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辰馬本家酒造株式会社 紹介

• 辰馬本家酒造株式会社（たつうまほんけしゅぞう）

本社所在地:兵庫県西宮市建石町2番10号

代表者:代表取締役社⾧ 辰馬 健仁

創業:寛文2年（1662年）

設立:大正6年（1917年）

• 事業内容

清酒「白鹿」、焼酎、リキュールの製造・販売

「白鹿奈良漬」その他関連商品の販売
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白鹿グループ事業

• 公益財団法人 白鹿記念酒造博物館（酒ミュージアム）

• 学校法人辰馬育英会 甲陽学院高等学校

• 学校法人辰馬育英会 甲陽学院中学校

• 学校法人千歳学園 松秀幼稚園

• 社会福祉法人清松学園 かえで保育園

• 香枦園テニスクラブ

• 白鹿クラシックス

• 夙川土地株式会社

• 株式会社白鹿メンテナンスサービス
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当時の弊社システム

【環境】
基幹システムをVisualBasic6（windows）＋RPG（AS/400）にて構築し運用。
財務会計システムを別のサーバーにて運用し、仕訳の連動を実施。経費精算はパッケージの画面で入力。
人事給与、輸出システムを別のシステムにて運用。

財務会計システム
Windows

人事給与システム
Windows

VisualBasic6

営業部門

VisualBasic6

生産部門

Power Systems
IBM i 6.1

基幹システム
醸造システム
Windows

VisualBasic6
clientAccess

情報システム部門

Biツール
Windows

仕訳

一部マスタ
連動

アプリケーション
サーバー

Windows

輸出システム
Windows

経費精算

販売管理

財務会計 経費精算
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当時の課題

基幹システムの画面系がVB6で構築されている為・・・

経費精算等ユーザー機能の一部を会計システムにて運用している為・・・

パッケージの為、変更要望の対応ができない。

エンドユーザーは、基幹システムとは別のシステムを起動する必要がある。

VB6はすでにメーカーサポートが切れており、保守できる業者が少ない。

不具合や変更要望の対応が実施できないまま運用している。

WindowsサーバーのOSバージョンアップ対応ができない。

クライアント端末のWindows7で弊害が発生している。これ以上のバージョンアップは難しい。
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当時の将来像

IBMiを最大限活用したい

基幹システムをIBMiのみで運用していきたい

過去13年間大きな障害もなく、運用メンテナンスの必要もなく稼働

Windowsのバージョン、ソフトやミドルウェアのバージョンなどに左右されない

現行システムのU/Iはそのまま継続したい

現状のRPG及びデータ資産は有効活用したい

業務の変化や現場の要望に対応できる仕組みにしたい

システムのアウトソーシングを実施していきたい

基幹システム・インフラ・ハードを1本化できる事が望ましい

6



再構築後

②会計システムを一新し、経費精算部分は基幹システム側で構築。

③会計システムとの完全自動連動。基幹システムから会計システムへの仕訳直接書き込み等。

①VisualLANSA＋RPG（AS/400）にて基幹システムを構築し、IBMi上だけで運用。
U/IはVisualLANSAにてVB6システムを再現し一部要望を追加。

財務会計システム
Windows 2013

人事給与システム
Windows 2013

VisualBasic6

営業部門

生産部門

Power Systems
IBM i 7.1

基幹システム
醸造システム

Windows 2008

情報システム部門

Biツール
Windows 2008

仕訳

製造データ
連動

アプリケーション
サーバー

Windows 2013

輸出システム
Windows 2013

経費精算

販売管理

財務会計 経費精算

経費精算

VisualLANSA

VisualBasic6VisualLANSA

VisualBasic6
clientAccess
VisualLANSA
clientAccess

完全連動

生産計画システム
Windows
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不具合・変更要望に素早く対応可能

