

どうタレントマネジメントに組み込むのかというポイン

グループ 6 社でのシェアード化で

トだという。

帳票削減とタレント管理の統合基盤を整備
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「会計に関しては基本的な機能はどの製品にも網
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これら財務会計及び人事給与システムに求められ

SuperStream-NXをベースに、業務の標準化にチャ

る要件を総合的に判断した結果 SuperSream-NX

レンジしているところです」
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が同グループの経営基盤に採用されることにな
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グループ経営管理では、シェアードサービスを

る。

提供している個社ごとの決算レポートをドリルダウン
することで情報を詳細に確認できるようになってい
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る。スピーディな情報共有が可能になるなど、様々な
場面での情報活用が期待されている。

高橋 保時氏
Ｃ＆Ｃビジネスサービス株式会社
執行役員 経理財務担当

現在は基本的な人事情報をシェアードサービスに
よって一元的に管理しているが、本来の目的である
タレントマネジメントについては、今後も議論しなが
ら進めていくと小野氏。なかでも難しいのは、経験を

スーパーストリーム株式会社
〒140-8526 東京都品川区東品川 2-4-11 野村不動産天王洲ビル

www.superstream.co.jp

今後の展望

シェアードサービスの拡大と
科目マスタ統合など基盤強化を目指す
今後の展望については、SuperStream-NXで会計
業務を開始したのは 6 社ほどだが、これを随時拡大
していきたいと高橋氏は語る。
「グループ全体で活
用することによって、業務の標準化やレポートの統
一などその効果は大きいと考えています」。また、
個社ごとの科目マスタが統合できれば連結にその
ままデータ投入が可能となるだけでなく、IFRS への
対応も実現しやすい。科目マスタの統合は今後進
めていきたいという。
また、SuperStream-NXグループ経営管理を積極的
に育てていきながら、同社独自の Webレポートも
あわせて活用していきたいと高橋氏。
「個社ごとに
見るべき指標は異なっているはずですので、会社
に合わせて発展させていくべきです。自由にカスタ
マイズができるようになれば、計数管理をしている
人たちにもっと役立ててもらえる仕組みになるはず
です。今後は、グループ各社の意見をもらいながら
オリジナルの管理会計を発展させていきたい」。
人事面では、タレントマネジメントに向けた DB の
整備を進めながら、グループ全体で共有して利用
できる環境を整えていきたいと小野氏。検索機能
の 充 実 な ど 様 々 な 活 用 の 幅 を 広 げ な が ら、
SuperStream-NX を同グループの経営基盤としてさ
らに成長させていきたいと熱く語っていただいた。

お問い合わせ

Tel：03-6701-3647 Fax：03-6701-3641 E-mail：ss-info@superstream.co.jp
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