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1
ようこそ
次も参照:
•

Planning モジュールについて

•

統合について

•

さらに学ぶ

Planning モジュールについて
Planning は、財務、要員、資本、プロジェクトおよび戦略モデリング用に、完全にそろった
プランニングおよび予算作成ソリューションを提供します。これには、フォーム、計算、ダ
ッシュボード、ドライバ、キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)などの組込みのベスト・
プラクティスの事前定義されたコンテンツが含まれます。フォームは、データ、プランおよ
び予測を動的に反映するダッシュボードおよびレポートと統合されるように設計されていま
す。
•

財務 - 損益計算書、貸借対照表およびキャッシュ・フローに対する統合されたドライバ・
ベースのプランニング。KPI、ドライバ、勘定科目などの即時利用可能ツールを使用する
と、レポートの準備にかかる時間を短縮できます。また、財務を使用して費用および収益
のプランニングを実行することもできます。
表 1-1 ビデオ
目的
財務について学習します。

•

視聴するビデオ
概要: 財務プランニングへようこそ.

要員—財務プランと要員プランを結び付ける人数および報酬のプランニング。将来の人
数と関連する人事費用(給与、福利厚生、税金など)の予算を作成します。
表 1-2 ビデオ
目的
要員について学習します。

•

視聴するビデオ
概要: 要員へようこそ.

プロジェクト - プロジェクト・プランニング・システムと財務プランニング・プロセスを
結び付けます。組織的なプロジェクトやイニシアチブが企業のリソース全体に及ぼす影
響を調査して、短期的および長期的な財務目標と一致することを確認します。
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統合について
表 1-3 ビデオ
目的
プロジェクトについて学習します。

•

視聴するビデオ
概要: プロジェクトへようこそ.

資本 - 財務プランに対する資本資産の長期的影響に関するプラン。資本費用の管
理、優先付けおよびプランを行います。
表 1-4 ビデオ

•

目的

視聴するビデオ

資本について学習します。

概要: Oracle Enterprise Planning
Cloud の資本.

戦略モデリング— 長期的な戦略プランニングのために、豊富な財務予測およびモ
デリング機能と、ビルトインされたオンザフライのシナリオ分析およびモデリング
機能を組み合せたソリューションです。
表 1-5 ビデオ
目的

視聴するビデオ

戦略モデリングについて学習します。

概要: Planning の戦略モデリングお
よび長期予測

管理者が有効にした機能によっては、このガイドで説明するすべての 機能が表示され
ないことがあります。管理者は一部の機能を付加的に有効化でき、これにより追加の
フォーム、ダッシュボード、KPI、ルールなどが追加されます。
ビデオ
目的
Planning について学習します。

視聴するビデオ
概要: EPM Standard Cloud の Planning
のツアー.

統合について
管理者は、アプリケーションの設定方法に応じて次の統合シナリオを設定できます。
•

財務で、要員の従業員詳細のロールアップを参照し、要員の費用(給与や福利厚生
など)を財務のレポートに統合します。

•

財務で、プロジェクトの詳細のロールアップを参照し、プロジェクトの費用と収益
を財務のレポートに統合します。

•

財務で、資本の資産詳細のロールアップを参照し、資本資産減価償却を財務のレポ
ートに統合します。

•

要員で、プロジェクト全体または各プロジェクトの従業員稼働率を参照します。

1-2

第1章

さらに学ぶ

•

プロジェクトで、プロジェクト資産を資本資産クラスに割り当てて、資産を計上します。
資産がプロジェクトから資本に移動されます。

•

プロジェクトで、要員からのジョブ・レートを使用します。

•

プロジェクトで、資本からの設備レートを使用します。

たとえば、要員で新規採用を追加する場合や、資本で新規資産を計画する場合など、必要な
ところで必要なステップが示されます。
統合されたデータを参照する準備ができたら、必要なルールを実行とデータのプッシュを管
理者に依頼してください。統合されたデータは、次のダッシュボードで確認できます:
•

財務にロールアップされたデータの概要を確認するには、要員、プロジェクトおよび資本
からのデータの確認を参照してください。

•

プロジェクト全体における従業員稼働率を確認するには、プロジェクト稼働率の分析を参
照してください。

• 「プロジェクトからの新規資産」ダッシュボードおよび「資本的支出仮勘定」ダッシュボ
ードで、プロジェクトからプッシュされた資産計上資産を確認するには、ダッシュボード
を使用した資本財務の分析を参照してください。また、ダッシュボードで「プロジェクト
別資産の使用状況」を参照することもできます。資本資産財務の分析を参照してくださ
い。

さらに学ぶ
詳細情報やヘルプを入手するには:

•

ホームページの「アカデミ」
し、次のビデオにアクセスします。

•

ヘルプを表示するには、画面右上隅のユーザー・アイコンの横の矢印をクリックし、「ヘ
ルプ」をクリックします。

•

ヘルプ・センター にある次の関連ガイドを参照してください:

をクリックして、ベスト・プラクティスを確認

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud ユーザー・スタート・ガイド

–

Planning の操作

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reporting の操作

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud レポートの操作

ビデオ
目的
財務について学習します。
要員について学習します。
要員について学習します。

視聴するビデオ
概要: 財務プランニングへようこそ
概要: プロジェクトへようこそ
概要: 要員へようこそ
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目的

