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Q&Aサービスファイル　ソフテスQ＆Aサービスをご利用のお客様から、よくある質問をちょっとだけご紹介！！

Q 「固定資産マスタで資産休止フラグがONにもかかわらず、減価償却費が計上されます。」

A 資産を休止しかつ減価償却費計算も止めるためには、固定資産マスタの資産休止フラグとあわせて、付与されている償却

キーの設定も確認が必要です。償却キーの設定が「資産休止：いいえ」となっていると、固定資産マスタの資産休止フラグを

ONにしても減価償却費計算は続いてしまいます。償却キーの設定で「資産休止：はい」となっている場合に限り、固定資産マスタの

資産休止フラグがONとなっている期間、減価償却費計算が中止されます。このとき、償却キーのフェーズが2つある場合は、各フェー

ズに「資産休止」の設定があります。

なお、固定資産マスタの資産休止フラグ

をONとする場合には、必ず「追加間隔」か

ら休止期間を指定してください。期間を

指定せずに固定資産マスタの資産休止

フラグをONにすると、今年度の期首から

遡って償却費が再計算され、償却費の戻

しが発生します。

＜固定資産マスタの資産休止フラグをONにする場合＞

①「追加間隔」押下

② 資産休止日を入力し、
 「資産休止」をチェックする。

③「資産休止：はい」を設定

ソフテス
コンサルタントK

SAPユーザ・サミットに関する最新情報 ▼Webサイト http://www.softes.co.jp/summit/ SAPユーザ・サミット クリック
！

編集後記「緑の中のIT会議2017閉幕、そして2018へ」
お世話になっております、サミット担当の天野です。緑の中のIT会議２０１７SAPユーザ･サミットを、５月２５日

（木）～２６日（金）に静岡市の日本平ホテルにて開催いたしました。皆様のご協力もあり、今年のサミットも無事

盛況のうちに閉幕いたしました。誠にありがとうございました！今年は、日本平ホテルを会場にしたこと、グルー

プディスカッションを研究分科会に改めるなど、新たな試みが多い回でした。おかげさまで参加人数は、昨年

に続き過去最多を更新！お客様にも「参加者が増えた」、「サミットがどんどんパワーアップしている」などお褒め

の言葉をいただきました。ありがとうございます。もちろん、来年もサミットを開催いたします！

「緑の中のIT会議2018」に向け、準備を進めて参りますのでお楽しみに。お気づきだと思いま

すが、すでに会報は、来年に向けてリニューアルしております。皆様により一層有益な情報を

お届けできるよう頑張ります。皆様のご意見もいつでもお待ちしております！
天野 近藤

セミナーの申し込み、最新情報はソフテスWebサイトをご覧ください。
ソフテス　セミナー

実例に学ぶ！
経営改革のための
SAP ERP徹底活用

SAP ERP活用のための運用セミナー

ウシオ電機株式
会社 様

ウシオ電機様に
おける

SAP ERP子会
社展開

事例のご紹介

ユーザ講演

主催：㈱ソフテス／㈱ソフテスBSS／㈱ソフテスGT 協賛：SAPジャパン㈱

月6月12日大阪
開催

水6月14日東京
開催

14:30～17:00［受付開始1４:00～］

セミナー開催の
お知らせ

皆様の声を
募集しています！

お気軽に投稿ください！

会報へのご感想
SAPシステムを使用していて思うこと
SAPシステムに関する課題や、挑戦したこと 
…など、なんでも思ったことをご投稿ください！

ソフテス新パートナー
Softes
News

㈱ソフテスは、昨年5月にASEAN地域に事業展開する現地
のSAPサービスパートナー Astrums社と業務提携し、そ
の地域におけるサービス体制を整えました。
2017年4月、また新たに台湾・中国のITTS社、Soetek社と
業務提携いたしました。一層の事業領域の拡大、規模の拡大
に繋げて参ります。

