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第 1章：はじめに 

このドキュメン トは小規模な公開企業およびその子会社向けの Oracle Financials Cloudの導入 

に関する考察であり、オンプレミスの顧客にも適用することができます。本ドキュメン トは最高財務責任者

（CFO）および導入を行うコンサルティング ・フ ァームの主要パートナーを対象としており、一般会計

と管理原則に精通されていること、また Oracle社より一般公開される文書の記載内容に対応できることを想定して

います。 

 

考察は Oracle Cloudを導入した架空のグループによる決定事項に基づいています。推奨されるベスト・プラクティ

スとそれらの代替案が議論され、それらの優位性が記述されています。 

 

インフュージョン・コア・グループは次の企業から構成されています： インフュージョン・コア社、 インフュージョン・ニ
ュートロン社、 インフュージョン・クォーク社.、 インフュージョン・ガンマ社、 およびインフュージョン・カナダ支社。そし
てその事業内容（外科医療および医療技術）は架空のものであり、実在する事業およびグループとは一切関係あり
ません。 

 

※ 英語原文が米国企業をモデルにした記述であるため、米国会計基準（US GAAP）に準拠する前提で諸処の会
計処理が記述されています。何卒ご了承ください。 

クライアント 
 

インフュージョン・コア・グループ（後述ではインフュージョン・コア、コア、コア・グループ、グループとも記載）は 4つ

の全額出資の子会社から構成された、架空の公開持株会社で、米国およびカナダで 2つの分野の事業展開をして

います。コア・グループは急速に成長を遂げ、これまで使用していた財務管理システムでは業務が追い付かなくな

りました。 

 

コア・グループは自身に対し 2つの中核事業を持つことを検討しています。1つは海外の放射線機器の取扱であ

り、もう 1つはそれらの機器を使用する医療専門家の設置と供給です。 

 

オラクル社の中核事業が情報技術サービスであることから、コア社の経営陣は、ERPサービスを提供するオラクル社を

採用することを戦略事項として決定しました。彼らは Oracle Financials Cloudが管理報告や意思決定を簡易化し迅

速化して、組織内の複雑性を軽減することに期待しています。 

 

コア社は段階的な導入およびオンボーディング獲得による影響範囲の拡大を見込んでおり、特に放射線機器のプ

ロセスに関する獲得を積極的に検討しています。 

 

インフュージョン・コア社は Oracle Financials Cloudの投資で最大限の価値を得るために、次の基本方針を考慮し

た導入に取り組みました。 

 簡潔性を保つ 

 詳細なトレーニングの必要性を最小限に抑える 

 将来的な事業の拡張および変更のための余地を残す 

 

考察 

 
第 2章 

コア社は登録企業および管理組織などの企業体系を、Oracle Financials Cloudに登録することから始めました。こ

のプロセスの一環として、経営陣は、処理効率とデータ・セキュリティのバランスを取るために細心の注意を払いまし

た。彼らは放射性医療機器の取り扱いに関する特有のセキュリティ問題に対処する一方で、可能な限り統合された

データを保持することを目指しました。 
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第 3章 

インフュージョン・コア社の経営陣は結果を重視し、事業実績の主目的である財務報告を処理しており、システムから抽

出したい情報に関わる実装に注目しています。彼らの目的は投資家の利益の最大化であり、それを意思決定の際、常

に念頭に置いておきたいと考えます。これらを踏まえ、有益で迅速かつ正確な決算自動化に特化した、会計および

管理のための環境が設計されています。 

 

第 4章 

コア社にとっての最大の関心事はコストであり、厳格な支払の導入が不可欠です。コア社は様々な代替案を検討

し、ここで説明する一元化のアプローチに決定しました。 

 

第 5章 

コア社はまた、Oracle Financials Cloudのレポート機能を活用し、決算処理および決算調整を加速化し、運営管理

者に財務指標を公開します。 

 

第 6章 

Oracle Financials Cloudのセキュリティの枠組みは、コア社の要件に合わせて導入されました。 

 

第 7章 

コア社はオンプレミスで運用している他のソフトウェアと連携するため、Oracle Financials Cloudの機能を活用して

います。 

 

第 8章 

既存の地理的に縛られたシステムから Oracle Financials Cloudへのデータ移行の実施は、コア社の成功に貢献

します。 
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第 2章：企業体系 
 

それでは、インフュージョン・コア・グループが Oracle Financials Cloudで法的組織および管理組織をどのように表

現しているかを確認してみましょう。彼らの目的は明確で、株主の利益に意思決定を最適化し合わせるため、プロセ

スの簡素化と高い可視性で財務データおよびレポートの即時性と透明性を強化することです。 

 

コア社では Oracle Financials Cloudのリレーショナル機能とディメンショナル機能の組合せが、新しい階層機能と

共に、財務報告の手法を劇的に変化させ、勘定体系のデザインに新しいアプローチをもたらすことを実現しました。

ここでは、コア社の法的構造および管理構造に適用されたアプローチを検証した後、その勘定体系の要素が他の

要素とどのように影響しあうかを確認します。 

インフュージョン・コア 社における、会社コードによる次元作成 

背景：インフュージョン・コア社の法的組織 

インフュージョン・コア・グループには 5つの企業があります：株式公開会社インフュージョン・コア社（コア社)は、以

下の各会社の株式を 100%保有しています： インフュージョン・ニュートロン社（ニュートロン）（販売業務）、インフュ

ージョン・クォーク社（クォーク）（コンサルタント業務）、インフュージョン・ガンマ社（ガンマ）（新素材の仲買業務）、お

よびインフュージョン・カナダ （カナダ支社）。 

法人組織

✓ 登録企業 ✓ 自社または持株会社

インフュージョン・コア

持株会社

インフュージョン・ガンマ

仲買業者

インフュージ
ョン・ニュート

ロン

販売会社

インフュージ

ョン・クォーク
コンサルティ
ング会社

インフュージ

ョン・カナダ

営業会社

法的エンティティ

 
イメージ 1：企業は、相互に所有権を保有することで企業グループを構成しており、Oracle Financials Cloudに LEとして登録さ
れています。 

インフュージョン・コア社では各企業を法的エンティティ（LE）としてシステムに登録しています。LEというシステム上

の表現は会社間における処理、社内処理およびトランザクション税務登録の保持に寄与します。企業は財務報告

に関する会社コードも所有しており、ここではそれについて考察します。 

背景：インフュージョン・コア社の管理組織 
 

コア・グループでは外科医療および医療技術の、2つの放射線治療関連事業を運営しています。外科医療では放

射線医療による恩恵を受ける患者がいる病院への専門外科医の派遣および手術室の設置に特化しています。技

術医療では新しい放射線素材の物流と関連機器の取扱およびサービスに精通した経験豊富な技術者の提供に特

化しています。 

各企業では両事業の遂行時に特定の役割を担っています。コア社はオーナーとして運営に従事して各社へシェア

ード・サービスを提供し、ニュートロン社は顧客へのサービスを提供し、クォーク社では人材の確保に従事します。 
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インフュージョン・コア社の一般会計および財務報告 
 

事業報告

 事業、部門、FAS 130 

セグメント

 財務諸表

 資本と収益

 グローバル集計

 LE毎やLEをまたいだ

運用

元帳残高

 プライマリと第2貸借一

致セグメント

 会社間取引

 集約ツール

 残高キューブ 1つのLEで運営される2つの

カナダの事業

4つのLEで運営される

8つの米国事業 
 

イメージ 2： 各企業（コア 社、 ニュートロン社、 クォーク社、 ガンマ社、およびカナダ支社）は、マトリックス上に事業（一般、外科
医療、医療技術）運営をしています。コア・グループのうち 5つの会社が 10項目の報告義務のある事業を運営しています。 

インフュージョン・コア社では、トップダウンで設計された共通次元の勘定体系を使用します。 
 

コア・グループでは共通のグローバル勘定体系を使用したベスト・プラクティスを採用しています。共通の勘定体系

は共通次元の集まりである共通セマンティックを使用することで、すべてのトランザクションのカテゴリ化および分類

を担保します。 

 

Oracle Financials Cloudでは共通の勘定体系が複数の元帳に使用されている場合、それらの元帳は、統一され

たリアルタイム・レポート作成のため単一のデータ・ソースを形成します。 

 

決算収支に焦点を置くため、インフュージョン・コア社の経営陣は社内管理報告および意思決定が公式な結果に沿

うよう、トップダウンによる勘定体系を設計しました。 

 

 初めに勘定科目（資産、負債、株式資本）の骨組みと、SEC（米国証券取引委員会）および外部の財務諸

表からコスト・センターの合計（収益と機能別費用）を作成。 

 さらに勘定科目と月次処理の一連で使用する主要なコスト・センターを追加。 

勘定体系 
会計担当者はトランザクションが、US GAAPあるいは IFRSなどの公開された会計原則で定められた報告要件を

満たす財務諸表に集約できるよう、財務トランザクションに勘定コードを適用するための勘定体系を使用します。ま

た、経営陣が株主と所有者のために業績を最適化する意思決定を支援する分析でも、トランザクションを表す勘定

コードは使用されます。 

 

勘定体系は残高の監査要点（所有者、職責、タイプ、機能）によってセグメント化されています。各セグメントは財務

活動を追跡および報告できるレポートの次元を表しています。共有セグメントは会社（所有者）、勘定科目（タイプ）、

コスト・センター（ビジネス機能）および事業分野（職責）を含みます。高速実装スプレッドシートには代表的な勘定体

系がサンプルとして含まれています。 

 

勘定体系は複数の、あるいは少なくとも 1つ以上の元帳と関連しています。 

 

複数の元帳と関連する勘定体系は会社共通の語義と、すべての業務にわたる財務活動の同時進行と集約を容易

にします。 
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２元帳 
Oracle Financials Cloudにおいて元帳は、会計原則（会計処理法）に基づいて財務上認識され評価された（会計

通貨）ある特定の日付（カレンダ）に勘定（勘定体系）残高を正しく処理することができる、活動と残高のシステムで

す。元帳は、それぞれが会社コードで識別された、いくつかのエンティティの会計帳簿を包含することができます。 

 事業報告および会社コードのセグメント設計を FAS 131（IFRS 8）セグメント別財務報告と整合させる。 

 会社間の突合および消去を円滑にするため会社間セグメントを使用する。 

インフュージョン・コア社における、法的コードおよび管理報告コードによる次元階層の作成方法 

 

イメージ 3： 左の図は主に使用されている勘定体系セグメントのリストと、異なる親の複数階層で詳細値が集約された図表です。
右図は管理エンティティ（外科医療、医療技術）および会社次元の企業（米国小計を含む）による世界的なレポートのドラフトある
いはモデルを示しており、コスト・センター次元の親と交差して収支諸表を形成しています。 

 

コア・グループの組織は、コア社が株式資本を評価し貸借対照表の作成を希望する 10項目の事業を運営している

ことを意味しています。コア社は登録した会社コードに複数の階層を作成し、業種（外科医療および医療技術）と同

様、双方の企業の即時報告を提供します。 

 

コア・グループでは個々の会社内の事業レベルで大半の業務を運営しています。各企業は各事業に割り当てられ

たマネージャを採用しています。持株会社ではシェアード・サービス業務と統廃合部隊（2事業）を運営し、各子会社

では外科医療および医療技術の各事業の報告をしています。この構造によりシステムでは 8社（4つの子会社の

所有するそれぞれの 2事業）として登録されています。 

会社コードの選択 

 

前述の理由により、コア・グループは運営している各事業のための詳細コードとして法的エンティティを割当てます。

1つはクォーク社の運営する外科医療に対するコード、そしてもう 1つはガンマ社の運営する医療技術のコードで

す。そして持株会社であるコア社では、共通経費や統廃合を目的とするコードを所有しています。 

 

これらのシステム LE（法的エンティティ）に割当てられた 10項目の詳細コードを使って、トランザクションのすべてを

記録します。 
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子値
 b

子値
a

子値
 c

子値
 d

親値n

∑ a,b,d

親値T

∑ 1,2

親値1

∑ c,d
親値2

∑ a,b

 
イメージ 4：複数階層での親コードは、詳細コード（すべての勘定体系セグメントで利用可能）を積み上げて残高を集計します。 

勘定体系ではコア社は企業ごとに 1つの親コードも作成しており、それは法的エンティティ全体の集計を行い、法的

指向のレポート階層に含まれます。法的エンティティの親コードは詳細な事業コードを要約します。残高は詳細コー

ドで区分し、企業の会計帳簿を形成するため親コードに集約されます。法的階層に追加された親コードは米国およ

び世界各国の業務を集約します。5つの法的エンティティ親コードと、米国および世界各国の連結のためのコードが

含まれます。 

 

2番目のレポート階層では医療技術および外科医療の各業務が業績結果を集約する親コードを持っています。 

 
イメージ 5： 第 2階層では、アップロード・スプレッドシートからの抜粋で分かるように、親会社コード 031SMが外科医療の管理
エンティティを、032TMが医療技術の管理エンティティを集約しています。 

9つの親コードがあり、5つは各企業用、2つが管理階層の事業用、そして法的階層の米国と世界各国の合計用に

それぞれ 1つずつ親コードとなります。 

 

これらの会社コードはプライマリ・セグメントとして勘定体系の同じセグメント内に存在します。各コードの残高はエン

トリが作成される度、毎回更新されます。 

 

これらの 19個の会社コードがコア社の経営陣に、グループ会社、事業部門、全国別合計および資本、資産、業績

の見通しといった法人や管理業務に関わるあらゆる知見を提供します。 
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イメージ 6：インフュージョン・コア社では各企業にそれらの事業を表す 10個の会社コードを割当て、これらの詳細コードにトラン
ザクションは記録されます。また、元となる 10個の階層ノードとして勘定体系に 9つの親コードを作成し、照会に必要な自動集
計を定義しています。彼らは 2種類の階層を作成し、レベル 1で 2つの親会社からなる事業階層、レベル 3で 5つの企業の親
値と 2つの合計用親値からなる法的階層を作成しています。 

勘定コードの大量入力に対する考慮 

 

コア社は会社コードにユーザーの記憶補助としてアルファベット 2文字を含む 5ケタの英数字を使用することを選

択しました。例えば、会社 110NSはニュートロン社の外科医療事業を表しており、120NTはニュートロン社の医療

技術事業を表しています。 

 

実装チームは勘定コードの書式について代替案も検討しました。大抵の場合ソフトウェアが勘定コードを決定する

ので、例えば数値のみのコードを予め採用することで、キーボード入力に関する問題に対処する必要を無くしておこ

うという意図でした。また、彼らは残高集計に階層を使用するつもりなので、数字に意味を持たせた組合せも不要で

した。 
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第 2貸借一致セグメントの使用に関する考察 
 

経営陣はプライマリおよび第 2貸借一致セグメントに 2種類の会社コード（1つは会社のみ登録し、もう 1つは事業

を表す）の採用も検討しました。 

 

次元内に多数のメンバーが存在する場合このアプローチは有効です。わずか 10個の値に対し、2つの階層からな

る 1つの次元をつくるのではなく、5×2の行列にするのは意味がありません。また、10,000のメンバーを持つ次元

に 1つしか階層を持たないのも意味がありません。コア・グループは様々な集計のため各セグメントの階層を使用

し、子値を集約し、直接各合計値を使ってレポートすることが可能です。階層はあらゆるセグメントで構成できます

が、セグメントをまたがる階層の作成はできません。 

第 2貸借一致セグメントを使用する場合、各企業の会計帳簿を識別するプライマリ貸借一致セグメントによって残

高が登録されます。 

階層と次元の組合せの影響 

 

コア社は一般会計モジュールの重要な機能である階層と残高キューブの組合せに非常に満足しています。 

 

コア社は早い段階で、Oracle Financials Cloudにおける勘定体系の設計方針が、次元および次元メンバーの階層

を利用し、レポート用のキューブの能力を発揮させることだと理解しました。彼らの勘定コードはキューブの次元に

ある実際のメンバーです。 

 

次に経営陣は、レポートおよび勘定体系の設計は交差する次元の設計と、子メンバーを合計した親メンバーからな

る階層の設計が肝心であると理解しました。行と列が次元メンバーを表し、セルが残高を表すスプレッドシートが彼

らの報告ツールになります。 

 

残高キューブは事前定義された階層に従って、転記された総勘定元帳残高を合計し、集計し、算出します。これで

時間がかかりエラーの生じやすい抽出やマッピングの実行は不要となり、値を引きだすためのワイルドカードの使

用やその他技術的な質問、難解なレポートの設定や保持も不要となります。コア社では、残高キューブは使いやす

く機能的なレポート・ツールであり、ITやその他の技術サポートなしでユーザーのスプレッドシートに直接リンクでき

るということを体験しました。 

 

例えばワイルドカードやレポート・マッピング、あるいは ITサポートを使用することなく、会計業務を継続することで

自動的に更新が行われ、外科医療のビジネスが 031SM というセグメント値でもって Excelにてレポートできまし

た。同様に、米国の実績はセグメント値 080AUを使って必要に応じ表示することができます。コア・グループとその

財務組織は、適切な処理（給与の転記、減価償却、経過勘定、償却累計額、再評価、振替など）が実行されている

か、あるいはまだ実行されていないかを把握する必要があります。 
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３総勘定元帳残高キューブ 

Oracle Financials Cloudの一般会計モジュールには、一般会計報告業務を容易にするために設計された、ビルト

インの内部制御された総勘定元帳残高キューブが含まれています。キューブの残高は、一般会計モジュールにデ

ータ入力されると即時に更新されます。 

一つの残高キューブは同じ勘定体系を共有するすべての元帳に対して作成されます。海外でも同じ勘定体系が共

有されている場合、残高キューブにはそれらすべての元帳が含まれることになります。 

元帳の通貨が異なる場合も問題ありません。キューブは通貨で合計され、FAS 52または IAS 21の変換または再

測定が完了すると親通貨の値が取り込まれます。 

単体の残高キューブは、全組織に対しダイレクトでリアルタイムなレポートを提供します。このことから、標準語義の

提供に加え、すべての元帳にわたる共通の勘定体系を共有することが非常に有益になります。 

４デスクトップ・スプレッドシート・ツール 

一般会計モジュールの一部として搭載されている、Oracle Smart Viewスプレッドシートを含むスプレッドシート・ツ

ールは、Microsoft Excelスプレッドシートに Oracle Cloud Financialsのデータを動的に取り込みます。 

内部統制 
 

一般会計の内部統制の特性を保持する GL残高キューブは、一般会計の勘定体系保守によって維持され、統制さ

れた転記処理によってデータ投入されます。 

元帳と国別元帳 
 

コア社が高速導入スプレッドシートを介して Oracle Financials Cloudに国リストと勘定体系をアップロードした際、

米国用に 1つの元帳が、そしてカナダ用に 2つ目の元帳が作成されました。国別の元帳は通常、国の管理構造に

合わせて、その国で登録された法的エンティティの帳簿を保持します。活動と残高はその国の通貨で評価されま

す。 

 