視聴するビデオ

資本について学習します。
資本
Planning について学習します。
ツアー.
財務でのデータ入力について学習します。

プロジェクトでのデータ入力について学習しま
す。
要員でのデータ入力について学習します。

概要: Oracle Enterprise Planning Cloud の

概要: EPM Standard Cloud の Planning の

Oracle Enterprise Planning Cloud の財務で
のプランニング・データの入力
Oracle Enterprise Planning Cloud のプロジ
ェクトでのプランニング・データの入力
Oracle Enterprise Planning Cloud の要員で
のプランニング・データの入力
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2
基本的なヒント
次も参照:
•

ナビゲート

•

ドライバ・ベースのプランニング、トレンド・ベースのプランニング、および直接入力に
ついて

•

13 期間カレンダの操作
アプリケーションのプランニング・カレンダは、13 期間カレンダ(12 か月カレンダではな
く)に基づくことができます。13 期間カレンダの操作について学習します。

ナビゲート
有用なナビゲーション・ヒント:
•

ホームページ以外にナビゲートした後でホームページに戻るには、左上隅の Oracle ロゴ
(またはカスタム・ロゴ)か、ホーム・アイコン

をクリックします

。
•

ナビゲータで追加の管理者タスクを表示するには、Oracle ロゴ(またはカスタム・ロゴ)の
横の水平バー

をクリックします。

•

ダッシュボードの上部にある「表示/非表示」バーをクリックするとダッシュボードが全
画面に拡大され、再度クリックすると標準ビューに戻ります。

•

カーソルをフォームまたはダッシュボードの右上隅に置くと、コンテキストに適したオプ
ションのメニュー(「アクション」、「保存」、「リフレッシュ」、「設定」、「最大化」など)
が表示されます。

•

サブコンポーネントでは、水平タブおよび垂直タブを使用してタスクおよびカテゴリを切
り替えます。
たとえば、概要ダッシュボードの確認と費用のプランニングを切り替えるには、水平タブ
を使用します。垂直タブは、有効化した機能によって異なります。
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ドライバ・ベースのプランニング、トレンド・ベースのプランニング、および直接入力について

タスク内のカテゴリを切り替えるには、水平タブを使用します。たとえば、費用プ
ランニングで、費用ドライバを入力するか、トレンド・ベースのプランニング費用
を確認するかを選択します。

財務および資本の場合、アイコン

はデータ入力用でなくデータ確認用のレポー

は、フォームがプランニング詳細を入
ト・フォームを示しています。アイコン
力するためのデータ入力フォームであることを示しています。

ドライバ・ベースのプランニング、トレンド・ベ
ースのプランニング、および直接入力について
様々な方法を使用して計画できます:
•

ドライバ・ベース - グローバル・レートの仮定およびその他の仮定(収益ドライバ
や費用ドライバなど)を入力し、組込みの勘定科目および計算を活用してプランニ
ング・プロセスを促進します。

•

トレンド・ベース - 財務の場合のみ、トレンド・ベースの仮定を入力すると、トレ
ンドに基づいて計画および予測できます。たとえば、現在値、推定値または過去の
値(予測平均や前年同期比の増加など)を使用して計画し、各値の変更率を見積もる
ことができます。

•

直接入力 - プランニングおよび予測に履歴トレンドや特定のビジネス・ドライバが
ない場合などは、データを直接入力します。このプランニング方法を使用する場
合、組込みロジックは使用されません。
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13 期間カレンダの操作
アプリケーションのプランニング・カレンダは、13 期間カレンダ(12 か月カレンダではなく)
に基づくことができます。13 期間カレンダの操作について学習します。
13 期間カレンダについて次の点に注意してください:
•

期間ディメンションには、12 か月のメンバーではなく、13 期間のメンバーが含まれま
す。管理者は、期間メンバーの名前(デフォルト名は TP1 から TP13)を変更したり、別名
を作成できます。13 期間のメンバーは、期間ディメンションの「年合計」に追加されま
す。

•

各期間の長さは正確に 4 週間になります(ただし、5、6 年ごとに 1 つの四半期が 5 週間に
なります。
)

•

デフォルトでは、最初の 3 四半期に 3 つの期間があり、最後の四半期に 4 つの期間があ
ります(3-3-3-4)。ただし、アプリケーションの作成時に、管理者は 4 つの期間を追加する
四半期を選択できます。

•

5、6 年ごとに、年に 53 週目が発生します。通常、このような年の年合計は大きくなりま
す。管理者は、53 週目が発生する期間を設定します。指定した給与基準レートは、52 週
または 53 週の年のいずれに対しても同じです。

•

計算ロジックでは、コンポーネントの費用は該当期間の月の最終日に発生すると想定しま
す。

ビデオ
目的
13 期間カレンダの操作について学習します。

視聴するビデオ
概要: EPM Cloud での 13 期間カレンダを
使用したプランニング

詳細は、 Planning モジュールの管理 の 13 期間カレンダについてを参照してください。
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財務の操作
次も参照:
•

タスクの概要

•

予算改訂の操作および予算管理との統合

•

ユーザー変数の設定

•

ドライバ値の指定について

•

トレンドについて

•

ローリング予測を使用したプランニング

•

週次レベルでのプランニング

•

収益および費用のプランニング

•

貸借対照表使用のプランニング

•

キャッシュ・フロー使用のプランニング

•

財務ルールの実行

•

ダッシュボードを使用した財務の分析

•

財務の分析

•

要員、プロジェクトおよび資本からのデータの確認

タスクの概要
一般に、財務のプランおよび予測は次の順序で作成します:
1.

