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コンピエールジャパン発足 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

コンピエールジャパン株式会社（COMPIERE JAPAN Inc.） 

2013年3月27日発足 
（株）アルマス・ソリューションズを母体として事業体の再構築 
「Compiere日本企業版」の日本総販売権を（株）アルマスより譲渡 

 Compiereライセンス／アプライアンス／クラウドサービスの販売事業を推進 
 Compiere Japanパートナーグループを組織、パートナービジネスを支援 
 （株）ユーエスエスの業務知識・活用ノウハウを注入／テンプレート化の促進 
 （株）アルマスは Compiere開発事業と技術支援に専念 
 コンピエールジャパン（株）が Compiere販売事業に注力 

① 販売体制の強化 (コンピエールジャパン） 

 ブランディング   “Compiere”  “Csaas” 

 マーケティングの強化 

 使い易いテンプレートの拡充 

 パートナー様との協業推進モデルの構築 

② 製品開発体制の強化 （アルマス） 

 製品開発に専念できる体制の確立 

狙い 
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背景 

O家具 ： “ そんな小さな会社で大丈夫か？ ” 

J商事  ： “ フリーソフトで問題ないのか？ ” 

Tバイオ ： “ パートナーと組むならば提案OK ”  

低迷する 

経済環境の中でも 

提案案件はそれなりにあった。 
然し… 

リーマンショック（2008.9） 

           世界同時不況（2008.9） 

               ～欧州金融危機の波及…… 

東日本大震災（2011.3） 

等々 
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“狙い”＆ “思い” 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

中小・中堅企業経営情報システム 
高度化への貢献 

Compiereパートナーの拡充 
（Compiereを顧客企業にお届けするプレイヤー（ＩＴ企業・技術者等）の拡充） 

安価で良質な 

経営情報システム
の提供 

協業推進の 

ビジネスモデルを
提供 

Compiereを製品として 
更に充実させていく体制の整備 
開発事業への専念（アルマス） 

Compiere製品・サービスを 
皆んなに提供できる組織体の確立 

（コンピエールジャパン） 

顧客企業の発展 

パートナー企業の発展 

COMPIERE JAPAN 参画事業者の発展 

Compiereで 
日本の再成長に 
貢献する 

販 

製 

活 

広 
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コンピエールジャパン概要 

社名 コンピエールジャパン株式会社 
英文社名： COMPIERE JAPAN Inc. 

発足日 2013年3月27日 （商号変更） 旧社名： 株式会社アルマス・ソリューションズ 

住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル602号 
                   TEL:03-6240-1268 / FAX:03-6240-1269 

事業開発室 
セミナールーム 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目12番1号ニツセイ虎ノ門ビル13階 
                   TEL:03-6402-5324 / FAX:03-6402-5325 

役員 取締役会長 與 良 博 和 （株式会社ユーエスエス 代表取締役） 

代表取締役社長 細 沢  正  

取締役 吉 日 木 図  （株式会社アルマス 代表取締役） 

取締役 渋 谷  實 （株式会社ユーエスエス 専務取締役） 

資本金 4,100万円 

事業内容 オープンソースベースERP/CRMシステム「コンピエール日本企業版」 
の日本国内総販売事業、 
コンピエールベースのSaaS/クラウドサービス事業の推進 
および、関連サービス・ソリューションの販売 
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コンピエール日本企業版 



コンピエール日本企業版とは・・・ 
 米国Compiere社 （現：米国Aptean社） 提供の

オープンソースERP&CRMシステムCompiere3.0

コミュニティーエディションをベースに株式会社アル
マスが開発した日本企業版ソフトウェアパッケージ 

 日本語対応、日本商習慣に適応、完全Web対応 
  2008年8月に J300_A01 リリース以来、 
   2013年3月末に7度目のリリースアップを実施 

 グローバル基準のビジネスモデルと、日本商習慣
適応を両立させた本格的経営管理システム 

 対象企業（パッケージ版の推奨） 

 ・物販流通業、サービス業 等 
 ・年商5億円～500億円の中堅中小企業 
 ・大手企業の関連会社（国内、海外） 

 完全グローバル化対応のシステム 

 ・マルチ言語  ・マルチ通貨 ・マルチ税率  
 ・マルチ単位 ・マルチ会社 ・マルチ組織 
 ・マルチ倉庫 ・マルチ会計ディメンション 
 ・マルチ原価評価ルール 

最新版： Compiere  J300_A07P 
（2013年3月より正式出荷開始） 

対応OS： Linux(RHEL/CentOS), Windows 
対応DB： Oracle DB/PostgreSQL 

高い柔軟性でさまざまなビジネスに適応 
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ライセンスとエディション 

                           

                           
 
 
 
 

 

Compiere社が開発 
オープンソース（無償）で配布 
日本語サポートなし 
無償ダウンロード可 
Javaクライアント（Swing）のみ 
保守サポートなし 

 コンピエールジャパン HP  
    より無償ダウンロード可能 

 日本語・日本商習慣対応 
 Javaクライアント（Swing） 

  ＆WebUI 
 保守サポートなし 

J300_A01 2008年8月 
・・・ 
J300_A03 

2010年6月 リリース 

 コンピエールジャパンで提供 
 限定頒布 
 日本語対応 
 日本商習慣 拡張対応 
 有償サポートにより提供 
 Javaクライアント（Swing） 

   ＆Web-UI 
 保守サポートあり 

     ・バグ対応・FIX 
     ・メール問い合わせ 
     ・新版の配布 
 
 
 
 
2013年3月  正式出荷開始 

日本商習慣 
拡張対応 
→ リリースノート参照 

日本商習慣 
対応 

CommunityEdition3.0 

日本企業版・コミュニティエディション 
    J300_A03 （無償版） 

日本企業版・スタンダードエディション 
        最新版 J300_A07S/P 

Dec. 4, 2007（US） 
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米国Compiere社（現APTEAN社）提供 GPLv2ライセンス ※ 全て、ソース・オブジェクト提供 

