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海外拠点専用ERP
A.S.I.A GP製品概要

概要のご案内

太陽グラントソントン株式会社

開発元：東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
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このような課題はありませんか？

・海外法人では業務が属人的になっており、業務がブラックボックス化している
・海外法人の事業が急拡大し、既存の仕組みでは処理しきれなくなってきた
・海外法人にも、日本の内部統制規定を適用できるようにしたい
・現地管理者が適切にデータ参照・承認できる仕組みを構築したい

海外法⼈の業務効率化、可視化、ガバナンス構築が急務

・連結決算処理において、海外法⼈の決算早期化が急務となっている
・日本本社から海外法人の情報に直接アクセスできるようにしたい
・海外と日本の会計制度の違いを、きちんと反映させたい
・受注・売上・在庫・粗利・債権回収状況などをリアルタイムに把握したい

グローバルレベルでの経営可視化が必須

・本社が現地システムを把握できるように、日本でも日本語でサポートしてほしい
・システム運用フローは、標準化させるため、日本本社主体で策定したい
・品目コードや取引先コードは、グローバル統⼀管理したい
・システム導入後は、海外現地・日本本社ともに、サポート対応をしてほしい

海外法⼈の企業システム状況を⽇本でも管理・把握したい
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●債権回収や債務支払の状況が正確に把握できない
⇒資⾦繰リスクの管理に課題

●会計処理の内容を正確に監査できない
⇒誤謬/不正リスクの管理ができない

●業務が属人化してしまっている
⇒担当者の休暇、ジョブホップにより、業務が停滞

ローカルスタッフが経理/会計処理を⾏っているため、
会計資料の内容の詳細が分からない

本社への迅速かつ正確なレポーティングができない

海外法人システムの実情
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海外法人システムの選択肢

選択肢 1

海外製グローバルERP
(日本調達可能な製品)

〇
〇
×
×

機能網羅性が⾼い
実績が多く、知名度も⾼い
導入/運用に多額の費用と人的リソースが必要
複雑さから使われなくなるケースもある

選択肢 2

現地パッケージ
（現地で選定できる製品）

〇
〇
×
×

低コストで導入ができる
現地事情に合わせた機能が実装されている
情報共有や業務統制、グループ横展開が難しい
導入/保守のサービスレベルは低い

選択肢 3

自社開発システム
（EXCEL等のOffice製品も含む）

〇
〇
×
×

完全に自社仕様にできる
本社がシステムの内容を完全に管理できる
海外要件の把握が難しい
開発やメンテナンスコストが大きい
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グローバルレベルでの
経営可視化

海外法人

本社 ERP
A.S.I.A. GP

国内法人

本社

国内子会社

国内子会社

中国法人
グローバル
連結決算

グローバル
経営分析

海外法人システムをA.S.I.A.GPで統一。
現地サーバ不要なクラウド環境で運⽤。

グローバル連結や
経営分析を実現

香港法人

韓国法人

本社ERPにグローバルグ
ループ情報を集約

海外法人システム展開パターン傾向
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What’s A.S.I.A. -A.S.I.A.とは-

グローバルで使える国産ERP

・各国言語に対応。
・表示だけでなくデータも多言語。
・通貨は無制限。外貨換算も自動化。
・基準の異なる元帳を複数管理可。

日本企業の要求レベルに対応

・日本企業のための製品開発。
・運用サポートまでワンストップ。
・世界中にサポート拠点を展開。
・国産だから製品サポートも迅速。

グローバルGrp.導入に対応

・シングルインスタンスで複数の
グループ会社を管理。

・低コストでスピーディーな
多拠点展開を実現するクラウド
サービスも提供

そのまま使える高い柔軟性

・アウトプットはEXCEL出⼒可。
・豊富なユーザー拡張項目を用意。
・定期的な製品アップデートによる
充実の機能強化プログラム。

日本企業のグローバル展開をサポートする為に開発された
唯一の国産グローバル対応ERP
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■本社年商別の導⼊実績
海外拠点向けの現実的なソリューションとして、
幅広いレンジの年商規模の企業で採⽤

