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トピー工業株式会社Case Study

会社名：
トピー工業株式会社

創立：
1921年10月

資本金：
180億9300万円

売上高：
連結2,966億2,900万円
単独2,016億6,600万円
（2008年3月現在) 

従業員数：
2,272名（2008年3月現在）

本社所在地：
東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セント
ラルタワー

URL：
http://www.topy.co.jp/

事業内容:
新日本製鐵系列のスチー

ル会社として、約90年の長
きにわたって高品質な鋼材
を生産。輸送用機器メー
カーとしても知名度が高く、
OEM向けトラック・バスホ
イールは国内100％近い
シェ アを独占。

「新たな成長分野への一貫生産能力の増強」を
実現する基幹系データの活用

トピー工業は、約90年にわたって高品質な鋼材製品を生
産してきました。この加工技術を活かして、自動車部品、建
設機械の足廻り部品である履板などを製造。特に自動車
用ホイールは、世界トップクラスのシェアを誇ります。

鉄鋼、自動車、建設機械などの業界を取り巻く経済環境
が厳しい中、トピー工業はさらなる革新に取り組んでいます。
また、建設機械の足廻り部品等の成長分野において、素
材から製品までの一貫生産能力の増強を図るなどの中期
連結経営計画を推進しています。

グループ収益力の向上のためには、これまで以上のス
ピード、効率性、柔軟なデータ活用を実現していかなけれ
ばなりません。そこでトピー工業は、20数年来、基幹系シス
テムを一手に担ってきたオフコンシステムのオープン化を
決断しました。最初に、経営資源で最も重要である「ヒト」を
管理するシステムとして、人事給与システムの移行を決定。
まず、給与業務から移行を始め、他の業務システムも徐々
にオープン化することで、基幹系データを戦略的に活用で
きる環境を実現していく長期的な取り組みをスタートさせま
した。

トピー工業株式会社（以下、トピー工業）は、
オフコンで動かしてきた自社開発の給与システ
ムを、SuperStreamにより再構築しました。

同社は勤務体系が複雑で、給与管理には独
自の機能が不可欠とされていましたが、機能が
多く、柔軟性の高いSuperStreamを採用。給与
パッケージを導入したことにより、法改正への
対応が迅速化され、業務処理も大幅に省力化
でき、2,500人の人件費データを戦略的に分析・
活用できるようになりました。

人 事 管 理 シ ス テ ム も 、 2008 年 10 月 か ら
SuperStreamでの稼動を予定しており、事業全
体を見た効果的なデータ活用がさらに加速しま
す。

成瀬昭秀氏は語ります。
それでは、どのようなソリューションを用いるか、トピー工

業ではさまざまな角度から検討しました。本社、製造所に
それぞれ労務部門が存在する同社の給与体系はとても複
雑であり、通常のパッケージソフトでは対応が困難だと考
えられていたからです。
「現在、本社のほかに4ヵ所の製造所がありますが、作るも
のも勤務体系も大きく異なります。たとえば、鋼材を製造す
る部門では社員は24時間体制で働いており、勤怠は個人
単位でとても変則的です」と、社員部 深谷雅子氏は説明し
ます。
「高価なERPからパソコン単体で動くパッケージまで、あら
ゆる製品を公平な視点で比較しました。SuperStreamを選
んだのは、標準機能が豊富で必要な機能を網羅しており、
当社の複雑な給与体系にも対応可能なパッケージ製品で
あったからです。また、他システムとの連携が容易であり、
中堅企業向け製品では珍しく、複雑な計算式が設定でき、
計算結果を自在に扱うことができる点も評価しました」と成
瀬氏。

複雑な給与体系への対応、制度改定への迅速な対応を
したいと考えた結果、行き着いたのがSuperStreamだった
のです。

新たな成長分野への一貫生産能力の増強を図るため、
2,500人の人件費データをSuperStreamで戦略的に活用・分析。

事業全体を通した効果的な人事マネジメントの実現へ。

発行日2008年11月10日

お客様情報

会社名：
キヤノンITソリューションズ
株式会社

設立：
1982年7月1日

資本金：
36億1,711万円

売上高：
490億3,800万円

（2007年12月期・キヤノン
システムソリューションズ
連結）
242億500万円

（2007年3月期・アルゴ21
連結）
従業員数：

3,466人
（2008年4月1日現在・連結）

本社所在地：
東 京 都 港 区 三 田 3-11-28

URL：
http://www.canon-its.co.jp/

事業内容：
コンサルティングから企画・
設計・開発・運用・保守まで、
システムのライフサイクル全
般にわたるトータルサービス
を提案。

パートナー情報

導入背景

システム選定と導入

複雑な給与体系に対応できた機能豊富な
パッケージ

「給与システムは20年以上にわたって自社開発プログラム
を追加修正してきたため、プログラムの中身がブラックボッ
クス化しており、社会保険や地方税などの法改正への対
応が大変な手間になっていました」と、情報技術部 主事

導入効果

省力化、法改正への迅速な対応、データの戦略的
活用を実現

トピー工業は、新しい給与システムを導入してから1年間
にわたって旧システムと並行稼働を行い、完成度を高めた
うえで本稼働に移りました。現在では、安定稼働が続き、業
務処理のフローも定着しました。

