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２、弊社のご紹介 

Copyright © 2015 Broadleaf Co., Ltd. All Rights  Reserved. ２ 

株式会社ブロードリーフは個人情報の
取扱いを適切に行う企業としてプライ
バシーマークの使用を認められた認定
事業者です。  

株式会社ブロードリーフはソフトウェ
ア開発プロセスの能力成熟度を評価す
る国際的な指標CMMIにて レベル３
を達成しました 

社名  株式会社ブロードリーフ 

創業  2005年12月 

資本金  71億4,700万円（2014年12月末現在） 

売上高  188億9,400万円（単体・2014年12月末現在） 

従業員数 816人（2014年12月末現在） 

本社所在地  東京都品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F 

事業所  営業・サポートネットワーク全国35拠点（2014年12月末現在） 

開発拠点  札幌・東京・福岡3拠点（2014年12月末現在） 

カスタマーエンジニア（CE） 

CompTIA認定資格を持ったプロのカス
タマーエンジニア（CE）が突然のハー
ドのトラブルにも対応します。 

株式会社ブロードリーフは2013年3月
22日に東京証券取引所1部に上場致し
ました。 
証券コード：3673 

365日稼動のコールセンター 

運用のご相談や操作指導も365日体制休
日、祭日、元旦でもコールセンターにて
対応させて頂きます。 

全国35拠点のサポート網 

全国35拠点のサポート網で、お客様の最寄
りの営業所からオペレーション指導や運用
のアドバイス、トラブルにも迅速に対応し
ます。 

システム 
販売分野 

・自動車アフターマーケット・その他各業界向けの業務アプリケーションの開発・販売 
・セキュリティ等の企業情報インフラを支えるパッケージソフトウェアの開発・販売 
・付随するPC本体やディスプレイ、プリンタ等の仕入・販売 

システム 
サポート分野 

・当社システム販売顧客に対する保守サービスの提供 
・帳票類（専用、汎用）、OAサプライ品及びリサイクル梱包材などの仕入・販売 

ネットワーク 
サービス分野 

・当社システム顧客に対するネットワークを通じた更新データベース情報の定期的な提供 
・ネットワーク型製品提供のためのサーバー提供 
・リサイクル部品マーケットプレイス提供サービス 
・当社ネットワーク型システム間の連携サービス 
・その他当社ネットワークを通じたサービス 

http://privacymark.jp/
http://www.tse.or.jp/index.html


３、海外事業に関して  
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１．当社は中国オフショア先を活用した開発体制を2009年から実施 
 
２．そのためASEAN展開においてオフショアを使うことに抵抗感が無い 
 
３．従来の中国オフショア先とは日本語で業務を行っていたが、今回初め
てフィリピンで日本語を使用せずオフショア開発を実施  
 
４．海外事業を展開する上での当社のポリシー 
 ①進出先の自動車アフタマーケットの健全な発展に貢献するため、日本で
培ったノウ ハウを 活用する 
 
②現地のアライアンスパートナーを開拓、信頼関係を構築した上で事業展
開する 
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４．フィリピン事業に関して（事故案件入札プラットフォーム）   

                        

※保険会社による事故案件公開 

X事故 999ペソ 
X事故 888ペソ 
Y事故 789ペソ 

Y事故 789ペソ 
Z事故 777ペソ 

A修理工場 B修理工場 

入札 
入札 

入札 

※落札決定連絡 

Cs修理工場 

サービス導入前のイメージ 

事故一覧 
1.ｘ事故 
2.ｙ事故 
・ 
N.ｚ事故 

事故発生 
保険会社エージェントに連絡 

カーオーナー 保険会社エージェント(契約時) 

アジャスターに連絡 

アジャスター 

修理工場と協定や見積を行う 

保険会社内で 
クロスチェック＆承認を行う 

修理額を小切手でカーオーナーに渡す 

課題 

サービス導入後のイメージ 
事故案件入札サービス 

修理工場 

カーオーナー 保険会社 
エージェント 

アジャスター 保険会社 修理工場 
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４．フィリピン事業に関して （事故案件入札プラットフォーム メリットデメリット） 

Copyright©2015 Broadleaf.Co.,Ltd. All rights Reserved. 