■本社業種別の導入実績
海外展開が進む製造業と卸売業で多くの導入実績

20の国と地域 270社への導入実績

A.S.I.A.の実績
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A.S.I.A.のお客様

製造業のお客様（一部抜粋）
業界/社名 導入拠点 導入システム 導入形態

三星ダイヤモンド工業株式会社様 韓国・中国・台湾 ERP グローバル展開

アイテック株式会社様 香港 ERP 海外拠点単独

スター精密株式会社様 タイ ERP 海外拠点単独

株式会社アイリス様 香港・中国 ERP グローバル展開

KatoLec (Thailand) Co., Ltd.様 タイ 会計 海外拠点単独

Siam NDK Co.,Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

Y-TEC Co., Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

Opt Precision Co., Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

T&C Manufacturing Co., Pte.Ltd.様 シンガポール 会計 海外拠点単独

E&H Precision (Thailand) Co., Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

株式会社大紀アルミニウム工業所様 タイ・インドネシア ERP グローバル展開

Siam Orient Electric Co.,Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

⾦型メーカー 中国・シンガポール・アメリカ・ドイツ・台湾 ERP グローバル展開

電機メーカー 中国・シンガポール・韓国 ERP グローバル展開

化学メーカー 台湾 会計 海外拠点単独

⾮鉄・⾦属メーカー タイ 会計 海外拠点単独

⾦型メーカー 日本・インドネシア・タイ・フィリピン・中国・マレーシア・
チェコ

会計 グローバル展開

精密機器メーカー フィリピン 会計 海外拠点単独

食品メーカー 中国 会計 海外拠点単独

資材メーカー 中国 会計 海外拠点単独

服飾メーカー 中国・台湾 ERP グローバル展開

⾦属加⼯メーカー 香港 ERP 海外拠点単独
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A.S.I.A.のお客様

業界/社名 導入拠点 導入システム 導入形態

⿊⽥電気株式会社様 中国・タイ・香港・フィリピン・シンガポール・
チェコ・日本・ベトナム・台湾

ERP グローバル展開

Sato Kogyo Bangkok Co., Ltd.様 タイ 会計 海外拠点単独

A.N.I. Logistics, Ltd.様 タイ 会計 海外拠点単独

Nippon Konpo (Thailand) Co.,Ltd.様 タイ 会計 海外拠点単独

SUN-WA TECHNOSASIA(THAILAND)CO.,LTD.様 タイ ERP 海外拠点単独

独⽴⾏政法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構
（バンコク事務所）様

タイ 会計 海外拠点単独

Dunlop Tire (Thiland) Co., Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

Sumiden International Trading(Singapore)Pte.Ltd.
様

シンガポール ERP 海外拠点単独

TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD.様 シンガポール ERP 海外拠点単独

Thai Torica Co.,Ltd.様 タイ ERP 海外拠点単独

商社 ドイツ・アメリカ ERP グローバル展開

商社 日本 会計 本社単独

商社 日本・フィリピン・シンガポール・台湾 会計 グローバル展開

商社 中国・シンガポール ERP グローバル展開

商社 日本・中国・アメリカ ERP グローバル展開

商社 香港・シンガポール ERP グローバル展開

商社 香港・台湾・シンガポール・タイ 会計 グローバル展開

物流 タイ 会計 海外拠点単独

物流 タイ ERP 海外拠点単独

商社 タイ ERP 海外拠点単独

非製造業のお客様（一部抜粋）
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A.S.I.A. GPは会計機能 と販購在機能 で構成

販売管理

受注管理 出荷管理 売上管理

在庫管理

在庫管理

購買管理

発注管理 ⼊荷管理 仕⼊管理

システム管理

マスタ管理
（販購）

債権管理

債権計上 債権消込

会計管理

一般会計 財務諸表 予算/分析

債務管理

債務計上 債務消込

データ連携

システム管理
マスタ管理
（共通）

棚卸管理

データ
インポート

タイマ
コントロール

A.S.I.A. GP -モジュール構成-
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A.S.I.A. GP -機能フロー-

会計/販売/購買/在庫間でリアルタイムに情報連動

展開
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海外拠点の会計システムとして利⽤可能

A.S.I.A. GP -会計版の紹介-
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① 多言語対応

② 多通貨対応

③ 多基準対応

④ 柔軟なレポート機能

⑤ 管理会計用レポート対応

⑥ 他システムとの連携

世界中の様々な言語をサポート

多通貨での取引や会計処理に対応する為の各種機能

各国毎の基準別会計管理や、現地税制に柔軟に対応

多種様式レポートに柔軟に対応

経営管理⽤分析レポートを豊富に⽤意

他システムとの連携を実現するインポート機能

① 通貨は無制限設定可能
② 月次・日次・スポットレート対応
③ 外貨（取引通貨）から基準通貨への自動換算
④ 為替差損益自動計算

① 日/英/中/タイ/韓国語を標準でサポート
② ログイン中に、複数言語を切り替え可能
③ 項目名、マスターデータバイリンガル対応
④ ⽇付や⾦額表⽰の様々な様式に対応