基幹システム及び経理関連メニューの統合

WindowsOS対応問題から脱却

IBMi、アプリケーションともにベル・データ様での一括保守対応が可能

システム運用レベルが大幅にアップ

再構築後



基幹システムの画面系がVB6で構築されている為・・・

経費精算等ユーザー機能の一部を会計システムにて運用している為・・・

パッケージの為、変更要望の対応ができない。

エンドユーザー機能であるが、基幹システムとは別のメニューを起動する必要がある。

VB6はすでにメーカーサポートが切れており、保守できる業者が少ない。

不具合や変更要望の対応が実施できないまま運用している。

WindowsサーバーのOSバージョンアップ対応ができない。

クライアント端末のWindows7で弊害が発生している。これ以上のバージョンアップは難しい。
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再構築前（VB）
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再構築後（Visual LANSA）
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気をつけた事

ユーザーインターフェイスが大きく変わらないこと

従来の機能に影響を与えず、
追加機能や従来からのバグ部分の修正を行うこと

パフォーマンス向上のため、

無駄な処理や効率の悪い部分を改良すること

今後のメンテナンスのため、
モジュールごとに異なっていた処理手順を標準化すること



プロジェクトを実施してみて・・・

13

期首の管理会計業務もこなしながら、驚くほど静かな立ち上がり

前回プロジェクト（14年前:別のベンダーさま）では、On Job後もバグが頻出
し、落ち着くまでに１年以上かかった。今回も基幹システムと会計システムの同
時リリースということもあり、当然ながら不安はあった。

パートナー（開発会社）の重要性

SEスキルや、本番稼働後のフォローや対応、プログラム品質への信頼はもちろ
んのこと、アウトソーシング先というより、「強力なパートナー」として見ている。今
後の開発でも、我々の「やりたいこと」への方法論を一緒に考えていただけるよう
な「チーム」を組みたい。



14

良くなった事

保守性の向上

Client 側へのモジュールの配布が不要

パフォーマンスの向上と原因不明な
プログラムの停止の解消

今までは原因追及と解消が仕事

インターネットで
検索 やってみる うまくいかない 解消



仕訳

基幹システム構築後の取り組み

④Excelにて実施している実績集計業務をLANSAで構築しIBMiに統合。

③ワークフローシステムをLANSAで構築しIBMiに統合。（2018年4月稼働済）

②生産計画システムをLANSAにて再構築しIBMiに統合。（2017年11月稼働済）

①輸出システムをLANSAで再構築しIBMiに統合。（現在開発プロジェクト進行中）

財務会計システム
Windows

営業部門

生産部門

Power Systems
IBM i 7.1

基幹システム
醸造システム
Windows

情報システム部門

Biツール
Windows

輸出システム
Windows

販売管理

財務会計

経費精算

VisualLANSA

VisualLANSA

VisualLANSA
clientAccess

完全連動
輸出ｼｽﾃﾑ

実績集計

ワークフロー

人事給与システム
Windows

生産計画システム
Windows

生産計画
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製造データ
連動



システム部門としての今後

・弊社システム部門の名前の変遷

経理部の一部からスタート
↓

総務部 電算室
↓

システム開発室
↓

情報システム室
↓

システムマネジメント室
↓

経営管理室
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情報システムのあるべき姿

情報システム部門の従来の役割

ユーザ部門からの要求に答える

システム管理（道具のお守り）

評価は
減点法

情報システム部門の本来の役割

情報システム部門から発信されるデータで、
経営指標を示す

そのための道具を、
より使いやすく、また新しいものを提供する

評価は
提案力



基幹システム構築後の取り組み

業務処理を極力IBMiに統合

システム管理・運用のアウトソーシング化を強化

システム管理に掛かる工数を最低限に

空いた手で・・・

本来あるべき姿である”経営戦略部門”を目指す!

情報資産→ 「分析」 「活用」
経営方針・中⾧期計画→ 「戦略」

現場業務の効率化・改善索→ 「企画」

コンピューターシステムのみをシステムと考えるのではなく
企業に必要な業務（人やモノの流れ）としての「システム」を企画・運営する
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開発を通じて我々が本当にやりたかったこと

「情シス不要論」への回答を自ら示す

「守りの情シス」から「攻めの情シス」へ、情シスのシアワセな姿とは?

開発や維持管理に時間を割きたくない!

情シスの持つ「会社全体の仕組みやデータの流れが分かる」
強みを生かしたい!
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End Of File
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ご清聴いただき、ありがとうございました!


