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ソリューション概要
中堅・中小企業向けベストセラー基幹業務ソリューション

SAP Business Oneで
ビジネスを刷新しましょう



SAP Business One は、中堅・中小企業のすべてのニーズに
対応できるように設計されています
あらゆるビジネスをお任せください

低コストで初期導入、運用・保守、
アップグレードが可能

単一ソリューションですべての 
業務をカバー

短期間で導入可能  

高機能なのに使いやすい  

業種ソリューション 

27 の言語、43 の国別バージョン、
多通貨・複数通貨に対応

150 カ国、 700 パートナーが導入
を担当

54,000 社が導入済み 
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会計・財務管理 販売・顧客管理 購買・在庫管理

生産計画  ビジネスインテリジェンス 分析・レポート
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SAP Business One は、中堅・中小企業のすべてのニーズに
対応できるように設計されています
あらゆるビジネスをお任せください



ビジネスを成功に導き、
着実な成長を実現

SAP Business Oneは、会計・財務から購買、在庫、販売・顧客、プロ
ジェクト、サービス、MRP、生産計画まで、ビジネス全体をカバーし
ます。SAP Business One は、業務プロセスの全体最適とビジネス
の可視化・洞察の強化を実現します。リアルタイム情報に基づく迅
速な意思決定と行動は、利益の向上と着実な成長に繋がります。

ビジネス全体を一元管理 
中小企業は大きな夢と目標を抱いています。ですが、ビジネスが
大きくなるにつれ、必要な情報が別々のシステムに散在したり、複
数拠点での業務が発生します。その結果、いま何が起こっているか
を一元的に把握するのは困難になり、夢と目標の達成を阻害して
しまいます。SAP Business One は、中小企業の成長に合わせた
利用が可能なように設計されており、柔軟かつ高機能です。また、
ユーザーフレンドリーな画面で大変使いやすいです。
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カスタマイズ可能な統合基幹業務ソリューション

SAP Business One は、ビジネス全体を「見える化」し、経営・業務の
あらゆる側面を完全にコントロールすることのできる、一体型の統
合ソリューションです。あらゆる情報がリアルタイムで収集・紐づけさ
れており、瞬時にアクセスできます。会計パッケージや表計算ソフト
と異なり、ビジネスの遂行に必要な機能を完備しています。 

どの企業にも異なる特長があるため、SAP Business One は柔軟性
を重視した設計になっています。オンプレミスまたはクラウドのどち
らで導入・運用する場合も、あらゆるモバイルデバイスから、いつで
も、どこからでも SAP Business One にアクセスできます。また、SAP 
Business One は SAP HANA® と Microsoft SQL Server のどちらで
も稼動するため、貴社に最適な環境をお選びいただけます。 

しかも、シンプルな画面なので、ユーザーは稼働初日から無理なく
使い始められます。ビジネスの成長に応じて SAP Business One を
カスタマイズおよび拡張し、ニーズの進化に対応していくことも可能
です。

海外にもビジネスを広げたいですか？SAP Business One は 27 の
言語と 43 の国別バージョンに対応しており、700 を超える SAP 
Business One パートナーで構成される広域なネットワークによって
現地での提供/サポートも充実しています。
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会計・財務の統合管理 会計・財務管理

SAP Business One は、会計・財務業務の管理と効率化を支援する
機能一式を備えています。元帳や仕訳入力の管理、税計算や複数
通貨による取引などの会計処理の日常業務を自動化します。

銀行取引明細や支払の処理、勘定の照合など、銀行手続業務も実
行できます。。また、キャッシュフローの管理、予算の追跡、計画と実
績の比較を通じて、現状をすぐに把握できます。

