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設置工事付きの住宅設備・家電ネット通販で業績急伸
　株式会社ライフワン様は、インターネット通販により給湯器、ガスコン
ロをはじめとする住宅機器、エアコン、食洗機などの家電を販売。ネット
通販業では珍しく、設置工事にも対応。工事日程調整などをメール、ある
いは24時間365日対応の電話相談で行い、全国50カ所の拠点から自社あ
るいは協力企業のスタッフを派遣して設置工事をスピーディーに実施。こ
れらの工事費用を含めた販売で家電量販店並みの価格を実現している。
工事の品質でビジネスを拡大し、2014年1月期決算で年間売上70億円を
達成。また、設置工事を通して把握したお客様情報を手がかりに、リ
フォーム工事を受注する事業を新たに展開、さらなる売上増を目指して
いる。

従業員の急増に伴い給与計算業務の負荷、
ミス発生の可能性も高まる

　同社は2013年、業績の急伸に伴い、給与計算・勤怠管理・明細データ作
成業務などの抜本的見直しを迫られた。それまで一連の業務は経営層が
タイムレコーダーから勤怠データを抽出しExcel上で残業時間など変動
給データを手作業で集計。その結果を顧問社会保険労務士（社労士）に
渡し、給与計算業務を依頼。その計算結果をPDFに変換し、担当者が社内
グループウェアの個人給与明細欄に貼付していた。一般に、従業員が20
名くらいまでであれば経営層が給与計算業務を担うケースは珍しくな
い。しかし同社では、ここ2年間に業績が急速に伸びたことで、従業員が増
え、手作業による給与計算業務の負荷が高まっていた。同社管理部人事
課・経理課 課長代理の三上敏雄氏はこう語る。「とくに電話対応スタッフ
などお客様の増加に比例して増員する部署の従業員がまとまって増えた
のです。出退勤データの抜けや給与計算ミス、明細データの貼り間違い
などは許されないので、チェック作業も大変になっていました。こうした
課題に加え、タイムレコーダーの許容人数50名の限界が近づいていたこ
とから、一連の業務を効率的に処理してくれるシステムを選定、導入する
ことになったのです」。

「きらら 人事給与」の給与計算に勤怠管理、
Web明細を組み合わせたハイブリッドな提案を評価
　システムの選定にあたっては、コ
スト、操作性、会計など他のシステ
ムとの連携性などが評価ポイント
になった。当初、有力候補に上がっ
たのは、他ベンダー製の中・大規
模向け給与計算・勤怠管理業務統
合型パッケージシステムだった。同
システムは数多くの官公庁で導
入・運用実績があり、今後予想さ
れる従業員増にも余力をもって対
応するシステムだった。しかしあら
ゆる職場環境に対応できる多様
な機能を備えていることもあり、価格は想定をかなり上回るものだった
という。三上氏はこう振り返る。「必要な機能に絞り込み、コストを抑えら
れないか相談したのですが、結局、システムはセットになっていて、機能の
選択は不可能と分かり、選定作業は振り出しに戻りました」。
　その後同社は、コスト、操作性、連携性に、フレキシブルに機能を選定
できる条件を加えて選定を続けた。その結果、富士通のSaaS型業務アプ
リケーション「きらら 人事給与」を核に、手のひら静脈認証機能装置を備
えた出退勤管理システム「C- PA K S」、給与明細W e b配布サービス
「i-Compass」を組み合わせたソリューションを選定した。その理由につ
いて三上氏はこのように語る。「3つを組み合わせることで、ローコストな
がら必要な機能を備え、従業員増にも柔軟に対応する人事給与業務環境
が実現できると考えました」。そして導入に踏み切った理由を、こう述べ
ている。「顧問社会保険労務士にお願いしている給与計算業務のコスト
と比較したところ、年間で60～70万円の削減が可能でした。またデモンス
トレーションから、画面のレイアウトや階層構造が分かりやすく、初めて
給与システムを操作する人でもスムーズに使える点を高く評価しました」。

2カ月でデータ移行を完了しスピード稼働
　8月に選定作業を終えた同社は、9月から1カ月間の並行稼働期
間を設け、10月1日の本格稼働を目指した。「2カ月間でデータ移
行などの作業がスムーズに運んだ理由は、富士通マーケティング
とそのパートナー企業の日新情報システム、さらに当社の窓口と
なったクラフト情報システムの連携が緊密だったからです。移行
作業では当社とクラフト情報システムが担う作業をしっかりと切
り分け、それぞれいつまでに作業を終えるかのスケジュールを立
てたうえで、緊密に連絡を取りながら進捗を管理しました」（三上
氏）。また、例年であれば年末調整の作業で多忙を極める12月だ
が、2013年の年末は「きらら 人事給与」により大変スピーディー
に進んだという。

