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□組織の概要

商号 新日本コンピュータマネジメント株式会社（ＳＣＭ）

Shin-nihon Computer Management Co., Ltd.

代表者 代表取締役社長　神保　敦

設立 1975 年2 月

資本金 9,980万円

従業員数 348 名(2022 年4 月1 日現在)

所在地 ■ 東京本社

〒162-0845

東京都新宿区市谷本村町1-1　住友市ヶ谷ビル14階

TEL：03-6378-7481 FAX：03-6378-7488

■ 大阪本社

〒530-0004

大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島ＮＢＦタワー17階

TEL：06-6345-2585 FAX：06-6345-2586

事業内容 オープン系・Web 系システムの設計・開発

ネットワークシステムの構築・運用

大型汎用システムの設計・開発、及び保守・運用

情報処理に関する支援サービス

プロダクト販売( 機器、自社ソフトなどの販売)

事業年度 ４月～翌年３月

□対象範囲（認証・登録範囲）

登録事業者名

東京本社、大阪本社

対象の従業員数　125 人
（派遣契約（又は請負契約）等の契約先事業所内勤務者を除外）

事業活動

環境管理責任者

専務取締役　神保　聡　TEL：03-6378-7481

新日本コンピュータマネジメント株式会社

対象事業所（当社は以下全事業所を対象に活動に取組んでいます）

ソフトウェアの開発及び保守、ネットワーク構築、
パッケージソフトウェアの販売、並びに人材派遣業務
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【基本理念】 

当社は、地球環境保全が人類共通の重要課題であると考え、法令を遵守し事業活動で

継続的改善に努めることはもとより、“Think globally, Act locally”（地球規模で考え、

足元から行動せよ）を実践する地球温暖化の緩和に向けた取り組みや様々な環境活動

に参加して社会に貢献します。 

【基本方針】 

1. 二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量を削減するため目標を設定し

適切に管理します。

2. 循環型社会の構築を推進するため、省資源、リサイクルの推進に努めます。

3. 環境関連法規等ならびに当社が同意した協定その他を遵守します。

4. 従業員教育と環境活動を通じて明るく活気のある職場づくりを推進します。

5. ソフトウエア開発事業や IT ソリューションの提供を通じて、業務効率化や

コストダウン、人やモノの移動削減、資源・エネルギーの消費抑制などの

環境負荷低減により、地球環境の保全に努めます。 

制定：２０１６年２月２６日 

改訂：２０１８年１０月１０日 

新日本コンピュータマネジメント株式会社 

代表取締役社長 神保 敦 
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制定日　2016年　2月26日
改訂日  2022年  6月24日

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・環境活動に関する文書・記録類の管理
・環境活動レポートの作成、公開

エコ・リーダー
サブリーダー ・各事業所の環境活動を推進

・環境活動の取組結果を代表者へ報告
環境事務局 ・環境委員会の事務局

・従業員へ環境に関する教育・訓練の実施

・代表者による全体の評価と見直しの実施
・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築・運用

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知
・環境管理責任者の任命
・環境経営目標設定の承認

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

環境管理責任者
(神保専務取締役)

代表者
（神保社長）

大阪本社
エコ・リーダー
サブリーダー

東京本社
エコ・リーダー
サブリーダー

全従業員

環境委員会
環境事務局（総務部）
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□中長期目標主な環境負荷の実績
基準値