コア・グループの米国元帳は 4つの米国で登録済法的エンティティの会計帳簿を含んでいます。 

報告通貨 
 

カナダにおいて、コア社は非通貨項目に対し取得時レートを使用して、彼らの会計通貨である CADから機能通貨

および報告通貨である USDへ経営成績を変換します。これは FAS第 52号（US GAAP トピック 830）に準拠し、

IAS第 21号を収束するものです。コア・グループではカナダの機能通貨としては CADを取り扱い、すべての残高

の通貨レートを使用して変換できるようになることを期待していましたが、彼らの監査士がカナダの業務については

米国の事業の販路にすぎないと判断したため、機能通貨は USDになりました。 

 

コア社は変換のトランザクション・レベルでレポート通貨元帳を使用しています。これは、すべてのトランザクションが

CADおよび USDの両方で表すことができるということを意味します。この機能がカナダの業務の自国通貨による

表示を、米国における管理に付加します。 

元帳セット 
 

コア・グループでは米国元帳とカナダの USD元帳をまとめた元帳セットを作成することで、決算期の統一化および

GL業務を容易にしました。これによりコア社は、両方の元帳を、あたかも 1つの元帳であるかのように取扱うことが

できます。 
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勘定体系要約 
 

コア社の会社コードの取扱いは勘定体系のその他のセグメントにおける報告用コードの取扱いのモデルになりまし

た。 

 

ここでは、コア社の要件における勘定体系のセグメントの使い方を参照し、プライマリおよび第 2賃借一致セグメン

トを再検討していきます。また、階層および次元としての機能のサポートに加え、勘定体系全体における特定の属

性およびロールの観点から、他のセグメントについても検討します。 

勘定体系セグメントの使用 
 

 
イメージ 7：コア社の高速実装の勘定体系スプレッドシートの一番目のタブでは、カレンダ開始日、留保利益勘定、および彼らが
導入することを選んだ勘定体系セグメントが提示されています。 

コア社における全勘定体系セグメントの実装方法 
 

すべての勘定体系セグメントは複数の有効日階層をサポートしています。インフュージョン・コア・グループでは会社

コードを使用し、会社および事業におけるレポートを実装するためにそれらを使用しています。また、機能収益や経

費、およびその他の洞察をコスト・センターへ、経費カテゴリにグループ勘定科目を積み上げます。 

 

補助元帳および仕訳入力は、詳細な会社コード、コスト・センター、および勘定科目を使用して記録されます。すべ

てのセグメントでの転記は詳細な値に転記されます。 

 

一般会計モジュールはすべてのセグメントの親値の残高を即時に自動更新します。会社コードの親値は、例えば、

各企業、2つの事業、および地理的な米国と海外での業績を表します。コスト・センター番号では、1つの階層が機

能別費用（研究開発費、販売費および一般管理費）、その他の階層には部の経費、工場運営費、構内費用、再賦

課可能な支出等が含まれる場合があります。 
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資本評価のための賃借一致セグメントの使用（エンティティ間の賃借一致勘定の作成） 
 

前述の通り、コア社では法的エンティティおよび管理エンティティあるいは資本の評価対象となる事業を、会社コー

ドを使用して表しています。資本の評価には組織におけるコア・グループの投資を含む、資産と負債の追跡および

収益の評価が含まれています。 

 

勘定体系の賃借一致セグメントはそのような機能を備えたセグメントです。トランザクションが同じ元帳内で 1つ以

上の有効な賃借一致セグメント・コードを含む場合、ソフトウェアは自動的にプライマリ賃借一致セグメントがどれく

らい第 2賃借一致セグメントの差分を負っているか、またその逆を記録します。この機能は価格設定、利幅、請求、

出荷管理、消込、および消去を含み、さらに公的な会社間取引（法的な所有権の更新）および社内（経営責任の更

新）の機能に加え補完されています。 

 

賃借一致セグメント値は通常、報告可能なエンティティを識別します。エンティティに所有権がある場合、賃借一致

セグメント値で区分された残高は、その法的所有権（資産）、支払義務（負債）、その所有者に起因する資本、およ

び収入（経費を差し引いた収益）を表します。エンティティが管理エンティティの場合、それらは管理エンティティが責

任を負う金額を表します。 

 

プライマリ賃借一致セグメントによる所有権と責任の表現 
 

コア社ではプライマリ賃借一致セグメントを使用し自社のビジネス（会社）を表現していることを見てきました。アプリ

ケーションは借貸それぞれの残高を保持しています。コア・グループでは、子会社または親会社コードがある各企

業や事業に対し、一連の財務諸表を生成します。 

 

コア社ではベスト・プラクティスとして、会社間セグメントであるプライマリ賃借一致セグメントから詳細値を反映し、

消去対象の相手会社間勘定残高を呼び出します。 

 

コア社はあるセグメントが法的階層における管理階層と所有権両方の役割を行使することを決定しました。詳述の

通り、第 2賃借一致セグメントの機能を使用する代わりに、階層機能を使用することでこれを実装しました。 

 

プライマリ賃借一致セグメント値はまた、法的エンティティと法的所有権を表すために、排他的に使用することがで

きます。このモデルでは管理エンティティは 1つあるいは 2つの第 2賃借一致セグメント内に値を保持します。 

第２賃借一致セグメント不使用の選択 
 

コア社は第 2賃借一致セグメント機能を使用しないことを決めました。一般会計モジュールは、資本と投資回収対

象の管理部門、事業、および管理組織に関する賃借対照表および損益計算書（残高試算表）を提供するため、2つ

の付加的な賃借一致セグメントをサポートします。 

 

第 2および第 3賃借一致セグメントを使用する場合、プライマリ賃借一致セグメントは企業または法的エンティティ

の他の形態を表し、原資産および負債の法的所有権を表します。第 2および第 3賃借一致セグメントは、経営責

任または所有権の範囲外であるその他属性を表します。 

 

コア社はプライマリ賃借一致セグメントの別の管理エンティティ階層からその情報を得るため、2つの事業に対し第

2賃借一致セグメントを使用しないことを決めました。 

 

この 2つのアプローチがプライマリ貸借一致セグメント上の幾つかのシンプルな階層の切り札となり、次元メンバー

の量を押さえることができました。 
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イメージ 8： 法的および管理レポート・エンティティに会社コードを割り当てるための別のアプローチ。法的エンティティに対し、プ
ライマリ賃借一致セグメントを使用して、管理エンティティに対する最大 2つの追加の賃借一致セグメントを使用します。 

2つの代替セグメント・スキーム 

(コア社で却下済、10エンティティ分のみが付与) 

第 2賃借一致 

セグメント 

事業名 外科医療 医療技術 運営 消去 

事業コード 031 032 100 999 

プライマリ賃借一致セグメント     

会社名 会社コード 

コア社 020   ✓ ✓ 

ニュートロン社 021 ✓ ✓   

クォーク社 022 ✓ ✓   

ガンマ社 023 ✓ ✓   

カナダ支社 024 ✓ ✓   

資産、負債、収益、および経費タイプの勘定科目 
 

勘定科目は種類ごとに残高を表示するために使用されています。賃借対照表では資産、負債、および資本（現金、

売掛/未収金等）の表示に使用されています。損益計算書では勘定科目は給与関連経費のような収益および費用

に使用され、公共料金および賃借料のような費用関連経費、あるいは有形無形固定資産の減価償却に使用され

ています。これらの費用は通常、機能別費用（売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費等）に積み上げで

きるようコスト・センターに割り当てられていますが、ある状況下では損益計算書上で直接報告されています。 

 

費用に対するコア社の勘定科目の親は、次の図（イメージ 9）の最初の列のようになっています。この領域では同

様のカテゴリを積上げするために補助科目のような第 2セグメントを使用するのではなく、会社コードのように階層

を使用することを選択しました。例えば従業員報酬合計の配下にある、カフェテリア方式の医療プランである勘定科

目 15000は、健康管理福利厚生プランの要素を追跡するいくつかの勘定科目値を合計しています。かれらは勘定

科目コードに特定の意味を持たせず、緩やかなグループ分けと空き番号を使用するアプローチを採用しています。 

   

勘定体系スプレッドシートにある勘定科目値は、管理や勘定合計のため補助元帳モジュールで使用されますが、

取引の流れが精算できるよう、その他の勘定科目コードが必要になります。また、資産、保留利益、およびその他

の特定の残高のための勘定も指定する必要があります。勘定科目は資産、負債、資本、収益および費用による分

類に基づく特有の動作を行います。 
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イメージ 9： 提示されている Smart Viewレポートは、財務レポート階層の勘定科目親値による縦軸と機能別経費階層のコスト・
センター親値による横軸に分類されたすべてのソースおよび会社の経費を含んでいます。 

コスト・センターを使用した損益計算書における収益および機能別費用の積上 
 

コア社のコスト・センターは、費用勘定および収益勘定の要素を損益計算書の機能別費用および収益に集計して

います。 

コスト・センター集計はまた、広範囲にわたって階層を使用しています。そしてインフュージョン・コア・グループで

は、以下の目的のために、コスト・センターに階層を作成しています。 

 報告対象機能別費用へのコストの積上（損益経費積上）。イメージ 9の列の見出しは、コアの使用してい

るコスト・センター親値（運営費、研究開発費、販売費）を示しています。 

 各部門の活動を通して生じた部ごとの費用の積上（組織積上）。 

 異なる営業チャンネル、顧客タイプ、あるいはその他の事業メトリックに関連する費用の積上。 

 事業および企業へ計上または請求できるよう、施設や構内のような集中型のあるいは共通の原価の積

上。 

 経営課題に関連する費用。 

会社コードやその他の勘定コードと同様に、特定のコスト・センターはいくつかの階層に含めることができ、キューブ

内の更新済の残高に反映されます。 

 例えば、カナダ財務コスト・センターは、財務費用とカナダの統括マネージャの経費に積上げられます。こ

れはカナダの外科医療および医療技術事業に財務経費として配賦されます。 

 別の例では、コア社では、労災補償に関する法定費用は売上原価として経費処理するため、コスト・センタ

ーを使用しています。特許保護関連は研究開発費用として処理され、買収関連は財務費用として処理され

ます。支出管理のため、これらの詳細なコスト・センターは、部長の法的責任および部門としてグループ化

され、法務部を親値として直接報告されます。 

また、コア・グループでは機能別費用合計で管理費を追跡し、各事業部および企業へ配賦します。 

会社コードと同様に、コスト・センター階層の残高は直ちに更新されます。例えば、費用に関する仕訳、例えば給与

支払や減価償却が財務コスト・センターに転記されると、コスト・センターで表されるすべての階層が直ちに更新さ

れます。（一般管理費および CFOや財務部門など） 
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会社間セグメントによる会社間消去 
 

会社間のセグメントでは、コア・グループはプライマリ賃借一致セグメントと同じ値を使用します。簡単に消去できる

ように会社間残高の相互関連を呼び出します。 

勘定体系で利用可能なセグメント 
 

コア社は、彼らの事業が主にコンサルタント業および技術サービス事業であるため、製品セグメントを使用しないこ

とを決定しました。事業を管理するために製品モデルへの切り替えを経営陣が検討していた場合は、製品セグメン

トの使用が適切です。 

 

コア社はまた、顧客自身がコンサルタントや技術者の活動を推進することから、プロジェクト・セグメントも使用しな

いことを決定しました。例えば、コア社が麻酔専門医を提供した場合、顧客である病院が、麻酔専門医が従事する

医療処置を定義します。経営陣が、プロジェクト収益に対するプロジェクト経費を管理して、総利益を最適化するた

めの活動を管理していた場合は、プロジェクト・セグメントの使用が適切です。コア社の顧客は専門家の支援を要求

しているので、コア社にこのセグメントは不要です。 

予備セグメントの作成 
 

コア・グループには現時点ではデータ投入されいない 2つの勘定体系セグメントがあり、それらは将来使用する場

合のために用意されています。事業の成長とともに意思決定を最適化するために、対外的な追加情報の報告、あ

るいは現時点における予測とは異なる方法でのトランザクションの分類が必要になる可能性があることを、コア社

では認識しています。 

勘定体系の確定 
 

勘定体系の完成形は次のようになります。: 100NS-2230-22010-180VT-0000-0000。この最初の値「100NS」は

会社（法的エンティティおよび事業）を表し、2番目の値「2230」はコスト・センター、3番目の「22010」は勘定科目、

4番目の「180VT」は会社間の取引先、そして最後の 2つは将来的な使用のための値になります。コア社のスタッ

フは、この勘定体系をトランザクションや仕訳で目にしています。 

 

各セグメントは残高キューブ内の次元であり、各親および子の値の残高は各エントリで更新されます。 
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コア社で使用されるその他の GLコンセプト 

GL残高キューブによる連結 
 

インフュージョン・コア社では一般会計モジュールで連結および管理報告を完了しています。複雑な少数株主持ち

分やその他の異なるシステムはありません。連結結果と経営実績はいずれもそれぞれの転記で直ちに更新されま

す。会社間消去は、いずれも各自で消去され（会社間買掛/未払金と売掛/未収金とは明細を共有します）、簡単な

配賦によって消去されます。資産の負債への照合は、会社間セグメントによって、直接処理することができます。 

 

グローバル残高

キューブ

一般会計 グローバル総勘定元帳残高キューブ
 グローバル対応元帳

 共通勘定体系

 階層

 次元

 残高キューブ

 財務レポートとSmart 

View
 

イメージ 10： GLは、共通の勘定体系（CoA）の残高キューブの次元をレポートする企業全体の元帳です。コア社では、各社の
財務とそれらの事業は国別元帳、親通貨元帳セット、および 1つのレポート・キューブにグループ化されています。 

 

もう一つの転記「会社」999AWは消去エントリ（前述のイメージ 6参照）を含み、コア・グループの仕訳および再組
替に対応するために作成されています。この会社は高速導入スプレッドシートにアップロードされ、090AW との連
結に含まれています。 

追加財務データベースの不採用 
 

インフュージョン・コアの外部報告および法定財務チームは、同じデータを使用し、同時にかつ独立して、チームが

行う経営報告と分析を同じ総勘定元帳残高キュープを使用して行います。、データの物理的な移動や ETL処理は

ありません。ただし、所定の時間のスナップショット・ビューが公認会計士およびアナリストに提供され、適切な担当

者だけが適切なデータを参照できることをセキュリティおよび更新の管理は担保します。コア社では、公認会計士

が外部報告用の財務諸表の作成に取り組む一方で、アナリストが社内業務のためのデータを検証します。各チー

ムは他のチームの業務を中断したり影響を与えたりすることなく、同じデータを使用して、独立した作業が可能で

す。 

Financials Cloudの導入によるコア・グループの報告および決済処理の加速化、簡素化 

コア社は財務データと報告の使いやすさと即時性を最大限に高めるため、勘定体系の設計と、Oracle Financials 

Cloudに含まれる Fusion General Ledger（一般会計モジュール）の実装を最適化しました。その結果として、使い

なれたスプレッドシート・レポート・ツールを自分のデスクトップ上で、通貨や会社、事業および組織にわたって有効

な、即座更新される一般会計の次元を得ました。 
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インフュージョン・コア社の元帳、補助元帳、およびビジネス・ユニット  

補助元帳数の最小化 

元帳ごとに 1つの補助元帳ビジネス・ユニットおよび集中調達ビジネス・ユニットを所有 

インフュージョン・コア グループは調達活動を一元管理するための単一機能ビジネス・ユニット（BU）を 1つ導入し

ました。カナダと米国の元帳はそれぞれ 1つの補助元帳を所有しており、詳細なトランザクションを管理する全機

能を備えた財務ビジネス・ユニットが 2つ存在しています。 

 

合計でコア・グループは次の 3つの BUを所有しています。 

1. 米国元帳の補助元帳、米国財務の BU 

2. カナダ元帳の補助元帳、カナダ財務の BU 

3. 財務 BUあるいはどの元帳の補助元帳でもない、調達 BU。 

 

コア社は本社であるコア社、バンクーバーに拠点を置くカナダの特定の事務を取り扱う小さなグループ、そして形

式上集中調達組織として識別される共通の管理組織によってグループを管理しています。経営陣は外科医療およ

び医療技術事業に重点を置いており、彼らの取り組みは単体のビジネス・ユニットによって管理されています。経

営陣はすべての米国企業のために、またそれらを通して機能しています。カナダの経営陣はカナダのビジネス・ユ

ニットを使用しています。 

調達は一元管理されています。1つの調達ビジネス・ユニットがカナダと米国の両方に従事し、すべての企業およ

び事業への調達を行います。 

 

すべてのビジネス・ユニットで行われ、いずれかの企業を通して契約され、いずれかの事業として分類されたトラン

ザクション、あるいはいずれかの事業所で発生したトランザクションは、シェアード・サービス・センターで処理され

ます。 
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5補助元帳 

補助元帳は一般会計モジュール（GL）で要約されたトランザクションを保有し、それらを要約する固有の元帳が特

定されています。標準会計用語は GL残高が補助元帳の詳細によってサポートあるいは証明されています。例え

ば、買掛/未払金 GL残高は買掛管理モジュールの未払請求書の要約であり、GLで承認された調整仕訳によっ

て修正される場合もあります。 

補助元帳は決算処理中、その元帳と消込を行います。会計担当者は GL残高が実際に補助元帳のオープン・トラ

ンザクション一覧と、一般会計にて承認された調整仕訳が符号しているかを検証します。 

6ビジネス・ユニット 

ビジネス・ユニット（BU）はトランザクションを開始し実行する管理組織です。BUは調達や請求書処理などのように

固有の機能、あるいはすべての機能が実行できるよう指定することができます。従業員が取引を成立させ、購買

依頼、あるいは費用負担が発生したとき、該当する BUがトランザクションを作成し、その管理を行います。 

単一機能の BUは、1つあるいは複数の企業のための調達部門のような管理部門が考えられます。すべての機

能を備えた BUは元帳を使用する一連の会社、または個別の会社のための管理機関と考えられます。 

 