ITTS社：
台湾のSAPチャネルパートナー
第一号。SAP Gold Partners
です。

Soetek社：
台湾・中国において数多くの導入・
運用実績があります。
台湾のSAP Silver Partners
です。 マレーシア

シンガポールシンガポール

フィリピン

インドネシアインドネシア

インドインド

日本

中華人民共和国

台湾

＜事業領域拡大イメージ図＞

ご投稿は、FAXまたはWebサイトから！

検索SAPユーザ・サミット

FAX

同封の応募用紙に
ご記入の上、FAXください

Webサイト

緑の中のIT会議2017 SAPユーザ・サミットを
開催しました！ 
当日の様子や参加者様の声をまとめました。

◆Q&Aサービスファイル
 「固定資産マスタで資産休止フラグがONにもかかわらず、減価償却費が計上されます。」
◆SoftesNews
 ソフテス新パートナー　
◆セミナー開催のお知らせ
◆編集後記 
 「緑の中のIT会議2017閉幕、そして2018へ」
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株式会社ソフテス
SAPユーザ・サミット事務局

緑の中のIT会議2017 SAPユーザ・サミット 写真ギャラリー「集合写真」

緑の中のIT会議



SAPに蓄積したデータを活用すべく、BIツールの導入
を検討しています。

これからどのようなことに取り組む予定ですか？

子会社にもSAPシステム導入を検討しています。

おかげさまで、今年も盛況でした。
ご参加いただきました皆様、誠に有難うございました。皆様のお力添えにより、盛況のうち、終了いたしました。
当日の様子や、参加者様の声をまとめましたのでご覧ください。

緑の中のIT会議2017 2017年5月２５日（木）～２６日（金）

会　　場： 日本平ホテル（静岡市）

参加企業： 56社76名

①14時15分～
②16時15分～12時30分～

研究分科会Ⅰ・Ⅱ基調講演 テーマ別に各部屋へ移動し研究分科会を行いました。㈱ソフテスやSAPジャパン㈱のスペシャリスト
から、最新技術の紹介やデモンストレーションの後、参加者様によるディスカッションを行いました。

参加者様全員に、会場にお集まりいただき、講演を行いました。

＜参加者様の声＞   
◆ 昨今の世の中の課題に注目し、今後の展望についてお話しいただき
 大変参考になりました。
◆ 最新のトピックスも交えながら、システム導入の本来の目的、あるべき姿を
 お聞きでき勉強になりました。

＜参加者様の声＞   

◆ デザイン思考について、体験を通じて理解できたことがとても有意義でした。
◆ 失敗を恐れずに挑戦しないといけないということを、ワークショップを通じて
 改めて認識させていただきました。
◆ 昨年お話しいただいたデザイン思考の続きが聞けて嬉しかったです。
◆ 失敗の大切さ、既成概念にとらわれずに発想することの重要さを学びました。

㈱ソフテス 取締役会長 鈴木 忠雄より、参加への御礼を述べた後、講演をいたしました。
最先端医療医学・グローバリズム・AIなどを取りあげた上で、自らが意図するシステムを
構築し、確実に経営戦略をリードし実現していくのか、その重要性を話しました。

◆『思うように使えない、運用コストが重い。軽快な「価値、生む活用」を目指して！』
　株式会社ソフテス 取締役会長　鈴木 忠雄

 

マシュマロチャレンジ
チームに分かれ、スパゲティ・テープ・ひもを使用して
できるだけ高い自立式の建造物を作り、マシュマロを一
番上に乗せなければならない。

クラウド活用の正解は？WかZか…
㈱ソフテスGTの「AWS標準移行方
式」をベースに、AWSへの移行タスク
や発生する課題、移行後の運用につい
て参加者様同士で情報交換を行いま
した。