2014年度 2019年 2020年 2021年

kWh

kg-CO2

kg データなし

□今期の目標及びその実績 　評価表示　（達成＝◯、　未達成＝×、　評価なし＝－）

基準値 目標値 実績値

kWh 124,503 117,033 95,338 〇

kg-CO2 79,558 74,784 36,459 〇

kg 2,224

（2016年度）

基準値 : 電力使用量/二酸化炭素排出量　2014年度データ。東京・大阪本社ともに一律 東京電力（株）0.505kg-CO2/kWh（基礎）にて算出。

基準値 : 一般廃棄物排出量のみ（＊）    2016年度データ使用。

　2021年度：東京電力エナジーパートナー株式会社　CO2排出係数 0.441kg-CO2/kWh

　2021年度：関西電力株式会社　　　　　　　　　　　  CO2排出係数 0.318kg-CO2/kWh

□中長期目標
基準値

kWh 124,503 115,788 114,543 113,298

kg-CO2 79,558 73,989 73,193 72,398

kg 2,224 1,868 1,801 1,735

二酸化炭素排出量

一般廃棄物排出量

環境に配慮した製品の促進
ソフトウエア開発事業やITソリューションの提供を通じて、業務効率化やコストダウン、

人やモノの移動削減、資源・エネルギーの消費抑制などの環境負荷低減により、地球環境の保全に努める

2014年度 2022年度 2023年度 2024年度

電力使用量の削減

環境に配慮した製品の促進
ソフトウエア開発事業やITソリューションの提供を通じて、業務効率化やコストダウン、

人やモノの移動削減、資源・エネルギーの消費抑制などの環境負荷低減により、地球環境の保全に努める

電気事業者別排出係数（R１年度実績（R3.1.7公表/R3.7.19一部追加・更新、調整後）

水使用量は、ビル共有部のためテナント把握不可、対象外とする。

項　目 単位

目標値

×

項　目 単位 目標達成状況
2014年度 2021年度 2021年度

電力使用量の削減

二酸化炭素排出量

一般廃棄物排出量 1,935 2,045

一般廃棄物排出量 2,051 2,015 2,045

項　目 単位

環境負荷実績

二酸化炭素排出量 79,558 44,884 37,936 36,459

電力使用量 124,503 99,229 95,537 95,338
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□環境経営計画及び取組結果とその評価

活動：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

活動

1 空調の適正化（冷房２６～２８℃ 暖房２0～２３℃） ○

2 ◎

3 ○

4 ◎

5 ◎

6 ◎

1 ◎

2 ◎

3 ◎

4 ◎

1 〇

2 〇

〇

　「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを
　　日本委員会」を支援
　　2020年度より継続活動

リサイクル活用とCO2削減のため、ペットボトルキャップを
収集し、「プラスチックリサイクルの大栄環境株式会社」へ
引渡しプラスチックパレットに生まれ変わります。

・途上国の子供たちにワクチンを贈ろう
２０．７kg（約９，９５０個分）
ワクチン　１６人分

・東京都中野区中野ボランティアセンター

・大阪府吹田市吹田区役所

取組計画 取組結果とその評価

室内ブラインド使用による遮熱性・断熱性向上

扇風機・サーキュレータ等による室温の均等化

電力使用量および二酸化炭素排出量の削減　　数値目標　〇

3 　感染拡大防止に向けて『次亜塩素酸水』寄贈

・兵庫県西宮市ワークホームつつじ

・大阪府和泉市和泉市役所
〇

リサイクルによる事務備品の有効活用

フードバンク支援
2020年度より継続活動

環境に配慮した製品の販売を促進し
通期でBlueSweeperを4社、STAFeeを4社販売・導入
できた。
セミナーにおいてもWEB配信形式を積極活用することで
不要な紙の削減に努めることができた。

1

一般廃棄物の排出量の削減　数値目標　×

ゴミ分別の周知徹底

消耗品の詰替利用
・ゴミ分別は、ポスター掲示により周知し継続中。

・事務備品の有効活用を継続中。

・緩衝材等は購入品資材をリユース。

室内不在エリア　消灯・エアコンＯＦＦ励行

ノーネクタイ等のクールビズ対応

・全体的に室内ブラインド使用による遮熱性・断熱性向上と
クールビズとウォームビスを継続中。

・東京本社は、個別空調のため不在エリアの
消灯・エアコンOFFの節電を実施した。

・大阪本社は、座席位置やサーキュレータ設置により
執務エリア内の室温差は解消されつつあるが、湿度や
天井からの風向きにより温度差が生じるため、今後も
定期的な温湿度計の確認を継続し空調の適正化に努めたい。ひざかけ等の使用でウォームビズ対応

購入品（段ボール・緩衝材）のリユース

紙利用削減にも貢献する事を目的に
BusinessWorkFlow(当社パッケージソフト)販売に
取り組んだ結果、５つの自治体へ納入した。

・防災備蓄品の入替
飲料水２ℓ×6本×60箱と防災備蓄食品５７６食を寄贈。

・全社でフードドライブ活動を実施  72品  を寄贈

・ふーどばんくOSAKA
大阪市北区扇町公園でのボランティア活動(６月・８月）
「コロナにかつ！いのちをつなぐ緊急「食」支援」

環境に配慮した製品の促進

社会貢献活動　他

ソフトウエア開発事業やITソリューションの
提供を通じて、業務効率化やコストダウン、
人やモノの移動削減、資源・エネルギーの
消費抑制などの環境負荷低減により、
地球環境の保全に努める
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責任者