① 異なる５つの会計元帳を管理
② 各国の法定帳票にも対応

① 財務データの集計単位となる分析用コードを複数登録可能
② 分析用コードは科目ごとに必須/禁止/任意⼊⼒設定可能
③ 予算登録や実績値との比較レポートが出⼒可能
④ 前年度実績や部⾨ごとの対⽐など多様なレポートが出⼒可能

① レポートはEXCELファイルに出⼒可能
② 財務諸表はいくつでもレイアウト登録可能

① 仕訳データを取り込み可能
② 債権債務データを取り込み可能
③ CSV形式ファイルを取り込み可能

グローバルに使用するための各種機能を装備

A.S.I.A. GP -機能ハイライト-
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画面項目テキストの多言語対応 マスタデータ名称の多言語対応

多言語機能

複数⾔語を切り替えて利⽤可能
英語 日本語中国語
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A.S.I.A. GP -機能ハイライト①-

多言語機能

画面表示だけでなくレポートも多言語対応

出⼒時に帳票⾔語を
選択可能
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A.S.I.A. GP -機能ハイライト①-
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・外貨取引の場合は取引通貨から基準通貨への自動換算を⾏い
データ上は取引通貨/基準通貨額の両方を保持。

・帳票の取引通貨⾦額/基準通貨換算額の同時表示や
⽉末の外貨評価換算処理、債権債務消込時の為替差損益計算をシステム対応。

多通貨機能

17

①取引通貨を選択
（通貨は無制限登録可）

②取引⾦額
(例:日本円)を⼊⼒

③基準⾦額
(例:中国元)が自動算出

A.S.I.A. GP -機能ハイライト②-

・A.S.I.A.では為替毎に日単位で10種類のレートタイプ、換算レートを管理可能

月単位

日単位 日単位で為替レートを設定

換算通貨とレートタイプを選択

多通貨機能

レートタイプ別・月別・日別でレート情報を管理

レートの期間一括
設定も可能

18

A.S.I.A. GP -機能ハイライト②-
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多通貨機能

為替差損益自動計算

■計算対象

■計算結果

■仕訳計上
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A.S.I.A. GP -機能ハイライト②-

翌期自動振替

為替差損自動仕訳

多基準機能

複数基準の仕訳データを複合帳簿で分類管理

通常仕訳

決算仕訳

税務調整仕訳

本社報告調整仕訳

過年度遡及修正

通常仕訳
+

決算仕訳

データレベル機能

仕訳データを分別管理し、出⼒時に合算有無を任意に選択

仕訳⼊⼒画⾯等 伝票/帳票出⼒画⾯A.S.I.A. Database
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A.S.I.A. GP -機能ハイライト③-
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A.S.I.A. GP

データレベル1
通常GL

連結報告用F/S
（IFRS基準）

単体決算用
会計資料

現地報告用F/S
（現地基準）

通常仕訳

データレベル2
連結報告用

多基準機能

データレベル（最大5つ）による複数基準会計帳表の発⾏

本社報告用
調整仕訳

単体決算用
調整仕訳

データレベル3
決算用

仕訳⼊⼒

データレベル1と
データレベル3を
合算出⼒

データレベル1と
データレベル2を
合算出⼒

A.S.I.A. GP -機能ハイライト③-

出⼒帳票

柔軟なレポート機能

複数レイアウト様式/ファイル形式での出⼒が可能

Microsoftのレポート機能である
「RDLC」を使用して作成。
帳票様式は、容易に修正可能です。

帳票様式レイアウト
ファイル

EXCEL形式

ユーザが自由に集計/
加工できます。

PDF形式

ユーザ加工を防止した
い場合に有効です。

CSV形式（帳表）

他システムへのデー
タ送信に便利です。

帳票レイアウトを
帳票出⼒時に選択可

合計残高試算表
出⼒

データI/F様式

日本報告用様式

現地管理⽤様式

22

A.S.I.A. GP -機能ハイライト④-
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管理会計⽤の財務諸表は多彩な分析軸での出⼒可能

