ProActive 導入事例

株式会社 東京証券取引所

様

業務の効率改善と標準化、
管理会計の活用を
追求するために、
グループ共通システムを刷新。
安全かつ公正な取引が行われる様、
常に証券流通の中枢を担ってきた東京証券取引所様は、
2007年に自主規制機能の強化を目的に分社化。
現在では、
「株式会社東京証券取引所グループ」
を持株会社とし、
「株式会社東京証券取引所」
「
、東京証券取引所自主規制法人」
「
、株式会社日本証券クリアリング機構」
、
「株式会社東証システムサービス」
および
「株式会社TOKYO AIM取引所」
の６社から構成される企業グループを形成し、
高い公共性を保った取引所金融商品市場の運営を行われています。
更なるグループ経営の強化を目指す同社は、
より一層の業務効率化・標準化および管理会計の活用を実現するために
上記のうち5社を対象としてProActive E2を核とした新しいグループ共通システムを構築されました。

導入の背景

業務効率の追求、法制度改正への迅速な対応、
システムの維持コスト低減等の課題解決を目指す。
東京証券取引所様は、
旧来、
財務会計業務において海外製のERPパッケージを

算発表スケジュールに合わせて作業を行うわけですが、以前の運用では、
グルー

活用したシステムを活用していたが、
日本固有の商習慣に適応するために多くの

プで統一したシステムではなかったため、
内部取引にかかる財務処理が非効率と

機能改変を実施していた。
そのため、
システムのバージョンアップのたびに、
機能改

なっていたり、
一部手作業に頼る業務フローが存在したことから、
決算期の作業負

変部分の検証が必要となり、
制度改正への対応に時間がかかるだけでなく、
シス

荷が非常に高い状況にあり、
何とか負荷を軽減できないかと感じていました」
と、
財

テムのランニングコストも高い状況が続いており、
こうしたシステム運用に不満を感

務部 小川課長は当時を振り返る。
また同社では、管理会計の効率的な運用を目

じていた。
また固定資産管理などにシステムが対応しておらず、
手作業で行う業務

指し、
今回のシステム更改にあわせてグループ横断的な管理会計システムを構築

があることで必然的に業務フローが煩雑となり、
業務効率の低下を招いていた。
業

することを決定しており、
同社が必要とするセグメントの管理項目数が旧システムで

務負荷の面では、
「当社は、
四半期ごとに決算短信の発表を自主的に行っており、

は対応できないことからも、
旧会計システムでの運用は難しいと判断した。

上場企業と同じく、
翌月の最終週までに決算短信をまとめ、
公表しています。
この決

こうして、
システムの全面刷新を検討開始されたのである。

課題

1

旧システムは多くの機能改変を
行っていたため
法制度改正対応に
時間とコストが掛かっていた。

課題

2

財務会計処理において、
一部非効率な業務プロセスがあり、
必然的に四半期決算時の
業務負荷が高くなっていた。

課題

3

グループ横断的な
管理会計システムに対応するために、
詳細なセグメント別会計情報を
管理する必要があった。

選定のポイント

業務効率を改善し標準化を実現するためにも、要求する業務への適合率がポイントだった。
同社における新システムの選定は3段階に分けて実施された。
まず、
プレ選定とし