元帳に会計仕訳を送る BUは財務 BUと呼ばれることもあり、補助元帳の定義を満たしています。 

独立した集中調達ビジネス・ユニットの使用 
 

インフュージョン・コア グループでは調達とグローバル調達機能を備えた BUを配置しています。この BUは米国

およびカナダからの購買依頼を処理しています。購買依頼および調達処理はグループ会社が購買を完了し、調達

BUから受けたデータを使用して、買掛管理モジュールによる会社の補助元帳/BUおよび元帳に対する会計処理

方法をベンダーに指定します。

機能特化

ビジネス・ユニット

 購買依頼BU

 発注BU

 複数法人を扱う

BU

Reqs & P.O.s

ビジネス・ユニット グローバル購買ビジネス・ユニットは米国と

カナダの会社と業務を扱う

POは買掛/未払金請求書

の受取人と在庫組織を

指定

 
イメージ 11： 会計処理を行わない機能固有の BUは元帳に関連付けされておらず、様々な会社および事業に機能することが
できます。コア社は調達をこの方法で行います。 

元帳ごとに 1つの補助元帳 BU を使用する際の懸念事項 
 

コア社では経営陣が可能な限りグループ全体を運営し、総合的に情報を管理し、照会し、説明責任を負うため、米

国元帳およびカナダ元帳のそれぞれに 1つの補助元帳または財務 BU（計上を行う全機能 BU）を使用することを

選択しました。元帳に対し 1つの補助元帳 BUが最適というケースがある一方、必要に応じて補助元帳を複数の

BUに分割することも可能です。 
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 大量のトランザクシ

ョン詳細データ

 元帳との連携

 業界特化のプロセ

ス

各元帳は補助元帳

を保持

 
イメージ 12: 補助元帳は同様の文書およびトランザクション（売掛/未収金、買掛/未払金、および在庫）を集約し、一般会計モジ
ュールで要約し、会計報告を行います。コア社では米国およびカナダ元帳をサポートする米国およびカナダの補助元帳を分け
ています。 

 

コア社は元帳ごとに 1つの BUを使用することで、ある処理および報告に関する利点が生じます： 

 ユーザーは使用する BUを判断するため、入力データの検証や前処理を行う必要がありません。 

 

 決算処理中、元帳に対し BUが 1つであることは決算処理の加速化と管理の 2つの点において有益で

す。 

o 各 BUはクローズし照合する必要があり、BUが 1つだけであれば必要なリソースと時間が削減

されます。 

o 消込もよりシンプルです。補助元帳と一般会計残高は直接関連しています。 

 

 ある事業から他の事業（社内）への財務上の組替は、その裏で BU更新を必要としない、単純明快な会

計仕訳です。 

 

 会社間取引、すなわち、ある会社から別の会社へ商品またはサービスを販売販売することによる法的所

有権の更新を、BU内で簡単に行うことができます。 

 

 元帳とそのユーザー間で動作する機能は、簡単にサポートされています。例えば、インフュージョン・コア

社でのロックボックス入金は、グループ内の他の会社が発行した請求書に消込むことができます。 

 

 米国およびカナダそれぞれのビジネス・ユニットの補助元帳エンティティおよび国内管理元帳エンティティ

は連携しています。 
 

コア・グループは 3つの選択肢を検討しました。彼らはそれぞれの事業（外科医療および医療技術）ごと（a）、それ

ぞれの企業ごと（b）、さらには企業によって運営されている事業ごと（c）の個別の BUを所有することを検討しまし

た。コア社の経営陣は、このアプローチによる利点は、それらの状況に関連していないことに気づきました。 

 

 財務 BUを含むすべてのビジネス・ユニットは、明確にアクセス権が付与されていないすべてのユーザーから

のデータ・アクセス、およびレポート出力をを禁止することによる、アクセス・セキュリティを提供しています。コ

ア社は、財務データの保守に関するロールは、すべてのデータにアクセスできるべきであると思っています。

例えば、手術のコーディネータは、顧客を的確にサポートするために技術部門のデータにアクセスできる必要

があり、またクォーク社の社員はいつでもガンマ社のレコードにアクセスできる必要があります。 

 

放射性金属に関連する物流において、アクセス・セキュリティの必要性が生じる場合がありますが、コア社で

は今回のこの点に対するアクセス制御は避けたいと思っています。必要であればそのデータへのアクセス権

と包括性を制御するために、セキュアな物流 BUをあとから作成することもできます。コア社では適切な担当

者とプロセスに複数の BUへアクセス権を提供する、BU全体にわたって共通データの共有を許可するツー

ルと機能について理解しています。 

 



Page 24 of 78 pages 
 

 BUはまた、補助元帳機能にパラメータを提供しています。ある設定は 1つの BUに制限あるいは複数 BU

で共有することができます。これは特別な規制が絡む補助元帳を国で運用している場合に役立ちます。規制

会社が必要とする機能は、その会社の補助元帳に限定することができます。いくつかの地域の行政機関で

は、その管轄内の会社のために補助元帳データを分割する必要があります。このような場合、単一企業ある

いは LEの他の形式に特化した BUを使用することが有用となり得ます。 

 
 指定された BUは、すべてのビジネス機能、あるいは 1つまたは限られた数に制限されたビジネス機能を提

供し、元帳コンテキスト内の機能を上流/下流とマッピングし、促進することができます。コア社はさらなるアク

セス・セキュリティによって、彼らのニーズに対応するアプリケーションが提供するワークフローに満足していま

す。 

 

 レポートは会計処理が完了する前に BUで使用することができます。コア社は彼らの会計プロセスの中で報

告要件を構築し、プライマリとして財務基準（認識および評価）を満たすレポートを参照しています。 

 BUをまたがる元帳レベルのレポートは、それを必要とする会計担当者に関連する BUへのアクセス権が付

与された場合、元帳残高への消込を容易にします。コア社は元帳に連携している BUはより消込が容易であ

ると考えています。 

 

 BUはシステムのデータ入力ポイントです。最初の決定は所定のトランザクション・プロセスで行われます。トラ

ンザクションの入力時に使用する BUの選択は、上流トランザクションのデータ、あるいはデータ入力ポイント

で有効なデータから確定されます。コア社は初期のデータがどの BUを使用するか決定できない場合や、手

動による前処理が必要となる可能性を懸念していました。 
 

多数の企業と事業で機能する補助元帳 BU 
 

複数機能財務

ビジネス・ユニット

 元帳との連携

 トランザクション属性

をソフトウェアが管理

補助元帳BU

米国BUは4つのLEと2つ

の事業を扱う

カナダBUは1つのLEと2つ

の事業を扱う

 
 イメージ 13： 多機能 BUは複数の会社と事業へ機能します。元帳へ会計エントリを送信すると、それらは補助元帳とな

り、元帳に直接関連します。コア社はそれぞれ米国とカナダ、複数各社、報告義務のある事業、および従業員ユーザー用
に、それぞれ 1つの補助元帳 BUを使用しています。 

 

コア・グループでは複数の企業（複数の法的エンティティ）をサポートするために、米国で補助元帳を 1つ使用して

います。複数の会社が会社コードを使用して環境へアクセスすることが、一部の人々にとって快適である一方、他

の人々はトランザクションを記録するために個別の会社のシステムにログインすることに慣れており、最初にその

パーティの企業を選ぶことなくトランザクションを入力することに対して違和感を持っています。Oracle Financials 

Cloudでは、適切な会社を決定し、また BU内から、勘定科目、コスト・センターなども確定します。 
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米国補助元帳 BUにおける LEおよびその他の会計属性の決定方法 

 

他の会計要素と同様に、BUはトランザクションに対するグループのパーティである法的エンティティを決定するた

めにトランザクション・データに適用されるビジネス・ルール、会計規則、および税務処理基準を使用します。ほと

んどのグループにおいて、コアの各企業はその業務を運用するために特定のロールを有しており、コア社は関連

するビジネス・ルールを定義するためにこれらのロールを使用しています。 

 

グループはまた、マネージャ、従業員、および会社を運営するためにトランザクションを開始し承認するといったジ

ョブ・ロールに関連する情報を使用しています。 

 

インフュージョン・コア社の会社のロールについての特定の米国ポリシーは、この脚注
7
に要約されています。そ

の他のグループは他のアプローチとポリシーを所有しており、コア社はビジネス条件としてこれを改定する可能性

があります。 

７米国の LE/登録顔社の取引活動に関するグループ・ポリシーの要約 
 

記帳されたすべての米国コンサルティング収益はニュートロン社として入力されます。医療専門家に関する請求は

外科医療として分類され、物資や技術者については医療技術として分類されます。 

 

すべてのコンサルティングおよび契約者の給与と支払はクォーク社で記録され、ニュートロンのように外科医療と

医療技術に分類されます。GLの配賦仕訳がクォーク社からニュートロン社へ会社間相互賦課の相互賃借一致セ

グメントを使用し月次で作成されます。米国のフルタイムおよび常勤のパート・タイム従業員の給与はコア社により

支払われ、該当する会社のコスト・センターに直接課金されます。各社の支払合計はコア社により会社間請求され

ます。 

 

すべての新素材は仲介手数料収入込みでガンマ社にて取り扱われています。ガンマ社は GL配賦仕訳を使用し

てニュートロン社へ費用を配賦し、月に一度、費用に手数料を加えた、カナダとの会社間請求書を作成していま

す。ガンマ社は新素材を購入せず、所有せず、手配し、搬送し、供給しています。物流サービスは調達部門を通し

て調達を行っています。 

 

コア社は機能別費用に関する独自のコスト・センター内で、コンサルタントの提供（クォーク社にて処理）とそれらの

経費精算以外のすべての米国サービスの調達を管理しています。 

 

調達を通して作成された各トランザクションの終わりに、購買担当者は購買依頼プロセスで受取った情報に基づい

て、会社が直接的あるいは間接的に請求するベンダーに指示します。その他の関連する会計情報は、その元帳

の発生元または発送先の会社によって使用されている勘定体系を使用して、買掛管理補助元帳 BUへ伝達され

ます。 

 

調達領域外のトランザクションに対し、インフュージョン・コア社は各法的エンティティのトランザクション・ロールを

定義するために、そしてその結果として、どの LE作成、あるいはどのトランザクションに入力するのかを決定する

ため、グループ・ポリシーを使用しています。トランザクション処理とデータ入力はこれを反映しています。ポリシー

は、グループ内でのロールに応じて各社が負担する費用の種類を特定します。 

 

インフュージョン・コア・グループは他のモデルを考慮した上で、各社が関与するトランザクションを管理する各企業

のロールに準ずるポリシーというモデルが、その特定の事業に適していると見出しました。 
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カナダ支社の BU 
 

コア・グループはカナダの業務では単一の事業会社を使用しています。カナダのすべてのトランザクションは、イン

フュージョン・カナダ支社で契約され、費用負担され、記録されています。 

法的報告要件と固定資産業務を満たす資産台帳 
 

インフュージョン・コア社は、US GAAPに準拠した 1つの資産台帳と IRS（国税庁）に準拠したもう 1つの資産台

帳で備品や保有車両を追跡しており、いずれも米国元帳に関連付けられています。コア・グループは、カナダでは

企業報告のため US GAAPに準拠し、税務報告のためカナダ歳入庁に準拠する、1つの資産台帳を保有してい

ます。 

 

固定資産補助元帳は BUというより資産台帳です。各資産は会計原則に従った評価のために 1つの台帳に記録

され、税金または規制/法定目的のために他の台帳に記録されます。 

 固定資産と減価

償却

 GAAPと税法

 元帳との関連付け

資産台帳

    

コア社
米国固
定資産
の会計
台帳と

税務

台帳

コア社
カナダ
固定資
産の会
計台帳

と税務

台帳

 
イメージ 14： インフュージョン・コア・グループでは資材管理における準備、標準資産項目の使用、および個体資産に使用され
る勘定科目導出のための資産カテゴリの使用を通し、調達と買掛管理と統合することにより資産の調達を自動化します。 
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第 3章：一般会計 

仕訳入力 

ほとんどの仕訳は補助元帳に由来しますが、インフュージョン・コア・グループではまた、記録の修正、月末にお

ける費用の計上、および原価と収益の配賦等の目的のため、Oracle Fusion General Ledgerに直接特定の仕

訳を入力する必要があります。 

コア社はスプレッドシートまたはブラウザを使用して、仕訳の入力ができます。 

 スプレッドシード・アプローチは、一度に数多くの行全体の値をコピー・アンド・ペーストなどのデータ入力

の効率性の利点を活用することができることから、熟練したスプレッド・ユーザーにとって最適です。スプ

レッドシート・アプローチはアップロード処理中にデータの大部分を検証します。 

 ブラウザ・アプローチは、入力された情報を検証するといったガイド付きの操作です。ブラウザ・アプロー

チはまた、仕訳へのすべての変更履歴や、仕訳転記後の各勘定科目における見積残高といった、仕訳

入力においてより詳細な情報を情報を提供します。 

 

 

コア社ではこれら両方のアプローチを使用します。影響力が高いがほとんど発生しない締め処理間際の調整の

ような仕訳入力に対してはブラウザを使用します。ユーザーが経験とスピードを生かすことができる、大量のデー

タ入力を必要とするようなその他の仕訳に対しては、スプレッドシート・アプローチを使用します。 

仕訳レビュー、承認、逆仕訳、および転記 

前述の通りスプレッドシート・アプローチは、システムへの迅速な仕訳入力のために用意されています。ブラウザ・

アプローチは仕訳入力に加え、仕訳の修正、承認、逆仕訳、および追加仕訳の転記と同様、ユーザーが既存の

仕訳を検索し、レビューすることが可能です。 

コア社は資材価格の手動調整仕訳が転記される前に適切にレビューされることを確実にするために、仕訳承認

を使用しています。財務インパクトの合計が 1,000 ドルを超える仕訳は、自動的に仕訳を入力した担当者の上長

へ転送されます。上長は仕訳を承認または否認することができます。承認された場合、仕訳はその後、自動的に

転記されます。 

 

コア社では、Oracle Fusion Payablesおよび Receivablesなどの補助元帳が元となる仕訳に対しては、すでに

補助元帳内のレビュー・プロセスを受けているとし、承認を使用していません。コア社ではこれらの仕訳の転記に

手動による介入が一切なく、一般会計残高を一気通貫で更新できるよう、自動転記ルールを設定しました。 
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場合によっては仕訳が転記できないことがあります。現在有効ではない勘定科目の入力や、タイミングの問題で

データ入力エラーになる可能性があります。例えば、前月のみ有効なコスト・センターに対し、今月になってトラン

ザクションが入力された場合などです。この場合、手動による対応が必要になります。Oracle Financials Cloud

ではユーザーを修正が必要とされる仕訳へ導くことで、これらのエラーの解決の手助けを行います。 

 

ユーザーは手動入力やスプレッドシートでアップロードした仕訳を変更するか、仕訳そのものの削除かを選択す

ることができます。ただし、転記された仕訳は変更あるいは削除することができなくなります。誤って転記された仕

訳を修正する場合、コア社のユーザーは逆仕訳を選択します。この処理で、監査証跡を残したまま、残高に対す

る誤った仕訳の影響を取り除きます。 

同様に、月末の見越計上は、次の期間の開始時に逆仕訳する必要があります。これは定常的なプロセスである

ため、コア社ではこれを自動で実行することを選択します。 

コア社は補助元帳を元にする仕訳は逆仕訳しません。代わりに、補助元帳との問題は、すべて補助元帳内で対

応し、一般会計へ再送信します。これは、補助元帳と一般会計との結びつきを確実にする、重要なコントロール手

法です。 

配賦および定型仕訳 

多くの仕訳は月末処理の一環として、あるいはまた別の頻度で定期的に入力されます。これらの仕訳を毎月手

動で入力することは効率性を欠きます。代わりに、コア社では以下の推奨アプローチを採用しています。 

 定期的に同じ金額を、同じ勘定科目に借方あるいは貸方計上する必要がある場合、コア社では元の仕

訳をコピーします。コピーの後に日付変更などの必要な変更を加えます。これは、例えば賃借料などの

月毎にほとんど変化することのない費用の発生に対して有効となり得ます。 

 同じ勘定科目で金額の変更等の調整が必要な場合は、コア社ではスプレッドシートに最初の仕訳を入

力し、スプレッドシート・ファイルを保存します。それからは毎月スプレッドシートを開き、日付の変更、金

額の更新、および仕訳のアップロードを実行するのみです。コア社はスプレッドシートを使用しているの

で、必要に応じ、金額を計算する数式を使用することができます。これは、月によって異なる公共料金の

支払いに対して有効となり得ます。 

 別のスプレッドシートに現在の勘定残高をダウンロードし、現在の残高に基づいた仕訳の借方と貸方を

計算するための計算式を使用することが可能です。これは、未入金の売掛/未収金残高の割合で計算さ

れた貸倒引当金計上に対し有効となり得ます。 

上記のアプローチはすべて手動による対応が必要です。コア社はブラウザ内で計算式を定義することにより、全

体的な仕訳処理を自動化することができ、その後この計算式をスケジューリングして、必要に応じてこの処理を実

行することができます。 

 計算式が実行されると、既に定義済みの計算式に基づく仕訳が生成されます。これは、定期的に入力す

る仕訳が数多くある場合に効果的なアプローチです。 

 同様に、上記の例はすべて自動化することができます。 

 さらなる一般的な使い方として、コスト・センター全体への費用の配賦や、プロフィット・センターまたは事

業部門全体への収益の配賦があります。単一の計算式を、様々な勘定科目を元にした金額の合計に使

用して、別の数多くの勘定科目へその結果を転記することができます。 
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月末の見越計上の場合、コア社では次の期間の開始時に見越を逆仕訳します。 

詳細は、Oracle Fusion Applications Financial Control and Reporting, Accounting Transactions, Tax 

Transactions and Reporting Guideに記載されている「Capturing Journal Transactions: Points to Consider」 
を参照してください。 

複数通貨の会計処理 

US ドル（USD）などの単一通貨のみで取引をしている会社では、複数通貨の会計処理について考慮する必要は

ありません。コア社では米国およびカナダでの事業を展開しており、さらにいくつかのヨーロッパ諸国で小規模な

売上があります。従ってコア社では USD、カナダドル（CAD）、およびユーロ（EUR）での取引を実行する必要が

あります。 

コア社では Oracle Financials Cloudで次の 3つの処理を行っています。 

 換算（Conversion）: 取引通貨と同様、元帳通貨における相互通貨トランザクションの会計処理。 

 再評価（Revaluation） : トランザクションの入力時と期間の終了間における、換算レートの変動に起因

する、期間の終了時の相互通貨の資産勘定または債務勘定の修正。 

 換算（Translation）: 会社全体の元帳または一連の残高を元帳通貨から報告通貨へ換算。 

換算（Conversion） 

インフュージョン・コア社のプライマリ通貨はインフュージョン・ニュートロン社、インフュージョン・クォーク社、およ

びインフュージョン・ガンマ社と同様 USDです。しかし、これはすべてのトランザクションを USDで入力しなけれ

http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf
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ばならないという意味ではありません。トランザクションはどのような通貨でも記録可能です。他の通貨で入力さ