会計・財務業務を購買や営業などの他の業務プロセスとリアルタ
イムで統合することにより、日常業務を高速化し、キャッシュフロー
の可視性を改善できます。 

• 財務会計 ：仕訳入力、債権管理、債務管理など、主要会計プ
ロセスを自動処理

• 管理会計 ：キャッシュフロー管理、固定資産、予算の統制、
プロジェクトコストの監視

• シンプル化 ：固定資産の管理を行う仮想固定資産関数によ
る、反復的な手動データ入力からの解放。

• 銀行手続と照合 ：照合、銀行明細、支払（小切手/現金/銀行
振替など各種の方法による）を迅速に処理。

• 財務レポートと分析 ：リアルタイムデータから標準レポート
やカスタマイズしたレポートを作成し、事業計画や監査レ
ビューに活用。
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ロイヤリティの高い顧客基盤
の形成

ビジネスの成功には、新規顧客の獲得と同様に、既存顧客との関
係を最大限良好に保つことが重要です。 

SAP Business One は、初回コンタクトから成約、さらにはアフター
サービス/サポートまで、営業活動と顧客対応のライフサイクル全
体を効率よく管理できる機能を備えています。 

幅広い統合機能の活用により、見込み客と既存顧客をあらゆる角
度から「見える化」し、それぞれのニーズにより的確に対応できま
す。その結果、見込み客を顧客に変え、売上高を伸ばして収益性を
高め、顧客満足度を向上させることができます。

販売・顧客管理

• 販売/案件管理 ：初回コンタクトから成約まで、案件と営業
活動を追跡および管理。 

• マーケティングキャンペーン管理 ：マーケティング活動を管
理および分析。

• 顧客管理 ：重要な顧客データの一元管理、Microsoft 
Outlook に保存されている顧客の連絡先情報との同期お
よび管理。

• サービス管理 ：保証とサービス契約の管理、サービスコー
ルの登録と対応。 

• レポートの作成と分析 ：販売予測や案件管理など、営業プ
ロセスに関わる詳細なレポートを作成。 

• 営業チームのモバイル化 ：SAP Business One のモバイル
アプリを活用し、外出先から営業情報を管理。
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購買/調達の効率化による
粗利益の増大

どのような中小企業にも、仕入先に対する見積依頼から、購買依頼
書の作成、さらには支払処理まで、購買/調達プロセスを体系的に
管理するための手法が必要です。SAP Business One は、入庫、返
品、支払など、注文から支払までのサイクルを管理できます。統合
レポートの活用で、仕入先と価格を比較して有利な取引条件を交
渉したり、コスト削減の機会を特定するのが容易になります。 

購買・在庫管理

• 購買/調達 ：購買依頼/発注/入庫の登録、購買伝票の関連
付けと監査目的での文書証跡の表示、返品/追加費用/複数
通貨の管理。 

• マスターデータ管理 ：分かりやすい画面によるデータ管理、
顧客ごとの勘定残高や購買履歴の確認・分析。 

• 在庫と会計の統合 ：入庫状況と在庫のリアルタイム同期。 

• 購買発注に基づく買掛金/キャンセル/クレジットメモの処
理、資材ニーズの計画、および購買スケジュールの設定。 

• 簡単なレポート作成 ：リアルタイム情報に基づいて、さまざ
まなレポートやダッシュボードを表示。
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分かりやすい在庫管理と流通

SAP Business One は、入出庫、在庫数量、在庫場所に関する正確
な情報を提供します。標準、移動平均法、FIFO（先入れ先出し法）な
ど各種の原価計算方法を用いた在庫価値の評価、在庫レベルのモ
ニタリング、在庫転送の追跡をリアルタイムで実行できます。在庫
情報の更新と利用可能在庫の確認をリアルタイム化し、標準/特別
双方の価格設定を管理することができます。また、数量値引、現金
値引、得意先値引を適用し、その影響をすぐにレポート化すること
も可能です。  