最終選定の対象製品とし、
RFPを提示した。
｢当社は、
今回のシステム選定に先駆

て各社が公開している基本情報から、
｢導入対象企業規模｣、
｢会計・人事・販売

けて対象業務のあるべき姿を検討し、
業務フローを整理していました。
そのため新

などの業務カバー範囲の広さ｣、
｢グループ展開実績数｣、
「ワークフローなどのユー

ProActive E2は、
しいシステムで実現したいポイントは明確になっていました。
導入実

ティリティ機能」
など、
いくつかの選定条件を設定。
この時点で、
特定業種に特化し

績の多さや国産パッケージであることを含め、
実現したいポイントに最も合う製品の

た製品や人事や会計のみといった業務に特化したパッケージを対象外とし、
8製品

ひとつとして最終候補に残りました。
その後、業務部主体で要件定義を実施した

に絞り込んだ。
その後、
1次選定に残った企業にRFIを提示。
各社からプレゼンテー

初めて
後、
改めてベンダ提案を受け、
最終的にProActive E2の導入を決めました。

ションを受けた結果、
導入実績や同社の業務における重要な要件を満たしている

デモンストレーションを見たときに、
使いやすそうなシステムだと感じましたが、
ユーザ

かなど、
更に詳細に各製品を評価した。
IT開発部 木俣マネージャーは、
｢旧システ

に配慮したシステムだということも、
評価したポイントでした」
（木俣氏）
一方、
IT開発

ムはパッケージのカスタマイズを行っており、
会計制度の変更などに伴うバージョン

部 村中氏は、情報システム部門として重視したポイントのひとつが内部統制への

アップのたびに影響調査や個別対応が必要となるなど、
コストと時間への不満が

対応であったと言う。
「ProActive E2は、柔軟に設定できるワークフローなどのユー

ありました。
特に財務会計は、
会計基準などで業務の運用が決まっていることから、

ティリティ機能や職務分掌に応じたメニュー設定などをはじめ、
IT業務処理統制に

パッケージの持つ機能に業務を合わせていくという会社としての判断もあり、
業務

おいて当社が要求するレベルを十分にクリアできる機能を満たしていました」

適合率はひとつの大きな選定要素でした｣その結果ProActive E2を含めた3製品を

プロジェクトが本格的に動き始めた。
こうしてProActive E2の導入が正式に決まり、
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導入のプロセス

導入目的の実現に向け業務をシステムに合わせ、
スケジュール通りの本番稼動を実現。
導入プロジェクトは、導入の目的でもある業務の効率化・標準化を実現するた

じています」
（村中氏）
また、小川氏は、
「データ移行の

めに予め作成した業務フローが新システムを用いて実行可能であることの確

作業は非常に大変でした。
フォーマットや管理項目が

認作業から始まった。原則としてノンカスタマイズで導入するという方針のもと、

異なる旧システムのデータをProActive E2に合わせて

必要に応じて運用の見直しを行った。
この業務をシステムに適合させる作業

置き換える作業を行うほか、管理会計用に不足する

は、特に問題もなくスムーズに進められた。その後マスタ設定、
トレーニング、

セグメント情報をProActive E2の移行データとして新た

データ移行などのプロセスを経て導入が行われた。

に追加しなくてはならず、かなりの作業が必要でした」
（小川氏）
しかしデータ移

しかし、導入作業全てがスムーズに進んだわけではなかった。村中氏は導入中

行作業を限られた期間内に実現できたのは、｢導入コンサルタントからデータ作

を振り返り、
マスタを体系的に理解することに苦労したと語る。
「不慣れなシステ

成方針やポイントについて、的確なアドバイスをもらえたことは助かりました。
そう

ムであることもありますが、当初、
マスタの数が非常に多いという印象を受けまし

した協力を受け、早め早めに計画的に準備できたことが、
スケジュール内で実

た。他のマスタとの関連がどうなっているのかなど、理解に時間がかかったと記

施できた成功要因だと思います｣と小川氏は当時の状況を語る。

憶しています 。
しかし、こうした多 様なマスタが用 意されているからこそ、 このような導入プロセスを経て、同社と導入コンサルタントが一体となり、
スケ
ProActive E2の機能に柔軟性が生まれ、様々な業務に対応できるのだと今は感