ユーザー変数を定義します。ユーザー変数の設定を参照してください。他のプリファレ
ンス設定の指定の詳細は、 簡略化されたインタフェースの使用によるプランニングの操
作 を参照してください。

2.

ライン・アイテムを反復するためのドライバ値を確認および調整します。管理者によって
有効化されているこれらのドライバによって 、勘定科目を設定、追跡および分析する方法
が決まります。ドライバの値は、トレンドの仮定を使用するか、直接入力によって指定で
きます。次に、費用と収益を入力、調整および計算します。次を行えます:
•

ドライバの設定および調整

•

トレンドの設定および調整

•

勘定科目の手動調整

参照:
•

収益および費用のプランニング

•

貸借対照表使用のプランニング

•

キャッシュ・フロー使用のプランニング
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3.

プランニングのタイプに応じて、貸借対照表やキャッシュ・フロー計算書などの内
部財務諸表を確認します。

4.

管理者に「ロールアップ」ルールの実行を依頼します。

5. 「概要」

タブの対話型ダッシュボードを使用して、部署のステータスや業務
の財務全体、主要なトレンドおよび KPI を取得します。ダッシュボードを使用し
た財務の分析を参照してください。

6.

提供されたダッシュボードおよび分析フォームを使用して、財務を評価します。財
務の分析を参照してください。
要員、資本またはプロジェクトをダッシュボードに含めるには、他のタイプのプラ
ンニング・データ・タイプおよび詳細を使用可能にするためのデータ・マップを管
理者に定義してもらいます。

7.

予算改訂を使用している場合は、改訂プロセスを開始できます。予算の改訂のタス
ク概要を参照してください。

ノート:
管理者が有効にした機能によっては、この項で説明するすべての 機能が表示
されないことがあります。

ノート:
13 期間アプリケーションで月のラベルが付けられている場合(
「今月の実績」
など)、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを使用して定義された
期間を表します。
開始するには、ホームページで「財務」をクリックして、コンポーネントを選択しま
す。
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表 3-1 財務のタスク
目的
「費用」または「収益」

実行するタスク

詳細情報

収益ドリブンまたは費用ドリブンのプラン 収益および費用のプラン
および予測を準備します。
ニングを参照してくださ
ドライバ・ベースのプランニングの場 い。
•
合: アクセスできる直接入力フォーム
を使用し、ドライバ関連およびトレン
ド関連のフォームによって 提供される
インテリジェンスを活用します。
適用可能な場合、収益または費用を導
•
出するドライバの値を指定します。次
のようにして値を指定できます。
–

(仮定を使用して)トレンドを参照
および調整します。
–
手動調整を行います。
ドライバにより計算された勘定科目の
•
値を表示し、必要に応じて調整します。
提供されたトレンドのいずれかを使用
•
して、計画値のパターンを履歴実績に
対して評価します。
その他勘定科目またはドライバにより
•
計算されない勘定科目に対して、収益
または費用の値を入力します。
損益計算書を使用する場合は、損益計
•
算書を確認します。
収益および費用のプランニングを参照して
ください。
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表 3-1 (続き) 財務のタスク
目的

実行するタスク

詳細情報

貸借対照表

貸借対照表を使用して、財務を計画および 貸借対照表使用のプラン
管理します。
ニング.
•
売上債権回転日数(DSO)、仕入債務回転
日数(DPO)など、資産および負債のドラ
イバ値を指定します。次のようにして
ドライバを指定できます:
トレンドを参照および調整しま
す。
–
手動調整を行います。
売掛金、銀行預金、その他資産などの
•
収益ベースの資産勘定科目を入力およ
び調整します。
買掛金、未払報酬、未払費用など、費
•
用ベースの負債勘定科目を入力および
調整します。
貸借対照表使用のプランニングを参照して
ください。
–

ノート:
キャッシュ・
フローも使用
している場
合、貸借対照
表が一致して
いないことが
わかったら、
キャッシュ・
フローおよび
貸借対照表残
高の使用につ
いてを参照し
てください。

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー計算書を使用して、財 キャッシュ・フロー使用の
務を計画および管理します。
プランニング.
•
直接法のみ: 現金の受取り方法および
使用方法を指定するキャッシュ・フロ
ーおよび現金時期の仮定を定義しま
す。
固定資産の購入や借入の返済など、財
•
務および投資のアクティビティを 入力
します。
キャッシュ・フロー使用のプランニングを
参照してください。
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表 3-1 (続き) 財務のタスク
目的

実行するタスク

予算の改訂

予算改訂と費用プランニングを使用して計
画します。予算管理との統合が有効になっ
ている場合は、残余予算チェック、資金の
結果の取得および残余予算引当を実行する
こともできます。
予算改訂の操作および予算管理との統合を
参照してください。

分析

•
•
•
•

詳細情報

実績、プランおよび予測の財務をビジ 財務の分析
ネス・レベルで視覚的に評価します
一定期間にわたる収益、費用、貸借対
照表およびキャッシュ・フローの主要
メトリックを分析します
アクセス・グリッド。
使用可能なすべてのフォームを 確認し
ます。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
表 3-2 財務について学習するためのチュートリアル
目的

