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対応ソリューション
■SAP S/4HANA 商社向け導入テンプレート
Add-Value for Trading

■SAP S/4HANA 製造業向け導入テンプレート
Add-Value for Manufacturing

■Add-Value POCサービス

■SAP S/4HANA 移行支援サービス
Add-Value for Migration

■SAP S/4HANA 電子記録債権/手形管理 アドオン製品
Add-Value for 電子記録債権/手形管理

SAP S/4HANA
商社向け導入テンプレート

Add-Value
for Trading

POINT 01

商社に必要な業務シナリオを網羅

商社の基幹業務に必要な機能を網羅。
SAP標準機能ではカバーできない日本固有の
業務シナリオに対応できます。
国内取引や輸出入など、

商社業務に特化した機能を実装した、
SAP S/4HANA導入テンプレート。
SCSKが長年培った

商社でのSAPシステムの実績や
ノウハウをもとに開発し、

導入期間もコストも軽減。
効率よくSAP S/4HANAを
導入できます。

POINT 02

の開発で得たノウハウを活用

商社向けのSAP標準モジュールをSAP社と共同開発。
そのノウハウを活用したシステム構築を行います。

※GTM＝Global Trade Management

POINT 03

 社以上の豊富な導入実績

年以降、社以上のお客様にご利用いただいています。

WEBサイトでご紹介しています

https://www.scsk.jp/sp/sap/

SAP社の次世代ERP製品SAP S/4HANA対応のトータルサービス「Add-Value」。
SCSKが長年のSAPシステム導入実績で培ったノウハウを、テンプレートやサービスとしてご提供します。

Add-Value for Trading

日本の商社特有の商習慣に対応した機能を実装
POINT 01
POINT 02

商社の基幹業務に必要な業務機能にスコープし、日本の商社特有の多様な業務シナリオに対応。

SAP社と協同開発したモジュールベースで、
国内や輸出入、
三国間貿易など、
取引業務に必要な機能を標準装備。
SAP標準機能にない、
直送取引や諸掛管理も対応。