ジュールの遅延なく本番稼動を迎えたのである。

導入後の評価

四半期決算に集中する業務の分散化、作業時間低減など、
目に見える効果を実現。
本番稼動後、
システムの定着が進む中、徐々に導入効果が現れてきているとい

システム入力項目が増加したことにより、
各部の入力負荷は以前に比べて増えてい

う。業務効率の改善と標準化という点においては、｢これまで決算期に必要となっ

るが、
会社命題である管理会計の更なる活用に向けて全社一丸となって取り組ま

ていた決算期特有の業務がなくなりました。
また、
旧システムと異なり、
当社の連結

れている。
更に、
人事部では今回のシステム更改で、
人事システムと給与システムが

決算システムとの連携も行えるため、連結財務諸表の作成に関する作業も簡素

連携することによる導入効果が現れているという「
。入力に係る作業が一元的に行

化されています。
その結果、財務部の業務時間は導入前と比較し、現時点で約

えるようになり、
データチェックも軽減できるなど、
かなりの業務が改善されました。
ま

10％の削減効果が出ています｣（小川氏）
とあるように、集中していた業務負荷の

た、
勤怠管理システムと給与明細Web閲覧システムを合わせて導入したことで、
出

平準化が実現されつつある。
また財務会計システムへ機能改変を実施していな

退勤管理の効率改善に加え、
残業時間の多い社員へのアラートメールの自動配信

いため、
｢今後の制度改正やバージョンアップへスムーズに対応できるのは魅力的

や明細書のペーパレス化の実現による業務効率改善も実現しています」
（高橋氏）

ですね｣と木俣氏は言う。

金融商品市場のグローバル化が進展するなか、
公正な市場の運営と市場間競争

業務効率の改善と標準化、
システムの変化への迅速な対応について、
導入目的の

力の強化を目指して、
さらなる経営革新に向け邁進していく同社にとって、
その力

実現を実感できる効果が出てきている。
管理会計については、
セグメント別会計情

ProActive E2への期待は今後ますます高まっ
強い歩みを支える情報インフラとして、

報を財務会計システムで管理し、
管理会計システムへ連携する仕組みを確立した。

ていくといえるだろう。

01

02

国際財務報告基準（IFRS）への
迅速な対応に期待。

（株）東京証券取引所グループ
人事部 人事グループマネージャー

（株）東京証券取引所グループ
財務部 課長

小川 豪一

高橋 直也

氏

財務部として気になるのは、近い将来、IFRS
への対応が挙げられます。当然のことですが、
我々としては速やかに対応していく必要があ
ります。今後の希望として、ProActive E2には
ぜひ、IFRSへの標準機能での対応を期待し
ています。

03

内部統制の問題をクリアしつつ
グループ一体管理できる環境も整えたい。

氏

グループの一体運営を目指している当社とし
ては、内部統制レベルを維持しつつ、グループ
全体における人事管理をより一層強化してい
きたいと考えています。その実現のために、
ProActive E2の更なる進化に期待したいと思って
います。

04

標準機能の活用により、
保守性を確保することができた。
（株）東京証券取引所
IT開発部 マネージャー

木俣 亜樹

氏

法制度改正の影響を大きく受ける財務会計領域
において、ProActive E2の標準機能を活用し、不
足機能はアドオン開発のみで対応することで保守
性を確保することができました。今後、制度改正
への標準機能での対応やバージョンアップによる
機能強化を継続していただければ嬉しいですね。

Gap部分も明確に提示いただいたことで
信頼を築け、導入成功につながった。
（株）東京証券取引所
IT開発部

村中 克哉

氏

Fit&Gap分析において、Gapがあっても中途半端
にできると言わず、そこを埋めるべく標準機能を活
かした運用提案、業務改善提案をいただきました。
パッケージソフトであるため、できること、できない
ことを明確に示すスタンスに信頼を築けた部分が多
くあったことも、導入成功の要因だと感じています。

●設立：2007年8月1日
●社員数：818名（出向者数を含む）
●事業内容 : 株式会社金融商品取引所の経営管理、自主規制法人の経営管理その他の上記に附帯する業務

●お問合せ先

SCSK カスタマーセンター

0800-500-4000（無料）

● 携帯電話でのお問い合せTEL:03-6670-2990

受 付 時 間 / 月〜 金 9 : 0 0 〜
（祝日、年末年始、当社指定日を除く）

ProActiveWebサイト：https://proactive.jp/
proactive@ml.scsk.jp

E-mail：
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