ボタン操作でデータがシステムからシステムへと連携
　「きらら 人事給与」、「C-PAKS」、
「i-Compass」を連携して運用する
ことで、勤怠データ集計から給与
明細作成に至る業務は大きく効率
化された。月締め時、タイムレコー
ダーから変動給データを抽出、
Excelに取り込んで集計後、顧問社
会保険労務士に給与計算を依頼し
ていた一連の作業はこれらのシス
テムの連携で自動処理。例えば、勤
怠データはボタン一つで「C-PAKS」
から「きらら 人事給与」へ取り込め
るようになった。また、全従業員の給与明細データは、アップロードのタイ
ミングを指定するだけで給料日など指定日の指定時刻にWeb上で閲覧、
確認が可能となり、給与明細データをグループウェアの個人ファイルに貼
り込む作業は不要に。
　そして修正作業も容易になった。従来、出退勤の打刻忘れはExcelに取
り込んだデータを目視と手作業で修正していたが、新システムでは画面
上の操作で簡単に修正可能となった。さらに三上氏は、システム導入が従
業員の意識面にもプラスの変化をもたらしているという。「従業員が手の
ひら静脈認証装置やWeb給与明細システムの便利さを身近にすること
で、自社がICTを利用して業務効率化を加速させ、さらにお客様にも便利
さをもたらしている、つまり『ICTはすごい』と認識したようです」（同氏）。

人事管理機能を活用し従業員のモチベーションをアップ
　三上氏は、システム活用の今後について次のように述べている。「企業
が成長を続けていくには、間接業務の負荷を可能な限り押さえ、本来の
業務に取り組む時間を創り出す必要があります。『きらら 人事給与』を核
とするハイブリッドな人事給与システムは、SaaS型サービスならではのス
ピーディーな立ちあげで経営層を間接業務から解放し、経営課題への取
り組みの時間を創出しました。また人事課においても、私が出張先からシ
ステムを閲覧し、部下に的確な指示を与えて業務遂行を加速させるなど、
貴重な時間を創り出すことができるようになりました。これからはこの時
間を、『きらら 人事給与』の人事管理機能を活用した人事制度の整備と充
実化に振り向けていこうと考えています」。
　ライフワンは、さらなる成長と従業員増に余裕をもって対応可能な人
事給与業務基盤を整備。次のステップ、従業員のモチベーション向上につ
ながる人事管理情報活用のベースの構築に取り組み始めている。

給与計算業務は企業の間接業務のなかでも、特に負荷が高い。雇用形態によって計算方法が変わるうえ、正確さと
スピードを求められるなどがその要因。インターネット通販による住宅設備、家電販売で急成長を遂げる株式会社
ライフワン様では、会社設立以来、経営層が手作業で給与計算にあたっていた。ところが社員の急増に伴い同業務
の負荷が急激に上昇。同社は、今後の成長に柔軟に対応、手作業に伴うミスを払拭し、経営層を間接業務から解放
するソリューションとして、「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart きらら 人事給与」（以下、「きらら 人
事給与」）を導入した。

株式会社ライフワン様
出退勤管理、給与計算、給与明細情報作成を一元管理
経営層を人事給与業務から解放するとともに、アウトソーシングコストを大幅に削減

株式会社ライフワン様
所在地：（本社）〒163-0714 東京都新宿区西新宿2-7-1
 小田急第一生命ビル14階
 （関西支社）〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2
 第三建大ビル10階
代表者： 代表取締役 坂本 貴志 氏
設立： 2005年2月1日
資本金： 1,000万円
従業員数： 105名
事業内容： 住宅設備機器・家電製品の販売及び取り付け。
 住宅リフォーム・オール電化・太陽光発電の販売 
 及び工事。
ホームページ： http://www.lifeone.jp/

課題と効果
■ 手作業とアウトソーシングに頼っていた勤怠データ集計から給与計
算、給与明細データ作成の作業を効率化したい。

■ 従業員が急増し、処理能力が限界に近づいていたタイムレコーダー
に変わるシステムを導入したい。

出退勤管理システム、人事給与システム、給与明細Web配布サービスを
組み合わせ、一連の業務をシステムで処理。従業員の急増に柔軟に対応
するとともに、精度の高い人事給与業務の基盤を整備。さらには給与計
算のアウトソーシングコストを年間数十万円削減。

手のひら静脈認証機能を備えた出退勤管理システムを導入し、正確な
出退勤管理を実現。またSaaS型人事給与システムと連携し、従業員増
にフレキシブルに対応。

導入の背景

小売業（住宅設備機器・家電製品の販売及び取り付け）

人事給与

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart きらら 人事給与
http://glovia.fujitsu.com/glovia_smart/kirara/saas/jinkyu/

手のひら静脈認証 出退勤管理システム C-PAKS
http://www.craftinf.co.jp/seihin.html

WEB給与明細 i-Compass
http://i-compass.biz/payment_slip/

業種

ソリューション

製品
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貴重な時間を創り出すことができるようになりました。これからはこの時
間を、『きらら 人事給与』の人事管理機能を活用した人事制度の整備と充
実化に振り向けていこうと考えています」。
　ライフワンは、さらなる成長と従業員増に余裕をもって対応可能な人
事給与業務基盤を整備。次のステップ、従業員のモチベーション向上につ
ながる人事管理情報活用のベースの構築に取り組み始めている。

導入に際して

システム導入の効果

今後の展開

システム選定のポイント

三上 敏雄 氏
株式会社ライフワン
管理部人事課・経理課 課長代理

手のひら静脈認証機能装置を備えた
出退勤管理システム「C-PAKS」