業務スコープ

契約管理

・引合、見積
・受発注同時
・成約残管理
・無償品管理
・成約一括承認
・即時物流計上
・項目追加

物流管理

貿易管理

・物流依頼
・貿易帳票編集
・明細ロット分割 ・輸入関税
・成約残打ち切り ・海上保険料
・伝票フロー管理

ロジスティクス
計上管理

・売買計上
・返品計上
・社内売買計上
・計上赤黒訂正

諸掛管理

在庫管理

・予定諸掛
・確定諸掛
・概算諸掛
・追加諸掛
・単独諸掛
・一括諸掛

・数量調整
・在庫評価
・在庫廃棄
・在庫転送
・輸入未着管理
・在庫引当

加工

・加工費計上
・品目加工振替

SAP S/4HANA

一般会計

・伝票転記
・反対仕訳
・伝票取込
・繰返伝票
・付替伝票
・社内金利

債務計上

・支払計上
・海外支払依頼
・海外支払決済

債権計上

・入金計上
・海外入金依頼
・海外入金決済

会計

与信管理

・与信限度額
・与信残高
チェック
・与信残高管理

日本特有の業務シナリオに対応

外為管理

管理会計

・社外予約入力
・予約延長/前倒
・予約残高管理
・事前振当
・事後振当
・外貨評価

・予算入力
・予実管理
・収益性分析
・共通費配賦

固定資産

・資産取得
・資産振替
・売却・除却
・リース管理
・減価償却
・シミュレーション
・過年度修正

国内

直送 、在庫仕入、在庫販売

返品

売上返品、仕入返品

輸入

直送 、在庫仕入

在庫管理

置場移動、
ステータス変更、組織間転送、
目欠・目増・廃棄、商品振替、在庫単価変更

輸出
海外

金額調整

消込管理

直送 、在庫販売

直送 、在庫仕入、在庫販売

売掛金追加計上、売掛金赤計上、
買掛金追加計上、買掛金赤計上

※詳細はWEBサイト
（ https://www.scsk.jp/sp/sap/ ）でご案内しています

ご相談はこちらから

諸掛

計上管理

支払依頼、入金依頼

諸掛計上

計上分析

sap-info@ml.scsk.jp

0800-500-4000

携帯電話でのお問い合わせ 03-6670-2990 【受付時間】9:00～18:00（ 土・日・祝日、
年末年始、
当社指定日を除く）

SAP S/4HANA
製造業向け導入テンプレート

Add-Value
for Manufacturing
POINT 01

組立製造業の広い業務を網羅

自動車部品を中心とした組立製造業への豊富な
ERP導入実績から誕生。
製造業向けの機能を広くカバーしています。

POINT 02

販売、購買、
生産、財務会計、
管理会計など、
組立製造業の業務領域を広くカバーする
SAP S/4HANA導入テンプレートです。

SAP S/4HANAの特長を最大限活用しながら、
システム上の事前設定を提供。

日本の商習慣や固有要件に対応します。

 社のパートナー・ソリューション
国内承認第一号

「短期間、低コスト、高品質で導入できる」SAP S/4HANA
ソリューションとして、SAP社に承認されました。

POINT 03

日本の商習慣を考慮した設計

SAP社のパートナーとして開発支援した
「SAP Best Practices for SAP S/4HANA」をベースに、
日本の商習慣を考慮した機能設計です。

WEBサイトでご紹介しています

https://www.scsk.jp/sp/sap/

SAP社の次世代ERP製品SAP S/4HANA対応のトータルサービス「Add-Value」。
SCSKが長年のSAPシステム導入実績で培ったノウハウを、テンプレートやサービスとしてご提供します。

Add-Value for Manufacturing

組立製造業に必要な業務を網羅
計106フローをカバー

業務スコープ
購買

生産

購買管理

購買計画

入荷管理

内示管理

仕入管理

発注管理

返品管理

生産計画/管理

MRP

（資材所要量計画）

債権管理

生産実績

棚卸管理

固定資産管理

出荷管理

標準原価積上

請求/売上管理
返品管理

マスタ管理

管理会計

部門別費用管理

受注管理

拡張倉庫管理

財務・会計

債務管理

内示管理
検収照合

在庫管理

（入庫/出庫）

一般会計

販売管理

生産計画（※）

在庫受払管理

財務会計

販売・出荷

設備予算管理

部門別収益管理

予算管理/連結会計
予算管理
予実管理

対象外 ：制度連結、管理連結

マスタメンテナンス

プロジェクト管理
プロジェクト管理

※作業スケジューリング等は含みません

業務フロー
販売管理業務

受注業務、内示受注業務、出荷業務、
売上・請求業務、販売価格契約業務

棚卸業務

棚卸業務、月次計画立案業務

財務会計

回収業務、債権回収、固定資産業務、
決算業務、販売価格契約業務

調達・支払業務

調達業務、価格契約業務、支払計算業務

生産計画業務

年度計画立案業務、月次計画立案業務、
日次計画立案業務、製造管理業務

管理会計

在庫管理業務

在庫管理業務

共通業務

年次予算策定業務、標準原価設定業務、

予算見直・実績把握業務、管理会計伝票・締め
処理業務、部門別業績管理・原価管理業務

打切り業務、新規品立上げ業務、設計試作業務

※詳細はWEBサイト
（ https://www.scsk.jp/sp/sap/）でご案内しています

ご相談はこちらから

sap-info@ml.scsk.jp

0800-500-4000

携帯電話でのお問い合わせ 03-6670-2990 【受付時間】9:00～18:00（ 土・日・祝日、
年末年始、
当社指定日を除く）

Add-Value
POC サービス
約2カ月でできる

SAP S/4HANAの簡易適合性検証

SAP S/4HANAを使い、
自社業務との適合性を簡易検証できるPOCサービス。従来の検証手法と比べ短期間で実施できます。
構築後の大まかな姿を可視化できるため、
SAP S/4HANA導入検討や意思決定がスムーズになります。
SAP S/4HANAは自社の業務に
適合するのだろうか？

メインとなる業務プロセスだけでも
SAP S/HANAで検証してみないと、
怖くて手が出せない

Fit＆Gap分析による適合性評価が有効、
しかし…
従来

適合性を検証するだけでも、検証環境を自前で用意しなければならない

→ とても敷居が高かった
SCSKのPOCサービスなら

約2～3カ月で実施できる！

SAPシステムのライセンス購入は不要。
クラウド環境にAdd-Value各種テンプレートを用いることで、簡易的に実施できます。

WEBサイトでご紹介しています

https://www.scsk.jp/sp/sap/

SAP社の次世代ERP製品SAP S/4HANA対応のトータルサービス「Add-Value」。
SCSKが長年のSAPシステム導入実績で培ったノウハウを、テンプレートやサービスとしてご提供します。

Add-Value POC サービス

SAP S/4HANA標準をベースにした検証

POCは、メインとなる業務シナリオ（フロー）を検証対象として定め、簡易プロトタイプ検証を実施するものです。
そのアプローチには下記の2種類が考えられます。本サービスは、①の「TO-BE業務を策定して検証を進めるアプローチ」
ではなく、
「SAP S/4HANAの標準業務プロセスをベースにして、
メイン業務フローと照合する」という②のアプローチを
とるため、約2～3カ月という短い期間での検証が可能です。