 二酸化炭素排出量削減

・空調の適正化（冷房26～28℃、暖房20～23℃）

・室内ブラインド使用による遮熱性・断熱性向上

・扇風機・サーキュレータ等による室温の均等化

・室内不在エリア　消灯・エアコンOFF励行

・ノーネクタイ等のクールビズ対応

・ひざかけ等の使用でウォームビズ対応

 廃棄物排出量削減

 水使用量の削減

共用部のため

使用量把握不可
・節水運動（節水ステッカー貼付や従業者相互の声掛け）

  事業活動 

 食品ロスへの取組み

 全従業者

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・フードバンク活動に賛同し活動支援（ボランティア活動含）および社内防災備蓄品の寄贈

 ボトルキャップを集めてワクチンを贈ろう

総務部

（全従業者）

総務部

（全従業者）

・ペットボトルキャップを収集しリサイクル会社へ引渡した原料相当額が途上国の子供たちに

ワクチンを贈る「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」を支援します。

総務部
（全従業者）

【大阪本社】大阪市まち美化パートナー制度へ参画　＜アクア堂島ＮＢＦタワー　ー　桜橋交差点＞

・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚

 東京本社・大阪本社周辺の清掃活動
総務部

（全従業者）
【東京本社】ポイ捨てゴミが目立つ市ヶ谷橋周辺の清掃　＜住友市ヶ谷ビル－市ヶ谷橋－市ヶ谷駅＞

2022年度　環境経営計画

電力

使用量削減

総務部

（全従業者）

取組目標と関連するSDGｓ

・フードドライブ：家庭の食品ロス（家庭で眠っている食品）を集めてフードバンクへ寄贈

・ゴミ分別の周知徹底

・消耗品の詰替利用

・リサイクルによる事務備品の有効活用

・ソフトウエア開発事業やITソリューションの提供を通じて、業務効率化やコストダウン、

人やモノの移動削減、資源・エネルギーの消費抑制などの環境負荷低減により、地球環境の

保全に努める

各部門責任者
（全従業者）

各部門責任者

（全従業者）

総務部

（全従業者）

7



□環境関連法規等の遵守状況

評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

環境関連法規制の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

2022年6月27日

代表取締役社長　神保　敦

・マニフェストの保管

家電リサイクル法 ・特定家電製品廃棄時の処理費（家電リサイクル券購入）

・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な事業者に委託

東京都帰宅困難者対策条例
・従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、

大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と
連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。

事業活動では前年度に引き続き新型コロナウィルス感染予防対策の一環として、電子帳簿保存法対応の電子文
書保存システムやクラウド型経費精算・申請システムの提供に加え、公共機関向けクラウドサービスによるオ
ンライン申請システムの開発、職員向けテレワーク用ＰＣ環境構築等のICTを活用したソリューションを顧客
に提供した。
業務運営では在宅勤務、時差出勤等の体制を継続。電力使用量は目標をクリアしたが、廃棄物削減は従業員数
の増加もあり目標未達となった。他方でWEBツール、クラウドサービスの活用により社内業務のペーパーレ
ス化、出張等の移動時間の削減につながった。
CSR活動としては地域清掃や環境保全のための活動は感染防止の制限で一部活動に留まったものの、防災備
蓄品の提供、フードドライブ活動、ボトルキャップ活動により、社会貢献と従業員のSDGsの取組み意識の醸
成を図った。
今後に向けて、テレワーク環境下における業務処理の電子化加速とペーパーレス化の推進により、場所にこだ
わらない業務運営、スムーズなコミュニケーション環境の構築に取り組むことを指示した。

資源の有効な利用の促進に関する法律
・製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努める
・分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、

事業者が実施する措置に協力

尚、関係当局よりの違反の指摘、利害関係者からの訴訟等は、ありません。

法規制等の名称 要求事項

・廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)の適正処理

・許可業者と委託契約書の締結・保存

・産業廃棄物の運搬・処分等の委託の基準の遵守廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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フードドライブ活動
　東京本社 　大阪本社