れたトランザクションは、自動的にロードされた換算レートを使用して USDに換算されます。 

インフュージョンカナダ支社のプライマリ通貨は CADです。カナダ支社がヨーロッパで何かを販売する場合、トラ

ンザクションは EURで記録され、CADに換算されます。 

コア社は毎朝簡単な手作業を行って換算レートをロードしています。これらのレートは彼らが定期配信を申し込ん

でいるプロバイダから受け取り、標準の Oracle Financials Cloudスプレッドシート・ローダーにコピーします。今

のところ上手く運用できていますが、コア社ではこれを徐々に完全自動処理に置き換える予定です。自動処理で

はスプレッドシート・ローダーを通さず、直接レートの供給元からレートをオープン・インタフェース表にロードします。 

再評価（Revaluation） 

外貨で保持されている売掛/未収金および買掛/未払金などの金融資産と負債は、換算レートで変動する値に変

更することができます。コア社は、それらの BS勘定を再評価し、財務諸表の出力前に現在価値を反映します。

毎日、またはそれより頻繁に再評価することもできますが、通常コア社では月末にそれを行います。 

再評価は自動処理です。コア社は BS上にすべての現金以外の勘定が含まれている場合、再評価を必要とする

勘定グループを定義します。コア社はまた、換算レートの変動から生じる未実現損益を計上するために使用する

勘定を指定します。再評価は次に、レート変動の影響を反映する仕訳を生成します。 

コア社は通常、来月の初めにこの再評価の仕訳を逆仕訳します。非金融資産または債務が現金に変換される場

合、例えば売掛金の回収時に、実現損益を計上します。 

以下の例では入力済借方と入力済貸方の列が、仕訳スプレッドシートに入力された実際のトランザクション金額

を表しています。換算済借方および換算済貸方の列はその日の換算レート「1EUR = 1.314 CAD」を使用して、

システムで計算された金額を表しています。 

 

 

トランザクション入力時 月末 

勘定 
入力済借方 入力済貸方 換算済借方 換算済貸方 再評価済借方 

再評価済

貸方 

売掛金 2000 EUR 
 

2628 CAD 
 

12 CAD 
 

売上収益 
 

2000 EUR 
 

2628 CAD 
  

実現収益 
     

12 CAD 

 

再評価借方と再評価貸方列はコア社でトランザクションが入力された時点から、月末の財務諸表出力準備ができ

た時点での、レートの変動による変化を表しています。レートは「1EUR = 1.32CAD」に変更されました。再評価

仕訳ではそれらのプライマリ通貨に現在価値を反映するために、12CAD の差額で売掛金残高を増額しています。

PL勘定ではなく BS勘定のみを再評価し、未実現利益勘定に対して 12CADの増額をして相殺します。 

変換（Translation） 

月末の財務報告処理の一環として、カナダの結果を共通通貨でレポートに加えられるよう、コア社はインフュージ

ョン・カナダ支社の台帳を USDに換算する必要があります。結果を統合するためのある通貨から別の通貨への

換算は、一般的な会計処理であり、各国における若干の差異があるものの会計基準に定義されています。コア

社の事業では、月末レートでの貸借対照表と月毎に計算された平均レートでの損益計算書を換算することで、

CADから USDへの換算を行っています。コア社では USDが彼らの FAS第 52号の機能通貨であるため、取

得時レートで長期の非金融資産と資本勘定を保持しています。 
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コア社はスプレッドシートを使用してこれらを手動で実行していましたが、Oracle Financials Cloudでは自動変換

処理が提供されます。この処理では、各勘定残高で適切なレートを乗算し、CADでの平均残高試算表を正確に

反映している残高試算表を USDで生成します。勘定のタイプごとに異なるレートを使うことから生じる違いは、そ

の累積換算調整勘定に転記されます。 

詳細については、Oracle Fusion Applications Financial Control and Reporting, Accounting Transactions, 

Tax Transactions, and Reporting Guideに記載されている「Revaluation Process: Explained」を参照してくだ
さい。 

補助元帳処理 

前述のように、反復的なトランザクションは、Oracle Fusion General Ledgerに転記され、管理されている補助元

帳で文書化され、記録されます。トランザクションは発生ごとに記録されますが、コア社では、定期的に一般会計

に転記しています。これは頻繁に小さなトランザクションを一般会計に転記するよりも効率的です。これは一般会

計担当者に、いつどのように一般会計が更新されたかを管理する重要なレベルを示します。 

 

http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf


Page 32 of 78 pages 
 

 

一般的にコア社では買掛/未払金トランザクションを毎晩、売掛/未収金トランザクションを毎週、給与と資産のトラ

ンザクションを月末に転記しています。このタイミングが、発生頻度が低く会計上の影響が大きい傾向にある収益

トランザクションに一般会計担当者が振り回されることなく、経費に関する動向に注視することを可能にします。 

転記処理は各トランザクションの詳細な補助元帳仕訳を生成し、これらの詳細な入力を一般会計仕訳に要約し、

会計残高に活動を反映するよう一般会計モジュールにそれを転記します。次に会計担当者は Oracle Financials 

Cloudが提供する、さまざまなオンライン照会、レポート、そしてその他の分析機能を使用して、現在の残高を確

認することができます。このアプローチにより、一般会計モジュールを必要以上に詳細化させ複雑化することなく、

コア社は各補助元帳における重要な情報を取得できるようになります。 

補助元帳は一般会計で凍結したと見なします。それは、会計担当者がその他の仕訳は転記前に手動による調整

で更新することができますが、補助元帳から生じた仕訳を変更することはできないということを意味します。これは、
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補助元帳と一般会計モジュール間の整合性を維持するために重要です。補助元帳の仕訳を一般会計モジュー

ルに転記することができない場合、例えばデータ入力担当者が誤ったコスト・センターを入力した場合、システム

は、そのエラーをソース側で修正できるようユーザーに通知します。 

予算編成および予測 

コア社の予算編成サイクルは非常にシンプルです。少人数で構成される財務アナリストが前年度予算と実際の

結果をスプレッドシートにダウンロードして開始します。上席財務マネージャからのアドバイスで、彼らは初版のハ

イレベルな予算を作成し、フィードバックと配賦のためにライン・マネージャに予算を配布します。コア社は、上席

マネージャからの 2～3の中間レビューをはさんで、反復作業を 2週間実行します。全体の処理はスプレッドシー

ト、Eメール、および Oracle Social Networkによって完了します。 

予算が承認されると、コア社は予算額を、残高キューブ（実績および予算残額を保存する Oracle Essbase デー

タベース）にロードします。これを実行することにより、コア社は追加の作業をすることなく、実際の残高に対する

予算報告が可能です。実際の活動はすべて同じ残高キューブに転記されます。これにより、予算と実績を並べ、

同じ階層に積上げ、そして同じ管理の計算を適用して、それらの数字を簡単に比較することができます。 

コア社は四半期ごとにその予算を見直し、必要な場合は調整を行います。調整処理は非常にシンプルで、彼らの

アナリストが詳細な財務分析に使用しているのと同じ Smart Viewツールを使用して行われます。 

コア社はいずれ、Oracle Fusion Planning and Budgeting Cloud Serviceのような専用の予算編成アプリケー

ションを使用して、その予算処理を形式化するつもりです。これにより、組織内でスプレッドシートを Eメールする

必要性から脱却することができます。すべての予算はプランニング・アプリケーションで一元管理され、予算は、

データを誰かに Eメール送信する必要なく、レビューのために配布されます。 

インフュージョン・コア・グループの販売予測は、この時点で完全に部門別に実行されていますが、彼らはこのプ

ロセスを標準化し、財務分析により直接的に沿った形にするつもりです。 

彼らの目標は、予算と同様に、予測を残高キューブにもっと頻繁にロードすることです。これを実行するには、現

営業部門が若干異なる方法で予測を追跡している一方、ある程度の標準化に取り組む必要があります。 

連結プロセス 

コア 5社の各責任者はその会社の残高試算表の承認時に、連結のためにそれらの残高試算表を提出します。コ

ア社はこれにより、企業全体の連結財務諸表の単一セットを生成することができます。 

連結プロセスの最初の手順は、関連する残高試算表をすべて収集し、必要に応じ会社標準の勘定体系および通

貨に変換することです。この場合、5社すべてが単一のシステムで台帳を管理しているので、作業は簡略化され

ます。多くの大企業は 1つのシステムから他のシステムへ残高試算表を送信しなければなりません。さらに、コア

の 5社はすべて会社の勘定体系を使用していることから、変換する必要性はありません。 

これは偶然の産物ではありません。この領域での一貫性の強化は困難で、多くの規律を必要としますが、その恩

恵は非常に魅力的です。このアプローチによってコア社の保守に掛かる負担は軽減され、継続的な見積連結が

可能になります。企業全体の財務結果をいつでも表示することができるようになります。いかなる追加処理の実

行もデータ転送も不要です。コア社は例えば会社間配賦を含む、月次決算連結処理を使用しています。ただし、

彼らの見積連結財務諸表は常に利用可能です。 

コア社のレポート通貨は USDです。すべての補助元帳は、CADを使っているインフュージョン・カナダ支社を除

いて、USDを使用しています。インフュージョン・カナダ支社は、月次決算処理の一環として、連結を可能にする

ため残高試算表を CADから USDに変換しています。 

連結担当者はその後すべての会社間活動を消去し、必要に応じて連結調整を適用することができます。彼らは

各子会社で個別に使用されているのと同じレポート・ツールを使用して、連結財務諸表を作成します。 
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補助元帳の消込 

前述したように、補助元帳は一般会計で凍結され、コア社の消込処理は極めて簡単です。しかしながら、会社が

消込処理を実行することで、往々にして以下のことに起因する矛盾が生じます。 

 タイミング的な課題： いくつかのケースにおいて、補助元帳のトランザクションは記録されていますが、一

般会計モジュールにはまだ転送されていません。 

 手動調整： 一般会計モジュールに手動で入力された仕訳は、補助元帳に由来するいかなる一般会計残

高からも切り離す必要があります。 

 勘定体系の変更： コスト・センターの無効化といった間際での変更は、転送処理中のトランザクションを

見落とすおそれがあります。 

コア社の使用するコラボレーション・ツールは、このような問題の発生を軽減させてきましたが、いくつかの不一致

がまだ残ります。補助元帳の消込レポートは、補助元帳と一般会計モジュールの両方から情報を取得し、関連す

る情報を並べて表示します。このレポートは、どのトランザクションが補助元帳から一般会計モジュールに転記さ

れていないのか、どのトランザクションが有効期限切れのコスト・センターが原因で保留になっているのかを明ら

かにします。コア社では締め処理ごとにこれらのレポートを実行し、保留中のトランザクションや誤りのある仕訳に

戻り修正できるようにします。 

詳細については、Oracle Fusion Applications Financial Control and Reporting, Accounting Transactions, 

Tax Transactions, and Reporting Guide に記載されている「Reconciling Accounts: How It Works with the 

Subledgers」を参照してください。  

財務分析 

Oracle Financials Cloudを展開する上でのコア社の重要な目標の 1つは、高度な訓練を受けた少人数の専門

家にシステムへのアクセスを制限することよりも、需要がある人により多くの豊富な情報を提供することです。レ

ポートに関する章では、コア社がユーザーに直接情報にアクセスすることができる権限を与えるために使用する、

豊富な機能に言及しています。 

これらの機能に加え、彼らの財務ユーザーは、財務諸表分析の特定の用途のための、いくつかの分析およびレ

ポート・ツールを頼りにしています。会計担当者は密接に直接的にコア社の賃借対照表と損益計算書を管理して

います。会計担当者は財務状況の理解するために、月次決算あるいは四半期決算まで待つことはありません。

彼らは日々財務状況を監視します。 

この分野での主な機能の 1つが「勘定科目モニター」で、各ユーザーが担当する主要な勘定科目を自動的に追

跡するための、ユーザー一人ひとりに合わせたオンライン問い合わせツールです。 

http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/doc.1117/e22895.pdf
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ユーザーが Oracle Financials Cloudへログインするだけで、現在残高、前年対比や予実比較、トランザクション

詳細に直接ドリルダウンできる機能を含む、主要な勘定科目の最新の状況が提示されます。さらに、コア社は、

いくつかの方法でその財務情報を要約するための階層を活用しています。「勘定科目モニター」は、次元間のピ

ボットのように、最上位の階層からそれぞれの子値にわたるすべての表示を提供し、ユーザーが段階的に階層を

ドリルダウンできるようにします。 

一部のユーザーは、優れた双方向性を備えた「勘定科目インスペクタ」表示への切り替えを好みます。この表示

では、行、列、そしてページ間の次元をドラッグ・アンド・ドロップして、異なる勘定科目がどのように関連している

かといった様々な見方を瞬時に得ることができます。 
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コア社では、最も関係のあるユーザーに直接情報を提供できるよう、これらのツールを幅広いユーザー層に公開

することを計画しています。コア社は、ユーザーが参照すべき情報のみにアクセスできることを確実にするため、

データ・セキュリティを活用します。例えば、コスト・センター・マネージャは、他のコスト・センターの経費情報は参

照できない状態で、「勘定科目モニター」および「勘定科目インスペクタ」を使用し、積極的に該当するコスト・セン

ターの経費を管理することができます。 

財務アナリストには異なる情報ニーズがあります。コスト・センター・マネージャのような、局所的な勘定科目に目

を光らせておく必要がある財務以外のユーザーに対し、財務アナリストは全体の残高試算表に関わる作業をして

います。必要とするあらゆる財務諸表を定義し、要求に応じて、あるいはスケジュールされた間隔で実行します。

レポートはウインドウズ・エクスプローラのようなフォルダ構造を使用して自動的にユーザーへ配布されます。ユ

ーザーはブラウザや書類、あるいは Excelで、直接レポートを確認することができます。 
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「勘定科目モニター」および「勘定科目インスペクタ」と同様に、ユーザーはレポートから階層へドリルダウンできる

だけでなく、元となるトランザクションの詳細に直接ドリルダウンすることができます。ユーザーは、数回マウスをク

リックするだけで、ハイレベルな会社の収益から顧客別の請求書までのあらゆる情報を取得することができます。 

コア社のユーザーはまた、事前定義済み Excelレポート・テンプレートにある Oracle Financials Cloudから、リ

アルタイムでデータを参照できる Excelプラグインである「Smart View」を活用することができます。 

コア社のユーザーは、問合準備モードで Oracle Smart Viewレポートを使用して、システムへライブ接続して

Excelデータを参照することができます。 

ユーザーはそれから問合せを絞り込み、追加の勘定科目残高をスプレッドシートに取得して、必要な計算あるい

は詳細分析を任意に実行することができます。  
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第 4章：買掛管理 

Oracle Financials Cloudは購買および買掛管理やその他の関連モジュールにリンクし、統合ソリューションとし

ての調達～支払フローをサポートして、投下資本の利益を最大化します。調達～支払の機能を実装することで、

コア社ではコストを削減し、マージン率を向上させ、プロセスを合理化し、コンプライアンス遵守を推進することを

計画しています。 

 

サプライヤ 

コア社では最初に事前定義されたテンプレートでサプライヤ・インタフェース表にデータ投入することで、旧システ

ムからサプライヤ・データをインポートし、その後 Oracle Cloud Data Integration Serviceで Oracle Financials 

Cloudにサプライヤをロードしています。 

コア社の調達部門には、調達マネージャ直属のバイヤーが 2つあります。 

請求書入力 

コア社では請求書の登録にいくつかのアプローチがあります。アプローチはビジネス・ニーズに合わせて用意さ

れており、この後のセクションで詳細が説明されています。 

コア社は、米国およびカナダの請求先事業所で受領される請求書の大部分をスキャンし、請求書入力のために

米国のシェアード・サービス・センターに転送します。公共料金や賃借料などの定型請求書の登録にはスプレッド

シートを使用しています。コア社では、コンピュータ上での購買受注や請求書発行を希望するサプライヤに対し、

XML電子請求書授受の契約を結んでいます。 

コア社ではまた、いくつかの重要な医療機器サプライヤと、商品が到着次第、買掛管理モジュールに請求書が自

動的に作成されるような自己請求の契約も結んでいます。 
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請求書イメージを利用した請求書入力 

請求書イメージ機能の実装により、コア社では、光学式文字認識（OCR）と、Oracle Financials Cloudの請求書

入力ユーザー・インタフェースの自動デフォルト設定を利用することで、請求書のイメージから重要なヘッダ情報

を抽出することにより、請求書の登録を効率よく処理しています。 

請求書情報の並列表示は、データ入力を容易にし、充当可能な前払金や明細小計などの詳細情報をユーザー

に提供します。また、税金計算、検証、計上、および支払などの、請求書に関わる処理も可能にします。 

 

 

 

サプライヤが郵便料金の節約よりも所定の事業者へ請求書を郵送することを希望するので、コア社では、米国お

よびカナダの請求先事業所でそれぞれの請求書を受領してスキャンしています。スキャンされた請求書は、自動

的にインテリジェント文字認識で処理されます。アプリケーションに学習させる「教師あり学習」機能が、光学式文

字認識とインポート・プロセスのより高い成功率をコア社に提供しています。 

それぞれの請求先事業所で受領されスキャンされた請求書は、米国のシェアード・サービス・センターに転送され、

設定済のルールに基づいて入力されます。 

 

 
 

この詳細については、Oracle Fusion Applications Financials Implementation Guideに記載されている

「Integrated Invoice Imaging Implementation: Critical Choices」を参照してください。 

 

http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/fusionapps.1117/e20375.pdf
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スプレッドシートを活用した請求書入力 

スプレッドシートによるアプローチは、ブラウザ・ベース入力のガイド付きアプローチとは対照的に、請求書を素早

くアプリケーションに入力してロードすることを意図したものです。コア社の熟練のユーザーたちは、大量データ入

力が必要な状況に対し、多くの行を一度にコピー＆ペーストするような効率的なデータ入力方法として、このアプ

ローチを活用しています。 

コア社では、賃借料と公共料金の請求書用の定型請求書の記録ができる、Oracle Financials Cloudの一部とし

て装備されている事前フォーマット済のスプレッドシートを使用しています。 

 