※ ※ ※ 

Community Edition 3.0をベースに 
アルマスが開発 GPLv2ライセンス 

Community Edition 3.0をベースにアルマスが開発 
コンピエールジャパンが提供   GPLv2ライセンス 



コミュニティエディション 
Compiere日本企業版コミュニティエディション 
J300_A03 リリースノート   2010年06月 
 
Compiere J300_A03は株式会社アルマスが、米国Compiere社 
のCompiere Community Edition 3.0をベースに開発した、日本 
語及び日本商習慣適応バージョンです。 
主に以下の内容が追加されました。 
1. 日本語ランゲージパック（ラベルのみ）  
2. 日本商習慣に合わせた項目追加、及びその表示、インポー

トプログラムの修正 
3. 日本郵政省提供データでの郵便番号照会住所入力補助

機能  
4. 日本の勘定科目体系ファイル  
5. 日本語の標準帳票 (請求書など20種類以上) 
6. インポートフォーマット定義（ImpFormat）のエクスポート/イン

ポート機能  
7. 印刷書式（PrintFormat）のエクスポート/インポート機能  
8. 日本語DB仕様書(XLSファイル)自動作成機能  

＊J253_A03にアルマス独自のWEBバージョンが含まれている 
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スタンダードエディション 
最新版： Compiere J300_A07S/P   リリースノート   2013年3月 

１、EDIインポート／エクスポート・エンジン機能追加 
２、DESKTOP機能追加 
   ●メニューの任意項目をDESKTOPに配置可能 
   ●DESKTOPのボタンの大きさ、色、位置の任意設定可能 
   ●一職責にDESKTOPを複数設定可能 
３、印刷書式にISSOTRX項目を追加して、販売/購買系印刷書式区別して 
  表示する 
４、WEBSTORE機能を改修して、日本企業ニーズに合わせた改善修正 
   ●商品検索         ●買物カートに入れる 
   ●注文確定         ●決算方法 
   ●買物履歴照会      ●問合せリクエスト登録 
５、WEBスタート起動方法の改善 
   ●サーバー毎にプロパティファイルの保存機能追加 
６、リソースアサイン＆スケジュール情報機能改善 
   ●日、月、年別のリソースアサイン＆スケジュール情報画面改善 
   ●時間、日、週、月、年別のガントチャート画面新規作成 
７、従業員スケジュール管理機能追加 
   ●従業員スケジュール管理画面 
   ●従業員スケジュール編集画面(イメージ：Googleカレンダー) 
８、仕様書出力機能追加 
   ●DB仕様書出力機能改善 
   ●テーブル定義仕様書出力機能追加 
   ●ウィンドウ定義仕様書出力機能追加 
   ●フォーム定義仕様書出力機能追加 
   ●プロセス定義仕様書出力機能追加 
   ●印刷書式定義仕様書出力機能追加 
   ●インポートフォーマット定義仕様書出力機能追加 
９、プロジェクトスケジュール管理機能追加 
   ●既存プロジェクト管理画面にスケジュール情報追加 
   ●プロジェクトスケジュールをガントチャートで表示編集する機能 
１０、回収入金機能追加 
   ●回収入金画面 
   ●回収入金合計金額自動計算 
   ●回収入金処理 
１１、自動補充発注機能追加 
   ●製品マスターの補充設定を利用して自動補充発注する機能 
   ●発注数量は発注点在庫数、最小注文数、発注セット数による 
   ●自動補充発注画面で補充製品をリストアップして数量調整、発注する 
１２、生産画面のドキュメント化管理 
   ●生産管理はドキュメント管理するように改善 

１３、移動平均法追加 
   ●原価評価法に移動平均法を追加 
   ●移動平均法原価に履歴を持つよう設計 
   ●システム稼働開始時の初期原価を設定 
   ●移動平均法の原価を洗い替える機能 
１４、既存原価評価法に原価履歴機能追加 
   ●標準原価       ●最終請求(仕入) 
   ●平均請求(仕入)   ●最終発注 
   ●平均発注 
１５、ウィンドウ表示方法の改善 
   ●ウィンドウでの項目表示に文字の色とフォントを設定できるように改善 
   ●ウィンドウにフォームタブ表示設定機能追加 
     １、フォームタブには、項目をグリッド（X, Y）指定して表示する 
     ２、項目の表示する幅、及び占めるグリッド数を指定できる 
     ３、項目に文字色とフォントを指定可能 
     ４、フォームタブでも、ヘッダー明細（伝票形式）表示が可能 
１６、ツリーコピー機能追加 
   ●メニューや組織ツリーをコピーする機能 
１７、WEBバージョン機能大幅改善 
   ●SWINGバージョン既存機能すべて、新機能をほぼ対応 
   ●一覧表示画面での直接編集機能追加 
   ●ヘッダーと明細を同じ画面編集できる伝票画面追加 
   ●ソート順番メンテナンス画面追加 
   ●ツリーメンテナンス画面追加 
   ●リソースアサインメント改善 
   ●デスクトップ機能追加 
   ●ショートカット機能追加 
   ●単体テスト仕様書付き 
１８、モバイルバージョン 
   ●WEBバージョンとほぼ同じ 
   ●表示幅をiPhone等モバイルデバイスに合わせて調整 
   ●特別な業務(承認処理、入庫処理など)をiPhone等モバイルデバイス 
    からでも可能 
１９、WEBサービスエンジン 
   ●外部WEBサービスを利用する機能 
     １、価格.COMの商品を検索して製品インポートテーブルに設定事例  
     ２、GEOCODINGのWEBサービスを利用して取引先の住所から緯度 
       経度を取得事例 
   ●COMPIEREからWEBサービス機能提供 
     １、製品検索サービス 
     ２、製品情報提供サービス 

