
C&Cビジネスサービス株式会社は「情報ソリューションビジネ
ス」を広範囲に展開しているＪＢグループ各社に、各種スタッフ業
務をシェアードサービスとして提供している。また同社は、ＪＢグ
ループの業務改革を推進する役割を担っている。今回、基幹シ
ステムと円滑に連携する『eValue NS ワークフロー』を同社の
ワークフローエンジンとして採用。これにより、ＪＢグループにお
ける申請・承認業務の標準化を推進し、ペーパーレス化や業
務のスピードアップを実現するなど多くの成果を上げている。

導入の狙い
・ 業務改革に伴う申請内容と承
認ルートの見直し
・ フリーアドレスなどワークスタ
イルの変化への対応

導入システム
・『eValue NS ワークフロー』
・『eValue NS モバイルオプション』
・『eValue NS ワークフロー SDK』
・『eValue NS ドキュメント管理』

導入効果
・ ペーパーレス化で年間12,000
枚の用紙を削減
・ 申請書類の保管スペースの
削減と紛失防止を実現
・ スマートフォン対応で申請・
承認業務がスピードアップ
・ 申請フォームの開発工数を劇的に軽減
・ ＪＢグループ全体の業務の標準化に貢献

5つのスタッフサポート体制

人事・総務 経理・財務 コーポレート
スタッフ

情報システム 業務サポート

ワークフローエンジンの導入で
ＪＢグループの申請・承認業務の
標準化を推進
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社員一人ひとりがスタッフのプロを目指し、質の高いサービスを提供している

USER PROFILE
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【業種】サービス業

【事業内容】各種スタッフ業務（総務・経理・
財務・庶務・人事・労務・福利厚生・教育研修・
営業関連サポート・事務処理・情報システム
の開発運用など）、JBグループ主要拠点に
おいて常駐型業務委託サービスを展開

【従業員数】260名（平成24年4月1日
現在 出向社員、嘱託社員含む）
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■	 グループ各社が本業に集中できるよう高品質のスタッフ業務を提供

　C&Cビジネスサービス株式会社は、ＪＢ
グループ各社へスタッフ業務全般を提供す
るスタッフサービスの専門会社として、2002
年4月にＪＢCC株式会社（当時、日本ビジネ
スコンピューター株式会社）から分社化して
設立された。以来、「お客様のお役に立つ
スタッフサービスの提供」をモットーに、社員
一人ひとりがスタッフ業務のプロフェッショナ
ルとして日々サービスの向上に努めている。
同社はグループ各社をコア業務へ専念さ
せ、生産性の向上を支援するため分社化
した企業である。
　グループ各社は、IT活用に関するトータ
ルサービスを提供する「情報ソリューション」、
ビジネスパートナー向けにハードウェアやソフト
ウェアの販売を行う「ディストリビューション」、
ITソリューションの開発・提供を行う「製品開
発製造」、各種スタッフ業務を提供する「シェ
アード・サービス」の四つの事業分野でビジネ
スを展開し、企業の経営やIT活用の課題解
決に貢献している。グループ会社は、純粋持
株会社のＪＢCCホールディングス株式会社を
中心に、ＪＢCC株式会社など15社に上る。
　C&Cビジネスサービス株式会社は、グ
ループ会社に対して、経理・財務、人事・
総務、情報システム、業務サービス（業務支
援、業務管理）の4分野を中心としたスタッ
フ業務のサービスを提供し、ＪＢグループ主

要拠点において常駐型業務委託
サービスを展開している。
　「当社がグループ各社の共通業
務を集中して受け持つことにより、
各社がコア・ビジネスへ注力できる
ようにサポートしています。同時にグ
ループ全体の業務改革を推進する
役割も担っており、高品質で生産
性の高いサービスの拡充に努めて
います。将来的には、グループ内で
培ったノウハウをもとに、グループ以外のお
客様にもサービス提供を展開していきたいと
考えています。当社のアドバンテージは、本
業であるIT活用支援の強みを活かせること
です」と代表取締役 社長の髙橋 正孝氏
は語る。

■	 基幹業務との連携が容易なワークフローシステムを選定

　ＪＢグループ各社の申請・承認業務は、
ノーツによるワークフローシステムで運用し
ていたが、人事関連は専ら紙ベースの運用
だった。そのため申請から承認まで時間が
かかっており、申請書を各地の事業所から
本社へ郵送する場合、さらに時間のロスが
発生し、書類を紛失するリスクもあった。
　そうした中、基幹業務システムの刷新を
検討することになり、ワークフローシステムも
併せて見直すことになる。一方、オフィスで
は一部フリーアドレスを採用し、ワークスタイ
ルにも変革が求められていた。どこでも仕