照合オプション、許容範囲、および保留 

コア社での調達は、低価値の量産品やサービスから、高価値医療機器やミッドレンジ・サービスでの露出にかか

る消耗品までを網羅しています。 

内部監査部門は損失リスクのコントロールのため、コストのバランスを取るよう設計されたいくつかのシナリオを

特定し、これらのシナリオに準拠した発注書に対して、買掛/未払金モジュールの照合ツールを導入しています。 

低価値品目および経常費用は、請求書のマネージャ承認時に支払われます。数量および価値の両方の点にお

いて大きな部分を占めるミッドレンジのサービスに対し、コア社では PO、請求書、および領収書が数量、金額とも

に合致しているかを確実にする 3方照合管理を採用しています。コア社ではこの通常の 3方照合に加え、検品

を必要とするハイ・エンド商品およびサービスの 4方照合が終わった後に対してのみ支払いを実行します。 

保留している請求書に対しては不一致解決のためのポリシーを施行するため、標準ワークフローを使用していま

す。 

請求書承認 

コア社はリスク管理とプロセス簡素化のバランスを最適化する承認ルールの構成を、絶妙なかたちで成し遂げま

した。支払処理のスピード化以上にデータ精度を重視し、請求書承認前に検証を必須としています。別の選択肢

として検証前に承認するというものがありますが、この対応では、支払処理のスピード化はできるものの、無効な

請求書に対する支払いというリスクを生じさせます。次は、コア社が実装した請求書承認のための承認ルールに

なります。 

 PO照合および未照合請求書のための異なる承認ルールを実装し、特定の請求書は自動承認。 

 未照合請求書の自動承認のしきい値は、既に POの承認プロセスが済んでいる PO照合済請求書の

金額よりも低く設定。 

 US ドル（USD）またはカナダドル（CAD）で 50 ドル未満の未照合請求書と、USDまたは CADで 150 ド

ル未満の PO照合請求書は、自動承認。 

 上記のしきい値より高額となる請求書は、最初にレビューのために要求者に転送後、承認のために依頼

者の上長に転送。 

 従業員の経費精算書の支払要求は、既に事前承認された経費精算書として自動承認。 
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 USDまたは CADで 50 ドル未満の顧客払戻の支払要求は自動承認。 

 買掛管理マネージャは例外的に請求書の強制承認の実施が可能。 

 毎月同額の、レビューの必要がほとんどない公共料金の定型請求書は、自動承認。例えば、米国内の

施設における月々の水道料金は常に USD620 ドルで、これに対し自動承認ルールを設定。 

買掛/未払金トランザクションの会計 

コア社のポリシーでは、事業会社（クォーク社による医療技術事業、ガンマ社による医療機器事業）は、法的債務

を負い、それが必要とする商品およびサービスに対し責任を負っています。 

コア社では、たとえビジネス・ユニットが複数の法的エンティティの請求書を処理するとしても、買掛管理ビジネス・

ユニット用に、サプライヤ・サイトから 1つの負債勘定を特定することができました。 

負債勘定の商品を要求する法的エンティティに対応する正しい会社コードを取得するため、コア社では、Oracle 

Financials Cloudの「自動オフセット」機能を利用しています。 

 

 

コア社では期末時の代わりに、商品受入時に見越負債を計上しています。コア社では、米国およびカナダのビジ

ネス・ユニットの負債、費用経過、および前払などの勘定用にデフォルト設定を指定しています。コア社ではまた、

公共料金や賃借料などの PO非照合請求書の記録時には、勘定科目のセットを指定しています。 

コア社では、現在の会計処理情報の取得を確実にし、最新の財務レポートを作成するために、日次での会計処

理を起動しています。未処理のトランザクションを貯めずに、コア社は円滑な期間クローズを見込んでいます。 

経費精算書の処理 

コア社の従業員は会社のビジネス・トランザクションの承認に Oracle Fusion Expensesモジュールを利用してい

ます。コア社では費用の発生から 30日以内に、品目ごとの詳細なビジネス上の理由を含む、従業員のビジネス

経費の速やかな経費精算を必要とします。従業員は必要な領収書と、提供業者情報などの経費を正確に項目別

にした、経費精算書を提出する責任があります。 

その後、ビジネス経費の請求がコア社のポリシーに準拠することを確実にするため、経費精算書は承認処理され

ます。 

コア社では経費の承認ルールを次の通りに構成しています。 

 USDまたは CADで 500 ドルまでの経費は、従業員のマネージャによる 1レベルの上長承認が必要。 

 USDまたは CADで 500 ドルから 1000 ドルまでの経費は、2レベルの上長承認が必要。 
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 USDまたは CADで 1000 ドル以上の経費は、最高財務責任者（CFO）の承認が必要。 

 CFO、最高経営責任者（CFO）、および取締役会長の経費精算書は、管理部長の承認が必要。 

経費監査者は、承認済の経費および否認された非準拠経費品目および精算書の経費請求を処理する責任があ

ります。経費精算書が承認されると、自動的にコア社の買掛管理部門にインポートされ、標準請求書と同様に処

理されます。 

顧客払戻処理 

売掛管理担当者は、買掛管理部門へ顧客への支払いを電子送金（EFT）または小切手で発行する手続きを依頼

することができます。払戻支払要求は標準請求書のような請求処理で実行されます。コア社では USDまたは

CADで 50 ドル未満の払戻支払要求は、自動的に承認されるように構成しています。 

支払条件および割引 

コア社の標準支払条件は、請求書日付から 45日以内の「45日以内全額支払」になります。特定の米国およびカ

ナダのサプライヤは、オプションとして、20日以内の支払に対して請求書合計から 1%の割引を受けることができ

る「早期支払プログラム」に登録することができます。 

支払処理 

コア社ではほとんどの支払いを、EFTの優先支払方法を使った支払実行をスケジューリングして処理することを

決定しました。コア社は期日間際のサプライヤの要求に対応するため、オフサイクルまたは緊急支払を記録する

よう単一の支払を発行することができます。 

支払実行 

割引料金を利用するため期日までの支払に間に合うよう、コア社では週に 2回の支払実行を計画しています。ま

た、支払実行前日の差し迫った支払に対し現金の需要をレビューしています。この実現のため、コア社では毎週

月曜と水曜に「現金要求レポート」の実行を計画し、それから毎週火曜と木曜の朝に支払実行を計画しています。 

マネージャはそれらが計画された日の午後に、選択済賦払をレビューするため支払実行を一時停止し、支払の

発行前にそれらをレビューしています。 

コア社では、サプライヤの請求書から従業員の経費精算書の支払実行を識別し、それらを効率的にレビューでき

るようにしています。割引利用のために最小限の支払実行で済ませるため、コア社では、サプライヤ、ビジネス・

ユニット、または法的エンティティに関わらず、割引適用可否に基づいて請求書を選択する支払実行テンプレート

を定義しています。 

支払書式 

コア社では米国とカナダのビジネス・ユニット用に、Oracle Financials Cloudであらかじめ提供されている US 

NACHA EFT支払書式を使用しています。コア社ではサプライヤへの支払に伴い、発行される支払に対する特

定の請求書に関する送金通知書を発送しています。また、コア社の支払処理のセキュリティ・ポリシーでは、小切

手の不正利用を防ぐため、銀行への正支払ファイルの生成も必要とします。 

支払検証 

コア社では銀行に提供される入金データが完全かつ正確であることを担保するため、あらかじめ提供されている

支払検証を利用しています。 

請求書入力中に事前検証につながる受取人銀行口座の検証を行います。 

検証は支払処理中に実施することも可能です。コア社では支払最高額を 100万 US ドルに制限するための支払

検証を実装することで、支払いに特別なセキュリティ・チェックを設けています。 
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所得税レポート 

コア社は米国の法令 1099への準拠が求められています。コア社では年度末のフォーム 1099の作成に対応す

るために、請求書がアメリカ合衆国 1099その他タイプに自動的に分類されるよう、サプライヤ設定時に連邦政

府への報告対象サプライヤを指定しています。 

トランザクション税金 

米国のコア社は事務所や倉庫があるニューヨーク州およびカリフォルニア州で売上税の登録がされています。そ

れらの場所で全米中からのすべての購買品を受入れ、すべての顧客オーダーを実行しています。これらのトラン

ザクションは売上税および使用税の対象となります。両州の各社は月間の売上と、未登録サプライヤからの購買

に対して支払う使用税の納税申告書を毎月提出しています。 

インフュージョン・カナダ支社はバンクーバーに事務所があり、カナダ中のサプライヤおよび顧客と取引をしてい

ます。インフュージョン・カナダ支社による売上と購買は、物品サービス税（GST）と州売上税（PST）の対象となり

ます。 

実装についての考慮事項 

コア社では Oracle Financials Cloud Serviceの実装において、米国およびカナダでの事業の税務要件を満たす

ために選択できる、以下のオプションを有します。 

構成

1

オ
プ
シ
ョ
ン

レポート計算
米国企業の場合における

当該オプション考慮事項:

Oracle Fusion Tax

パートナー・データ

パートナー・データ

Oracle Fusion Tax

Oracle Fusion Tax

Oracle Fusion Tax

を介したパートナー・

サービス

Oracle Fusion Tax

パートナー・

サービス

Oracle Fusion Tax

1つあるいは2つの州で限定

された場所の企業

ほとんどあるいは全ての州

で納税申告のためOracle 

Fusion Taxが提供するレポ

ートを使用可能な企業

税法順守のプロセスをアウト

ソースすると決めた企業

2

3

 

コア社ではニューヨーク州とカリフォルニア州という限定的な規模を考慮し、米国での事業に対しては 1番目のオ

プションを選択しました。このオプションは社内チームによる迅速な実装により、税金パートナーのデータやサービ

スに対する追加料金が発生しないことがコア社にとってのメリットです。これにより、初期実装および継続的な保

守の低コストが実現されています。コア社はビジネスの拡張にともない、2番目のオプションへの切り替えを検討

することを計画しています。 

カナダでの事業についてもコア社では、税率と税務処理基準の管理しやすさを考慮して 1番目のオプションを選

択しています。 

税金レポート 

コア社では米国およびカナダにおける税務当局のレポート要件を満たすため、Oracle Fusion Taxモジュールで

使用可能な法的、ビジネス、および消込レポートを利用しています。次はコア社の主なレポートです。 

 売上税レポート:  米国の様々な税務当局への税金負債のレビューおよび消込の実施。 

 課税対象勘定別税金消込レポート：  期末課税対象勘定残を税額に消込み、買掛管理および売掛管理

の課税対象トランザクションについてレポート。このレポートは、税金会計の税金還付および税金監査の

法的レポート要件を満たしています。 
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 勘定科目分析レポート: 期日に対する自己申告税（利用税）負債を消込。 

資産 

固定資産取得時の会計処理 

コア社はコストを管理し会社の資本資産取得ポリシーに準拠するための、標準化された固定資産取得時の会計

処理を確立しています。次はコア社の定義したビジネス・プロセスおよび要件です。 

発注依頼と調達 受入と検査 資産の設置 資産の使用

 

 米国およびカナダでの事業におけるすべての固定資産は、集中管理された調達プロセスを通して要求さ

れ実現されています。 

 事業供用されている固定資産は、購買トランザクションに対し明確な監査証跡を有します。 

 固定資産はそれぞれの元帳でそれらの所有者によりレポートされています。 

 固定資産の取得価額には、主要品目の原価、運送費用、インストール費用、控除対象外税金、およびそ

の他支払手数料などから割引を差し引いた取得価額への適用可能な料金が含まれています。 

 

ほとんどの資産はコア社で即時利用する市販品といった、請求書日付で事業供用される資産です。 

次は、資産取得、減価償却、保守、および資産会計に対し、固定資産の調達を自動化するためのコア社の実装

ポリシーです。 

 固定資産モジュールの資産カテゴリおよび資材管理モジュールの品目として業務上購入され使用される

固定資産と、それらのコンポーネントを分類します。 

 資産カテゴリは取得され減価償却された資産に基づいて資産台帳に割当てられます。例えばコア社で

は自動車、建物、家具、コンピュータ、および工場と設備などの様々な資産科目の分類カテゴリを、資産

台帳に割当てています。資産台帳はコア社の管理と法定帳票に対応するため、すべての資産と減価償

却を含んでいます。 

以下の図はコア社のために定義された、資産カテゴリおよび品目の関係を示しています。コア社が固定資産購入

のために行うプロセスは、購買オーダーで適切な品目を指定することです。請求書が購買オーダーと一致すると、

Oracle Financials Cloudは資産勘定の追加時の入力エラーを最小限に抑える資産カテゴリを、取得プロセス中

に資産当該明細へ自動的に入力します。 
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品目および品目属性 資産カテゴリと勘定科目

ラップトップ
PC

資産カテゴリ: 

コンピュータ.ラップトップ

借方勘定 : 1580

トラック

資産カテゴリ: 

自動車.トラック

借方勘定 : 1580

セメント

鋼けた

レンガ

資産カテゴリ: 

ビル.オフィス

借方勘定 : 1590

複数の品目を1つの資産

カテゴリにマッピング

コンピュータ.

ラップトップ
資産取得勘定: 1520

資産精算勘定: 1580

自動車.トラック

資産取得勘定: 1530

資産精算勘定: 1580

ビル.オフィス

資産取得勘定: 1540

建仮資産取得勘定: 

1550

建仮資産精算勘定: 

1590

資産カテゴリと

品目マッピング

資産カテゴリと

品目マッピング

資産カテゴリと

品目マッピング

 

主な考慮事項： 

 コア社ではすべての資産カテゴリの資産清算勘定と、すべての計上済固定資産の品目経費勘定に対し、

同じ勘定を使用しています。 

 コア社では長期にわたって固定資産を構築する場合があります。例えば、建物を建てるるためにコバル

トや鉄筋などの資材を購入することを決めます。建設仮勘定（CIP）資産は異なる精算勘定をすべての資

産カテゴリおよび品目経費勘定として使用し、自動資産追加プロセス中に CIP資産として請求書明細を

正しく転送します。 

 コア社では費用計上資産を取得する場合があります。これらの資産は減価償却せず、財務上の影響は

ありません。コア社では資産の正確な記録管理ために費用計上資産を追跡し、費用計上資産カテゴリで

資産を記録しています。 

コア社では代替案を検討しました。米国およびカナダ内の各会社用に、資産を調達し追跡するための異なる資産

台帳を所有することを考えました。これは通常、各社が所有する資産へのセキュアなアクセスが重要な場合実施

されています。シンプルな構造を前提として、米国およびカナダで各 1つの会社用資産台帳を使用することによ

って、固定資産管理の一元化と、その実装の簡素化を選択しました。 
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資産調達プロセス・フロー 

下の図ではコア社が実装している資産フローの資産調達について説明しています。コア社ではこの図で示されて

いるすべての設定と関連を実装しており、それらはまた、コア社のデータのデフォルトおよび統合ポイントにおけ

る重要な情報を提供しています。 

 

           固定資産POとの照合
 請求書配分に資産カテゴリの規定値を

自動設定

 発注書、受入、請求書配分は資産精算

勘定に自動計上

        請求および割引明細を資産管理へ転送するため

          一括追加の作成を実行
 運送費、控除対象外税金、その他、割引明細は資産取

得価額明細（請求書項目明細）に自動的にまとめられま

す。

 資産の事業供用日は、資産台帳の「事業供用日として

買掛/未払金の請求書日付を使用」オプションを有効に
している場合、請求書日付が規定値として自動設定さ

れます。

 割引明細は支払が計上された後、資産管理に転送され
ます。支払が資産の作成後に行われた場合、割引明細
は資産管理会計マネージャにより、既存資産に対する

資産取得価格の修正として処理されます。

     資産管理担当者によるレビュー、

  追加属性の準備および資産の追加
 資産カテゴリは規定値を使用します。

 減価償却ルールは発注書の品目から
導出されたカテゴリの規定値が設定し

ます。

 事業所と減価償却費勘定を入力しま

す。

 現品票番号やシリアル番号のようなそ

の他の減価償却属性を入力します。

 「取得価額精算消込レポート」を消込

のために使用します。

固定資産

購入

借方 貸方

支払 計上

計上

請求書受入発注購買依頼

   固定資産品目のための発注
固定資産品目を伴う発注（PO）のため、
購買オーダー借方勘定に資産精算勘定

を指定

資産 資産

借方 貸方
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買掛管理モジュールから資産追加を処理するためのユーザー・ロール 

次の図は買掛管理モジュールから資産勘定を処理する際、コア社の各ユーザー・ロールで実行されるタスクにつ

いての説明です。 

 

 固定資産購入のための請求書を作成

 週次で一括追加の作成を実行

 資産管理に転送された明細を確認するため一括追加の作成レポ

ートをレビュー

 必須および追加の属性を用いてソース明細を準備 

 資産を追加し会計を作成するため一括追加の転記を実行

 当期間の買掛管理からのすべての保留中のソース明細が準備さ

れ、転記されたことを確認

 一括追加の作成レポート、一括追加の転記レポート、取得価額精

算消込レポートで資産の追加を照合

 

 

買掛管理 

スペシャリスト

資産管理

担当者

 

資産管理

担当者
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第 5章：締め処理、減価償却、およびレポート 

決算報告 

インフュージョン・コア社の経営陣は極力早くシンプルな締め処理を目指しています。まず初めに経営陣は、コア

社の一般会計残高が「財務レポート」および「Smart View」で会社、事業、コスト・センター、および勘定科目毎に

事前集計され表示されるよう、勘定体系と階層ノードの設計方法について解説しました。この方法によりコア社の

早く正確な締め処理が実現可能となりました。 

また、コア社は入力エラーを軽減し締め処理を早期化するために、元帳ごとに 1つの補助元帳 BUと、国ごとに

1つの元帳を使用することにこだわっていることについても解説しました。最後に、コア社ではセキュリティ目的の

ため物流 BUを立てる可能性について言及しました。また、すべての国にサービスを提供する単一の非会計調

達 BUを保持していることについても触れました。 

このモデルは単なるデータ・フットプリントの違いのために分類が生じることが問題にならないよう、一般会計モジ

ュールと同様、買掛管理や売掛管理といった補助元帳会計製品においても同じデータ・フットプリントであることを

意味しています。 

コア社の締め処理計画 

インフュージョン・コア・グループは各会計期間が月末となる、カレンダ通りの営業をしています。ただし、月末日が

土日となる月はその前日の金曜を末日としています。統制のとれた補助元帳と体系立てられた締め処理により、

コア社では月末日から 2営業日後に締め処理を完了し、その結果を公開します。 

月末日の前日 – 通常業務、ルーティンおよび繰返しのタスクを完了します。 

 見越会計レビュー、給与見越と転記、減価償却の転記を実施。 

月末の最終日 – 事前定義されたスケジュールとタイミングに当期間の転記を完了します。 

 定型仕訳の転記。買掛管理モジュールにおける処理を完了し、買掛管理補助元帳をクローズ。その

他の補助元帳の処理を完了し、クローズ。 

翌月の第 1営業日 –主要なレビューと再評価プロセスを完了します。 

 午前：事業と会社毎の、残高試算表の最初のレビュー。最終日に転記されていないすべての活動を

計上。通貨の再評価と変換を実行。 

 午後：補助元帳の一般会計との消込を完了。GAAPと予測または実績残高に対する賃借対照表の

レビューを実行。貸倒引当金のレビューを実行し、就業者の報酬、法的およびその他の主要な見越

計上額を算出。午後 5時までに 2回目の残高試算表をレビュー。必要に応じ、夕方以降ビジネス上

の課題をレビュー。 

翌月の第 2営業 – まとめと報告。 

 午前：3回目の残高試算表、財務諸表のドラフト一式とコスト・センター・レポート、およびドラフトの業

務担当者のレポートを作成し、レビュー実施。上席財務管理者間で検討。 

 午後：すべての会社レベルでの調整を記録してから、それらを各会社および各事業に配布。 

第 2営業日の朝までに一般会計は概ね訂正されます。上席公認会計士によって対処された GAAPとその他の

会計上の問題は、残高キューブを介して非常に迅速に処理されます。レポートは即座に更新され、承認済の財務

状況を反映した財務諸表が速やかに公開されます。 

コア社の買掛管理クローズ・プロセスの詳細 

 買掛管理をクローズする前に、コア社は残りの請求書と支払を転記し、保留を解決し、インタフェー

スにあるすべてのデータをインポートし、通常の締め処理の過程で進行中のすべての業務を完了し

ます。 
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 トランザクション処理が完了したら、コア社では、買掛/未払金台帳レポートで検証が必要な請求書を