２０、その他バグ修正、機能改善も多数含む 
２１、Compiere_J300_A04PをJDK1.6に対応 
２２、JBossセキュリティホール対応 
２３、WebVersionの機能を大幅改善 
２４、Mobileversion機能の改善 
２５、固定資産償却機能追加 
   ●資産管理台帳 
   ●資産購入、売却、移動、分割、修繕、除却、棚卸 
   ●資産原価償却 
   ●償却予定、履歴管理 
   ●一括償却処理 
   ●固定資産関連仕訳自動記帳 
２６、開発変更の差分を自動リリースする機能追加 
   ●本番のバックアップをベースで開発する 
   ●本番と開発DBを比較しながら差分SQL Scriptを作成する 
   ●差分SQL Scriptをテストサーバーに反映してテストする 
   ●差分SQL Scriptを本番サーバーに反映してリリースする 
２７、Csaasユーザー用メニューと画面などを追加 (オプション) 
   ●販売管理 
   ●購買管理 
   ●在庫管理 
   ●債権債務管理 
   ●入金支払管理 
２８、その他バグ修正、機能改善も多数含む 
２９、PostgreSQL に対応 
 

以上、Compiere J300_A04S/P, A05S/P, A06S/P, A07S/P にて 
拡張してきた機能の一覧となります。 

Compiere日本企業版スタンダードエディション J300_A07(S/P)は株式会社アルマスがCompiere3.0バージョンをベースに開発した 
日本語及び日本商習慣適応バージョンの拡張版です。 
コミュニティエディション（J300_A03）を発展させ、日本商習慣適応の更なる拡張、品質向上をいたしました。 

スタンダードエディションの優位点 

•グローバル規準 
   ＋ 
•日本語対応 
•日本商習慣適応 
•完全WEBバージョン 

•保守サポート 
 ＊バグ対応・FIX 
 ＊問い合わせ対応 
 ＊新版の配布 
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Compiere日本企業版比較 

コミュニティエディション スタンダードエディション 

最新版 Compiere J300_A03 Compiere J300_A07S/P 

ライセンス頒布 一般公開（GPLv2）  
（ダウンロード） 

限定頒布（GPLv2） 
有償サポート購入顧客に COMPIERE JAPAN よりご提供 

頒布内容 オブジェクト／ソースコード オブジェクト／ソースコード 
日本商習慣 拡張適応モジュールの提供 
各種ドキュメント等の提供 

・ユーザーマニュアル ・スターターキット ・日本語言語パック 

・インストールガイド ・中小企業基幹システム構築ガイドブック 

データベース Oracle XE , Oracle 10g/11g Oracle XE, Oracle 10g/11g 
PostgreSQL 

保守サポート 無し 有償サポート 
オリジナルCommunity Edition 3.0 部分も含め保証 

バージョンアップ ― スタンダードエディション新版リリースを希望ユーザーに頒布 
（保守サポート契約ユーザー対象） 

パートナー取扱 ― COMPIERE JAPAN 認定パートナー（販売代理契約）  
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販売管理 

見積 

受注 

納品 

◆見積書印刷  
◆見積りから受注作成 
◆見積時の在庫引当 

◆前払受注    ◆定期受注処理 
◆在庫引当  ◆リソース管理 
◆受注データインポート 
◆直送  ◆受注から発注作成 

◆納品書印刷     
◆一括納品書作成 
◆顧客返品管理 ◆ピック確認 
◆出荷確認 

購買管理／経費管理 

見積依頼 

発注管理 

経費精算 

◆発注書印刷  ◆直送 
◆定期発注処理 
◆発注データインポート 

◆現金精算 
◆振込精算 

入荷 

◆検品 
◆入荷確認 
◆仕入先返品管理 

在庫管理 

在庫移動 

棚卸 

社内使用在庫 

製品組立／分解 

在庫補充 

棚卸評価法 
◆FIFO    
◆標準原価 
◆移動平均 
◆最終仕入原価 
◆売価還元 

◆棚卸リスト印刷 
◆棚卸データインポート 

カテゴリ管理 

在庫評価 

支払 

支払請求 

買掛金／未払金管理 

◆まとめ払い処理 
◆FBデータ作成 ◆仕入割引 
◆支払消込管理(配分) 

売上計上処理 

入金 

売掛金／未収入金管理 

◆取引先別売上／売掛金管理   
◆定期売上計上処理 
◆ 一括売上計上 
◆クレジットメモ 
◆売上データインポート 

◆入金消込処理(配分) 
◆一部入金   ◆貸倒れ 
◆売上割引処理  
◆入金インポート 

◆請求書印刷 
◆消費税調整 

締日請求処理 

財務会計 

銀行報告 

現金出納帳 

一般会計 

会計諸表 ◆財務諸表 
◆会計レポート作成機能 

◆定期仕訳作成 
◆決算処理  ◆本支店会計 
◆仕訳データインポート 

◆預金出納帳 
◆振込手数料処理 
◆利息処理 

◆小口現金  ◆現金売上処理 
◆現金過不足処理 
◆口座入金／引出し処理 

コンピエール 業務機能（基本） 
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◆取引先別債務管理 
◆定期支払請求処理 
◆支払請求書簡易入力 
◆仕入先クレジットメモ 
◆支払請求データインポート 

顧客管理(CRM) 

取引先管理 与信管理 

督促 見込顧客管理 

キャンペーン リクエスト管理 

リソース管理 

スケジュール 

アサイン 

コスト管理 

◆見積・受注時 
◆リソース負荷測定 

◆個人別カレンダー 
◆リソース実績 

◆分類別 
◆リソース別 

プロジェクト管理 

Web-Store 

統計資料・管理レポート 

多次元リアルタイム分析 予算作成 予実管理レポート 部門別レポート 商品別売上レポート 

配賦 ダッシュボード 地域別売上レポート 
※左記以外にも色々な分析軸で 
レポート作成が可能です!！ 

商品別粗利レポート 取引先別債権レポート 

監視項目設定 

実績モニタリング 



コンピエール 業務機能（連携） 
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販売管理 

見積 

受注 

納品 

◆見積書印刷  
◆見積りから受注作成 
◆見積時の在庫引当 

◆前払受注    ◆定期受注処理 
◆在庫引当  ◆リソース管理 
◆受注データインポート 
◆直送  ◆受注から発注作成 

◆納品書印刷     
◆一括納品書作成 
◆顧客返品管理 ◆ピック確認 
◆出荷確認 

購買管理／経費管理 

見積依頼 

発注管理 

経費精算 

◆発注書印刷  ◆直送 
◆定期発注処理 
◆発注データインポート 

◆現金精算 
◆振込精算 

入荷 

◆検品 
◆入荷確認 
◆仕入先返品管理 

在庫管理 

在庫移動 

棚卸 

社内使用在庫 

製品組立／分解 

在庫補充 

棚卸評価法 
◆FIFO    
◆標準原価 
◆移動平均 
◆最終仕入原価 
◆売価還元 

◆棚卸リスト印刷 
◆棚卸データインポート 

カテゴリ管理 

在庫評価 

支払 

支払請求 

買掛金／未払金管理 

◆まとめ払い処理 
◆FBデータ作成 ◆仕入割引 
◆支払消込管理(配分) 