方法の学習

財務でのデータの入力方法について学習します。
Oracle Enterprise Planning Cloud の財務でのプラ
ンニング・データの入力
財務でドライバ・ベースのデータを使用して計画
する方法について学習します。組織の主要な要因
または基準に焦点を当て、パフォーマンスを高め
るための影響を及ぼす、ビジネス・プランおよび
モデルを作成する方法について確認します。
財務でトレンド・ベースのプランニングを実行す
る方法について学習します。トレンド・ベースの
仮定を入力し、トレンドに基づいてプランニング
および予測する方法について確認します。
デフォルトの KPI (キー・パフォーマンス・インジ
ケータ)を使用するか、独自の KPI を追加して、財
務で KPI を利用する方法について学習します。
KPI を使用すると、客観的で定量化可能なデータ、
またはパフォーマンスまたは戦略目標の進行状況
を示すデータを収集できます。KPI を使用して、組
織の主要な領域の健全性を反映します。
実績を計算して、プランおよび予測を準備する方
法について学習します。財務を有効化したら、プ
ランニングおよび予測サイクルの開始点を構成お
よび設定します。デフォルトの計算を利用して、
実績データ、プラン・データおよび予測データを
集約して準備する方法について確認します。

財務のドライバ・ベースのプランニング

財務のトレンド・ベースのプランニング

財務での KPI の利用

財務での実績の計算およびプランと予測の準備
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予算改訂の操作および予算管理との統合
管理者が「予算の改訂」および Oracle ERP Cloud の予算管理モジュールとの統合を有
効にしている場合は、予算管理から残高を確認し、
「残余予算チェック」を使用して予
算変更を承認する前に予算管理の影響を確認し、
「残余予算引当」を使用して予算管理
の予算変更を更新できます。また、現在の承認済予算から予算管理にセル・レベルで
ドリル・スルーすることもできます。
予算管理がない場合でも、予算改訂を使用して予算改訂を作成および移入し、改訂を
共有できます。
ビデオ
目的

視聴

EPM Planning 財務の予算改訂および Oracle EPM Planning 財務および Oracle ERP Cloud
ERP Cloud 予算管理で、予算改訂の作成と入 予算管理での予算改訂の作成
力、資金チェックの実行、残余予算の引当、お
よび承認済予算の確認を行う方法について学
習します。

予算の改訂のタスク概要
前提条件
1.

ユーザー変数を定義します。ユーザー変数の設定を参照してください。「予算の改
訂」では、ユーザー変数「勘定科目グループ」も設定します。

2.

EPM Planning 財務でプランおよび予測を作成します。タスクの概要を参照してく
ださい。

3.

プランニングおよび予測が完了したら、データ管理を使用してデータを予算管理に
プッシュするよう管理者に依頼します。これが当初予算になります。

4.

予算改訂プロセスを開始する準備ができたら、「改訂の準備」ルールを実行するよ
う管理者に依頼します。このルールを実行すると、当初予算のデータが EPM
Planning 財務の採用済予算にコピーされます。
採用済予算が改訂プロセスの出発点になります。
「改訂の準備」は、選択したシナリオおよびバージョンを使用して、当初予算から
データをコピーします。通常、プラン・シナリオ(OEP_Plan)および作業バージョ
ン(OEP_Working)を、選択した期間および年の採用済予算シナリオ(OEP_Adopted
Budget)、当初バージョン(OEP_Original)および作業バージョン(OEP_Working)に
コピーします。

予算改訂のタスクの概要
一般に、次のワークフローを使用して予算改訂を準備し、予算管理と統合します:
1.

改訂を作成して移入します。予算の改訂の作成を参照してください。

2.

予算改訂(直接入力またはトレンド・ベース)を入力し、残余予算をチェックしま
す。
「予算の改訂」での予算の改訂を参照してください。
残余予算チェックでは、予算管理を呼び出して残余予算をチェックし、提案してい
る予算改訂が予算管理で設定された管理を満たしていることを検証します。
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3. 「予算の改訂」のフォームおよびダッシュボードを使用して、予算改訂を分析します。
4.

必要に応じて、EPM Planning の承認プロセスを使用している場合は、それを使用して承
認のために送信します。

承認者役割が割り当てられている場合は、このワークフローに従います:
1.

必要に応じて、改訂を共有します。
承認階層に基づいて改訂が作成されたら、予算改訂プロセスに関与する必要があるプラン
ナと予算改訂を共有できます。改訂の共有を参照してください。

2.

必要に応じて、すべてのプランナが 改訂を完了した後に、Planning の承認プロセス(使用
している場合)を実行します。

3.

残余予算を引き当てます。残余予算の引当を参照してください。
このステップでは、改訂に関連付けられている予算管理の管理予算に残余予算を引き当
て、改訂を承認してクリアします。

開始するには、ホームページで「財務」をクリックし、「予算の改訂」をクリックします。

予算の改訂を使用したプランニング
「予算の改訂」

コンポーネントには、予算改訂の使用を計画するのに役立つ複数のフォームおよびダッシュ
ボードが用意されています。
表 3-3 予算の改訂を使用したプランニング
タスク