２０２１年　　４月

２０２１年　　６月

２０２１年　　７月

２０２１年　　６月
８月

２０２１年　　８月

２０２１年　１０月

　食

◇2021年6月7日ワクチン約4人分

◇2021年12月7日ワクチン約6.2人分

　ボトルキャップを集めてワクチンを贈ろう

2021度　環境活動紹介

　食品ロス削減への取組み

ふーどばんくOSAKA活動

          ボランティア参加

ふーどばんくＯＳＡＫＡ支援
　東京本社より防災備蓄食２７６食を寄贈

　大阪本社より防災備蓄食１８０食、保存水２ℓ✕６本入×２０箱を寄贈

　東京本社より防災備蓄食６０食、保存水２ℓ✕６本入×４０箱を寄贈

　ふーどばんくOSAKA活動「コロナにかつ！いのちをつなぐ緊急「食」支援」
　大阪市北区扇町公園にてボランティア活動

　東京本社より防災備蓄食６０食を寄贈

　東京・大阪本社のフードドライブ食品を寄贈

リサイクル活用とCO2削減
当社は、ペットボトルキャップを収集し「プラスチックリサイクルの大栄環境株式会社」へ引渡し
プラスチックパレットに生まれ変わります。その原料相当額は途上国の子供たちにワクチンを贈る
「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」を支援しています。

◇2021年8月17日ワクチン約2.1人分

◇2022年2月９日ワクチン約3.7人分
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2021度　環境活動紹介

　地域活動　中之島ガーデンブリッジ環境美化活動 

　　　地域の皆様と活動しています。
　　　 ４月　春の花苗500 株植付け作業
　　　７月　花の苗抜きとウッドチップ作業

　　　１２月   花植え活動

　地域活動　まち美化活動　大阪本社

　大阪本社では、大阪市が設定したノーポイモデルゾーン内で清掃活動を行っています。
　活動エリアに『まち美化パートナーサイン』が設置されています。

大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会 “クリーンUP”作戦
 例年どおりに活動申し込みをしたが新型コロナウイルスの感染拡大に伴い活動中止。

　地域活動　感染拡大防止に向けた取組み
次亜塩素酸水の寄贈

2021年8月

・東京都中野区中野ボランティアセンター

・大阪府吹田市吹田区役所

・大阪府和泉市和泉市役所

・兵庫県西宮市ワークホームつつじ
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どんなときでも、ビジネスを止めないワークフローシステム

開発元
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町 2-9-8　Daiwa 日本橋堀留町ビル 4F
TEL : 03-5643-2151 ( 代表 )　FAX : 03-5643-2158

Case Study

文書管理システムとの連携で、内部統制を実現

Business WorkFlowと文書管理システムを連携させ、
承認済み書類を一括管理。

Business WorkFlow で承認を得た文書は、共有フォ
ルダを介して文書管理システムに取り込まれ、文書管理
システムで閲覧できるようにしました。内部統制が徹底
され、業務効率化にもつながりました。

導入内容

導入効果

文書管理
システム

Business
WorkFlow

❶申請 ❷承認 ❸最終承認

共有
フォルダ

●XML
●承認履歴
●申請書

文書管理システム側

Business WorkFlow側

❹ドキュメント出力

❺ドキュメント登録

❻承認履歴　申請書参照

Business WorkFlow サービスお問い合わせ
TEL

03-5643-2155
MA I L

bwf_sales@scm-net.co.jp

Business
WorkFlow

主要機能一覧

組織図設定 部署の設定を行います。部署の追加、移動、削除はグラフィカ
ルに行えますので、容易に設定ができます。　

作業の割り当て １つの処理に対して複数の人が対象となった場合、上位権限
者か作業の少ない者に自動的に割り当てる設定ができます。
同職制が複数人いる場合、全員の承認を必要とするか、１人
の承認でよいかの設定も行えます。

条件による
処理の決定

経路に分岐が設定されている場合、フォーム項目に入力され
た内容、もしくは申請した社員の部署を分岐の条件に設定で
きます。

計算機能 ビジネスモデルのフォーム定義で計算式を埋め込むことが
できます。

申請フォーム
設定

設定可能な入力形式は、テキストボックス・テキストエリア・選
択項目・複数選択項目・ラジオボタン・チェックボックスです。

シングル
サインオン

Web上で稼働する別アプリケーションから認証情報を受け
継ぎ、ログイン画面を通さずに認証チェックすることができ
ます。

外部システム
連携

申請や承認など何らかのアクションが起きた後、設定したプ
ロシージャや実行ファイルを起動させることができます。設
定はビジネスモデルごとに行えます。

組織図

ビジネスモデル

外部システムとの連携

旧組織図申請 新組織図に移行後でも、旧組織図での申請を行うことができ
ます。

下書き・
再申請機能

頻繁に使用する申請書に予めデータを入力しておくことで
自分専用のテンプレートとして使用することができます。
また、取消し・却下された申請書も再申請が行えるので、再入
力の手間が省けます。