システム刷新の第1の効果は、給与計算の作業負荷が大
幅に軽減したことです。
「オフコンの時代に一番つらかったことは、現場から送られ
てくるデータを本社で半日かけて計算した後、各現場の労
務管理者や社員部の担当者が計算結果をチェックして間
違いを見つけたときです。修正がただひとつであっても、ま
た半日かけて約2,500人全員分を計算し直す必要がありま



http://superstream.jp/

エス･エス･ジェイ株式会社

統合業務パッケージ「SuperStream（財務会計・人事/
給与）」の開発・販売を行うパッケージベンダー。
「SuperStream」は、1995年6月の販売開始以来、国
内の中堅企業を中心に累計5,047社（2008年3月現
在）が導入しています。

〒104-0054

東京都中央区勝どき6-1-15 勝どきYSビル
Tel： 03-5548-7851 Fax： 03-5548-7852

キヤノンITソリューションズ株式会社
第一ソリューション推進センター
ビジネスITソリューション部 SS営業課

〒108-0073

東京都港区三田3-11-28 
Tel： 03-5730-7901 Fax： 03-5730-7097
http://www.canon-its.co.jp/

※本導入事例に記載された情報は初掲載時のものであり、閲覧される時点では変更されている可能性があることをご了承ください。
SSJ、SuperStreamはエス・エス・ジェイ株式会社の登録商標または商標です。
他の会社名、製品名およびサービス名等は各社の登録商標または商標です。

お問合せ先

導入プロダクト名：
SuperStream-HR+
（人事管理システム）
SuperStream-PR+
（給与管理システム）
SuperStream-FA+
（固定資産・リース資産管理
システム）

ソリューション概要 した」と成瀬氏。現在では、情報システム担当者を介在す
ることなく労務担当者が直接修正することが可能となり、ミ
スやトラブルは激減。データ修正に伴う再計算も、あっとい
う間に完了します。情報システム部門の負荷も大幅に軽減
しました。

法改正への対応も、SuperStreamのパッチ提供により、ト
ピー工業では開発の必要がなく、法的に必要な帳票類も
SuperStreamに任せておけば、正確に作成できます。また、
給与制度に変更が生じたときは、設定を変更することで対
応可能であり、情報システム部門がその都度プログラミン
グする必要がありません。

第2の効果は、人件費データを戦略的に活用・分析でき
るようになったことです。
「人件費データは、原価計算にもつながっていく重要な情
報です。管理帳票も各部門がさまざまな形態のものを要求
していて、事業部別、製造所別、社員区分別などで、3,000
枚ぐらいを毎月印刷し、配布していました」と深谷氏は当時
を振り返ります。

今では、管理帳票は完全にペーパーレス化を果たしまし
た。SuperStreamから抽出したデータを表計算ソフトで分析
し、効率よいデータ管理にくわえて、事業戦略にサポート
する活用・分析ができています。

トピー工業株式会社
情報技術部
部長
草野 尚彦氏

パートナーコメント

SuperStreamはお客様の「アーキテクチャの再構築」を
サポートします

基幹系システムのデータを戦略的に活用できる環境をつくるという
大きな流れの中で、給与と人事のオープン化に成功されたのが今
回のプロジェクトです。20年来の業務の継続と合理化のバランスを
考慮しながらパッケージを導入するという難しい課題の中で、
SuperStreamを役立てていただきました。

給与体系などの仕組みが複雑かつ独自で、しかも構築するシステ
ム品質には強いこだわりを持っておられたため、多くの打ち合わせ
や議論を重ねました。その結果、お客様との強固な信頼関係を築く
ことができたと思います。

今後は、SuperStreamの固定資産・リース資産管理システムなどを
利用していただきながら、基幹系データの戦略的活用の実現をさま
ざまな形で支援していきます。

キヤノンITソリューションズ株式会社
第一ソリューション推進センター ビジネスITソリューション部 SS営業課
主任
曽根 英二氏

情報技術部
主事
成瀬 昭秀氏

利用することが決まっています。
新たな成長分野への成功を実現するうえで、不可欠な

データの戦略的な活用環境の獲得を、SuperStreamはさま
ざまな角度から支援していきます。

社員部
深谷 雅子氏

今後の展望

事業全体を通した効果的な人事マネジメントの
実現へ

給与システムに引き続き、SuperStreamの人事システム
も導入が始まりました。慎重な稼動テストを経て、2008年
10月から本格稼動します。

人事システム上では、人事関連の稟議承認ワークフ
ローシステムをはじめとして、データの可視化を進めてい
ます。

また、オフコン時代には、紙ベースで稟議が動き、異動
などの人事処理は発効前日の夜中に動かすバッチ処理で
システムへ反映させていましたが、稟議承認内容が発効
する日に自動的にシステムへ反映させるなど、大きく変革
する予定です。

SuperStreamでは、各事業部のデータを照合するといっ
た重複作業をすることなく、過去のデータや、個人ごと部
署ごとにこれまでの人事の流れをひと目で把握でき、将来
の人事シミュレーションも容易にできます。
「どういうキャリアを持つ人材がどの部署にいるのかという
人材マップを、組織の壁を超えて明らかにすることが、新
しい人事システムの目標です。事業部長が必要な人材を
別の事業部からでも引っ張ってくることができれば、組織
が活性化し、新しい力も発掘できます」と情報技術部 部
長 草野尚彦氏は意欲的に語ります。

SuperStreamの導入によって、給与と人事のシステムは、
戦略的データ活用のできるオープン環境への移行に成功
しました。さらに今後、会計システムのオープン化の一環
で、SuperStreamの固定資産・リース資産管理システムも
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