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本資料では現在、ワークフローシステムを検討されているお客様に 

汎用「物件個別管理システムVer1.0」 

について製品の特徴をご紹介させていただきます。 

 

※こちらの資料で紹介しているワークフローの機能は、一部分となりますので詳細につきましては、KANEDAシステムにお問合

せください。 
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ワークフローの効果：業務プロセスを改善 

  申請処理の効率アップ 
 

日々溜まっていく申請書類。紙であ
るがゆえに、書類の行方不明や、承
認の滞りなどが発生し、業務効率の
悪化が悩みの種に・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紙を電子化することで申請にかかる
時間を大幅短縮。承認・決裁はWeb
上でどこでも可能。申請書類提出後
のステータスも見える化できます。 

  処理のミスを軽減 
 

申請書の選び間違い、書き間違い、
計算間違い、書類の改竄・・・企業と
して後々リスクとなりえる様々な問
題に何か打つ手はないのか・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積書、予算申請、受注報告などシ
ステムが管理し自動化により人的な
ミスの軽減や不正防止に大きな効
果を得られます。 

   検索性の向上 
 

申請書類のファイリング、月日が増
えれば、書類も増える一方。以前の
申請書を確認したくても探すのが大
変。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類、履歴事項は電子データ
で一元管理するので、状況が把握し
やすく行方不明がなくなります。また、
申請ログを蓄積することにより、過
去の調査など業務管理が容易にな
ります。 

 

申請・承認業務を電子化することによって業務プロセスを改善します。 
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紙で稟議を回している場合のコスト 

稟議 1回    ： 1,640円 
   ＝回送時間10分×4回×分間給与41円 
年間稟議代 ： 590万円 
   ＝1回1,640円× 1人36回×100人 

■ 紙で申請する場合 ■ 

・一人当たり申請回数   36回/年 
・次の承認者まで回送時間 10 分 「稟議」活動にかかるコスト 

590万円/年 

上記例） 
・100名の企業 
・決裁までの経路が、「課長」→「部長」→ 
 「本部長」→「社長」である場合 
・紙1枚＋印刷代 5円 

＋ 

紙＋印刷代 
18,000円 

社員 課長 部長 本部長 社長 

紙＋印刷代金：18,000 
 ＝1枚当たり5円×36回×100人 

・ 平均給与 435万円 
・ 1日の平均労働時間：7時間42分   ・ 1年間の平均休日日数：113日 

1年間の労働時間（分） 105840分＝ 1年間の労働日数252日×1日の労働時間（分）420分 

分間給与 41円＝平均給与435万円÷1年間の労働時間（分）105840分 

申請者 承認者 承認者 決済者 承認者 
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申請・決済を電子化する 

ワークフローを使うと・・・ 

531万円/年の 
コスト削減！ 

稟議 1回     ：164円 
 ＝回送時間1分×4回×分間給与41円 
年間稟議代 ：59万円 
 ＝1回164円× 1人36回×100人 

■利用前■ 

・一人当たり申請回数   36回/年 
・次の承認者まで回送時間 1分 

社員 

申請業務を電子化することで、社内の 
コストを劇的に削減することができます。 

申請者 

承認者 承認者 

決済者 

承認者 
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動向把握で売上アップ！ビジネスチャンス拡大！ 

 

物件個別管理システム 

【トータル管理】 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

管理 

作業予定 

作業実績 

設備情報 

文章管理 

請求管理 契約管理 

支払管理 

迅速なサービスの 

提供が可能になる 

 

満足感・安心感を得る 

 

新たなビジネスチャンスに 

つながる 

★スケジュール共有・作業予定管理・作業実績確認・設備情報管理・文章チェック・契約情報管理 
 請求書発行・支払予定の管理情報をデータ化し、一元化。  
 
★過去のデータを活用し作業状況の把握、引継などスムーズに行う。 
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ワークフロー市場における「物件個別管理システム」の位置づけ 