作業の進捗・
滞留状況・
処理日表示

自分が処理した申請書類の進み具合とステータスを一覧形
式でリアルタイムに確認できます。

代理承認 長期出張時などに代理承認者を事前にたてておくことで、業
務の滞りを防ぎます。

代理申請 申請権限を譲渡した社員に代わり申請を行うことができま
すので、申請の遅れなどを防ぎます。

申請取消 申請書の不具合や誤り発見時、申請者は申請を取消すことが
できます。関係者へのメール通知も自動で行います。

引き上げ承認 下位の処理者の処理を待たずに、上位処理者が申請書を引き
上げて承認できます。下位の処理者は承認を飛ばされても、
申請書の内容を確認することができます。

経路変更 申請、処理時に、申請内容によって申請者、処理者が経路の変
更を行うことができます。

申請

11



メンテナンスが簡単
管理作業を全てWEBで行うことができ、専用ツールを管理者の端末にインストールする必要がありません。
マウス操作で簡単に設定ができ、ITに関して高いスキルがなくても、運用が可能です。また、帳票をメンテナ
ンスするツールも付属しています。ンスするツールも付属しています。

フォームの事例

申請、承認、決裁、保管。
ビジネスの基本を、止めない・曖昧にしない。

業務内容にあわせて、様々なフォームを簡単に設定できます。

ビジネスの基本を、止めない・曖昧にしない。ビジネスの基本を、止めない・曖昧にしない。
日常業務の根幹を支える、稟議書・報告書・経費精算や各種届出などのワークフロー。
一連のプロセスの遅滞や、文書の管理不備などによって、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。
「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ
ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。
「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ
ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。

申請業務の進捗、履歴
を一括管理。内部統制
を徹底します。

見える化
業務の

申請業務をWEB上で
管理するので、意思決
定を迅速化。コスト削
減につながります。

効率化
業務の

「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ
ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。
「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ
ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。

メンテナンスが
簡単

「Business WorkFlow」は、業務の流れを電子化し、業務の見える化・効率化につなげられるワークフ
ローシステムです。内部統制を徹底し、お客様のビジネスを加速していきます。

多言語対応

申請業務の進捗、履歴
を一括管理。内部統制

様々な要件に
対応

申請業務をWEB上で申請業務をWEB上で
管理するので、意思決管理するので、意思決
定を迅速化。コスト削
減につながります。

内部統制 を徹底します。定を迅速化。コスト削
減につながります。
定を迅速化。コスト削
減につながります。

システム
連携

は、ここが違う。

様々な要件に対応

フレキシブルなシステム連携
イベント（申請、承認、決裁など）後にプログラムを埋め込み、自由に処理を加えることができます。
また、DB構造を公開しているので、自由に二次加工してデータを活用頂けます。

様々な要件に対応様々な要件に対応

申請者・承認者が例外的に経路の
変更を適宜行うことができます。

例外パターンも設定可能
日本語だけでなく、英語、中国
語、ドイツ語といった多言語での
利用実績があります。インター
ネットを通じてワークフローを共
有し、グローバルな意思決定の
迅速化を図ることができます。

多言語に対応

迅速化を図ることができます。

Business WorkFlow他システム 他システム

認証DB

DB

紙（PDF）に印刷したり、

フォルダに出力したり、

DBに書き込むことが可能
DB

申請

承認

決裁

ログインの認証情報（ID、パスワー
ド）は他システムのものを使えます。

イベント（申請、承認、決裁など）後に
制御プログラムを埋め込みオンライ
ンで処理できます。

DB構造は公開していますので、他シ
ステムからの参照利用もできます。

また、DB構造を公開しているので、自由に二次加工してデータを活用頂けます。

Business WorkFlow

DBに書き込むことが可能
DB

申請

承認

決裁

申請

承認

イベント（申請、承認、決裁など）後にイベント（申請、承認、決裁など）後に
制御プログラムを埋め込みオンライ
ンで処理できます。

DB構造は公開していますので、他シDB構造は公開していますので、他シ
ステムからの参照利用もできます。

また、DB構造を公開しているので、自由に二次加工してデータを活用頂けます。また、DB構造を公開しているので、自由に二次加工してデータを活用頂けます。

他システム

認証DB

ログインの認証情報（ID、パスワーログインの認証情報（ID、パスワー
ド）は他システムのものを使えます。

DB構造は公開していますので、他シ
ステムからの参照利用もできます。

見える化
業務の

効率化
業務の業務の

メンテナンスが

業務の

多言語対応

見える化効率化

Business
WorkFlow

Business WorkFlow

様々な要件に対応

申請者・承認者が例外的に経路の
変更を適宜行うことができます。

例外パターンも設定可能

利用実績があります。インター
ネットを通じてワークフローを共ネットを通じてワークフローを共
有し、グローバルな意思決定の

申請⇒精算といった、一連の業務フ
ローも含めて設定が可能です。

業務フローも設定可能

[フォーム事例1]起案書 [フォーム事例2]経費計算書 [フォーム事例3]出張申請書

マウス操作で簡単に設定ができ、ITに関して高いスキルがなくても、運用が可能です。また、帳票をメンテナ

日本語だけでなく、英語、中国日本語だけでなく、英語、中国
語、ドイツ語といった多言語での語、ドイツ語といった多言語での
利用実績があります。インター利用実績があります。インター