売上計上処理 

入金 

売掛金／未収金管理 

◆取引先別売上／売掛金管理   
◆定期売上計上処理 
◆ 一括売上計上 
◆クレジットメモ 
◆売上データインポート 

◆入金消込処理(配分) 
◆一部入金   ◆貸倒れ 
◆売上割引処理  
◆入金インポート 

◆請求書印刷 
◆消費税調整 

締日請求処理 

◆取引先別債務管理 
◆定期支払請求処理 
◆支払請求書簡易入力 
◆仕入先クレジットメモ 
◆支払請求データインポート 

顧客管理(CRM) 

取引先管理 与信管理 

督促 見込顧客管理 

キャンペーン リクエスト管理 

リソース管理 

プロジェクト管理 

Web-Store 

ダッシュボード 

監視項目設定 

実績モニタリング 

連携用データ 

財務会計連携データ 

管理会計連携データ 

統合分析連携データ 

全てのデータ項目の 
エクスポート・インポートが可能 

申請・決済機能 
電子承認 

ワークフロー 

アクセス権限管理 
ログ管理 

セキュリティ 

マルチ言語・組織 
通貨・会計・税率 

グローバル対応 

インポート・エクスポート 
WEBサービス／EDI 

データ連携 



統合サーバー環境・データ連携（例） 
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統合サーバー仮想化環境（IBM Power Systems) 

Compiere 

SS/400 
（SuperStream） 

・財務会計 
・管理会計 
・手形管理 
・支払管理 
・固定資産 

eCA-DEIVER 
・連結会計 

 
 

SS/400 

 
統合分析 
Pentaho 

・統計資料 
・管理 
 レポート 
・多次元 
 リアルタ 
 イム分析 

 
 
 

Pentaho 

ワーク 
フロー 

セキュ 
リティ 

グローバル 
対応 

データ 
連携 

データ 
連携 

データ 
連携 

顧客管理 

リソース管理 

プロジェクト 
管理 

WebStore 

実績 
モニタリング 

在庫管理 

販売管理 
債権管理 

(売掛金/未収金管理) 

債務管理 

(買掛金/未払金管理) 

仕入管理 

(購買管理/経費管理) 

連携用   データ 

統計用 
データ 

会計用 
データ 

会計用 
データ 

統計用 
データ 



クロスクラウド環境・データ連携（例） 
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クロス・クラウド環境 

Compiere (CLOUD) 

A-SaaS 

財務システム 

・財務会計 
・管理会計 

税務システム 
・連結会計 

給与システム 

減価償却 
システム 

A-SaaS 
(CLOUD) 

 
統合分析 
Pentaho 

・統計資料 
・管理 
 レポート 
・多次元 
 リアルタ 
 イム分析 

 
 
 

Pentaho 
(CLOUD) 

ワーク 
フロー 

セキュ 
リティ 

グローバル 

対応 

データ 
連携 

データ 
連携 

データ 
連携 

顧客管理 

リソース管理 

プロジェクト 
管理 

WebStore 

実績 
モニタリング 

在庫管理 

販売管理 
債権管理 

売掛金 
未収金管理 

債務管理 

買掛金 
未払金管理 

仕入管理 

購買管理 
経費管理 

連携用   データ 

統計用 
データ 

会計用 
データ 

会計用 
データ 

統計用 
データ ユ

ー
ザ
ー
企
業
別
・
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
開
発 



マルチ機能 

GUI 

言語・単位 
組織体系 
価格・割引 
通貨・会計基準 
権限・ログ管理 

柔軟なシステム拡張性 

モデル駆動アーキテクチャー 

システム機能の特徴 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 17 



マルチ機能① GUI 
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Java クライアント（Swing） 

Web-UI 

クライアントインストール 

Web-スタート 

アルマス開発 

Ｗｅｂスタートを活用する事により、クライア
ントPCに最新プログラムをインストールする
手間を省くことができる 

マルチユーザーインターフェイス 



マルチ機能② 言語・単位 
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マルチ言語 

マルチ単位 

ユーザーインタフェース 

取引ドキュメント 

メールテンプレート 

ログイン時に言語選択 

ログイン言語に関係なく取引先の言語による 
帳票類やメールテンプレートを出力可能 

基本単位 

カスタマイズ単位 

単位換算 

・・・  Compiereに予め登録されている単位 

・・・  単位を必要に応じて追加登録する事が可能 

・・・  1ダース→12個のような単位換算を設定する事が可能 



マルチ機能③ 組織体系 
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マルチ会社／マルチ組織／マルチ倉庫 