説明

サマリー

予算および予算改訂の概要を取得します。たとえ
ば、実績および消費(予算引当)の概要を確認し、当
初予算と現在の純予算を比較します。

改訂の管理

予算改訂の作成および操作、残余予算のチェック、
残余予算の引当、改訂の共有、改訂の承認、資金
の結果の取得を行います。

改訂リスト

管理者はこのフォームを使用して、すべてのプラ
ンナの現在のすべての 改訂のリストを確認できま
す。

現在の純予算

現在の純予算を確認します。現在の純予算には、
当初予算とすべての 改訂の合計が表示されます。
バージョン・ディメンションの現在の純予算
(OEP_NetCurrentBudget)は、作業
(OEP_Working)およびすべての 改訂バージョン
(OEP_RN)の親メンバーです。N は改訂番号です。

資金チェックの結果

改訂の残余予算チェックおよび残余予算引当の行
レベルの詳細結果を取得します。

使用可能資金レポート

実績予算、消費済予算および採用済予算を表示し
ます。予算改訂プロセスを開始するときに、この
フォームを使用して、使用可能資金を確認できま
す。

予算改訂分析

予算改訂の詳細な分析はダッシュボードに表示さ
れます。
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表 3-3 (続き) 予算の改訂を使用したプランニング
タスク

説明

現在の承認済予算

現在の承認済予算を確認します。現在の承認済予
算には、採用済予算シナリオおよび作業バージョ
ンのデータが表示されます。
予算管理にドリル・スルーすることもできます。

予算の改訂の作成
予算改訂の作業を行う前に、管理者が「改訂の準備」ルールを実行していることを確
認してください。
次のステップを実行して、予算改訂を作成し、予算改訂で選択した勘定科目に初期改
訂データを移入します。改訂をプランナと共有します。プランナは、直接入力または
トレンド・ベースのプランニングを使用して、追加の改訂を行うことができます。
予算改定を準備するには:
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

グリッドを右クリックし、「改訂オプション」
、「改訂の作成および移入」の順にク
リックします。

3.

改訂のオプションを選択して「次」をクリックします:
•

必要に応じてメンバーを選択し、予算改訂のデータのスコープを定義します。
このような方法で、改訂のスコープを制限できます。アクセス権を持つ勘定科
目を改訂できます。

ヒント:
組織内の複数のプランナが予算改訂に関与する場合は、エンティテ
ィ・ディメンションおよびプライマリ・ディメンションの親メンバー
を選択します。この場合、改訂は、この親の下のすべてのリーフ・レ
ベル・メンバーに表示されます。スーパーバイザがこの方法で改訂を
作成すると、その改訂は他のプランナに表示されます。これらのプラ
ンナは、改訂を選択し、事前移入されたデータを含むフォームを使用
できます。必要に応じて、追加の改訂を行うこともできます。
•

予算改訂の理由および説明を入力します。

•

改訂タイプ(
「正社員」、臨時または緊急または「異動」)を選択します。

•

管理者が予算管理との統合を有効にしている場合は、統合する管理予算を選択
します。

4. 「改訂方法」(
「直接入力」またはトレンド・ベース)を選択して、改訂にデータを事

前移入します。次に、事前移入する特定の勘定科目を選択します。このオプション
により、選択した改訂方法を使用して、次のステップで入力するパーセンテージに
基づいて、指定した勘定科目の改訂が事前移入されます。含める費用勘定科目メン
バーを選択する必要があります。次に、「次」をクリックします。

5.

トレンド・ベースを選択した場合は、次のトレンドのいずれかを選択して、改訂に
トレンド・ベースのデータを事前移入します:
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6.

•

当期の実績

•

今年の予算引当

•

現在の純予算

•

今年の承認済予算

•

今年の当初予算

調整パーセンテージを入力し、
「起動」をクリックします。たとえば、10%の場合は 10 と
入力します。
パーセンテージを入力しない場合は、改訂に値は移入されず、プランナは新しい予算番号
を改訂に直接入力できます。
予算改訂が採用済予算シナリオに追加されます。選択した勘定科目の値が事前移入され
ます:
• 「直接入力」を選択した場合は、選択した勘定科目の採用済予算シナリオ
(OEP_Adopted Budget)および当初バージョン(OEP_Original)のデータが改訂に移入
されます。たとえば、勘定科目の当初予算が$100 で、調整パーセンテージとして 10%
を指定した場合、改訂には$10 が事前移入されます。
•

トレンド・ベースを選択した場合は、適切なデータ・スライスを使用して、選択した
トレンドに基づいて改訂に事前移入されます。

予算作成者は、「改訂の管理」フォームおよび「改訂リスト」フォームの「提案者」列に
リストされます。
7.

改訂が追加されたら、他のタスクを実行できます:
•

予算改訂に詳細を追加します。追加の予算改訂の詳細の追加を参照してください。

•

改訂のリストを表示します。改定の確認を参照してください。

•

改訂を共有します。承認階層に基づいて改訂が作成されたら、予算改訂プロセスに関
与する必要がある別のプランナと予算を共有できます。改訂の共有を参照してくだ
さい。

•

直接入力またはトレンド・ベースのプランニングを使用して、予算改訂を改訂しま
す。「予算の改訂」での予算の改訂を参照してください。

追加の予算改訂の詳細の追加
改訂を作成したら、「改訂の管理」フォームの「ヘッダー・ノート」または「ヘッダー添付
URL」に改訂の詳細を追加できます。
ヘッダー・レベルの詳細は、同じ改訂が共有される複数のレコードで単一の値になります。1
つのレコードのデータを更新すると、すべてのレコードに 同じ値が適用されます。同じ改訂
の別のレコードに異なる値を更新すると、リストされている最後のレコードの値がすべての
レコードに適用されます。
改定の確認
管理者は、
「改訂リスト」フォームで、すべてのプランナの 現在のすべての 予算改訂を確認で
きます。
「改訂リスト」フォームを使用して、各改訂に関する情報(改訂の提案者、資金チェッ
ク・ステータス、承認ステータス、改訂承認者など)を確認します。
予算改訂のリストを表示するには、ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂リスト」
の順にクリックします。
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改訂の共有
予算改訂所有者は、予算改訂を別のプランナと共有して、最終承認のために予算改訂
を送信する前に、そのプランナが予算改訂プロセスに関与できるようにすることがで
きます。
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

共有する改訂を右クリックし、「改訂オプション」、「改訂の共有」の順にクリック
します。

3.