アプローチ①

アプローチ②

TO-BE 業務の策定後にプロトタイプ検証
検証ステップ

パッケージ標準業務プロセスをベースとした
プロトタイプ検証
検証ステップ

❶ AS-IS業務の中からTO-BE業務においても

❶ AS-IS業務を整理して

現状の問題点や課題をリストアップ

❷ 問題点や課題を解消するためのTO-BE業務を策定
❸ TO-BE業務を実現するための仕組みを

SAP S/4HANA標準ベースでプロトタイプを構築し、
TO-BE業務との適合性を検証

❶ 課題抽出 ❷ TO-BE業務策定 ❸ プロト構築
❹ 適合性検証

不変的なメインフローを数点抽出し、
今回の検証シナリオとして位置付ける

❷ SAP S/4HANA標準ベースで構築した
プロトタイプに対して

当該メインフローを照らし合わせて適合性を検証
❶ メインプロセス抽出

❸ 適合性検証

SAP
S/4HANA

時間・コスト制約から当該アプローチは
実際の導入プロジェクトにて実施

❷ 標準プロト構築
SAP
S/4HANA

POCの取るアプローチ

POCサービスの4つのプロセス

SAP S/4HANAの概念教育から、簡易プロトタイプ検証の結果報告まで、
４つのプロセスで効果的かつコンパクトに実施します。
SAP S/4HANAの適合度や構築コストが可視化できるので、導入の意思決定に役立ちます。
①初期教育

②簡易プロト準備

③簡易プロト検証

④結果報告

※詳細はWEBサイト
（ https://www.scsk.jp/sp/sap/ ）でご案内しています

ご相談はこちらから

sap-info@ml.scsk.jp

0800-500-4000

携帯電話でのお問い合わせ 03-6670-2990 【受付時間】9:00～18:00（ 土・日・祝日、
年末年始、
当社指定日を除く）

SAP S/4HANA 移行支援サービス

Add-Value
for Migration

SAP S/4HANAへの移行を成功へ導くアセスメントサービス

影響分析からプロジェクト実施までに必要な作業をパッケージで提供するアセスメントサービスです。
アセスメントによって適合性や影響度などを事前に分析・見える化し、
移行計画を精緻に立てることで、移行の効率化とリスク軽減をご支援します。
移行後のシステム変更点を
把握した上で実行を進めたい…

計画通りの納期、費用、品質で
移行できるのか？

移行による業務への影響を
最小限に抑えたい…

移行を成功させるためには「アセスメント」
が重要！
point

SAP S/4HANAへの移行は、従来の「SAP ERPのバージョンアップ」とは異なります。
アセスメントによって適合性や影響度などを事前に分析・見える化し、
移行の計画を精緻に立てることが成功のポイントです。

影響分析からプロジェクト実施までに必要な作業をパッケージで提供

Add-Value for Migration

WEBサイトでご紹介しています

https://www.scsk.jp/sp/sap/

SAP社の次世代ERP製品SAP S/4HANA対応のトータルサービス「Add-Value」。
SCSKが長年のSAPシステム導入実績で培ったノウハウを、テンプレートやサービスとしてご提供します。

Add-Value for Migration

アセスメントに注力した移行支援サービス

本格的な移行の前にPOC環境を構築し、
アセスメントで影響を分析。
分析結果をもとに改修部分を要件定義し、
リスクを軽減しながら移行作業を実行します。

アセスメント

バージョンアップ

アドオン影響分析

移行作業の効率化

POC環境提供

SAP S/4HANA新機能の追加

SAP標準機能影響分析

確実なプロジェクト運営の支援

調査報告書イメージ

コンバージョンプロジェクトを支援

長年にわたるSAPビジネス（テンプレート開発、導入支援、
運用・保守など）で培ったノウハウを活かし、
見落としがちな
移行リスクを検知。効率の良い移行作業を支援します。また、SAP S/4HANAの新機能についても、導入テンプレートを
活用しながらご支援します。

