ACC2000導入事例前編 〜株式会社ライフ様〜

債権情報/顧客コンタクト履歴を一元管理 できる
新 債 権 管 理システムを「 A C C 2 0 0 0 」で 構築
大手信販会社の株式会社ライフ様では、異なる業務単位に分散しているコンタクト履歴を顧
客単位に一元管理することで、複雑化する債権管理業務の効率化および改正貸金業法対応を

■初中期督促（未収１ヵ月〜３ヵ月）

可能とする新債権管理システムの構築を計画。短期間・ローコストでのシステム構築の実現
を図るため、パッケージの検討などを行い、豊富な実績やカスタマイズのしやすさなどを評価
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し、債権管理総合パッケージ「ACC2000」を選定。日商エレクトロニクスがその開発を担い
ました。一大プロジェクトとなった本件について、リプレースの計画から運用開始、さらには営
業・販促業務への展開に至るまでの経緯を、株式会社ライフ（以下 ライフ）情報システム部シ
ステム企画課長の仲田貴之氏に取材し、前編・後編の2回にわたって紹介します。
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「ACC2000」が選ばれることとなった。
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構築したシステムは5年後も
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に予定されている。
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処理が間に合わないという事態が発生していまし
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各社からの提案をもとに検討を行い、最終的

商品にかかわる事務を担当するカスタマーセン

ライフカードの債権業務の受託を行っており、今
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田貴之氏は語る。
ライフでは、月間数百万件の請求書発行が行
われている。そのうち率は低くとも一部が未収と

テムインテグレータとしては富士通、アプリケー

ター、
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の受託をビジネスとして行っていきたいと考えてい
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客からの日々の問い合わせは、こうしたさまざまな
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管理業務である。債権管理業務とは、クレジット
カードなどでショッピングをした顧客が、支払期日

経緯もあった。

■リクレ債権管理（再計画管理）

「ACC2000」
と、他社製品との比較だけでなく、

社、ライフ。現在、カード会員数は1400万人を

こうしたなか、収益を大きく左右するのが、債権

■長期督促（未収４ヵ月以降）