トータルコスト 

大きな費用は掛けたくないけど、承認・申請を効率化したい。すぐに導入したいという方にお
すすめです。もちろんデータの出力は可能ですので、将来的な申請データの二次活用も可能
です。 

低 

高 

高 

適
合
性 

適
合
性 低 

     基幹システム統合系 
◎ 承認データの活用レベルが一番高い 

◎ 自社の運用に合わせて、柔軟なフローを    

  つくることができる 

× 作りこむため、作成費用が高い 

× 自社の運用フローがかわると、メンテナ

ンスコストがかかり、運用しづらい 

    独立したワークフローシステム 
◎ 承認データの活用レベルが高い 

◎  フォームを自由につくれる 

◎ プログラム等で複雑な経路を作れる 

× 別途、ハードや構築費用がかかる 

× 別システムのため、ユーザー管理等の 

メンテナンスが大変 

  グループウェアとセットになっている 
     ワークフローシステム 

◎ いつも利用するグループウェアの画面を使う
ので、活用レベルが一番高い 

◎ グループウェアと一緒にメンテナンスできる
ので、管理コストが一番低い 

◎ ハードや構築費用が別途発生しない 
△ データの二次利用 
△ 複雑なフォームやルートを作りづらい 

トータルコスト 

物件個別管理システム 
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ワークフロー 

ワークフローシステムがあれば電子化されているため、紙での運用では難しい「検
索」が簡単になり、お客様へのサポートに対応できます。 
勿論、誤って紛失してしまう恐れもありません。 

内部統制強化には 
ワークフローシステムが必要不可欠！ 

① 業務プロセスの可視化 

② 検索性の高さ 

期待される機能 

③担当業務が一目瞭然 
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① 業務プロセスの可視化 

ワークフローシステムで対応できる内部統制 

電子化することにより業務プロセスの問題点が明確になり、業務改善や業務効率化を可
能にします。 

処理状況も人目で確認でき、承認者が代行者に承認権を委譲した場合も、

「誰の代理で誰が処理したか」処理履歴がしっかりと記録。 
【フローの詳細画面】 

備考（メモ）機能。 

次の担当者宛にメモを 

残したり、業務の重要 

事項などを記載保存で 

きます。 

フローの一覧見れば、現在
の作業がどこまで進んでい
るのか一目で確認できます。 

業務に関する文章ファイル
を一つにまとめておく事が
できます。 

文章の電子化、一元化が
可能です。 
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② 検索性の高さ 

ワークフローシステムで対応できる内部統制 

業務フローとして運用した実績データはすべてデータベース内に保存され、詳細検索も
可能なため、お客様への対応もスムーズに行えます。 

各種データを、部署・担当者で絞り込んだり、置き去りにされている 

業務を経過日数で絞り込むことが出来ます。 

【検索の詳細画面】 
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個別掲示板、社内掲示板が
確認できます。読んでいない
お知らせに色が付きますので
（黄色）すぐに確認できます。 

物件個別管理システムの利便性 

自分のやることリストが 

一目で確認でき、選択する
と「やること」（作業画面）に
遷移して何を行えば良いの
か一目瞭然です。 

③ 担当業務が一目瞭然 

最新の「やることリスト」は、画面上でリアルタイムに通知されるので、見逃すことがなく、ス
ピーディな申請/承認業務が行えます。 
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見積書作成のデータ化 

※見積書（例） 

１つのデータ入力だけで複数の文章（電子）ファイルを 

自動作成出来るため、重複データの入力など発生しません。 
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詳細はこちら 

 
ホームページでは詳しい製品情報や 

オンラインデモ（近日公開）などをご用意しています。 
 
 
 
 

株式会社KANEDAシステム    

 

 福岡市中央区舞鶴１丁目３－１６ 

 ＴＥＬ：０９２－７１７－３７２７ 

 ＦＡＸ：０９２－７１７－３７２８ 

 担当：カネダ 

 

http://kaneda-system.biz/ 