ご相談はこちらから

sap-info@ml.scsk.jp

0800-500-4000

携帯電話でのお問い合わせ 03-6670-2990 【受付時間】9:00～18:00（ 土・日・祝日、
年末年始、
当社指定日を除く）

SAP S/4HANA 電子記録債権/手形管理
アドオン製品

Add-Value
for 電子記録債権/手形管理
POINT 01

販売実績140社以上

手形管理のデファクトスタンダード！
140社を超える導入実績をもつ、
便利で使いやすいシステムです。

SAPシステムの標準手形機能をベースに、
日本固有の「電子記録債権要件」
と

「手形管理要件」を付加した

アドオンソリューションです。
ハイクオリティな機能を

スピーディーに提供します。

POINT 02

でんさいネット対応

電子記録債権固有の業務にも対応。
手形管理に必要な50を超える機能と
レポートが利用できます。

POINT 03

最短 日でセットアップ完了

圧倒的な導入スピードで、
最短翌日から利用できます。

SAP S/4HANA対応トータルサービス

SAP社の次世代ERP製品SAP S/4HANA対応のトータルサービス「Add-Value」。
SCSKが長年のSAPシステム導入実績で培ったノウハウを、
テンプレートやサービスとしてご提供します。

WEBサイトでご紹介しています

https://www.scsk.jp/sp/sap/

手形管理ご紹介動画

YouTube

Add-Value for 電子記録債権/手形管理

電子記録債権に対応

現物手形との一元管理はもちろん、固有の会計処理や業務に対応できます。
全銀電子債権ネットワークが運営する「でんさいネット」にも対応しています。

日本固有の業務に対応

計50以上の機能とレポート、5つのアドオンテーブルで構成。
SAPシステム標準の手形機能ではカバーしきれない、日本固有の業務プロセスに対応します。

主な機能

受取手形管理

支払手形管理

顛末管理

取立、割引、裏書、担保、流動化など、多様な手形顛末を管理することができます。

電子記録債権

現物手形同様、電子記録債権に関しても顛末を管理することができます。

一括処理

各種顛末確定時や、決済時に一括で会計伝票を計上することができます。

レポート出力

銀行依頼明細表、落明細表など、各種レポートの出力ができます。

分割機能

経済化分割、仕入先別の任意分割を設定することができます。

採番管理

手形番号、手形管理番号の2種類の番号を管理することができます。

支払信託管理

支払手形同様、支払信託の管理及びデータファイルを作成することができます。

期日現金管理

支払手形同様、期日現金の管理及びデータファイルの作成、銀行手数料を
計上することができます。

電子記録債務

現物手形同様、電子記録債務に関しても一括決済処理することができます。

一括処理

期日指定で一括決済処理することができます。

レポート出力

印紙税額一覧、落明細表など、各種レポートを出力することができます。

※詳細はWEBサイト
（ https://www.scsk.jp/sp/sap/ ）でご案内しています

受取手形管理/支払手形管理の各種業務プロセスに対応

受取手形や支払手形の情報（手形番号、振出人、支払期日、ステータス、印紙税、金額など ）の一括管理が可能です。

ご相談はこちらから

sap-info@ml.scsk.jp

0800-500-4000

携帯電話でのお問い合わせ 03-6670-2990 【受付時間】9:00～18:00（ 土・日・祝日、
年末年始、
当社指定日を除く）

会社概要

商 号 ： SCSK株式会社 （略称 SCSK）
設 立 ： 1969年10月25日
資本金 ： 21,152百万円
売上高 ： 387,003百万円（2020年3月期 連結）
従業員数： 13,979名（2020年3月31日現在）

フルラインナップITサービス

～複数の事業部門が横断的に連携し、お客様に最適な製品・サービスを複合的にご提案・ご提供します～

■業種別事業

製造・通信システム事業

流通・メディアシステム事業
金融システム事業

商社・グローバルシステム事業

◆システム開発

■ソリューション事業
ITマネジメント事業

プラットフォームソリューション事業
モビリティシステム事業

ビジネスソリューション事業

お客様に対して、コンピュータを利用した業務の仕組み全体の設計や見直しに関する提案を行うとともに、さまざまな情報
システムの企画・設計や導入・構築を行っています。

◆ITインフラ構築

コンピュータのハードやソフト、ネットワーク、サーバなどについて、お客様の組織構造、規模、業務内容、利用状況など
に合わせて最適なものを選択し、最高の効率を実現する環境を構築しています。

◆ITマネージメント

お客様のITシステムの運用を担い、システム全体の安定稼働を目指し、安全性、信頼性、効率性を追求する観点から、シス
テム稼働情報の収集と分析を実施。ITインフラの管理も含めた運用管理サービスを提供しています。

◆BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）

お客様の経営効率化と顧客満足度の向上、そして、お客様が新たなビジネス・サービスを創造するサポートとして、注文受
付、商品配送手配、決済代行などのビジネス・プロセスの一部をサービスとして提供しています。

◆ITハード・ソフト販売

お客様の要求に合致したハード・ソフトの導入に関するコンサルティング、製品販売、カスタマイズ、保守および修理を行
っています。さらに販売したハード・ソフトのアフターサポートサービスも行っています。