DB 

クライアント 
（テナント）B 

クライアント 
（テナント）A 

クライアント 
（テナント）C 

組織A 組織B 組織C 

倉庫A 倉庫B 

保管場所A 保管場所B 

取引組織A 取引組織B 

クライアント（テナント） ≒ 会社 

1つのDB上に複数のクライアント（テナント）を作成
する事が可能。このクライアント間ではマスタの共
有はできない 

組織 ≒ 部署or事業部等 

グループ化された階層化構造を複数設定可能 

組織間でマスタを共有可能 

組織間取引が可能 
→カウンタードキュメント 

→本支店会計の仕訳も起票することが可能 

倉庫 

倉庫は在庫を管理する単位 

倉庫は組織に属する→組織：倉庫=1：N 

保管場所は倉庫に属する→倉庫：保管場所=1：N 

保管場所 

取引組織 

クライアントを1つの企業グループと見立て、組織
を1つの会社と定義した場合、取引組織を使用し
てセグメントデータを管理する事ができる 



マルチ機能④ 価格・割引 
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マルチプライスリスト 

マルチ割引体系 

プライスリストを複数定義して、取引先マスタ（もしくは取引先グループ）に初期値として割り当てる事
ができる。プライスリストは日付でバージョン管理する事ができる 

得意先用プライスリスト 

通常のプライスリスト 

バーゲン用プライスリスト 

プライスリスト 製品マスタ 

製品A 

製品B 

製品C 

取引先マスタ 

取引先A 

取引先B 

取引先C 

フラット割引 

分岐割引 

一律に割引率(%)を設定する事ができる 

取引先毎に割引率を設定する事もできる 

分岐条件により割引率を設定する事ができる 

ドキュメント毎の割引 ドキュメント毎に割引を手入力して処理する事ができる 



マルチ機能⑤ 通貨・会計基準 
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マルチ通貨 

マルチTax 

マルチ会計原則 マルチ原価管理 

•世界中の通貨が登録済み→別途レート登録必要 

•複数のレート登録が可能→スポット/平均/期末レートなど 

•会計通貨／取引通貨→会計通貨は会計スキーマによって 

複数設定も可能 

会計原則を複数設定する事ができる。 FIFO／LIFO／標準原価／平均発注価格／ 

請求平均価格／最終請求価格／最終購買価格／ 

移動平均法／個別原価法 

•カテゴリ別税金設定 

•製品別消費税設定 

•取引地域別消費税設定 

※世界中の消費税/付加価値税/営業税を考慮し
て作成されており、柔軟性が高い。 

 

請求書 

商品A 1個 
3150円 

日本基準 

IFRS 

会計帳簿 
（借方）売掛金  3,150円 

／（借方） 売上        3,000円 
             仮受消費税 150円 

（借方）Receivable  3,150円 

／（借方） Sales   3,000円 
                    tax 150円 

取引ドキュメント 

マルチ会計ディメンション 

組織／販売地域／プロジェクト／取引先 

／製品／補助科目キャンペーン／ 

その他ユーザー定義 

 

 



マルチ機能⑥ 権限・ログ管理 
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経理部 

権限管理 

ログ管理 

組織や職責毎の権限設定に加えて、マスタデータやトランザクションデータ毎にも権限設定可能 

 職責やテーブル毎に制御可能 

営業部長 

経理部員 

総務部員 

営業部 

＋ 

テーブルアクセス権限設定 

カラムアクセス権限設定 

レコードアクセス権限設定 

※  “職責+ユーザー” でアクセスできる組織を制御する事もできる 

職責A 更新履歴をとる？とらない？ 

テーブル 更新履歴をとる？とらない？ 
＋ 

データ登録者/最新更新者 

ログイン履歴 

 常にログ管理の対象 

 必要に応じて設定 

● 

● 

● 

× 

× 

× 



柔軟なシステム拡張性① 
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画面（ウインドウ）作成 

ウインドウ エンジン 

フォーム エンジン 

定型画面（ウインドウ）作成 

→画面（ウインドウ）を構成するタブの数や表示項目、表示順序、  

リスト表示などをパラメータ設定により制御 

バリデーションチェック 

→“コールアウト”と呼ばれるプログラムによるバリデーションチェック
や入力制御を行える 

ウインドウ定義 

              

タブ定義 

フィールド定義 

フィールド定義 

Callout 

テーブル＆ 
カラム定義 

非定型画面（ウインドウ）作成 

→プログラムで独自の画面を作成 

クラス 

ウィンドウ 
エンジン 

フォーム 
エンジン 



柔軟なシステム拡張性② 
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ウインドウ処理への組み込み 

自作プログラム（ビジネスロジック）を簡単に組み込める 

プロセスとしての組み込み 

モデルクラスと呼ばれるクラスを作成し 
    ビジネスプロセスを記述する事ができる 

 

モデルクラス 

バッチ処理などの自作プログラムをプロセスとして 
    簡単にメニューに組み込む事ができる 

プロセスエンジン 

クラス 



柔軟なシステム拡張性③ 
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レポート作成 

レポートエンジン 

会計諸表エンジン 

Jasper レポート 

帳票定義 

定型レポート 

一覧レポート 

管理＆分析のためにデータを一覧表示する“一覧レポート”と予めデザイン

された“定型レポート”をノンプログラミングで作成する事ができる 

会計諸表レポート 

レポート 
エンジン 



柔軟なシステム拡張性④ 
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データのエクスポート 

データのインポート 

Compiereのあらゆるデータは一覧レポートの出力によってCSV形式等でエクスポートする事ができる 

【出力可能形式】 Postscript／XML／PDF／HTML／textタブ区切り／SSVセミコロン区切り／CSVカンマ区切り 

製品マスタ／取引先マスタ／勘定科目／在庫データ／注文書／請求書／仕訳データ／支払データなど

のデータインポートツールが用意され、カスタマイズ可能 

エクスポート 

データ 
インポート カラム 

インポート定義 

テーブル 
インポート 
エンジン 



柔軟なシステム拡張性⑤ 
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システムを止めずに更新反映 

画面（ウインドウ）のカスタマイズやレポート修正だけでなく、DBに項目を追加する場合でもシステムを止めずに   

追加する事が可能。（ダイナミックO-Rマッピング） 

テーブル＆ 
カラムの追加 

ウインドウ作成 レポート作成 



モデル駆動アーキテクチャ 

カラムに設定する 
変わる時に実行される 
フィールド値自動設定 
入力支援、警告 
値有効性チェック 

Callout 

すべてが設定で動く 
ダイナミックO-Rマッピング 
コアエンジンで集中駆動 
ワークフローをバンドル 
セキュリティを重視 

Application Dictionary 

トランザクション整合性 
WEB 2.0 （GWT） 
データベースに依存しない 
自動バージョンアップ 
アプリケーション拡張構成 

Compiere Technique 
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Compiere製品ラインアップ 