チェックし、エラーを確認するため合計額とトランザクション分類をレビューし、それらを修正するため

の適切な措置を取ります。また、未完了の請求書を翌月に回すためのスイ―プ・プロセスを実行しま

す。 

 その後、買掛/未払金期間をクローズし、翌月分をオープンします。その時点で、それ以降の買掛/未

払金トランザクションは、次の期間に転記されます。コア社は、買掛/未払金台帳、残高試算表、再評

価、および消込レポートを、締め処理で直ちに実行します。 

 新しい期間の初日、コア社は、請求書、「買掛/未払金台帳」および「オープン項目再評価レポート」

がサポートする、「買掛/未払金からの元帳消込レポート」を使用して、買掛/未払金試算残高と GL

残高を消込します。当然ながら、支払は銀行残高調整に含まれます。 

 消込調整およびスイープ・トランザクションは、当期の一般会計モジュールで戻し処理入力として計

上され、次期間に買掛管理モジュールへの日常的な入力が実行されます。翌月延期された補助元

帳処理と GL戻し処理でそれぞれを相殺します。 

補助元帳からの元帳消込レポート 

各締め処理で差異の見込がなくても、コア社では「買掛/未払金からの元帳消込レポート」を実行しています。この

レポートはオープンな補助元帳請求書、補助元帳会計、および一般会計残高の差異を特定します。オープン項

目（リマインダなど）または一般会計調整のような未計上項目は、注意を促すために強調表示されています。 

 

買掛管理および売掛管理と一般会計の消込概要は、元帳の補助元帳から成る（a）文書（請求書、支払）データと、

（b)補助元帳会計元帳と勘定科目一覧、および一般会計活動と残高を比較し、3番めの列に差異を表示します。

レポート明細は、期首残高から期末残高までの活動を表示します。 

レポートは双方向型なので、コア社は詳細を把握するために、いかなる差異、あるいは一致する活動へもドリル

ダウンすることができます。 

コア社はまた、レポートに含まれる元帳を共有する会社を指定することができます。単一 BUを保持する代わりに

セキュアな物流 BUを導入するまで、コア社はすべてにシンプルさを目指すつもりです。 

埋め込み分析とアドホック分析 

コア社では締め処理と並行して素早い分析を実行するため、埋め込み分析とアドホック分析を使用しています。

最終クローズに向けての 2日間の目標を達成するため、この機能を使用することで、締め処理を阻害あるいは

遅延させることなく、コア社はリアルタイムな洞察を向上させることができます。 
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包括的な一連のレポート・コンテンツ 

買掛管理の消込でコアが使用しているレポートは、アプリケーションで提供されている数々のレポートのほんの一

部です。 

 

 

コア社では Oracle Financials Cloudに搭載されたデータ抽出機能を使用して、追加の関連レポートおよびパー

ソナライズ・レポートを作成しています。コア社にとっての重要事項やビジネスの課題を強調するため、デスクトッ

プ製品でデータ調整、ロゴ追加およびレイアウト・フォーマットを独自に変更したレポート・テンプレートを使用して

います。 

 

 

この詳細は、Oracle Fusion Middleware Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence 

Publisher.を参照してください。 

http://docs.oracle.com/cd/E36909_01/bi.1111/e22254/toc.htm
http://docs.oracle.com/cd/E36909_01/bi.1111/e22254/toc.htm
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スプレッドシートの統合 

インフュージョン・コア では Excelが一般的なデスクトップ・ツールです。サービスインの直後、スタッフは「Excel

にエクスポート」ボタンを使用して、ユーザー作業領域から画面上のレポートを保存し始めました。ユーザーは

Oracle Social Network を経由してダイレクトに、そしてセキュアに、Excel表を仲間や同僚に送信しています。以

下は、請求書モジュールからエクスポートした Excel表の例になります。 

 

 

 

埋め込みインテリジェンス 

作業領域には日常において常にユーザーが知るべき情報を、知るべきタイミングで提供するように設計されたデ

ータ表があります。 
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また、一般会計ユーザーは彼らにとって特に関心の高い活動と残高を監視するための「勘定科目モニター」も自

由に使うことができます。 

 

オンライン・トランザクション照会 

コア社のチームは長期使用に耐えうる、レポートとして再利用が可能なオンライン・トランザクション照合を作成し

ました。彼らはまた、レポート・レイアウトに直接ドラッグ・アンド・ドロップする機能を利用し、直接トランザクション

の表を検索することで、リアルタイムな結果を表すレポートを実行することができます。 

詳細については、Oracle Fusion Transactional Business Intelligence User's Guide.を参照してください。 

管理レポート 

コア社は毎月部長全員に、月ごとに一貫した標準レポートの管理台帳を公開しています。この管理パッケージに

は、それぞれの部長が管理する事業部門および会社の賃借対照表および損益計算書と、厳選された一連の概

要レポートが含まれています。コスト・センター費用レポートもまた毎月公開されます。財務部門もまた必要に応じ

て、経営課題や考慮事項に関するレポートを提供します。 

http://docs.oracle.com/cd/E36909_01/fusionapps.1111/e38447.pdf
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このレポートはコア社の財務レポート・センターで公開されます。標準レポートは自動的に一般会計から Excelテ

ンプレートで更新され、承認プロセスを通して公開されます。財務報告レポートは一旦生成されますが、数多くの

ユーザーによって何度も実行されます。ユーザーはセキュリティ・アクセスを所有するレポートのみ参照すること

ができます。レポートは双方向型に対応しており、元帳とトランザクションへドリルダウンすることができます。レポ

ートはまた、会議ですぐに使用できるように、グラフやテキストで装飾することができます。 

 

 

Smart Viewスプレッドシートは一時的な、あるいは不定期な財務調査を実行するためにコア社のアナリストによ

って使用され、現在の情報を自動表示するために保存し、あとから再実行することができます。 

詳細については、Oracle Fusion Accounting Hub Implementation Guideの「Smart View and Financial 

Reporting Center」 を参照してください。 

http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/fusionapps.1117/e20374.pdf
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事業計画 

インフュージョン・コア・グループはまた、Oracle Hyperion Disclosure Managementを活用して MD&A開示レ

ポートを準備し、提出前の財務諸表に XBRLを適用します。彼らは従来の財務の領域外のデータについては、

Oracle Essbaseキューブを作成することを検討しています。 
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第 6章：セキュリティ 

セキュリティ概要 

Oracle Financials Cloudでは、機能やデータへのアクセス権はロールによって提供されます。ユーザーに割り当

てられたロールが、ユーザーのアクセスや権限を決定します。アクセス権はユーザーの個人ベースではなく、ロー

ル・ベースで付与されます。これにより、複数のユーザーに対するアクセス権の追加や変更が、迅速に容易にで

きるようになります。 

Oracle Financials Cloudでは、買掛管理マネージャや一般会計マネージャのような共通の職務ロールが事前定

義されています。実装者はこれらのロールを使用して、それらの変更や、必要に応じた新しい職務ロールの作成

ができます。インフュージョン・コア・グループ（コア社）の実装では、若干の変更とともに、事前定義された職務ロ

ールを活用しています。ユーザーに 1つ以上のロールを割当することができることから、すべてのユーザーのた

めに必要なすべてのアクセス権を含むロールを、別途定義する必要はありません。 

実装の概要 

コア社には Oracle Financials Cloudの実装に関与しているいくつかの主要な部門があります。コア社のセキュ

リティ実装により、それらの部門のスタッフに必要な、彼らの職務を遂行するためのシステム機能が提供されてい

ます。 

会計および財務部門 

最高財務責任者の Abrahamが主導する、コア社の会計および財務部門は、グループ全体の会計、財務計画、

および分析のあらゆる側面を処理する 9人のスタッフで構成されています。 
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エイブラハム
CFO

ベンジャミン

経理部長 - 米国

キャロライン

経理部長 - 

カナダ

エンリケ

経理マネージャ -

買掛管理、資産管理、

給与管理

ドミトリ

経理マネージャ -

一般会計および請求

フローレンス

財務アナリスト

メアリー

経理担当者

ガレス

財務アナリスト

ハルミ

経理担当者

ジェイコブ

買掛管理

スペシャリスト
 

ユーザーおよびロール 

下記の表は、上記に記載されている各ユーザーと、それぞれの主な職責、そしてその職務を履行するために必

要な、システム機能を提供するための Oracle Financials Cloudで割当されたロールをまとめたものです。 

 

従業員 主な職務 割当ロール 

エイブラハム  最高財務責任者  一般会計マネージャ（全アクセ

ス） 

 ライン・マネージャ 

ベンジャミン  米国経理部長  一般会計マネージャ（US） 

 税務マネージャ（US） 

 資金マネージャ 

 ライン・マネージャ 

従業員 主な職務 割当ロール 

キャロライン  カナダ経理部長  一般会計マネージャ（カナダ） 

 資金マネージャ 
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 税務マネージャ（カナダ） 

ドミトリ  グループ全体の、以下を含む、一般会計機能の管理

業務 

o 仕訳レビューと承認 

o 消込 

o 会計残高分析 

o 財務レポート 

 請求および回収管理 

 継続的なデータ設定および参照の保守管理 

 一般会計マネージャ（US） 

 一般会計マネージャ（カナダ） 

 財務アプリケーション管理者

（US） 

 財務アプリケーション管理者（カ

ナダ） 

 ライン・マネージャ 

エンリケ  米国およびカナダ事業の買掛管理業務の監督と、以

下の業務責任 

o 支払作成 

o 上書き例外管理 

o 買掛/未払金残高の監視と分析 

o 米国およびカナダ両国の規制要件を満た

すための税金および源泉徴収レポートの提

出 

o 会社の支払ポリシー準拠の確認 

 グループ全体の資産の監視および管理 

 給与管理 

 銀行取引明細書の調整 

 継続的なデータ設定および参照の保守管理 

 買掛管理マネージャ（US） 

 買掛管理マネージャ（カナダ） 

 資産会計マネージャ（US） 

 資産会計マネージャ（カナダ） 

 資金マネージャ 

 財務アプリケーション管理者

（US） 

 財務アプリケーション管理者（カ

ナダ） 

 ライン・マネージャ 

フローレンス  財務レポート  財務分析（読み取り専用） 

ガレス  財務レポート  財務分析（読み取り専用） 

ハルミ  一般会計および仕訳  一般会計担当者（US） 

 一般会計担当者（カナダ） 

 資産担当者（US） 

 資産担当者（カナダ） 

従業員 主な職務 割当ロール 

メアリー  一般会計および仕訳  一般会計担当者（US） 

 一般会計担当者（カナダ） 

ジェイコブ  インバウンド請求書処理 

 請求書を購買オーダーおよび入金と照合 

 買掛管理スペシャリスト（US） 

 買掛管理スペシャリスト（カナダ） 

ITスタッフ  Oracle Financials Cloudシステムの設定 

 システム・セキュリティの継続的な保守管理の設定と

実行 

 システム管理者 

 ITセキュリティ・マネージャ 

 財務アプリケーション管理者

（US） 
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 既存システム統合  財務アプリケーション管理者（カ

ナダ） 

 調達アプリケーション管理者 

ビジネス・マ

ネージャ 

 各事業の損益勘定を担当  財務アナリスト（読み取り専用）勘

定体系構成に基づくデータ・アク

セス・セキュリティを使用し、各事

業の制限領域へアクセス 

実装チーム  初期実装の実行  アプリケーション実装マネージャ

（必要に応じて） 

 アプリケーション実装コンサルタ

ント 

請求、回収および給与は Oracle Financials Cloudの初期実装には含まれていないため、関連業務を担当する

スタッフ・メンバーはそれらの職務を実行するために、コア社の既存システムへアクセスしています。スタッフは対

応する仕訳を適切な元帳内にインポートするためだけに、Oracle Financials Cloudにアクセスする必要がありま

す。 

ユーザーおよび割当ロールの作成 

コア社では Oracle Fusion Human Capital Management（HCM）が未実装なため、従業員レコードの正しい情

報源として引き続き人事管理（HR）の旧 PeopleSoftが使用されています。初期の実装時、トランザクション参照

と同様に従業員レコードと承認に必要な属性（経費精算書、購買依頼、および固定資産割当）が、ソース・システ

ムから Oracle Financials Cloudへの追加および変更と同期する定期的なプロセスで、PeopleSoft HRからデ

ータ投入されます。 

「ユーザーおよびロール同期化プロセスの実行」タスクの実行により、ユーザー・アカウントが作成され従業員レコ

ードが同期されると、実装チームはユーザーへ適切なロールの割当を開始します。従業員およびライン・マネージ

ャなどの一般的に使用されているロールを自動的に割当するために、ロール・プロビジョニング・ルールが使用さ

れています。限られた数のユーザーへのみ割当られるロールは、手動で割当されています。 

一般会計セキュリティへの特別な考慮事項 

Oracle Fusion General Ledgerでは、以下の事前定義されたロールが用意されています。 

 一般会計マネージャ 

 一般会計担当者 

 財務アナリスト 

これらの事前定義されたそれぞれのロールに含まれる職務が、コア社のスタッフが担当する職務に対応するアプ

リケーション機能およびデータへのアクセスを許可します。コア社で、これらの事前定義されたロールを変更する

必要は、一切ありません。一般会計マネージャ・ロールが、すべての一般会計機能への包括的なアクセスを許可

していることから、財務最高責任者と 2名の管理部長にこのロールが付与されています。 

Oracle Fusion General Ledgerでは、データ・ロールを使用した特定の元帳へのアクセス権を提供しています。

アクセス権は個別の元帳あるいは一連の元帳に対して付与されます。当該会社ではまた、各ロールの権限を、

「読み取り専用」あるいは「読み取り/書き込み」（例：仕訳の作成および既存の仕訳の変更が可能）に設定するこ

とができます。 

次の表はコア社の要件を満たすために作成された元帳のアクセス・レベルです。 
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元帳 アクセス・レベル 必要なロール 

米国 読み取り + 書込み  一般会計マネージャ 

 一般会計担当者 

カナダ 読み取り + 書込み  一般会計マネージャ 

 一般会計担当者 

米国 + カナダ 読み取り + 書込み  一般会計マネージャ 

米国 + カナダ 読み取り専用  財務アナリスト 

Oracle Fusion General Ledgerでは単一の元帳へアクセスするデータ・ロールを自動的に作成します。その後、

実装チームが手動で米国およびカナダの両方の元帳への連結アクセスを設定します。 

買掛管理セキュリティの特別な考慮事項 

Oracle Fusion Payablesでは以下の事前定義されたロールを用意しています。 

 買掛管理マネージャ 

 買掛管理スペシャリスト 

コア社では標準搭載されている「買掛管理マネージャ」および「買掛管理スペシャリスト」の職務ロールの両方が

使用されています。 

事前定義された「買掛管理マネージャ」ロールには、「請求書の強制承認」および「支払作成」の権限が含まれて

います。コア社の経営陣はこれを職務分掌（SOD）の懸念事項として捉え、買掛管理ロールから「請求書の強制

承認」の権限を削除しました。この削除は「職務管理」タスクを使用して処理されました。 

イメージ・レポジトリへのアクセス権は「買掛管理マネージャ」、「買掛管理スペシャリスト」、および「財務アプリケ

ーション管理者」ロールに対し、事前定義されています。コア社では、カスタム職務ロールを作成する代わりに、事

前定義された職務ロールを使用しており、イメージ・レポジトリのセキュリティ設定は変更していません。 

調達セキュリティの特別な考慮事項 

調達部門の範囲では「調達マネージャ」や「バイヤー」などの専門的な事前定義された職務ロールに加え、サプラ

イヤ管理や調達契約管理などの様々な機能の必要性に対応するために事前定義されたロールがあります。マイ

ケルはそれらの職務を担当することから、「調達管理」ロールに加えそれらのロールも割当てられています。 

Oracle Fusion Procurementでは調達エージェントによる、より細やかなデータ・セキュリティ・オプションも用意さ

れています。調達ドキュメントへのアクセスは、エージェントごとにビジネス・ユニットやドキュメント・タイプなどによ

って制限することができます。ただし、コア社の調達部門のサイズが限られているため、より細やかなデータ・セキ

ュリティは実装されておらず、マイケルと同様、ニングおよびオスカーもコア社のすべての調達ドキュメントにアク

セスすることができます。 

レポートの考慮事項 

医療機器や医療技術事業部門の事業マネージャなどの会計および財務部門と調達部門以外のスタッフは、それ

ぞれの事業を管理するために損益勘定などの事業分析にアクセスする必要があります。彼らはレポートのアクセ

ス権を得るために「財務アナリスト」ロールが付与されています。また、米国およびカナダ事業両方へのデータへ
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のアクセス権が付与されている一方で、アクセス権は勘定体系構成に基づくそれぞれの事業へ対応するデータ