ソース・メンバーで、共有するメンバーを選択して、「次」をクリックします。現
在のエンティティが 自動的に選択されます。

4.

ターゲット・メンバーで、共有するエンティティを 選択して、「起動」をクリック
します。

共有したプランナには、次回ログインしたときに「改訂リスト」フォームに改訂が表
示され、
「改訂の管理」で改訂を行うことができます。プランナはアクセス権を持つメ
ンバーのみを表示して改訂を行うことができます。

「予算の改訂」での予算の改訂
予算改訂で改訂を行い、変更が予算管理の管理予算の管理を満たしていることを検証
するには:
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」
、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

改訂データを入力する予算改訂を右クリックし、「改訂オプション」をクリックし
て、「直接入力」または「トレンド・ベース改訂」をクリックします。
直接入力は、特定のターゲットの改訂をいくつか行う場合に役立ちます。

3.

調整する値のタイプ(「費用」など)を選択します。

4.

POV で予算改訂のメンバーを選択します。
改訂の作成方法によっては、出発点として予算改訂の改訂値が事前移入される場合
があります。

5.

改訂のタイプに応じて調整値を入力し、「保存」をクリックします。
「直接入力」の場合、必要に応じてフォームで直接値を変更します。
「トレンド・ベース改訂」の場合、トレンド・タイプを選択して、増加率または減
少率を入力します。次のトレンドのいずれかを選択します:

6.

•

当期の実績

•

今年の予算引当

•

現在の純予算

•

今年の承認済予算

•

今年の当初予算

ワークシートで提案された改訂の残余予算をチェックするには、グリッドを右クリ
ックし、「残余予算チェック」、「起動」の順にクリックします。
このアクションは、予算管理を呼び出して残余予算をチェックし、提案している予
算改訂が予算管理で設定された管理を満たしていることを検証します。「資金チェ
ックの結果」タブをクリックして、結果の行レベルの詳細を表示します。ログイン
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の結果および改訂の変更の結果が表示されます。エラーを確認して解決し、すべてのエラ
ーが解決されるまで残余予算チェックを繰り返します。
改訂全体の残余予算をチェックする場合は、資金可用性の確認を参照してください。

ヒント:
「使用可能資金レポート」を使用して、改訂プロセス中に使用可能な資金を確認
できます。
7.

必要に応じて、改訂に設定されている追加詳細を入力します。勘定科目の行ノートまたは
行添付 URL を入力するには、セルを右クリックし、
「行レベルの記述的な詳細の入力」を
クリックして、詳細を入力します。

8. 「ロールアップ」ルールを実行します。
9. 「保存」をクリックして変更を保存し、フォームを閉じます。

資金可用性の確認
予算改訂を確定する前に、改訂全体について予算管理で資金可用性をチェックします。
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

改訂を右クリックし、
「改訂オプション」、「残余予算チェック」、「起動」の順にクリック
します。
このアクションは、予算管理を呼び出して残余予算をチェックし、予算改訂全体が予算管
理で設定された管理を満たしていることを検証します。
残余予算チェック・ステータスは、「改訂の管理」フォームおよび「改訂リスト」フォー
ムの「資金ステータス」列で更新されます。

3.

チェック対象のセルが多数あり、すぐに結果が表示されない場合は、改訂を右クリック
し、「改訂オプション」、「資金の取得結果」、「起動」の順にクリックして、ジョブのステ
ータスを確認します。ジョブが完了したら、次のステップに進むことができます。

4.

資金チェックの結果の行レベルの詳細を表示するには、
「資金チェックの結果」タブをク
リックします。

5.

エラーを確認して解決します。

6.

すべてのエラーが 解決されるまで、残余予算チェックを繰り返します。

残余予算チェックが成功すると、残余予算を引き当てることができます。

残余予算の引当
予算改訂の準備ができると残余予算チェックに成功し、必要に応じて予算改訂が承認され(承
認プロセスを使用している場合)、改訂に関連付けられた予算管理の管理予算に残余予算を引
き当てます。
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

改訂を右クリックし、「改訂オプション」、「残余予算引当」の順にクリックし、承認コメ
ントを入力して、「起動」をクリックします。

「残余予算引当」を起動した場合:
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•

予算改訂は予算管理にプッシュされ、予算管理の残余予算引当プロセスが呼び出さ
れ、更新されたセル値に残余予算が引き当てられます。残余予算引当が完了する
と、メッセージが表示されます。

•

残余予算が使用できない場合、残余予算引当は失敗し、失敗の理由が表示されま
す。

•

改訂ステータスが「承認」に設定されます。

•

EPM Planning 財務では、改訂のデータの差分が採用済予算シナリオの作業バージ
ョンにプッシュされ、現在の純予算に反映されます。

•

改訂がクリアされます。管理者は一度にアクティブにできる 改訂の数に上限を設
定しているため、改訂をクリアすることは重要です。

予算入力の変更は、予算管理で確認できます。

資金の結果の取得
「残余予算チェック」ルールを実行するときに、チェック対象のセルが多数あり、すぐ
に結果が表示されない場合は、
「資金の取得結果」ルールを実行して、バッチ・ジョブ
がいつ完了したかを確認して結果をレビューできます。
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

改訂を右クリックし、
「改訂オプション」、「資金の取得結果」、「起動」の順にクリ
ックします。

3.