・中小企業～中堅企業のお客様 
・同時使用10ユーザー以上 
・業種・業態別テンプレート利用可能 
・カスタマイズ可能 
 

Compiere オン・ザ・クラウド 

・小規模～中小企業のお客様 
・同時使用10ユーザー迄 
・標準仕様（Csaasスタンダード） 
・カスタマイズ可能（Csaasカスタム） 
 

Csaas （シーサース） 

ＳａａＳ/クラウド 

Cパック・フレンディ 

・小規模＆中小企業のお客様 
・オフィス環境に設置 
・同時使用10/20ユーザー（2タイプ） 
・小規模･中小企業用テンプレート 
・カスタマイズ可能 
 

＋ 

IBMパック 

・中小企業～中堅企業のお客様 
・専用環境 または データセンター設置 
・ユーザー数制限なし 
・業種・業態別テンプレート利用可能 
・フル・カスタマイズ可能 
  

＋ 

アプライアンス 

・中小企業～中堅企業のお客様 
・専用環境 または データセンター設置 
 (オンプレミス／プライベートクラウド） 
・ユーザー数制限なし 
・業種・業態別テンプレート利用可能 
・フル・カスタマイズ可能 
・開発プラットフォームとしてCompiere   
 を利用可能（自社独自モデルの構築） 
 

Compiere ライセンス 

ライセンス 
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Compiere基本サポート料金 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

Compiere 日本企業版スタンダードエディション  サポート価格表（ユーザー提供希望価格） 

Compiere J300_A07S Compiere J300_A07P 

UI Swing版（Javaクライアント） Swing版 + WEBユーザーインタフェース 
ユーザーID数 初年度保守サポート 更新保守サポート／年額 初年度保守サポート 更新保守サポート／年額 

10 迄 ¥720,000 ¥480,000 ¥960,000 ¥480,000 

11 ～ 20 迄 ¥1,080,000 ¥720,000 ¥1,440,000 ¥720,000 

21 ～ 50 迄 ¥1,440,000 ¥960,000 ¥1,920,000 ¥960,000 

51 ～ 80 迄 ¥1,680,000 ¥1,200,000 ¥2,480,000 ¥1,200,000 

81 ～ 120迄 ¥1,920,000 ¥1,440,000 ¥2,720,000 ¥1,440,000 

121 ～ 以上 個別見積り 個別見積り 個別見積り 個別見積り 

・中小企業～中堅企業のお客様 

・専用環境 または クラウド環境にて可動 

 （オンプレミス／プライベートクラウド） 

・業種・業態別テンプレート利用可能 

・フル・カスタマイズ可能 

・開発プラットフォームとしてCompiereを利用可能 

 （自社独自モデルの構築） 

 

※ パートナー様向け価格は、別表が適用されます。 

ライセンス 

※ カスタマイズ費用は、個別見積りとなります。 推奨 
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Compiere テンプレート 

サービス業テンプレート 

在庫管理を必要としないサービス業向
けのテンプレート。 

¥980,000  

卸売業テンプレート 

在庫管理に重点を置いた設定を行っ
ている卸売業向けのテンプレート。 

¥1,280,000 

  テンプレートとしてCompiereをすぐに動かせるように設定していますので、マスタ登録により自社専用の環境構築が可能です。 

◆1日出張サポート 

→クライアントPCへのCompiereインストールと操作説明。    

     ※遠方の場合の交通費は別途ご負担願います。 

◆メール問合せ 

→購入後3ヶ月間30回まで(1企業1担当者)。 

無料サポート 

◆コンサルティング     ◆追加開発         ◆データ移行 

◆サーバー設定            ◆運用保守サポート  

◆その他サポート依頼 

有料オプションサポート 

※有料オプションサポート料は、お見積りさせて頂きます。 
 お気軽にご相談下さい。 

テンプレートだからインストールしたらすぐに使える!! 

テンプレートだからレポートも豊富!! 

テンプレート購入企業には、以下のサポートを用意しています 

日本の商慣習にも対応 

［主な日本ローカライズ対応］ 

◆締日請求機能    ◆ファームバンキング(FB)データ作成  

◆消費税の端数処理方法選択(取引先毎)    ◆代引き 

◆郵便番号からの住所入力  ◆伝票形式の入力画面 

その他、多数の日本ローカライズ対応実施!! 

 インストールしてすぐに利用できる帳票類も充実。  

100を超える帳票＆レポートをご用意しています。 

テンプレートだから資料も豊富!! 

 テンプレートとして、インストールするCompiereデータ、想定する 

業務フロー、操作マニュアルを提供。 

販売管理テンプレート 

会計管理の部分を除いて、販売管理
だけに重点を置いたテンプレート 

¥680,000 
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システム導入手順 

現
状
業
務
の
確
認 

業
務
改
善
点
の
抽
出 
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& 
G 
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P 
判
定 

シ
ス
テ
ム
要
件
の
整
理 

シ
ス
テ
ム
化
範
囲
の
定
義
・
承
認 

シ
ス
テ
ム
移
行
承
認 

シ
ス
テ
ム
移
行 

本
番
運
用 

導入分析（要件定義）作業 移行・本番稼動 

オリジナル開発機能 
 
 
 
 
 
 

Compiere適用範囲 
 
 
 
 

    ↓↑ ・・・・・ ↓↑ 
 
 
 
 

パッケージを適用する機能はパラメータ
の設定、お客様を交えた画面確認を繰
り返しながら構築します。 

パラメータ設定 
(Nonプログラミング開発) 

お客様ご利用確認 

機能設計 実装・テスト 
（プログラミング開発） 

機
能
結
合
テ
ス
ト 

統
合
テ
ス
ト 

教
育 
・ 
研
修 

システム導入・開発作業 
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事例紹介(1) 
Ｓ社 愛知県名古屋市 

