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ネットコア通信
前回は、企業のＤＸ（デジタルトランスフォーメー
ション）の遅れが引き起こす「2025年の崖」問題の
背景や実例、回避するためにＤＸに取り組むべき理由
についてご紹介しました。今回は、いざＤＸに取り組
む際の４つのステップ、すなわち
１．自社の業務の棚卸し
２．ＤＸの目的・目標を明確にする
３．業務プロセスの再構築
４．３．で構築した業務プロセスにデジタル技術を
当てはめる
について、各ステップの詳細をご紹介します。

その次に実施するのが１．で洗い
出した業務内容の再構築です。例え
ば事務業務であれば、紙で提出され
た内容をＰＣに打ち込む手間を省く
ため電 子データでの提出に切 替え
る。現場の業務であれば、これまで
手で行 っていた作業を自動化 して
人・設備の稼働率を向上するなどが 代表取締役社長
篠﨑 みのり
考えられます。
ここでの注意点は、すぐに新たなＩＴツールやシ
ステムに飛びつかないことです。「便利だから」と
むやみに色々なシステムを取り入れようとすると、
各システム間の連携に問題が生じたり、却って運用
に手間取ることになりかねません。まずは既存のシ
ステムで効率化できるところがないか、検討するこ
とをお勧めします。それにより、無駄なシステム投
資を抑えることに繋がります。

１．自社の業務の棚卸し
まず最初に必要になるのは現状の業務の棚卸しで
す。事務的な業務から現場のワークフロー（業務の
流れ）まで、徹底的に洗い出します。ＤＸに取り組
む際は、一度自社の事業がどのようなものかを俯瞰
した上で、それを実現するためにどのような業務が
あるのかをしっかり見える化することが必須です。
同時に、既存のシステムやツールの把握もしておき
ましょう。
その過程で、「これまでずっとやってきたから」
という理由で続けられてきた習慣や、「これはこの
人しか分からない」といった属人化した業務などが
見つかるかもしれません。そういったものも漏れな
く洗い出すのがポイントです。
２．ＤＸの目的・目標を明確にする
続いて、なぜＤＸを行うのか（目的）、また、Ｄ
Ｘを実施することでどうなっていきたいか（目標・
ゴール）を明確にしていきましょう。ここがはっき
りしないと動き出せません。
ここで重要になるのが、ＤＸプロジェクトに社員
を巻き込むことです。経営層が中心となり実行する
ことが多いと思いますが、ＤＸは一部の人だけでは
進められません。実際にデジタルツールを使って仕
事をする本人たちに、なぜ今これが必要なのかを納
得した上で運用してもらわないことには意味がない
ですし定着もしません。導入までのプロセスに社員
にもしっかりと参加してもらい、合意を得ながら進
めていきましょう。
３．業務プロセスの再構築

４．３．で構築した業務プロセスにデジタル技術を
当てはめる
自社のＤＸ目標に沿った業務プロセスが出来上
がったら、いよいよ実際にデジタル技術を導入しま
す。定型業務の効率化を図るのみならず、省力化に
より捻出できた時間・人手で新商品の開発を行う、
新たな事業を開始するなども考えられます。
この段階では、ＤＸにより大きなコストが発生し
ます。が、長期的な目線で「将来への必要投資」と
考えるようにしましょう。ＤＸの結果業務の改善が
図 れ れば、そ れ以 上の恩 恵 を受 ける こと ができ ま
す。さらに、業務効率化により得られた余力で新た
な商品やサービスを開発できれば、新たな売り上げ
の 柱 を作 り出 すこ ともで き るか もし れま せん。な
お、国や自治体のＩＴに関する補助金もありますの
で、是非ご相談ください。
ここまで、ＤＸ推進に向けた４つの手順と注意点を
それぞれご紹介してきました。「で、結局どこから手
を付ければいいの？」という心の声がどこからか聞こ
えてきそうです…。そんな疑問にお応えして、次号で
はＤＸのメリットがより具体的にイメージしやすいよ
う、事例を交えながらご紹介しようと思います。弊社
で実際に利用しているツールも取り上げる予定ですの
で、お楽しみに！
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仕事の無駄、解消しませんか？
同じデータを目的によって何度も入力なんてことありませんか？
営業所で入力したデータを本社で違うソフトにもう一度入力なんてことありませんか？
Ｂ営業所売上

A営業所売上

入力

入力

Ｃ営業所売上

入力

各営業所や従業員
が既に入力してい
るデータなのに違
う部門でまた入力
してる・・・

Ｄ営業所売上

入力

使い慣れた今
のソフトを使
い続けたい

本社
集まったデータ
を全部再入力
しなきゃ…

社内情報を一元化す
るＥＲＰを導入する
のは高すぎる
全社売上集計

それ、解決できるかもしれません！
A営業所売上

入力

Ｃ営業所売上
Ｂ営業所売上

入力

他拠点で入力、提出されたデータを、
本社で現在使っているソフトに自動集
約するシステムをオーダーメイドで開
発します。

入力

Ｄ営業所売上

入力

再入力の時間を節約＆入力ミスを防い
で業務効率化を実現しながらも、これ
まで通りの成果物が作れます。

本社
ネットコア
開発システム

集まった大量のデータも
自動的にまとめてくれて、
時間短縮、ミスもなし！

※オーダーメイドシステムを開発するにあたって
は、お使いのソフトによって要件が異なります。

使い慣れた
ソフト

読込

詳しくは、
カスタマーサービス課 地齋 まで
お問合せください！

全社売上集計

パソコンの買い替え、社内のデジタル化をお考えの方も、お気軽に当社までご相談ください！
カスタマーサービス課 地齋輝昭
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知っている人からのメールにも注意！
2022年3月現在、コンピュータウイルス「Emotet」の感
染被害が急増しており、栃木県や宇都宮市も注意を呼び掛け
ています。
このEmotetは「本物のメールと見分けのつかない」偽メー
ルを使い、メール本文のリンクをクリックさせたり（感染経
路１）添付ファイル（感染経路２）を展開することで感染す
る事例が報告されています。
偽メールの例はこちら→
Emotetに感染した場合、感染したパソコンが攻撃メールの送
信元として利用されたり、ランサムウェアに感染するといっ
た被害に繋がることが予想されます。

