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ミドルウェアを使わないユニケージ開発手法を用いて、
COBOL資産をマイグレーション。
バッチ処理の高速化で、販売分析や事務処理がスムーズになりました。

バッチ処理プログラムのステップ数を従来比 17 分の 1 に削減。
延べ処理時間は 4 分の 1 へ劇的に短縮
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【図 1】システム構成図（新・旧）

【表 1】販売実績夜間バッチ処理における再構築の成果
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