雑貨・家具・インテリアオリジナル商品の企画・製造・卸販売 

・SAP BISINESS ONEと比較検討しCompiere導入を決定 

・自社在庫引当ロジック要求をカスタマイズ開発 

・低価格、豊富な機能、柔軟性を評価しCompiereを選択 

Compiere選定の理由 

・導入コストが他社商用パッケージに比べて安いこと 

・Compiereが持つ既存ロジックが豊富 

・設定変更でかなりのカスタマイズ要求に対応可能 

・必要により、Ｊavaプログラミングによる特別要求も実現可能 

適用業務 
・Web受注データの自動インポート/販売管理/売掛管理/仕入・買掛管理/在庫管理 

今後の計画 
・BI 機能の実現（他オープンソースBIパッケージとの連携） 
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事例紹介(2) 

Ｐ社 東京都渋谷区 

コンピュータ周辺機器、ネットワーク機器の開発・製造・販売 

・内部統制の必要性からERP/CRMシステムの導入を決断 

・ERPはCompiereを選択、SugerCRM連携によるシステム構築 

・低価格、豊富な機能、柔軟性を評価しCompiereを選択 

Compiere選定の理由 

・ワークフロー制御、業務プロセスログ等の機能充実を評価 

・Compiereが持つ既存ロジックが豊富 

・カスタマイズ、仕様追加による柔軟な顧客要求対応が可能 

・フルカスタマイズのトータル費用が他システムに比べて安価 

適用業務 

・受注・売上・買掛管理/仕入・買掛管理/在庫管理/会計業務 
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コンピエールを推奨する企業像 

1. 未システム化企業・新規事業会社 

2. オフコン更新時期にある企業 

3. 業務の煩雑性から手作りしか方法が無いと考える企業 

4. 海外進出企業／海外製造・国内販売を行なう企業 

5. 上場を目指している企業／上場企業の連結子会社 
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コンピエール推奨企業像(１) 
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未システム化企業様 ・ 新規事業会社様 

 企業像 
• 会計業務以外は、システム化していない小規模な成長企業 
• 新規事業を目的に設立された事業会社、または独立採算事業部門 

 ニーズ 
• 従業員が増えてきて、手作業では管理が難しくなってきた 
• 業務手順が固まっておらず、標準に合わせることで手順を確立したい 

 システム要件 

• 標準的な業務管理の仕組み／将来の拡張性・カスタマイズ可能性 

 コンピエールのアピールポイント 
• テンプレートによる簡単導入（卸売業／サービス業／販売管理 等） 
• 会計システムは、専用パッページを継続して使うことを推奨 
• 一定期間の活用経験を踏また後に、必要なカスタマイズが可能 

 コスト面でのメリット 
• オープンソースならではの安価な導入コスト、安価な変化対応コスト 

【事例】 マーケティング支援 O社様 
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コンピエール推奨企業像(２) 
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オフコン更新時期にある企業様 

 企業像 

• オフコン（AS/400等）の導入企業で、移行を必要としている企業 

 ニーズ 
• 販売／仕入買掛／在庫管理等の既存自社システムを置き換えたい 
• レガシーシステム（AS/400やオフコン等）のマイグレーションをしたい 

 システム要件 

• 標準機能を極力利用、複雑なカスタマイズは避け必要な部分のみ 

 コンピエールのアピールポイント 
• 標準でカバーできる機能が豊富、設定変更だけでカスタマイズが可能 
• 必要ならば、テンプレートをベースに、自社のニーズを反映可能 

 コスト面でのメリット 
• オープンソースならではの安価な導入コスト、安価な変化対応コスト 
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コンピエール推奨企業像(３) 
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業務の煩雑性から手作りしか方法が無いと考える企業様 

 企業像 

• 独自のビジネスモデル、販売形態、販路等の理由から、業務が複雑 

 ニーズ 
• 標準の業務システムパッケージでは、業務要件を満たさない 
• 手作りシステムの構築では、コストが膨大、期間が長期化してしまう 

 システム要件 

• 標準機能が用意されていること、柔軟なカスタマイズが可能なこと 

 コンピエールのアピールポイント 
• 標準でカバーできる機能が豊富 
• 設定変更だけでカスタマイズが可能 
• 必要ならば、プログラム修正・追加開発が可能なこと 

 コスト面でのメリット 
• オープンソースならではの安価な導入コスト、安価な変化対応コスト 

【事例】 オーダーカーテン製造N社様, 環境・防虫駆除 E社様 
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コンピエール推奨企業像(４) 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

海外進出企業／海外製造・国内販売を行なう企業様 

 企業像 
• 海外に複数の拠点を展開している企業、これから海外に進出する企業 
• 海外で商品を製造し、国内市場に販売を行なう企業 

 ニーズ 
• 各国の通貨、税率、会計基準への対応 
• 本社で各国の状況をタイムリーに把握・管理 

 システム要件 

• マルチ通過、マルチ税率、マルチ会計基準、マルチ会社等への対応 

 コンピエールのアピールポイント 
• マルチ通過、マルチ税率、マルチ会計基準、マルチ会社等に標準対応 
• 新興国でも導入可能な、低価格なグローバル基準のシステム 
• 本社で各国の状況をタイムリーに把握・管理が可能 

 コスト面でのメリット 
• オープンソースならではの安価な導入コスト、安価な変化対応コスト 

【事例】 日用雑貨品製造販売 S社様（海外製造・国内販売） 
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コンピエール推奨企業像(５) 
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上場を目指している企業様 ／上場企業の連結子会社様 
 企業像 

• 上場基準に耐えられる社内システム整備が求められている 
• 親会社の内部統制基準を満たす社内システム整備が求められている 

 ニーズ 
• スケジュールが明確に定められている、遅れが許されない 
• 予算はそれなりに確保される、ただし、抑えたい 

 システム要件 

• データの一貫性／セキュリティ／監査機能／国際会計基準対応 

 コンピエールのアピールポイント 
• 完全なアプリケーションレベルでのセキュリティ 
• 職責管理、データセキュリティ、暗号化データ、情報監査機能 
• 業務処理に組み込まれたワークフロー管理（ワークフロー制御） 
• 日本会計基準と、国際会計基準の両方への対応 

 コスト面でのメリット 
• オープンソースならではの安価な導入コスト、安価な変化対応コスト 

【事例】 Ｐ社様 （IT製品開発・製造・販売）, Ａ社様 （上場企業連結子会社） 
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販売元： コンピエールジャパン株式会社 
製造元： 株式会社アルマス 

Compiere日本企業版・日本総販売元／開発製造元  企業情報 
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コンピエールジャパン概要 

社名 コンピエールジャパン株式会社 
英文社名： COMPIERE JAPAN Inc. 