事のできる環境と、セキュリティリスクへの対
応に配慮された、より効率的な仕組みが必
要とされていたのだ。
　同社は2011年春からワークフローシステ
ムの選定を進めた。ＪＢグループでは基本
的に、まずシステムを自ら導入・運用し、実
践で得たノウハウを含めてお客様に提供し
ていくスタンスをとっている。
　システムの選定ポイントは三つある。一つ
目は、各グループ会社の管理部門が、申
請フォームの作成や運用管理を容易に行
えること。二つ目は、フリーアドレスに対応
するため、どこにいても申請・承認業務が
行えるようなWebベースのシステムであるこ
と。三つ目は、ＪＢグループがポータルとし
て導入している『サイボウズ ガルーン』と連
携して活用できることだ。
　同社の上級執行役員 IT企画 グルー
プCIOの佐藤 利行氏は選定理由を次の
ように語る。「最終選考に残ったもう1社の
製品は、機能面は非常に充実していたの
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代表取締役
社長

髙橋 正孝氏

「今回のワークフローのシステム化を通じて、JB
グループ全体における申請・承認業務の標準化
を推進していきたいという強い思いがあります。そ
れによって、グループ各社のフロント業務が省力
化できれば、すごく大きな効果につながると思い
ます」

上級執行役員 
IT企画 グループCIO

佐藤 利行氏

「『eValue NS ワークフロー』への期待はワーク
フローエンジンとしての役割です。様々なアプリ
ケーションから、違和感なくワークフローエンジン
を利用する仕組みを構築することが、これからの
課題だと考えています。そういった方向にパッケー
ジ自身が進化していくことを期待しています」

個々の机を持たないフリーアドレスでは、業務のペーパーレス化が有効だ
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ですが、ユーザ側である程度プログラムを
組めないと運用管理ができないので、小
規模なグループ会社には扱いにくいと思っ
たのです。その点『eValue NS ワークフ
ロー』は管理が容易で、ポータルや基幹シ
ステムとの連携がしやすいものでした」そし
て2011年8月、『eValue NS ワークフロー』
の導入が決定した。

■	 グループ各社の電子承認のワークフローエンジンとして『eValue	NS	』を活用

　同社はまず、従来の申請・承認業務フ
ローの見直しから着手した。標準ルールに
基づいてグループ各社で共通化できるフ
ローを統一し、全体で約200ある中から必
要なものを段階的に絞り込んでいった。
　「同じグループ会社でも、東日本や西日
本、中部エリアなどの地域によって申請・承
認業務のやり方が微妙に違っていたので、
現場の要望を聞きながら承認ルートの変更も
含めた標準化を進めていかなければならず、
その調整に苦労しました」と佐藤氏は語る。
　ＪＢグループはフローの標準化を図るとと
もに、『eValue NS ワークフロー』をグルー
プ共通のワークフローエンジンとして活用し
ている。同グループ共通のポータルサイト
に、交通費の精算、物品購入、教育研修
などの申請・承認業務のメニューを構築し
ており、すべての申請・承認業務がワンス
トップで行える点が大きな特徴だ。
　「ポータルサイトから申請メニューを選択す

ると、『eValue NS ワー
クフロー』や従来のノーツ
のワークフローが自動的
に起動します。エンドユー
ザは申請書の名前だけ
わかれば、バックエンド
のシステムを意識するこ
となく快適に利用できま
す。申請書の名前が分
からなくても、”営業”と
いうキーワードを入力する
と、数ある申請書の中から営業に関するも
のだけがリストアップされる機能も便利です」
とIT企画 プロジェクト担当 PMグループ グ
ループリーダーの佐伯 武志氏は語る。
　さらに、申請フォームの入力方法がすぐに
わかるように、オリジナルのヘルプ画面を作成
している。すべての申請フォームにヘルプボタ
ンを用意し、それをクリックすることで操作方
法が一目でわかる仕組みになっている。
　「人事総務の業務範囲では、最終的に
申請書を50種類に絞り込んでシステムに
実装しました。その際、ヘルプ画面に実際
の入力例を表示し、申請する際の注意点
も明記しました。それを見れば誰でもすぐ
に申請できるので、現場からは好評です。
以前は、申請書の書き方などに関する問
い合わせが数多く寄せられていましたが、
新システムを構築してからは問い合わせ件
数が一気に減りました」と人事総務 人事 
人事情報グループ グループリーダーの