ジョブのステータスを確認します。ジョブが完了した場合に、資金チェックの結果
の行レベルの詳細を表示するには、
「資金チェックの結果」タブをクリックします。

結果は、「資金チェックの結果」表でレコードが作成または更新されてから 90 日後に
パージされます。

改訂のクリア
残余予算を引き当てると、改訂は自動的にクリアされます。改訂を続行しない場合、
または残余予算引当を続行しない場合は、手動で改訂をクリアできます。
改訂を手動でクリアするには:
1.

ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂の管理」の順にクリックします。

2.

クリアする改訂を右クリックし、「改訂オプション」、「改訂のクリア」の順にクリ
ックします。

予算管理へのドリル・スルー
管理者が予算管理との統合を有効にしている場合は、EPM Planning 財務の「現在の承
認済予算」フォームから予算管理にセル・レベルでドリル・スルーできます。管理者
が Oracle Fusion Cloud でシングル・サインオンを構成している場合を除き、ドリル・
スルーが機能するには、予算管理にログインする必要があります。ドリル領域は、レ
ベル 0 のメンバーに対してのみ有効になっています。
「残余予算引当」ルールを使用して残余予算が引き当てられると、予算管理にドリル・
スルーできます。
1.

ホームページで「財務」、
「予算の改訂」
、
「現在の承認済予算」タブの順にクリック
します。
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2.

右上隅にドリル・アイコンがあるセル
を右クリックして、Fusion
Budgetary Control にドリル・スルーをクリックします。管理予算が複数ある場合は、必
要な管理予算をクリックします。
ドリル・アイコンは、「残余予算引当」で予算管理にプッシュされたすべてのセルで 使用
できます。

「予算管理残高のレビュー」でデータを確認します。

ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
1.

ホームページで「ツール」、
「ユーザー・プリファレンス」、
「ユーザー変数」の順にクリッ
クします。

2.

次のユーザー変数を設定します:
•

エンティティ

•

シナリオ

•

バージョン

•

レポート通貨

•

年

財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定します:
• 「費用勘定科目」変数では、OFS_Total Expenses などの、フォームに表示する勘定
科目を含む親勘定科目を選択します。
• 「費用ドライバ」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択します。
• 「予算の改訂」が有効になっている場合は、「勘定科目グループ」変数を設定します。
「勘定科目グループ」ユーザー変数は、
「現在の承認済予算」や「現在の純予算」など
の「予算の改訂」のフォームに表示される一連の勘定科目をフィルタします。たとえ
ば、ニーズに応じて、費用、収益、負債、資産勘定科目またはすべての 勘定科目タイ
プの合計を選択できます。
財務では、「予算の改訂」を使用している場合は、「表示」の「日付フォーマット」を
「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ホームページで「ツール」、「ユーザー・プ
リファレンス」をクリックして、「表示」をクリックします。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプションで定
義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー変数の値はフ
ォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォルト値を設定する必要
がありません。

ドライバ値の指定について
プランまたは予測を策定する前に、管理者によって有効化されている収益および費用を導出
するキー・ドライバを確認し、必要に応じて調整します。ドライバの値を指定できます:
•

手動

•

次のような現在、過去または推定のトレンドの参照および調整:
–

前年の実績平均
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–

予測平均

–

前事業年度の値をパーセントで調整するための「前年同期比の増加/減少」

キャッシュ・フローの場合、収益および費用のカテゴリのソースとタイミングを指定
します。ドライバ・ベースの現金使用およびソースの仮定の指定を参照してください。
貸借対照表の場合、未払報酬、売掛金、前払費用などの項目を指定します。貸借対照
表ドライバの指定を参照してください。
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
表 3-4 財務について学習するためのチュートリアル
目的

方法の学習

財務でドライバ・ベースのデータを使用して計
画する方法について学習します。組織の主要
な要因または基準に焦点を当て、パフォーマン
ング
スを高めるための影響を及ぼす、ビジネス・プ
ランおよびモデルを作成する方法について確
認します。

財務のドライバ・ベースのプランニ

トレンドについて
トレンドに基づく計画と予測を可能にする、トレンド・ベースの仮定を入力できます。
財務には、次のトレンドが含まれています:

ノート:
13 期間アプリケーションでは、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレン
ダを使用して定義された期間を表します。
•

今年の実績平均 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」の
勘定科目の平均が計算されます。

•

今月の実績 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」で「現
在の期間」として指定した月または週の勘定科目の値が取得されます。