発足日 2013年3月27日 （商号変更） 旧社名： 株式会社アルマス・ソリューションズ 

住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル602号 
                   TEL:03-6240-1268 / FAX:03-6240-1269 

事業開発室 
セミナールーム 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目12番1号ニツセイ虎ノ門ビル13階 
                   TEL:03-6402-5324 / FAX:03-6402-5325 

役員 取締役会長 與 良 博 和 （株式会社ユーエスエス 代表取締役） 

代表取締役社長 細 沢  正  

取締役 吉 日 木 図  （株式会社アルマス 代表取締役） 

取締役 渋 谷  實 （株式会社ユーエスエス 専務取締役） 

資本金 4,100万円 

事業内容 オープンソースベースERP/CRMシステム「コンピエール日本企業版」 
の日本国内総販売事業、 
コンピエールベースのSaaS/クラウドサービス事業の推進 
および、関連サービス・ソリューションの販売 
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アルマス概要 

 商号  株式会社アルマス (ALMAS Inc.) 
 本社  〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11 
              日東ビル601号  
 代表取締役  吉日木図(ジリムト) 
 TEL/FAX     03-5688-2081 / 03-5688-2082  
  URL         http://www.almas.co.jp/ 

        http://www.compiere-japan.com/ 
 会社設立    2003年8月11日  
 資本金      1280万円 
 従業員数 8名（2013年2月現在） 

事業内容 
 コンピュータソフトウエアシステム開発 
 コンピュータソフトウエアシステムインテグレーション 
 自社製品 jWareベースのシステム開発・導入 
 オープンソースERP & CRM Compiere導入サポート 
  日本語対応、カスタマイズ開発 
 モンゴル語 Unicode 及びアプリケーション開発 
 情報処理サービス提供 
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製品開発拠点の整備 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

（株）アルマス・インターナショナル （英文名称：ALMAS International Inc.） 

・ 2012年5月設立 

・ 東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル TEL:03-5688-2081 FAX:03‐5688‐2082 

・ 代表取締役  吉日木図（ジリムト） 

・ 資本金 2,880万円 （株主： アルマスおよび、個人（3名） ） 

・ 内モンゴル出版集団（フフホト市）との合弁会社に対する投資事業会社 

内蒙古徳力海信息技術有限公司 （英文名称：DELEHI Inc.）  ・・・ 日本語呼称 “デルヒ” 

・ 2013年3月設立    所在地：中国・内モンゴル自治区・フフホト市 

・ 董事長 李凤山（リーフウサン）／総経理 吉日木図（ジリムト） 

・ 資本金：500万元（約7,500万円）・・・内モンゴル出版集団300万元、アルマス・インターナショナル200万元 

・ 
・ 
モンゴル語処理関連プロジェクトの推進 
Compiere事業のオフショア開発拠点としての位置付け 
（製品開発、顧客システム導入プロジェクト・オフショア開発、BPO（データ入力アウトソーショング）） 

・ アルマスは、技術指導/コンサルティングにより合弁事業会社の事業を支援 

• Compiere事業のオフショア開発拠点の整備 

– 製品開発コストの最適化 

– 中国市場への布石 

• 事業の立ち上げ・推進（2013年3月設立完了） 
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耳寄り情報-その１ 

© 2013 COMPIERE JAPAN Inc. 

 
個別企業向け 
カスタマイズ 

 
テンプレート 

（業種・業態別） 

アプリケーションオプション 

 
AWS 

(Amazon Wen Services) 

コンピエール日本企業版 

スタンダードエディション 
Compiere Application Platform 

APPL.プラットフォーム 
基本サービス 

運用支援 
サービス 

 
 
 

運用 
オプション 

【プレアナウンス】 CAPS on AWS Compiere Application Platform Services 
on Amazon Web Services 

サイズ 想定する企業像（企業規模） ※ 

同時使用 
ユーザー数 

ユーザー数 
従業員数 

想定売上高 
(億円） 

HQXL 65 160/320 64 - 96 

HWXL 32 80/160 32 - 48 

XL 18 48/96 19 - 28 

L 10 24/48 9.6 - 14.4 

M 5 12/24 4.8 - 7.2 

S 2 6/12 2.4 - 3.6 

※ 弊社の想定値です。業種・業態により異なります。 

基幹システムプラットフォーム 

にかける情報投資は、 

売上高比率 0.X％以下 

の時代に突入！ 
価格 
想定 

 
 
 
 

CJパートナーサービス 

 
 
 
 

CJ提供サービス 
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耳寄り情報-その２ 
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Compiereによるシステム構築を計画中の方、CompiereによるSIビジネスを検討中の方
向けの『コンピエール日本企業版コミュニティエディション（オブジェクト・ソース）』
を同梱したCompiereトレーニングキット。 
従来価格４４万円（税込462,000円）のリニューアル版を、49,800円（税込・送料込）
にてご提供いたしております。 

Compiereトレーニングキット 発売中（限定50セット） 

 業務トレーニングDVD（３日間の講義を全収録） 
 技術トレーニングDVD（２日間の講義を全収録） 
 コンピエール日本企業版コミュニティエディション 
 （オブジェクト・ソース）、スタータキット等 同梱 
 トレーニングテキスト（５冊 合計５８６ページ） 

（贈呈） 

お申し込み 

www.compiere-japan.com  
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耳寄り情報-その３ 
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キャリア形成助成金活用によるCompiere技術者育成プラン 

 経費と人件費が助成される！ 
 厚生労働省・都道府県労働局が運用する 企業の人材育成

と労働者のキャリア形成のための助成金 
 《 情報通信産業も対象 》 

コンピエールジャパンのトレーニングでの活用例（職業訓練） 

※トレーニング内容は、事業主様に合わせてカスタマイズ可能 

お問い合わせ・お申し込み 

www.compiere-japan.com  
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ご清聴ありがとうございました。 