多言語に対応
日本語だけでなく、英語、中国
語、ドイツ語といった多言語での
利用実績があります。インター

多言語に対応
申請⇒精算といった、一連の業務フ申請⇒精算といった、一連の業務フ
ローも含めて設定が可能です。ローも含めて設定が可能です。

業務フローも設定可能

組織図設定 ビジネスモデル設定経路設定

通常の申請ルート

例外的申請ルート

申請書・稟議書
精算書・報告書
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例外的申請ルート

申請書・稟議書
精算書・報告書
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東京都新宿区市谷本村町1番1号　住友市ヶ谷ビル14F 

TEL：03-6378-7481（代表）FAX：03-6378-7488 

どんなときでも、ビジネスを止めないワークフローシステム

開発元

Case Study

文書管理システムとの連携で、内部統制を実現

Business WorkFlowと文書管理システムを連携させ、
承認済み書類を一括管理。

Business WorkFlow で承認を得た文書は、共有フォ
ルダを介して文書管理システムに取り込まれ、文書管理
システムで閲覧できるようにしました。内部統制が徹底
され、業務効率化にもつながりました。

導入内容

導入効果

文書管理
システム

Business
WorkFlow

❶申請 ❷承認 ❸最終承認

共有
フォルダ

●XML
●承認履歴
●申請書

文書管理システム側

Business WorkFlow側

❹ドキュメント出力

❺ドキュメント登録

❻承認履歴　申請書参照

Business WorkFlow サービスお問い合わせ

Business
WorkFlow

主要機能一覧

組織図設定 部署の設定を行います。部署の追加、移動、削除はグラフィカ
ルに行えますので、容易に設定ができます。　

作業の割り当て １つの処理に対して複数の人が対象となった場合、上位権限
者か作業の少ない者に自動的に割り当てる設定ができます。
同職制が複数人いる場合、全員の承認を必要とするか、１人
の承認でよいかの設定も行えます。

条件による
処理の決定

経路に分岐が設定されている場合、フォーム項目に入力され
た内容、もしくは申請した社員の部署を分岐の条件に設定で
きます。

計算機能 ビジネスモデルのフォーム定義で計算式を埋め込むことが
できます。

申請フォーム
設定

設定可能な入力形式は、テキストボックス・テキストエリア・選
択項目・複数選択項目・ラジオボタン・チェックボックスです。

シングル
サインオン

Web上で稼働する別アプリケーションから認証情報を受け
継ぎ、ログイン画面を通さずに認証チェックすることができ
ます。

外部システム
連携

申請や承認など何らかのアクションが起きた後、設定したプ
ロシージャや実行ファイルを起動させることができます。設
定はビジネスモデルごとに行えます。

組織図

ビジネスモデル

外部システムとの連携

旧組織図申請 新組織図に移行後でも、旧組織図での申請を行うことができ
ます。

下書き・
再申請機能

頻繁に使用する申請書に予めデータを入力しておくことで
自分専用のテンプレートとして使用することができます。
また、取消し・却下された申請書も再申請が行えるので、再入
力の手間が省けます。

作業の進捗・
滞留状況・
処理日表示

自分が処理した申請書類の進み具合とステータスを一覧形
式でリアルタイムに確認できます。

代理承認 長期出張時などに代理承認者を事前にたてておくことで、業
務の滞りを防ぎます。

代理申請 申請権限を譲渡した社員に代わり申請を行うことができま
すので、申請の遅れなどを防ぎます。

申請取消 申請書の不具合や誤り発見時、申請者は申請を取消すことが
できます。関係者へのメール通知も自動で行います。

引き上げ承認 下位の処理者の処理を待たずに、上位処理者が申請書を引き
上げて承認できます。下位の処理者は承認を飛ばされても、
申請書の内容を確認することができます。