西澤 泰彦氏はスムーズな運用サポートを強
く意識していたと語る。
　システムの運用展開にあたり各地の拠
点に出向き、テレビ会議を活用しつつ説明
会を実施し、2012年6月から実運用を開
始した。現在、グループ内の約1000人の
ユーザが日常業務で利用しており、最終的
には2000人強になる見込みだ。
　さらにワークフローと基幹業務システムを
連携させるため、カスタマイズを支援する
オプションの開発キット『eValue NS ワー
クフロー SDK』を導入している。「基幹シ
ステムで申請処理を行うと、バックエンドで

『eValue NS』のワークフローエンジンが
起動し承認申請が上長に届くような、効
率的な運用が最終的な目標です。例えば
営業の社員が特価値引きの見積もりを作
るときには、見積もり作成システムから、値
引き承認を上長に申請します。その申請が

『eValue NS 』を通じて上長に届き、承
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人事総務 
人事 人事情報グループ グループリーダー

西澤 泰彦氏

「もともと人事総務の申請書はExcelベースで
作ったものが多いのですが、『eValue NS ワー
クフロー』はExcelと同じような画面構成になって
いるので違和感なく使えました。今後、基幹系シ
ステムとの連携が実現すれば、より便利になると
思います」

IT企画 
プロジェクト担当 PMグループ グループリーダー

佐伯 武志氏

「『eValue NS ワークフロー』の最新バージョン
では、これまで制限されていた進捗状況の確認
や、相談や合議機能がiPadからも利用できると
聞いています。今後もますますの機能強化に期
待しています」

グループ共通のポータルサイトから、申請･承認業務をワンストップでこなす
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認処理が行われると、結果が見積もり作成
システムに反映される、といった運用を目指
しています」と佐伯氏は語る。

■	 年間約12,000枚の用紙を削減申請フォームの開発効率が20倍向上

　従来、各社では紙の書類での申請・承認
業務が多く存在していた。『eValue NS ワー
クフロー』の新システムへ移行したことでペー
パーレス化が一気に加速。年間で約12,000
枚に上る用紙の削減効果をもたらし、書類保
管スペースも削減された。地方の拠点から本
社へ申請書を郵送する手間も省け、どこかで
紛失する心配もなくなった。
　『eValue NS ワークフロー』には、承認状
況を確認できる機能や申請書を検索できる
機能が標準で実装されており、業務のスピー
ドアップに貢献している。「特に承認を催促で
きる機能は、エンドユーザから
は使い勝手がいいと非常に
好評ですね。また、すべての
申請書が再利用できることも
大きな利点です。過去に一度
申請した申請書を呼び出し、
金額や数量などを書き換える
だけで簡単に再利用できるの
で、便利になったという声も届
いています。こうした機能は、
今までのシステムにはなかった
ので、すごく助かっています」

と佐伯氏は導入メリットを実感している。
　また『eValue NS ワークフロー』の採用
で、申請フォームの開発工数も大幅に削減
できたという。「ノーツのときは、申請フォーム
を作成するのに簡単なものでも2ヵ月くらい、
難しいものであれば半年以上かかっていま
したが、『eValue NS ワークフロー』なら数
日で作成できます。開発効率は20倍以上も
アップしています」と佐伯氏は語る。
　最新のスマートフォンなどのモバイル活用
については、2012年8月から『eValue NS 
モバイルオプション』の運用も開始し、どこに
いても申請・承認業務が行える環境を構築
している。オプションを導入しなくても、ノート
PCやiPadを使えば移動先でも申請・承認
処理をすることは可能だ。しかし承認がすぐ
に下りずに業務が滞ってしまう事態を防ぐ
ため、常に持ち歩いているスマートフォンから

も承認がスピーディに行えるようにしている。
　承認文書の管理には、『eValue NS ド
キュメント管理』を利用している。『eValue 
NS ワークフロー』と連携し、最終的な承認
が下りた申請書は、ドキュメント管理の指定
フォルダにPDFファイルで自動的に保管さ
れる。今後はファイルを消去出来ないよう
制限をかけた上で、何か問題が生じた際に
後から申請内容をチェックし、エビデンスの
管理として利用していく予定だ。
　さらに、今回開発したワークフローを総務
系のテンプレートとして他社に拡販していく
ことも視野に入れている。「当社のシステム
は、複数の仕組みをポータル上で、ワンストッ
プで提供できるため、その仕組みも含めて
提供すれば、お客様にとって大きなメリット
になるはずです」と髙橋氏は今後の外販ビ
ジネスに十分な手応えを感じている。
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http://www.ccbs.co.jp/

C&Cビジネスサービス株式会社のホームページ

JBグループはプライベートクラウド環境の構築を推進している

・会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
・事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものであり、配付される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
・この記載内容は2012年10月現在のものです。
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