に制限されています。 

その他のセキュリティに関する考慮事項 

経費精算書作成や購買依頼などの職務に特定されていない共通の機能は、従業員、ライン・マネージャ、および

購入依頼者のような抽象ロールに付与されています。これらの抽象ロールは必要に応じ、コア社のユーザーに割

当されます。 

また Oracle Financials Cloudでは、初期実装と、継続中のデータ設定および参照管理のために設計されたロー

ルも用意されています。「アプリケーション実装マネージャ」と「アプリケーション実装コンサルタント」は初期実装の

ために設定されています。「アプリケーション実装コンサルタント」がすべての設定タスクのアクセス権を提供する

一方で、「アプリケーション実装マネージャ」は実装プロジェクトを管理し、実装タスクを割当てするために使用され

ています。継続中の設定および参照データの管理に対し、「財務アプリケーション管理者」などの各製品ファミリー

用に事前定義された管理者ロールが、対応する製品ファミリーのすべての設定タスクへのアクセス権を提供しま

す。 

職務分掌に関する考慮事項 

職務分掌（SOD）が承認、記録、処理、および消込結果などの活動を区別することから、企業は不測のエラーや

意図的な不正を、より容易に防止し、検出することができます。 

Oracle Financials Cloudでは事前定義された一連の SODポリシーを用意しています。たとえば、「支払作成」

権限は「請求書の承認」権限とは相容れません。事前定義された「買掛管理マネージャ」ロールは「請求書の強制

承認」権限および「支払作成」権限を持っています。リスクの軽減に対して職務分掌にかかるコストを見積り、バラ

ンスを取った後、「買掛管理マネージャ」ロールでは請求書承認の強制を許可しないとコア社の経営陣が決定し

たため、初期実装中に、この権限は「買掛管理マネージャ」ロールから削除されました。 

成長性に関する考慮事項 

コア社におけるセキュリティ実装は将来的な企業
2
の成長に適合するのに十分な柔軟性があります。現在、米国

およびカナダの経理担当管理者であるベンジャミンとキャロラインを除き、会計および財務部門のすべてのユー

ザーは米国およびカナダの業務の両方のデータにアクセスすることができます。これは、米国およびカナダのそ

れぞれ対応するデータ・ロールをユーザーに割り当てることで可能になります。事業の成長にともない、将来的に

それぞれの業務を個別に担当する専任スタッフの必要性が生じる可能性があります。その場合、アクセスを許可

されている業務に対応するデータ・ロールのみをユーザーに割り当てるだけで、簡単にアクセス・セキュリティを実

装できます。 

また、何人かのスタッフは同時に複数のロールをこなしています。例えば、エンリケは買掛管理、固定資産、およ

び給料を同時に管理しています。彼のアクセスは、職責範囲に対応する各ロールの組合せによって許可されてい

ます。事業の成長にともない、将来的に 1つの職責範囲に専任する異なるマネージャの必要性が生じる可能性

がありますが、その時点で、より詳細な職責に基づいて各マネージャに対応したロールが割り当てられることにな

ります。 

データ・セキュリティはまた、個々のロールに、仕訳や勘定体系の特定の値（特定の会社やコスト・センターの値

など）に基づく残高へのアクセスを制限するために使用することができます。この機能は、事業の成長にともない、

それぞれの職責が事業活動の一部のみ対応する追加スタッフが必要な際に、極めて重要になります。 

同様に、調達部門の成長にともない、各エージェントへの特定の調達ドキュメントのみへのアクセス制限が必要

になった時点で、調達エージェント・セキュリティを実装することが可能です。 

これに関する詳細情報は以下を参照してください。 

                                                      
2
 第 6章の冒頭の Core社の組織図を参照してください。 
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 Oracle Enterprise Repository 

 Oracle Fusion Applications Security Guide 

 Oracle Fusion Applications Financials Security Reference Manual 

 

 

  

https://fusionappsoer.oracle.com/
http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/fusionapps.1117/e16689.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E38454_01/fusionapps.1117/e23061.pdf
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第 7章：外部システムとの統合 

概要 

現在、インフュージョン・コア・グル―プはその主要なビジネス・プロセスの大部分を Oracle Financials Cloudで

実行するための準備をしています。ただし、コア社では以下の各用途のために数々の外部システムも使用してい

ます。 

 税金および換算レート 

 従業員データ 

 給与計算処理 

 銀行取引明細書消込 

 直接購買取引 

 予算準備 

コア社では若干異なる方法でこれらの各用途に対応しています。コア社はいくつかのケースで、外部システムと

置き換え可能な追加の Oracle Fusion機能を活用することを決定しましたが、それを置き換えるには時間がかか

ります。このようなケースではコア社は短期的に外部システムを統合し、長期的にこのアプローチを廃止するつも

りです。 

その他のケースでは、コア社は外部システムを使用し続けます。 

税金勘定および換算レート 

税率は顧客またはサプライヤの地域、商品タイプ、およびその他の要因によって異なります。 

前述の通り、Oracle Financials Cloudはシステムに主要な設定データを入力しロードする簡単な方法として、

数々のスプレッドシートを用意しています。税率フィード・データを受取るたびに、新規または更新された税率がス

プレッドシート・ローダーにコピーされます。税率は頻繁に変更されることはないので、このアプローチはコア社に

適しています。税率がより頻繁に変更される場合、直接 Oracle Financials Cloudのオープン・インタフェースに

レートを送信するため税率プロバイダとの契約など、より自動的なアプローチを検討するつもりです。 

成長計画が実現した場合、コア社は米国においての複数権限のコンプライアンスの税金計算およびレポートを、

外部委託することを選択するかもしれません。コア社ではこの時点で Oracle Financials Cloudを税金計算パー

トナー・ソリューションと直接統合することを検討するつもりです。 

コア社では外国為替換算レートに対しても同様のプロセスに従います。換算レートは毎日、税率レートよりも頻繁

に変動しますが、現時点では外国通貨は少量しか取引していません。取引銀行からは日々レート・フィード・デー

タが提供され、コア社の財務アナリストがスプレッドシート・ローダーを使用してレートをロードします。いずれ、より

広範囲で数多くのレートによる取引を開始する場合、レート・オープン・インタフェースを介してスプレッドシート・ロ

ーダーにバイパスする、より直接的なロードのために、レート・サプライヤと契約するかもしれません。 

従業員データ 

コア社では事業所内でローカルにインストールされた Oracle PeopleSoft アプリケーションを使用して、従業員と

その他の人事管理データを管理しています。いずれ、このような HRの機能を Oracle Financials Cloudに移行

することを検討していますが、長期的な取り組みになると予想されます。 

コア社ではそれまでの間、次の分野で使用すりため、従業員データを Oracle PeopleSoftから Oracle 

Financials Cloudにロードする必要があります。 

 ユーザー・セキュリティ : すべての従業員はそれぞれの職務ロールとともに、Oracle Financials Cloud

ユーザーとして登録する必要があります。財務部門以外の従業員であっても経費精算書処理のために、

Oracle Financials Cloudを使用します。 
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 承認プロセス : コア社では効果的な管理を実現するため、Oracle Financials Cloudの洗練された承認

プロセスを活用することを決定しました。例えば、手動で入力された仕訳がそれを入力したスタッフの上

長承認のため、転送されることを確実にする承認ルールを彼らは設定しています。 

 コラボレーション : Oracle Financials Cloudでは、初期の段階でコア社を Oracle Fusionアプリケーショ

ンへ導いた主要な利点の 1つである、ビジネス・プロセスを中核とするコラボレーションのための豊富な

機能を用意しています。例えば、コア社では締め処理における保留中のクローズ・タスクや、主要なプロ

セス実行のタイミングの通知、さらに直接的な介入を必要とするエラー状況の通知を確実にする、

Oracle Fusionの Financial Close Collaboration機能を活用しています。 

コア社の Oracle PeopleSoftアプリケーションでは、新規または更新された従業員データのファイルを毎週提供

し、スプレッドシート・ローダーを利用して Oracle Financials Cloudにロードしています。いずれコア社では、その

頻度を増やすことを検討するかもしれませんが、現時点では週 1回の頻度で十分です。 

給与処理 

コア社ではまた、同じく Oracle PeopleSoftアプリケーションを使用して給与の処理をしています。これは従業員

への支払に有効な方法ですが、その財務システム内の各給与計算実行による影響を反映させる必要があります。 

コア社では月に 2回給与計算を実行しています。各給与計算の実行後、Oracle PeopleSoft Human 

Resourcesアプリケーションが財務部門へ給与ファイルを提供しています。このファイルには個々の従業員への

支払額ではなく、コスト・センターによる支払をまとめたものになります。これは財務システムに関連する詳細レベ

ルになります。 

コア社の財務ユーザーは簡単な Excelテンプレートを使用して、給与情報をロードしています。このプロセスでコ

ア社が財務諸表で給与経費を反映するために転記する、転記可能な仕訳が生じます。 

コア社では Oracle Financials Cloudとその給与計算システムの両方で、コスト・センターなどの重要な参照デー

タを管理する必要があります。コア社にはすべての利害関係者からの承認を確保する新規コスト・センターを登

録する明確なプロセスがあります。ただし、新規コスト・センターを 1つのシステムにすぐに追加しなければならな

い場合があり、必要な承認がバイパスされます。これらの場合、それが Oracle Financials Cloudへ転記される

前に、コスト・センターを給与計算システムに転記することができます。給与計算活動はコスト・センターに対し記

録されますが、Oracle Financials Cloud へのロードはエラーになります。このような不測の事態が発生した場合、

Oracle Financials Cloudではスプレッドシートの問題がある列に明確なエラー・メッセージで印が付けられるので、

コア社の財務部門は簡単にエラー原因を把握でき、問題の生じたコスト・センターを特定することができます。 

銀行取引明細書消込 

コア社は毎日銀行から現在の取引明細書を受け取ります。彼らは取引明細書をロードし、精度を確保するために、

Oracle Financials Cloud内で自動消込機能を活用します。 

このプロセスは毎日実施され、かつ、銀行取引明細書は固定書式なので、コア社はロード・プロセスを自動化す

ることを選択しました。資金マネージャが明細書をスプレッドシートにコピー・アンド・ペーストするよりも、コア社で

はシンプルに、明細書が銀行からオープン・インタフェースへ転送されるようにしています。それから自動化された

プロセスがファイルをロードし、それを処理して消込プロセスを実行します。ファイルになんらかのエラーがある場

合、消込プロセスは停止します。このロード・プロセスがエラーにフラグを付けることから、資金マネージャは銀行

の処理をフォロー・アップし、更新されたファイルを入手することができます。 

直接購買取引 

コア社は初期実装中の間接的な購買取引を集中管理するために、Oracle Financials Cloudを活用し始めまし

た。これが様々なケースで間接費を削減し、サプライヤとのより好条件の契約を交渉するために役立ちます。 
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また一方で、コア社は医療機器および医療技術事業の直接購買取引のために、JD Edwards EnterpriseOneシ

ステムをそれぞれ使用し続けています。いずれ、直接購買も同様に Oracle Financials Cloudに移行するつもり

ですが、将来的なロールアウトを目標としています。 

それまでの間、コア社はこれらの旧システムを使用して購買依頼や購買オーダーを処理し続けます。Oracle 

Fusion Procurementに購買オーダーを統合し、請求書や支払処理のために Oracle Financials Cloudを活用し

ています。 

購買オーダーの情報量の大きさから、ユーザーがスプレッドシートにデータをコピー・アンド・ペーストできるよう、

コア社では自動化ソリューションを推奨しています。旧購買システムから Oracle Financials Cloudのオープン・

インタフェースにコンマ区切りのファイルを転送しています。これはユーザーの介入を必要とすることなく完了でき

る、スケジュール済プロセスです。 

旧システムにはバイヤーを取り込む特定の領域がなく、そのうえ一般的な「追加ヘッダ情報」領域に依存している

ため、プロセスの実行中に、特定のデータ要素を変換する必要があります。 

この変換を容易にするため、コア社は変換プロセスの際に参照される簡単なマッピング表を定義しました。このマ

ッピング表は旧システムからの属性から Oracle Fusion Procurementに対応している属性に関連付けされてい

ます。以下はマッピング表の一部です。 

 

JD Edwards 購買オーダー属性 Fusion購買オーダー属性 レベル 

オーダー番号 オーダー番号 ヘッダー 

オーダー日 オーダー日 ヘッダー 

サプライヤ サプライヤ番号 ヘッダー 

通貨 通貨 ヘッダー 

支店またはプラント ビジネス・ユニット ヘッダー 

出荷先 出荷先 ヘッダー 

ライン・タイプ ライン・タイプ ライン 

数量 数量 ライン 

UDC 00/UM (トランザクション単位) UOM （単位） ライン 

品目グループ 品目カテゴリ ライン 

Oracle Fusion Procurementへのデータ・ロードの際、マッピング表は自動的に参照されます。 

サプライヤ番号がマッピング表で特定できない、あるいは Oracle Financials Cloudで有効なサプライヤにマッピ

ングされない場合、ユーザーは通知を受け、購買システム、またマッピング表のいずれかにあるエラーを修正す

る必要があります。 

予算準備 

コア社では現在、スプレッドシートを使用して予算を計画しています。各事業の関連する財務スペシャリストへ、最

新の実績と前回の予算を配布しています。その後 1人の個人がスプレッドシートを収集し、それらを統合し、更新

された予算を Smart Viewを使用してロードしています。彼らはその後、予算に対し実績結果を勘定科目モニター、

勘定科目インスペクタ、Smart View、および財務レポートを含む、すべての Oracle Financials Cloudレポートと

分析ツールを使用して比較することができます。 

長期的には予算計画プロセスを、Oracle Planning and Budgeting Cloud Serviceを使用して形式化していく予

定です。Oracle Financials Cloudと並行してクラウド上で Planningを実行し、2つのアプリケーション間でのデ
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ータの直接連携を活用するつもりです。このアプローチにより、Eメールでのスプレッドシートのやり取りは不要に

なります。 
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第 8章：データ移行 

データ移行に関する概要 

この章ではインフュージョン・コア・グループが過去のデータを移行するために採用した戦略とプロセスを説明して

います。 

ビジネス・ドライバ 

ビジネスの成長にともなう拡張に対し、コア社の老朽化した Enterprise Resource Planning(ERP)システムは柔

軟性が追い付かなくなりました。コア社ではオンプレミスのシステムを管理するための必要な経費を削減し、核心

となる責任～ビジネスの成長～に完全に集中するために、SaaSソリューションへの置き換えを決定しました。継

続中のビジネスに必要な調達から支払いまでの処理、財務管理とレポート、固定資産機能、およびデータ移行の

ため、Oracle Financials Cloudを採用しました。 

以下は、データを移行するためのコア社の主要なビジネス・ドライバです。 

 レポートおよび分析のための過去データの可用性 

 オープン・トランザクションの継続 

 法的および監査コンプライアンスのためのデータ保持 

コア社はドライバに基づき、以下のビジネス理由から 5年分の一般会計残高と、関連する補助元帳の 2年分のト

ランザクションを移行することを決定しました。 

 レポートおよび分析のために十分と見なされるデータ。 

 すべてのオープン・トランザクションの移行によって達成される事業の継続。 

 新 ERPシステムの性能と拡張性を最大化するための最小限のデータ・ロード。 

 すべてのデータを移行し調整するための追加リソースに関連した経費削減。 

 法的および監査要件の遵守のために十分と見なされるアーカイブ・データ。 

  

戦略 

コア社の戦略はすべての法的エンティティおよびビジネス・ユニットの過去データを短期間で移行し、最小限の業

務中断およびダウンタイムで Oracle Financials Cloudへ切り替えることです。 

稼働開始日の選択 

コア社は明確で論理的な日付を望み、以下の理由から、第 3四半期が開始する 2013年 7月 1日に Oracle 

Financials Cloudを稼働開始することを選択しました。 

 第 2四半期の締め処理のタイミングは、旧システムと新システム間の消込のバランスを特定するための

論理的なタイミングになります。 

 四半期の最終日が、大量のオープン・トランザクションの論理的な締め日になります。 

 コア社は新年度の始まりまで待つのは避けました。 

移行タイムラインの管理 

下記の図は旧 ERPシステムがまだ使用されている期間に、コア社の実装期間中のタイムラインでデータ移行を

管理するためにコア社で採用された戦略を示しています。 
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1
日

本番環境か
らテスト環境

（P2T）への

リフレッシュ

を依頼

2013年4月期末

時点の参照

データを移行

P2T

リフレッシュ

を依頼

機能設定マネージャ 

(FSM)を使用しCRPの

構成をインポート

移行した参照およ
びトランザクショ

ン・データの検証

および承認

機能フロー

のテスト

2013年5月期末時点

の増分参照データ
およびトランザクショ

ン・データを移行

2013年5月期末時点

の増分参照データ
およびトランザクショ

ン・データを移行

2013年6月の増分参
照データおよびトラン

ザクション・データを

移行

 

旧 ERPのデータ変更管理 

 2013年 3月末の時点の最初のデータ抽出後の旧 ERPシステムの設定変更を最小限にしました。これ

で移行する増分参照データ量が最小限になりました。 

 2013年 5月の締め処理直後の 2013年 4月と 5月の期間の増分データ抽出を実行しました。 

 2013年期末時点のデータ抽出後の 2013年 7月分の増分データ抽出を実行しました。抽出は毎週実

施され、最終的に稼働開始期間に Oracle Financials Cloudへ移行されました。 

 データ移行中、Oracle Financials Cloudで 2013年 6月を除くすべての過去期間のトランザクションを

完了させました。 

 決算調整入力のため、Oracle Financials Cloudと同様に旧 ERPシステムでも、2013年 6月の期間は

運用開始からしばらくオープンされ続けました。調整入力は新旧両方のシステムを同期させ続けるため

に両方で行われました。これで 6月末の残高消込を完了させることができました。 

移行手順 

コア社は下記の通りの期間までに一般会計残高と補助元帳のトランザクション・データを移行しています。 
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 1つの期間をオープン。 

 2007年 12月から 2013年 6月の各期間の一般会計の期間末試算残高をロード。 

 2011年 1月から 2013年 6月の各期間の購買オーダーおよび関連入金を変換。 

 2011年月から 2013年 6月の各期間の購買オーダー参照の請求書を変換。 

 期間をクローズし、次期間をオープン。 

 各会計年度の最終期間の支払を変換。 

 2013年の期間終了時点で、経費および償却残高とともにすべての固定資産を変換。 

コア社はまた、並行して移行および消込の両方を処理できるよう複数期間のオープンを検討していますが、上記

のアプローチに従うことを決定しました。 
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以下の図はコア社で移行したデータのタイプと移行手順を示しています。 

 