生産計画

• 倉庫管理/在庫管理 ：各種の原価計算方法、品目マスター
データの管理、複数の数量単位と価格設定の使用。 

• 棚番管理 ：各倉庫を複数のサブゾーンに分割することによ
る複数倉庫の在庫管理、配分規則の設定、在庫転送の最適
化、ピッキング時間の短縮。 

• 入出庫の管理 ：入出庫の記録、在庫場所・転送の追跡、受
託品/直送/その他への対応、棚卸とサイクルカウンティング
の実施。

 • 生産およびMRP ： 多段階の部品構成表（BOM）、製造指
図、手動またはバックフラッシュによる在庫引落し、BOM へ
の価格設定 

• 効率的なレポート作成 ：タイムリーなデータに基づいてレ
ポートを作成し、さまざまなフォーマットやダッシュボード
で表示。
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ビジネスインテリジェンス、
分析・レポート

SAP Business One は、強力な分析・レポート作成機能を備えてい
ます。 SAP Crystal Reports® が無償バンドルされているため、複
数ソースからデータを収集し、全社データに基づいてタイムリーで
正確なレポートを作成します。 SAP Crystal Reports は Microsoft 
Office とも統合されているため、さまざまなレポート形式を選択で
きるほか、表示する情報へのアクセスも制御します。 

SAP HANA を基盤にすれば、インメモリーコンピューティングなら
ではの高性能な分析・レポート機能も利用可能です。 定義済みの
ダッシュボードとレポート、および生産性向上ツールが意思決定を
支援します。 技術トレーニングを受けなくても、フォームやクエリ
ーをカスタマイズできます。為替レートの定義、ユーザー権限の設
定、内部メール・電子メール・その他データ向けのインポート/エク
スポート機能が利用できます

ビジネスインテリジェ
ンス

• レポート作成とカスタマイズ ：最小現のITサポートで、新規
レポートの作成と多彩なレイアウトによる既存レポートの
カスタマイズが可能。 

• インタラクティブ分析 ：MS Excel 機能と連携して、レポート
を作成。 

• 直感的に使用できる機能群 ：ドラッグ＆リレート、ドリルダ
ウン、 検索支援、ワークフローに基づくアラート。 

• 事前定義済み KPI（主要業績指標） ：当月受注・売上達成状
況その他の重要指標が一目で分かります。新規のKPI作成
も可能。

• 業務プロセスのビジュアル化 ：販売、購買、在庫管理、会計・
財務の業務プロセスがフロー化されており、次に何をする・
どのプロセスで何が滞留しているかが一目瞭然。
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迅速かつ高精度な意思決定
を支援

SAP Business One は、販売、顧客、オペレーション、財務のすべて
の情報を収集し、全社規模で瞬時に利用できる環境を提供するこ
とで、ユーザーが的確かつ迅速な意思決定を支援します。データ
をばらばらではなく、単一のシステムに統合することで、重複入力、
入力エラー、それにかかるコストを排除します。 イベント発生時に
は、アラートがワークフローに基づいて自動的に送信されるため、
それまでは担当者は通常業務に集中できます。経営・業務がどうな
っているかが可視化され、信頼できる情報を基に意思決定を行な
えます。

Together with the fully integrated SAP Crystal Reports for SAP 

分析とレポーティング

Crystal Reports との連携により、各業務領域に対するダッシ
ュボードとレポートを作成できます。直感的なドリルダウン
機能で、すぐに知りたいことへの回答にたどり着けます。担当
者が顧客のニーズにすばやく対応できるようになるだけで
はなく、マネージャーは収益、コスト、キャッシュフローを正
確に把握して業績を評価し、速やかに是正措置を講じること
ができます。

また、SAP Business One version for SAP HANA は情報へ
のアクセスが高速化されており、あらゆる情報の検索が容易
になることに加えて、標準レポートやアドホックレポートも即
座に作成できます。
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業種ソリューション

SAP Business One には、業種固有の機能、ノウハウや方法論、プロセスが組み込まれています。 ビジネスの成長・変化に応じて SAP 
Business One を拡張することが可能です。SAP Business One スタジオ、ソフトウェア開発キット、または SAP のパートナーが開発す
る 500 を超える認定アドオンソリューションが利用可能です。 