SAP 稼働～活用までの育成プロセス
SAPシステムの稼働から活用までを三つ
の時期に分け、各時期の課題にどう対処
するべきかディスカッションしました。

デモ有体験有

ディス
カッション

ディス
カッション

SAP Business Oneセミナー夕食会（グループディスカッション）

夕食を囲みながら、リラッ
クスした雰囲気で、参加者
様同士で意見交換を行い
ました。また、研究分科会
それぞれの結果報告も行
いました。

ランチ&
クロージング
サミットもいよいよ終了です。
昼食をとりながら、最後の意
見交換に盛り上がりました。

交流会
二日目は、レクリエーショ
ンを行いました。ディスカッ
ションでは見られることが
できない参加者様の一面
を知ることができ、さらに
親睦が深まりました。

懇親会

を開催しました！

5月25日（木）

SAPジャパン㈱ 代表取締役社長 福田 譲 氏の講演では、デザイン思考の『入口』として
参加者様を6名１チームに分け、マシュマロチャレンジを体験していただき「挑戦し続け
ること＝失敗し続けること」、「まずやってみる意識・行動力・カルチャー」の重要性などに
ついて理解を深めていただきました。

◆『やってみよう！イノベーション』
　SAPジャパン株式会社 代表取締役社長　福田 譲 氏

ERP新規導入セミナー デモ有

SAP ERPパッケージの持つ特徴は
何か。代表的なシステム構築手法を
例に、適した構築手法について、お
よびそのシステム構築を成功に導く
ポイントについて、セミナー形式で
説明しました。

中堅・中小企業向けERPパッケージ 
SAP Business Oneとは何か。 他シス
テムやSAP ERPと何が同じで何が違
うのかを講演・デモンストレーションで
ご紹介し、実際にSAP Business One
の操作を体験していただきました。

19時～ 21時～
9時～

5月26日（金） 11時45分
～13時

マシュマロチャレンジ
を行いました。

試行錯誤しながらタワー
を作っています。

AWSにSAPシステムを構築しました。オンプレミスとは違う
癖があり、その辺を踏まえて移行を検討すべきです。

実際にAWSで運用されている方の話が聞けて
参考になりました。AWSは非常に多くのサービス
があり、研究が必要と感じました。

データ上の在庫と現物の差異をどのように
防ぎますか？返品で狂いやすく困っています。

弊社の場合は返品対応の専任の担当者を
置いています。

経営改革、如何にSAPを活用するか！
エグゼクティブ、マネジメントの方々が
集まり、経営視点から考える業務システ
ム（SAP ERP）の活用の仕方、経営改革
の実現までの工夫などについて情報交
換やディスカッションを行いました。

S／4HANAその実態と凄さを体感
SAP S／4HANAのメリットとは何で、ロードマップをどう描くべきか。 
ソフテスからS／4HANAについて解説し、皆様の経験談、課題、アイデア
をもとに、S／4HANAについてディスカッションしました。

ディス
カッション

エグゼ
クティブ

ディス
カッションデモ有

SAP Fiori、クラウドプラットフォー
ムの詳しい話をもっと聞きたいと
思いました。やりたいことが具体
的に見えた気がします。

経営者とSAPという発想がありませ
んでした。皆様とのディスカッションで
アイデアをいただけました。

ビッグデータを活用しようとしても、それに資するデータを蓄積できていなければ分析
できない。「ITセクションとして先を見て準備しなければならない」という一言が印象
的でした。

SAP Fiori画面が従来のGUIと異なり、
非常に直感的で操作しやすく、感動し
ました。

今まで聞いたSAP S/4HANAへの移行
に関する情報の中で一番有益でした。

本番機だけオンプレミスで、開発・検証機
はクラウドというのはありでしょうか？

［参加者様の声］ 

［参加者様の声］ 

［参加者様の声］ 

［参加者様の声］ 

KPIをどう定めデータをどう扱っていくか。必要なKPIが変わる瞬間を正しく
捉えて見直していく必要があると思います。

SAP S/4HANAの移行は業務
の根幹の見直し、という意見が
新鮮でした。

分かれていると管理が大変ですし、リプレイスも大変だと思います。
ここからが情

報交換会

の本番です！

▲基調講演／SAPジャパン㈱ 福田 譲 氏

▲㈱ソフテス 鈴木 忠雄