偽メールの例
件名：請求書の件について
送信元アドレス：（実際の自治体、
取引先などのアドレス）
宛先：（メールの受信者名）
本文：お世話になっております。
（略）
請求書をご確認ください。
http;//xxxxxxxxx （リンク）

ウイルス感染による被害を未然に防ぐため
・WordやExcelのマクロを無効に設定する
（ファイル>オプション>セキュリティセンター から設定）
・OSやウイルス対策ソフトを最新の状態に更新する
・身に覚えのないメールは開かない
・少しでも不自然な点があるメールについては担当者に直接
確認する
等のセキュリティ対策を徹底するように心掛けましょう。

←感染経路１

添付ファイル：請求書.xlsx
←感染経路２
（WordやExcel形式ファイル）

自分を守ることが
自分のネットワークの人
を守ることにもなるよ

技術力向上委員会

経審太助Ⅴ２０２２．０５

小林俊陽

バージョンアップのご案内

法改正による様式変更及びWindows11対応の為、シス
テムのバージョンアップを行い「経審太助V2022.05」と
してリリースします。
提供開始日

2022年5月30日（月）

対象システム

経審太助Ｖ2021.04

バージョンアップ価格

5,500円（税込）

上記バージョンアップ価格は、「経審太助Ｖ2021.04」からのバージョン
アップにのみ適用されます。「経審太助Ｖ2020.12」からのバージョンアッ
プは（V2020.12→V2021.04へのバージョンアップ代金相当額）を加算
し、14,300円（税込）となります。
※それより以前のバージョンをお使いの場合、新規ご購入となります。ご了
承ください。

財務諸表の一部様式が変更になりました。
貸借対照表

・流動資産「繰延税金資産」を削除→「投資その他の資産」に計上
・流動負債「繰延税金負債」を削除→「固定負債」に計上

株主資本等変動計算書

・「新株式申込証拠金」を追加

注記表

・「4-2 会計上の見積り」を追加
・「17-2 収益認識関係」を追加
・「8.（１）工事進行基準による完成工事高」を削除
経営状況分析センター 眞藤 亜沙美

弊社製品・サービスを購入していただいたお客様、経営状況分析申請のお客様、名刺交換させていただいたお客様宛て
にニュースレターを送付させていただいております。弊社からのニュースレターをご希望されない場合はお手数ですが弊
社HPのお問い合わせフォームから送信、またはお電話にてご連絡いただけますようお願い申し上げます。
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新入社員紹介

4月1日より入社いたしました岩渕玲奈と申します。
プログラミング経験は卒業研究で作成したくらいでまだ
まだ未熟者ですが、まずは研修を通して技術を磨きたいと
思います。
趣味は嵐の曲を聴くことや、小説を読むことです。
また、最近は周りの影響で映画館その他へ出かけること
が増え、休日は有意義な時間を過ごしています。
何かと不慣れでご迷惑をお掛けする点も多いと思います
が、これからよろしくお願いいたします。

4月1日より入社しました、
菅谷瑞樹と申します。
プログラミングの技術はまだま
だ備わっておりませんが、先輩方
に学び、確実に実力を身につけてまいります。
趣味は音楽鑑賞です。Ｊ-ｐｏｐをはじめとし
た、さまざまなジャンルを聴きます。好きな曲に
出会えると心が癒されて、何度も何度も聞いてし
まいます。
至らない点があると存じますが、先輩方、同僚
と共に努力を重ね、一人前の社会人となれるよう
日々を過ごして参ります。
これから何卒よろしくお願い致します。

4月2日

4月1日より入社致しました。丸山 遥己と申します。
プログラミングについては経験が浅く、不安な点があり
ますが、これからの研修を通して技術の向上に努めていき
たいと思います。
趣味はドライブです。運転をすることが好きで、休日に
はよく友人と遠出をすることにハマっています。
社会人になり初めてのことが多く、
色々と至らない点ばかりで、ご迷惑を
お掛けしてしまうと思いますが、
早く一人前になるべく精進いたします
ので、これから何卒よろしくお願い致
します。

社内交流会を開催しました
2019年以来、2年ぶりの社内交流会は宇都宮
某所でのボウリング大会！豪華景品を狙って、
下剋上ありの個人戦です。
前日に入社したばかりの新入社員3名も参加
し、なんと丸山さんが２位に！見事下剋上を果
たしました。若い力ですね…
短い時間でしたが、普段の仕事ではできない
会話や新たな一面が垣間見られました。
新型コロナはいまだ仕事に生活に影響を与え
ていますが、こうやって対策を講じ折り合いを
つけながら前に進んでいけるのだと感じました。

翌日は筋肉痛という人もちらほら…

編

集 後

新年度も社員一丸となって進んでいきます！

記

発行の5月1日、今年は5月2日が八十八夜だそうです。夏も
近づいていますね。朝晩お茶を淹れる私にはファーストフ
ラッシュ、台湾の春摘み茶、日本の新茶と、いつもの生活に
楽しみが加わる季節です。ロックダウンの影響で生産も流通
も激減し、「いつかはダージリン地方、台湾に行ってみた
い！」と思うも隣の県にも行かないまま2年。『コロナ禍明
けの楽しみを積み上げている』と考えるようにしています。
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