2012年

上海支店 バンコク支店

海外事業 国内事業 海外事業 国内事業

実績 予算 達成率 実績 予算 達成率 実績 予算 達成率 実績 予算 達成率

売上高 XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX%

売上原価 XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX%

売上総利益 XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX% XXX XXX XX%

損益計算書
H.24 1月1日 から H.24 12月31日まで

３）アイテム別出⼒
・取引先／ユーザアイテム別に出⼒可
・特定のアイテム項⽬だけに絞っての出⼒可

４）出⼒数値（どのような数値を表⽰するか）
・財務諸表上に表示する数値種類を定義可
・当期実績だけでなく、前期値や予算値を出⼒可
・残高だけでなく、発生値/累計値/増減値を出⼒可
・増減率や達成率、構成⽐といった指標も出⼒可

1）時間軸
・会計年度/半期/四半期/⽉度単位で出⼒可
・複数期間を選択しての、期間比較可

２）部⾨別出⼒
・統括部門を指定して、その集計値を表示可
・統括部門／実部門別に、数値を並べて表示可
・部⾨⽐較列順は事前に登録可

管理会計⽤レポート対応
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5）出⼒科⽬
・出⼒したい科⽬選択可
・集計科⽬の出⼒可

A.S.I.A. GP -機能ハイライト⑤-

アイテム別損益計算書

5）出⼒科⽬

4）出⼒数値

1）時間軸

2）部⾨別出⼒

24

3）アイテム別出⼒

管理会計⽤レポート対応

A.S.I.A. GP -機能ハイライト⑤-
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出⼒数値⼀覧表

当期項目
・期首残高
・前残高
・借方発生額
・貸方発生額
・増減額
・借⽅累計額
・貸⽅累計額
・残高

前期項目
・前期期首残高
・前期前残高
・前期借方発生額
・前期貸方発生額
・前期増減額
・前期借⽅累計額
・前期貸⽅累計額
・前期残高
・前期当期差異額
・前期当期差異累計額

予算項目
・予算額
・予算累計額
・年間予算額
・予算実績差異額
・予算実績差異累計額
・年間予算実績差異額

その他
・構成比
・当期/前期増減比
・当期/前期累計増減⽐
・期間達成率
・累計達成率
・年間達成率

25

管理会計⽤レポート対応

A.S.I.A. GP -機能ハイライト⑤-

A.S.I.A. GP -機能ハイライト⑥-

他システムとの連携

トランザクション系：新規／削除
仕訳、債権、債務
受注（見積）、発注（購買依頼）
出荷/販売実績、入荷/仕入実績

マスタ系：新規／更新／削除
取引先、品目、単価、勘定科目 など

A.S.I.A.GP
DB

データインポート機能

レポート出力

DB
直接参照

物流
システム

生産管理
システム

本社ERP
BIシステム

データインポートはCSV形式ファイルに対応

バッチ起動
(ｽｹｼﾞｭｰﾗｰｿﾌﾄやWEBサービスなど)

画面から
操作
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■機能通貨 ■セグメント管理 ■過年度遡及修正

■IFRS基準での会計データ管理 ■財務諸表の表⽰・出⼒

⽤途の異なる仕訳を個別に
管理/集計する機能を搭載しています
（データレベル機能）。
IFRS用に調整/組替データを⼊⼒し
IFRS基準の帳票を出⼒することが
できます。

財務諸表レイアウトはテンプレー
トとして登録が可能です。

IFRS用、現地報告用など、様々な
様式で財務諸表を出⼒することが
できます。

分析用に多数のユーザコードを
登録する事ができます。

ユーザコードは、販売から会計
まで一気通貫で保持できるだけ
でなく、財務諸表を含む、各会
計帳表の分析軸として使用でき
ます。

年度締めの解除機能を備えてい
ます。
データレベル機能と組み合わせ
ることで過年度遡及修正の対応
が可能です。

IFRS（国際財務報告基準）対応に有効な各種機能を装備

A.S.I.A. GP -IFRS/J-SOX ready-

機能通貨を基準通貨として登録す
ることで、伝票データは取引通貨
と機能通貨の2種類の⾦額を保持、
それぞれレポート出⼒できます。

機能通貨は会社毎に設定でき、
国が異なる運⽤拠点でも対応が
可能です。
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■ユーザアクセスコントロール

・各画面へのアクセス権限設定
・部⾨ごとの伝票データ⼊⼒/参照/承認権限設定
・債権/債務/会計データの承認要否設定
・ログインパスワードは有効期限/英数混在必須などの設定が可能

■履歴管理のための機能

・システムへのログインログ管理
・機能へのアクセスログ管理
・トランザクションデータの変更/削除履歴管理
・マスタデータの変更/削除履歴管理

内部統制対応に有効な各種機能を装備

A.S.I.A. GP -IFRS/J-SOX ready-