旧ERPシステム

ERP Cloud サービス

参照データ

トランザクション・
データ以降を開始
する前の非アクテ
ィブ・データを含む

すべての必要な

参照データを移行

トランザクション・

データ
法的および監査要
件のために保持す

る2008年より前の
アーカイブ・データ
と、現在進行中の
業務で必要とされ

る移行データ

一般会計

 2008年から2013年のすべての勘定残高

調達

 2011年1月1日時点のオープン購買オーダー

 2011年から2013年のすべての購買オーダー

買掛管理

 2011年1月1日時点の未回収請求書

 2011年から2013年のすべての請求書と支払サマリ

ー 

資産管理

 2013年6月末時点で事業供用しており、かつ残高が

残っている全ての資産

従業員

銀行、銀行支
店、当方銀行

口座

サプライヤ、
サイト、担当
者、サプライ

ヤ銀行口座

品目 通貨レート

スプレッドシート・テンプレートおよびユーザー・インタフェースを使用し、

企業体系（法的エンティティ、勘定体系、元帳、ビジネス・ユニット）と

補助元帳を定義
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参照データ移行プロセス 

以下は参照データの移行に使用される前提条件、ツール、および考慮時事です。 

 

参照データ 前提条件 ツール 

銀行、支店、および当方銀行

口座 

  銀行、支店、および口座用の高速実装

スプレッドシート 

従業員    HCMのファイル・ベース・ローダー 

サプライヤ、サイト、担当者、

おとびサプライヤ銀行口座 

支払条件、支払グループ、サプライ

ヤ分類、銀行口座、および従業員 

 サプライヤ・インタフェース 

 サプライヤ・サイト・インタフェース 

 サプライヤ・サイト担当者インタフェー

ス 

 サプライヤ・サイト割当インタフェース 

 サプライヤ銀行口座インタフェースの

インポート 

品目（購買で使用される場

合） 

在庫組織、品目タイプ、および品目

ステータス 

 商品情報管理（PIM)インタフェース 

通貨レート レート・タイプ  日次レート・スプレッドシートの作成 

コア社は新しい Oracle Financials Cloudシステムへ合わせるため、重複データを削除し、参照データ属性を作

成しました。2年分のトランザクション移行に必要となる、無効な参照データを含むすべての参照データが移行さ

れました。トランザクション・データ移行の移行直後、旧 ERPシステムのすべての無効な参照データは Oracle 

Financials Cloudで無効化されました。 

トランザクション・データ移行プロセス 

コア社はトランザクション・データを移行するのに外部データ統合サービスを使用しています。 

詳細については、Oracle Enterprise Repositoryにある「Oracle Cloudの外部データ統合サービス」のヘルプ・ド

キュメントを参照してください。 

 
  

https://fusionappsoer.oracle.com/oer/custom/fbdi/ExternalDataIntegrationServices.pdf
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一般会計残高 

2008年 1月から 2013年 6月までのすべての会計残高を移行。 

 

移行期間 移行詳細 

1. 2007年 12月   2008年のオープン残高としてのロールオーバーの残高用に 2007年 12月末時

点の試算残高をロード済 

 2007年 12月をクローズし、Oracle Financials Cloudで次期間をオープン 

2. 2008年 1月から

2013年 6月 

以下の通りの期間で残高を移行済。 

 オープン残高を相殺するため前期間試算残高移行仕訳を戻し処理済 

 期末試算残高をロード済 

 移行済トランザクション・データの補助元帳から転送済のすべての仕訳を戻し処理

済 

 当期間をクローズし、次期間をオープン 

データ・ロード・プロセス 

Oracle Enterprise 

Repositoryから仕
訳インポートのスプ
レッドシート・テンプ
レートをダウンロー

ド

仕訳インポート・

プロセスを実行

旧ERPシステムから

抽出したデータを

準備

インポートのための
インタフェース・ファ
イルのロード・プロセ
スを使ってインタフェ
ースにデータをロー

ド
 

消込および検証 

 勘定科目残高 : Oracle Financials Cloudから 2013年 5月および 2013年 6月と同様、各会計年度末

（2008年 12月、2009年 12月、2010年 12月、2011年 12月および 2012年 12月）での試算残高を

生成し、勘定残高が正確に移行されていることを確実にするため、旧 ERPシステムで相当する各勘定

の残高へ各勘定の組合せの残高を一致させました。 

 稼働開始時点のオープン試算残高 : 

o Oracle Financials Cloudの稼働開始時点の試算残高は、旧 ERPシステムの 2013年 7月末時

点の試算残高に一致している必要があります。そうでない場合、コア社の旧 ERPシステムから出力

した財務レポートは Oracle Financials Cloud導入によって生成されるこれらの過去期間のレポート

と一致しません。これが新しいシステムのすべての勘定科目のオープン残高になるため、各勘定科

目残高を慎重に照合し検証します。 

o 稼働開始日の時点でのオープン試算残高へのあらゆる変更を防ぐため、システム稼働前に Oracle 

Financials Cloudのすべての過去の期間がクローズしていることを確実にします。 

購買オーダー 

2011年 1月から 2013年 6月までのすべての包括購買契約、購買オーダー、関連する購買依頼、および受入

を移行。 

2011年 1月時点のそれらのオープンな受入、請求、または支払などのオープン購買オーダーの移行を開始。以

下の表はコア社の、2011年 1月の、様々なタイプのオープン購買オーダーの特定および移行方法を表していま

す。 
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POステータス(2011年 1月

初旬) 移行済 PO数 移行済受入数 例 

1.完全クローズ- 完全受入済

および 全額請求済 – すべて

の請求書が支払済 

未移行 PO  未移行 PO  PO数: 100 

 受入数: 100 

 請求書件数: 100 

 未払請求書件数: 0 

2.完全クローズ- 完全受入済

および 全額請求済 

未払請求書件数 未払請求書件数  PO数: 100 

 受入数: 100 

 請求書件数: 100 

 未払請求書件数: 40 

 移行済件数: 

o PO: 40 

o 受入: 40 

3.完全オープン – 未受入お

よび未請求 

全額 なし  PO数: 100 

 受入数: 0 

 請求書件数: 0 

 未払請求書件数: 0 

 移行済件数: 

o PO: 100  

o 受入: 0 

4.一部オープン –  一部受入

および完全受入が請求済 

非受入件数 + 未払請

求書件数 

未払請求書件数  PO数: 100 

 受入数: 60 

 請求書件数: 60 

 未払請求書件数: 20 

 移行済件数: 

o PO: 40+20=60 

o 受入: 20 

5.一部オープン - 一部受入

および請求済受入の一部 

非受入数+ 未請求受

入件数+ 未払請求書

件数 

未請求受入+ 未払

請求書件数 

 PO 数: 100 

 受入数: 60 

 請求書件数: 40 

 未払請求書件数: 20 

 移行済件数:  

o PO: 40+20+20=80 

o 受入: 20+20=40 

POステータス(2011年 1月

初旬) 移行済 PO数 移行済受入数 例 

6.一部オープン – 一部受入

および未請求 

全額 全受入  PO 数: 100 

 受入数: 60 

 請求書件数: 0 

 未払請求書件数: 0 

 移行済件数:  
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o PO: 100 

o 受入: 60 

7.一部オープン – 全受入お

よび未請求 

全額 全受入  PO 数: 100 

 受入数: 100 

 請求書件数: 0 

 未払請求書件数: 0 

 移行済件数:  

o PO: 100 

o 受入: 100 

 

8.一部オープン - 全受入お

よび一部請求済 

未請求件数+ 未払請

求書件数 

未請求件数 + 未払

請求書件数 

 PO 数: 100 

 受入数: 100 

 請求書件数: 60 

 未払請求書件数: 20 

 移行済件数:  

o PO: 40+20=60 

o 受入: 40+20=60 

 

注記：上記のシナリオ 2、4、5および 8では、クローズ済購買オーダー数量（未払請求書数）の移行に、購買オー

ダー参照とともに買掛管理に関連するオープン請求書が必要です。 

オープン金額および数量を含むすべてのオープン包括購買契約は 2011年 1月の初めの時点で移行されてい

ます。包括購買契約のオープン・リリースは、包括購買契約参照なしの標準購買オーダーとして移行されていま

す。 

移行期間：2011年 1月～2013年 6月 

オープン・トランザクションを移行し旧 ERPで消込後、以下の期間でトランザクション期間を移行。 

 各期間のすべての購買オーダー、包括購買契約、購買依頼、および受入。購買オーダーおよび受入は、

実際の経費勘定で移行。 

 購買オーダー明細で包括契約参照と標準購買オーダーと同様の包括購買契約リリース。 

 一般会計で 2011年 1月から 2013年 6月までに補助元帳から転送された、購買オーダー受入のため

戻し処理済の会計仕訳。 
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データ・ロード・プロセス 

Oracle Enterprise 

Repositoryからスプレッド
シート・テンプレートを

ダウンロード

テンプレート名:

1. 購買依頼のインポート
2. オーダーのインポート
3. 包括購買契約の
    インポート
4. 受入トランザクションの
   管理

旧ERPシステム

から抽出した

データを準備

インポートのた
めのインタフェ
ース・ファイルの
ロード・プロセス
を使ってインタフ
ェースにデータ

をロード

インポート・プロセスを
実行

プロセス名:

1. 購買依頼のインポート
2. オーダーのインポート
3. 包括購買契約の
    インポート
4. 受入トランザクション
    の管理

 

消込および検証 

 件数: 移行のために抽出された購買オーダー件数は、インポートされた購買オーダー数と一致し、すべ

てのオーダーが移行されたことを確認。 

 金額および数量 : 移行のために抽出された購買オーダー数および金額の総計は、インポートされた購

買オーダー数および金額の総計と一致し、正しい数量および金額で移行されたことを確認。 

 価格と数量: 

o 2013年 6月の時点の各オープン購買オーダーの価格および数量の消込の受入および請求書が、

稼働日後に正しく記録されていることを確認。 

o 稼働日後にリリースされる 2013年 6月時点の各オープン包括購買契約の消込済の価格とリリー

スされていない数量が、正しい価格と数量で発行されていることを確認。 

 稼働開始日時点の、オープン一般会計試算残高： 

o 移行購買オーダー受入のために、2011年 1月から 2013年 6月の期間に補助元帳から一般会計

に転送されたすべての会計仕訳を一般会計で必ず逆仕訳すること。 

o 稼働開始日時点のオープン試算残高へのあらゆる変更を防ぐため、稼働前に Oracle Financials 

Cloudですべての過去の期間を必ずクローズすること。 

買掛/未払金請求書 

2013年 6月から 2011年 1月までのすべての買掛/未払金請求書を移行。 

購買オーダーの完了後 2011年 1月の初めの時点のオープン請求書を転送。以下の表は、コア社が 2011年の

購買オーダー参照で、様々なタイプのオープン請求書を変換した方法を示しています。 

 

請求書ステータス(2011年 1月初旬時点) 移行額 例 

1.標準請求書 - 全額支払済 未移行の請求書  請求金額:$100 

 支払金額:$100 

 クローズ済請求書は移行しない 

請求書ステータス(2011年 1月初旬時点) 移行額 例 

2.標準請求書- 全額未払 全額  請求金額:$100 

 支払金額: $0 



Page 75 of 78 pages 
 

 移行済の請求金額: $100 

3.標準請求書- 一部支払済 未払額  請求金額:$100 

 支払金額: $50 

 移行済の請求金額: $50 

4.前払金 – 全額消込 未移行の前払金  請求金額:$100 

 支払金額:$100 

 消込金額: $100 

 クローズ済前払金は移行しない 

5.前払金 - 一部消込 未消込額  請求金額:$100 

 支払金額:$100 

 消込金額: $50 

 移行済のデビット・メモ金額: $50 

6.前払金 – 未払 全額  請求金額:$100 

 支払金額: $0 

 消込金額: $0 

 移行済の前払金額:$100 

 
注記: その他移行に関する決定事項 

 各ベンダーに対する借方残高は仮払金として扱われ、デビット・メモとして移行されます。 

 請求書、前払金、デビット・メモ、およびクレジット・メモは実際の手数料およびサプライヤの負債勘定とし

て移行されます。 

 残高としてのオープン請求書の転送された戻し処理済仕訳は、一般会計に直接移行されます。 

移行期間：2011年～2013年 6月 

オープン・トランザクションを移行し旧 ERPシステムで消込後、以下の通りの期間で現行トランザクション期間を

移行。 

 これらの期間のためのすべての請求書、デビット・メモ、クレジット・メモ、および前払金。 

 請求書、クレジット・メモ、デビット・メモ、および前払金は、実際の手数料およびサプライヤ負債勘定に課

されています。 

 固定資産精算勘定へ配分された請求書は、資産へのこれらの請求書の転送を制限するため、Nの印が

ついた「固定資産計上」フラグで移行されます。 

 2011年 1月から 2013年 6月の期間の請求書トランザクションに関して、当該期間の残高として買掛

管理から転送された逆仕訳は、一般会計に直接移行されます。 
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データ・ロード・プロセス 

Oracle Enterprise 

Repositoryから買

掛/未払金請求書の
インポートスプレッド
シート・テンプレート

をダウンロード

旧ERPシステムから

抽出したデータを

準備

インポートのための
インタフェース・ファ
イルのロード・プロセ
スを使ってインタフェ
ースにデータをロー

ド

買掛/未払金請求書
のインポート・プロセ

スを実行

 

消込および検証 

 件数: 移行のために抽出された請求書件数が、インポートされた請求書の数と一致し、すべての請求書

が移行されたことを確認。 

 勘定科目残高: 各会計年度末の時点での、一般会計のサプライヤ負債勘定残高が補助元帳のサプラ

イヤ残高と一致し、請求書が正しい金額で移行されたことを確認。 

 オープン請求書: 稼働後に正しい金額がサプライヤに支払われていることを確実にするため、2013年 6

月の時点のすべてのオープン請求書から未払金額を消込すること。 

 稼働開始日時点の、オープン一般会計資産残高： 

o 2011年 1月から 2013年 6月の期間に補助元帳から一般会計に転送されたすべての会計仕訳が、

過去購買オーダー受入のために、一般会計で必ず逆仕訳すること。 

o 稼働開始日時点のオープン試算残高へのあらゆる変更を防ぐため、稼働前の Oracle Financials 

Cloudですべての過去の期間を必ずクローズすること。 

支払 

2011年から 2013年までの支払要約を移行。 

移行期間 ： 2011年 12月、2012年 12月、および 2013年 6月 

以下の通り補助元帳の移行済の請求書をクローズし、年末のサプライヤ債務残高を確立するため、各会計年度

の最終期間の支払を記録。 

 「全額支払済 － 年度内支払」の支払グループで、会計年度内に全額が支払われた請求書を移行。 

 会計年度の最終期間に、会計年度ごとの 1つの支払プロセス依頼が、これらの請求書の支払を記録す

るための選択基準として作成。 

 例： 

o 「全額支払済 – 2011年」の支払グループで、2011年に全額が支払われた請求書を移行。 

o 2011年 12月に支払プロセス依頼を選択基準「全額支払済 － 2011年」で作成し、支払を記録。 

 少量の一部支払済請求書に関しては、これらの請求書の支払を記録するためにサプライヤ・サイトにつ

き 1つの支払を入力。 

 これらの期間の残高としての逆仕訳済の支払仕訳は一般会計に直接移行。 

注記： 次の移行オプションについても考慮しましたが、労力を最小限に抑えるため上記のオプションを選択しまし

た。 

 期間までの支払期間の作成と、期間終了サプライヤ債務残高の確立。 

 最終移行期間での支払作成と、稼働開始日におけるサプライヤ債務残高の確立。 

稼働開始日時点の、オープン一般会計試算残高： 

 2011年 1月から 2013年 6月の期間の過去の支払の補助元帳から一般会計へ転送されたすべての

会計仕訳が、一般会計で必ず逆仕訳すること。 
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 稼働開始日時点のオープン試算残高へのあらゆる変更を防ぐため、稼働開始前に Oracle Financials 

Cloudのすべての過去の期間を必ずクローズすること。 

資産 

2013年 6月末に事業供用しているすべての資産を移行。 

 

移行期間 移行詳細 

資産台帳：2013

年 6月 

 2013年 6月 30日末時点で事業供用している、取得価額、年償却累計、償却累計額を

伴うすべての資産。2013年 6月の減価償却額を含む、移行済の年償却累計および償却

累計額。 

 すべての資産の減価償却は移行済残高に現行期間償却費を含むため、一時停止。 

 一般会計への移行済資産として転送された会計仕訳と、資産取得価額と減価償却累計

勘定に関し補助元帳にて残高が検証された逆仕訳が一般会計の残高と一致しているこ

と。 

 当期間のクローズおよび次期間のオープン 

2013年 6月  当期オープン後、すべての資産の減価償却を再開。 

 トランザクション入力の準備完了 

 
注記：・コア社はまた、以下のオプションも考慮しましたが、2013年度の第 1半期のレポートは旧 ERPシステム

を使用することが決定されたことから、上記を選択しました。 

 上記の移行処理と 2013年 1月から 2013年 6月まで期間のすべてのトランザクションと共に、2012年

12月末日時点で事業供用している、取得価額、償却累計額を伴う資産を移行。 

コア社は次のアプローチを用いて、次の会計年度に税務台帳を実装することを決定しました。 

 2013年 12月のような最初のオープン期間で税務台帳を作成。 

 会計用資産台帳から税務台帳へ資産をコピーするため、初期一括コピーを実行。 

 一括償却ルール変更スプレッドシートを使用して、年償却累計と償却累計額を移行。移行された年償却

累計および償却累計額は、2013年の減価償却費を含む。 

 すべての資産の減価償却は、移行済残高に当期の減価償却費が含まれるため、一時停止します。 

 当期間のクローズおよび次期間のオープン。 

 2014年 1月の期間オープン後、すべての資産の減価償却を再開。 

 会計用資産台帳から税務台帳へ資産活動をコピーするため、2014年 1月の期間の定期一括コピーを

実行。 

データ・ロード・プロセス 

一括追加の転記
スプレッドシートテン
プレートをダウンロ

ード

テンプレートにイン
ポートするデータを

準備

インポートのための
インタフェース・ファ

イルのロード・ プロ
セスを使ってインタ
フェースにデータを

ロード

一括追加の転記プ

ロセスを実行

 

消込および検証 

 件数: 移行のために抽出された資産数はインポートされた資産数に一致し、すべての資産が移行され

たことを確認。 
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 勘定科目残高: 一般会計の取得価額、年償却累計は、補助元帳の残高と一致し、資産が正しい残高で

変換されたことを確認。     

 稼働開始日時点の、オープン一般会計資産残高： 資産の移行のため、2013年 6月に補助元帳から一

般会計へ転送されたすべての会計仕訳は、一般会計で必ず逆仕訳すること。 