メリット デメリット 

[保] 選べる修理工場が増える 
[修] 価格競争力のない修理工場の仕事が減る可能性がある 
① 

[保] 安い修理工場を選択可能となる為、保険料金の 
   支払いが減る 

[修] 価格競争となり利益が減る可能性がある ② 

[保]透明性が高まる  
 

[修] 価格競争となり品質低下の恐れがある ③ 
 

[保]承認までの時間短縮で顧客サービス向上する 
 

[修] 保険会社の仕事を積極的に取りに行ける 

デメリットに対する対策 
①既に評価の高い修理工場を優先的に選択するようにする。(サービス開始時に高評価で登録) 
②価格のみでの比較にならない様、所在地や評価(*1)に基づき、保険会社が選択可能な仕組みにす
る。 

(*1) 評価方法 
 入札件数、落札件数、落札率、納期、取引実績のある保険会社数、保険会社からの評価で評価ポイントと
する。 
 ※直近3ヶ月等の情報も閲覧ができる様にする。 



４．フィリピン事業に関して （事故案件入札プラットフォーム 事業スキーム） 
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CPI（フィリピンパートナー） 
 

■役割 
・事故案件入札プラットフォー
ムの開発 
・顧客への営業活動 
・顧客への課金 
・システムメンテナンス 
・システムサポート 
・顧客サポート 
 
 
■収益 
・入札成功件数に応じて、保
険会社と修理工場に課金 
・システムサポート、システムメ
ンテナンス、顧客サポート費用
は年間使用料として別途請
求する 
 
 
 

ブロードリーフ日本 
 
■役割 
・事故案件入札プラット
フォーム事業の企画、設計 
・修理工数データ、部品価
格データの収集、構築 
 
 
■収益 
・課金収益のみCPIと売上
金額に応じて配分 

サービス提供 

修理工場 

課金 
保険会社 

課金 

サービス提供 

Copyright©2015 Broadleaf.Co.,Ltd. All rights Reserved. 

業務提携 

課金収益 
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４．フィリピン事業に関して （事故案件入札プラットフォーム フィリピンパートナー企業） 

◆CPI社（Computer Professionals Incorporate）       
 
設立：1987年 
売上：2億4千万円（2012年） 
純利益：5百万円[2012年） 
従業員：185名 
 
経緯 
2013年12月 PSIAにアプローチ 
2014年春 NDA、MOU締結 
2014年夏 開発契約締結 
2014年秋 開発開始 
2015年春 開発終了 
2015年春 テスト開始予定 
2015年冬 事業開始予定 
 
特徴 
・フィリピンのIT企業では歴史のある企業 
・CPI社は損保会社向けシステムの開発及び受託開発の事業を行っており、保険会社との強い関係 
・CPI会長のアレックス氏は日本で日本語を学習した経験もあり、フィリピン日本人社会と人脈も構築して
おり、経営陣も親日的。 

Copyright©2015 Broadleaf.Co.,Ltd. All rights Reserved. 



５、なぜフィリピンなのか？  
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事業 
ターゲットとする保険会社に既に自社サービスを提供しており、強いコネクションを持つ
CPIと関係構築ができたこと 
 
企業 
CPIの経営陣が弊社のアセアン展開に理解し賛同してくれたこと 
地元サンフアン市で納税額が1位になるほど、誠実にビジネスを長年行っていること 
 
語学 
日本人に理解しやすいアメリカ英語で意思疎通が図れること 
 
業務 
メールや電話のレスポンスは日本人と同じ感覚であること 
プロジェクト管理の考え方が浸透しており、進捗を常に経営陣が把握しており、スケ
ジュールに遅れが発生すると、社長から直接指示が入るほど厳密にプロジェクト管理を 
していること 
 
地理的条件 
日本から4時間程度で移動可能、時差も1時間で同じ時間感覚で業務遂行可能であること 
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６、まとめ 
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メリット 
・既存の中国オフショア先と比較してコストも約30%削減 
・英語を実務レベルで使用できる人材は社内に限られていたが、日々のメールやスカ 
イプ、社員も自主的に英語を学習することで、社員も業務を通じて成長 
・英語を使用して業務を行うことで、社員にとって貴重な経験を獲得 
・CPI側でプロジェクト管理、特にスケジュール遅延時の経営層へのエスカレーション
体制が構築されており、納期も遵守して開発が終了 
・現地での営業活動、顧客サポート、システムメンテナンスやサポートを一括して依
頼可能 
 
デメリット 
・日々の営業担当者のやり取りも、英語でのコミュニケーションが必要 
・NDA、MOU、提案書、契約書と4度のステップで契約書を交わしたが、日本と比較
して契約書締結に要する時間が多大 
・フィリピン側弁護士と日本側法務部の間で英語でのコミュニケーションが必要 
・日本の法務部で英語対応できない場合は、グローバル対応できる弁護士事務所を使
う必要 
 
結論 
→信頼できる現地のパートナーを選べば、オフショア拠点だけではなく、グローバル
ビジネスのパートナーとしての魅力も十分ある 
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