経路変更 申請、処理時に、申請内容によって申請者、処理者が経路の変
更を行うことができます。

申請

��-����-����  　
TEL

■〒162-0845■

MA I L

bwf_sales@scm-net.co.jp
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hideto-nukaga
テキスト ボックス
カラー複合機　　　bizhub C754Series / C364Series / C554Series / C368Series / C287Series / C658Seriesモノクロ複合機　　bizhub 754Series / 554eSeries / 367Series / 958Series / 368Series / 558Series　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※最新機種に関しては都度お問合せ下さい。

m-miyata
テキストボックス
15



16



D a t a D e l i v e r y に よ り 手 軽 さ を

17



書面で請求書等を受領

電子データで請求書等を受領

DataInput for DataDeliveryは、電子データ保存を手軽に実現するWebアプリケーションです。

DataDeliveryの設定内容を自動で引き継ぐ
ことにより、簡単な初期設定を行うことだ け
で電子保存を始めることができます。

DataInput for DataDelivery の特徴

DataInput for DataDeliveryとDataDelivery
は同じサーバーに共存することができます。
個 別にサーバー を用 意する必 要 は ありませ
ん。

DataInput for DataDeliveryのライセンス体系
はサーバーライセンスです。
ユ ー ザー 数 は 驚きの 無 制 限 。入 力 業 務 を複
数の担当者に分担することができます。

※DataDeliveryは、JFEシステムズ株式会社の登録商標です。
電子帳簿保存法の全区分（帳簿書類・スキャナ・電子取引）に対応した電子証跡システムです。

営業

総務

経理

入力・添付

受領する請求書等の電子保存を始めたい！

■大阪本社　〒���-����　大阪市北区堂島浜�丁目�番��号　アクア堂島ＮＢＦタワー��F
■東京本社　〒���-����　東京都新宿区市谷本村町�番�号　住友市ヶ谷ビル��F

新日本コンピュータマネジメント株式会社
IT サービス本部　ソリューションサービス部

開発元

��-����-����　   　 sol@scm-net.co.jp

ライセンス費用
���,��� 円（税抜価格：���,��� 円） ��,��� 円（税抜価格：��,��� 円）

保守費用 ( 年額 )

DataInput for DataDeliveryの使い方

価格

DataInput for DataDelivery で実現しませんか？

入力・添付

電子帳簿保存法
に対応

入力・添付

取引先 請求書等 スキャナ 画像データ

Input

システム連携

DataDelivery
電子保存

DataInput
for DataDelivery

DataInput
for DataDelivery

DataInput
for DataDelivery

DataInput
for DataDelivery

取引先

Input
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経費精算 ・ 申請業務をクラウドで一元管理 ！
コストカット と ヒューマンエラーの防止を実現

これからは
もっとスマートに！

クラウド型経費精算・申請システム

そのコマリゴト、
クラウド型経費精算 ・ 申請システム STAFee が解決します！

入力画面カスタマイズ 汎用ワークフロー 電子帳簿保存法対応

DataDelivery*¹ と連携することで電子
帳簿保存法に対応することができます。

こんなコマリゴトありませんか？

申請様式と入力項目を自由にカスタマ
イズできるので、現行の申請様式と運
用を踏襲することができます。

経費精算はもちろん、経費精算以外の
ワークフロー業務も標準機能で電子化
することができます。

オプション

stafee 検索

無料トライアル実施中！詳細は当社 HPまで

*¹... DataDelivery は JFE システムズ株式会社の登録商標です。

ペーパーレスを推進したいが、業務のやり方は変えたくない

業務ごとにワークフローシステムを使い分けたくない

過去の書類を書庫や倉庫から探す手間を省きたい

☑

☑

☑
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クラウド型経費精算・申請システム

STAFee室 
Tel : �� - ���� - ����　Mail : saas_sales@scm-net.co.jp開発元

わずらわしい決裁業務から解放されませんか？

多彩な機能がスマートな決裁業務をサポート

STAFee なら業務内容に関わらず、決裁業務を一元化することが可能です。
様々な決裁業務を � つのシステムに集約することでスマートな決裁業務を実現します。

● ダッシュボード
● 各種精算メニュー登録
● 各種申請メニュー登録
● 入力項目のカスタマイズ
● ラベル機能
● 仮払金申請、仮払金引当
● 精算内容の Excel 取込
● 証憑・添付ファイルの一元管理、一括アップロード
● 駅すぱあと *¹ 検索
● 定期区間の自動控除
● 証憑タイムスタンプ付与
● 代理申請
● 指定社員への支払
● アカウントごとの精算・申請メニュー使用可否設定
● 発注伺い、注文書発行
● 外貨対応