お客様の成功事例などの詳細は、次の Web サイトをご覧ください。 http://www.sap.com/japan/product/enterprise-management/business-one.html

食品・消費財 

業務のあらゆる側面を、現
代の消費者ニーズに合わせ
て調整しましょう。食品・消費
財業界向け SAP Business 
One なら可能です。需要を
予測・計画・管理して、消費
者が希望する製品を提供し
ましょう。

産業用機械・構成部品

産業用機械業界向け SAP 
Business One を使用して、
顧客の需要を満たし、新た
な収益源を開拓しましょう。
サプライチェーンのコスト
削減、サイクル時間の短縮、
製造不良や作り直し作業の
最小化により、最終的な収
益達成までの期間を縮めら
れます。

プロフェッショナルサービス

プロフェッショナルサービス
およびコンサルティング会
社向け SAP Business One 
を使用して、一貫した価値あ
るサービスを顧客に提供し
ましょう。繰り返し可能なサ
ービス提供プロセスを確立
して、リソース計画、プロジェ
クト管理、請求、その他多く
の業務を改善することがで
きます。

小売

消費者が必要とする商品、
情報、パーソナライズされた
ショッピング体験を、さまざ
まなチャネルのすべてで提
供しましょう。小売業界向け 
SAP Business One なら可
能です。顧客と POS のリア
ルタイム洞察を利用し、買い
物客の心をつかみ、マーチャ
ンダイジングからサプライチ
ェーンのあらゆる業務を最
適化します。

商社・卸

SAP Business One（商社・
卸）を使用して、顧客やサプ
ライヤーの需要を先読みし
て対応しましょう。需要計画
から在庫管理やサプライチ
ェーン管理までのあらゆる
業務を改善し、オペレーシ
ョナル・エクセレンスを達
成するために柔軟かつ統合
されたプロセスを実行しま
しょう。
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お客様の今日、明日、そして未来に適した  
SAP Business One があります。

クラウド

月額のライセンス料金で導入が可能
です。ビジネスの成長に合わせて SAP 
Business One も拡張することができます。

モバイル

外出先でもビジネスを管理し、営業チーム
を動かしましょう。いつでも、どこにいても、
あらゆるモバイルデバイスでビジネスを掌
握できます。

オンプレミス

SAP Business One のオンプレミス導入も
もちろん可能です。SAP はすべてのお客様
のニーズに対応した導入ソリューションを
提供します。
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よくある誤解 - SAP Business One は…

高すぎる？
中小企業のお客様にとって手頃な価格になるように設計されています。初期費用と
ランニング費用が低く、従業員数一桁の企業でも数多くの実績があります。

複雑すぎる？
モジュール型による柔軟性に加えて、操作は大変やさしい
です。業種や特定要件に合わせた 500 を超えるアドオン
ソリューションも揃っています。また、700 を超える認定パ
ートナーで構成されるネットワークによって、世界中のど
こでも充実したサポートが受けられます。

導入が難しすぎる？
短期間で容易に導入できるため、数日から数週間での本
稼動も可能です。世界 150 カ国の 55,000社が 27 の言
語、43 の国別バージョンで SAP Business One を導入し
ています。
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あらゆるビジネスをお任せください

中堅・中小企業に特化している SAP® Business One は、会計・財務から購買、在庫、
販売・顧客、サービスをはじめとする会社の経営・業務全体を管理するための、費用
対効果が高い一体型の統合ソリューションです。

このアプリケーションは、SAP パートナーを通じてのみ販売される製品であり、あら
ゆる業務プロセスを最初から最後まで合理化し、すべての情報を瞬時に利用できる
環境を提供することで、増収増益の実現を加速します。   

http://www.sap.com/japan/product/enterprise-management/business-one.html
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本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE （又は SAP の関
連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の
情報や通知に関しては、 http://www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html をご覧ください。
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