● 申請内容に応じた汎用ワークフロー
● 多段階の承認フロー作成
● 金額・申請者・役職・申請組織等による条件分岐
● プレビューモード
● 承認者による追記と変更
● 承認履歴管理
● 代理・代行承認
● 役職兼務・部門兼務に対応
● 承認依頼メールからのダイレクト遷移

*¹... 駅すぱあと は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。      *²... DataDelivery は JFE システムズ株式会社の登録商標です。

大阪本社： 〒��� - ����　大阪市北区堂島浜 � - � - ��　アクア堂島NBFタワー ��F
東京本社： 〒��� - ����　東京都新宿区市谷本村町 � - �　住友市ヶ谷ビル ��F

新日本コンピュータマネジメント株式会社

無料トライアル実施中！

詳細は当社 HP まで
https://stafee.scm-net.co.jp

● 科目振分
● 出金判定
● 出金登録
● 出金管理、仮払残高管理

● 組織管理
● 社員管理
● ログインアカウント管理
● 機能権限管理

● アドオン開発
● 電子帳簿保存法対応 (DataDelivery*² 連携)
● AI-FAQ (KotaMi)

● メンテナンス停止
● メール設定
● シングルサインオン

● EB データ生成
● 仕訳データ生成
● 経理拠点

● 取引先管理
● 社員口座管理
● マスタ Excel 取込
● 出金予定日・締日管理

稟議書回付 物品購入依頼

精算・申請

ワークフロー ⊕

経理

マスタ

オプション

システム設定

公印捺印請求
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問い合わせ対応を
AIで効率化！

答えに導くFAQ
クラウド型　AI-FAQサービス

21



パソコン パソコン

ユーザーサイト 管理者サイト

FAQ・文書の検索 FAQ・文書の管理

IBM Cloud

※ IBM Cloud は International Business Machines Corporationの商標です。
※ Google Cloud は Google LLC の商標です。

Web App 外部システム

Web App

IBM Cloud
Watson Discovery

大量のデータを検索するとともに、適切な
意思決定を支援するツール

外部システムとの連携や単独での使用も可能です。

※ IBM は International Business Machines Corporation の商標です。

AIがFAQの内容を分析し学習する『クラウド型AI-FAQサービス』

聞きたいことを文章で検索！

人に問い合 わせをするかのように、聞
きたい事を文章で検索できます。 
検索結果を利用者が評価することで、
求めているFAQをAIが学習し、使えば
使うほど答えにたどり着きやすくなる

『答えに導くFAQ』です。

Point�
ナレッジの蓄積が可能！

FAQでは解決しない場合でも『誰か教え
て！』を活用すれば、ユーザー間で知識を
共有し、解決に導く事が出来ます。
解決した質問内容はFAQとして公開する
ことにより、ナレッジとして蓄積していく
ことが可能です。

Point�
メンテナンスも簡単！

WEB上の編集ツールで、簡単にFAQの作
成・編集が可能です。また、文書をそのま
ま登録することも可能で、直接文書内を
検索することができます。
さらに、統計情報から必要とされている
FAQがわかります。

Point�

Client

KotaMi 概要

機能・動作環境について
ユーザーサイト

・自然文検索

・カテゴリ検索

・閲覧数の多い情報

・類似する FAQ

・類似する文書

・誰か教えて！

・FAQ 管理

・文書管理

・検索ランキング

・文書評価ランキング

・FAQ 登録候補提示

・統計

・ユーザー管理

・各種設定

Windows

・Google Chrome（最新バージョン）

・Mozilla Firefox（最新バージョン）

KotaMi サービス全体図 KotaMi 構成図

OS・対応ブラウザ

管理サイト

macOS

・Google Chrome（最新バージョン）

・Safari（最新バージョン）

・Microsoft Edge（最新バージョン）

社内・社外向けの FAQ システムとして活用いただくことで
問い合わせ対応を AI で効率化することが可能です。

詳しくは下記までお問い合わせください。

■東京本社　〒���-����　東京都新宿区市谷本村町�番�号　住友市ヶ谷ビル��F
■大阪本社　〒���-����　大阪市北区堂島浜�丁目�番��号　アクア堂島ＮＢＦタワー��F

新日本コンピュータマネジメント株式会社
IT サービス本部　ソリューションサービス部

開発元

��-����-����　   　 ai-tech@scm-net.co.jp　   https://kotami.scm-net.co.jp/

お問い合わせ
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