•

予測を今年の計画に保持 - 予測シナリオの場合のみ、勘定科目の年次累計消費量と
現在の年の計画とが比較され、残りが予測の残りの月の間で均等に分散されます。
たとえば、出張 YTD 実績が 260,000 で、年全体の計画が 500,000、現在の月が 6
月の場合、残りの 240,000 がその年の残りの 6 か月(7 月から 12 月まで)で均等に
分散されます。つまり、240000 / 6 = 40000 となります。40000 が 7 月から 12 月
までの月に均等に分散されます。このトレンドによって、常に予測を計画と一致さ
せることができます。YTD の支出が計画を超える場合、残りの期間の予測は負の
数ではなくゼロに設定されます。

•

前年の実績平均 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」の
前年の勘定科目の平均が計算されます。たとえば、「現在の会計年度」が FY17 の
場合、その前年は FY16 です。
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•

季節性のある前年の実績 - 該当する月の勘定科目の値は、前年の同月の値を使用して取得
されます。

•

予測平均 - 計画シナリオの場合のみ、前年からの予測の平均が取得されます。たとえば、
計画シナリオの FY18 に対してこのトレンドを選択すると、予測シナリオの FY17 からの
勘定科目の平均が計算されます。

•

季節性のある予測 - 計画シナリオの場合のみ、前年の予測から月次の値が取得されます。
たとえば、計画シナリオの FY18 でこのトレンドを選択すると、予測シナリオの FY17 か
らの勘定科目の月次の値が計算されます。

•

前年同期比の増加/減少 - 前年の値からの増加または減少率が適用されます。

•

トレンドなし - トレンドが削除され、以前に設定されたトレンドに基づくデータがクリア
されます。

•

月次成長 - 現在の年および前年を成長計算のベースとして使用して、勘定科目の前年同期
比の変動が計算されます。

•

前月実行レート - 前期間の値が取得されます。たとえば、現在の月が 6 月の FY16 であ
り、予測の第 1 期間が 7 月の場合、このトレンドでは 6 月の値が取得され、それが 7 月
に適用されます。7 月の値に調整が行われると、調整された 7 月の値が 8 月に使用されま
す。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
表 3-5 財務について学習するためのチュートリアル
目的
財務でトレンド・ベースのプランニングを実行す
る方法について学習します。トレンド・ベースの
仮定を入力し、トレンドに基づいてプランニング
および予測する方法について確認します。

方法の学習
財務のトレンド・ベースのプランニング

ローリング予測を使用したプランニング
管理者がローリング予測を有効にした場合、標準予測に加えて、または標準予測のかわりに
ローリング予測を使用して計画できます。ローリング予測を使用すると、1 年の期間を超えて
計画できるように継続的なプランニングを実行できます。管理者がどのようにローリング予
測を設定したかに応じて、週次レベル(13 週、26 週または 52 週)、月次レベル(12 か月、18
か月、24 か月、30 か月、36 か月、48 か月または 60 か月)あるいは四半期レベル(4 四半期、
6 四半期または 8 四半期)で継続的に計画できます。13 期間カレンダを使用したアプリケー
ションでは、期間レベル(13 期間または 26 期間)で継続的にプランニングできます。
管理者が現在の期間を更新すると、ローリング予測のフォームおよびダッシュボードが自動
的に更新されます。期間が追加または削除され、更新されたローリング予測範囲を反映しま
す。新しく追加された期間にトレンドおよびドライバが移入されます。
ローリング予測を使用したプランニングでは、次のものを使用できます:
•

ドライバ・ベースおよびトレンド・ベースのプランニング。

•

ローリング予測値の手動入力。
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各コンポーネント(
「収益」、「費用」、「貸借対照表」または「キャッシュ・フロー」)で、
ローリング予測範囲を使用したフォームおよびダッシュボードが使用可能です。
レポートのために KPI を使用できます。
•

TTM (12 か月の証跡)。このシナリオは、前の 12 か月のフローに基づいた勘定科目
のアクティビティをレポートします 。

• 「予測済 12」。フロー・タイプ勘定科目に対して、このシナリオは、(現在の期間 +
11 個の将来の期間)の合計についてレポートします。残高タイプ勘定科目に対し
て、このシナリオは将来のメンバー値 12 期間についてレポートします。

ノート:

「ローリング予測」シナリオ・メンバーは、
「ローリング予測」
のフォームでのみ選択してください。

タブ

ビデオ
視聴するビデオ

目的
ローリング予測を使用したプランニングにつ
いて学習します。

測.

概要: Planning におけるローリング予

Oracle Enterprise Planning Cloud での
ローリング予測の設定.

表 3-6 ローリング予測を使用したプランニング
タスク

目的

概要

詳細情報

ダッシュボード形式で、ローリ ダッシュボードを使用した財
ング予測範囲にわたる収益、費 務の分析
用、貸借対照表またはキャッシ
ュ・フローの概要を取得しま
す。
•

ローリング予測
•

•

収益および費用の場合: ロ •
ーリング予測範囲にわた
ってドライバ・ベースまた
はトレンド・ベースのプラ •
ンニングを実行します。
貸借対照表の場合: ローリ •
ング予測範囲にわたって
貸借対照表ドライバを指
定します。
キャッシュ・フローの場
合: ローリング予測範囲に
わたってドライバ・ベース
のキャッシュ・フロー・プ
ランニングを実行します。

「収益」および「費用」: ド
ライバおよびトレンドの
指定
貸借対照表: 貸借対照表ド
ライバの指定
キャッシュ・フロー: ドラ
イバ・ベースの現金使用お
よびソースの仮定の指定
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表 3-6 (続き) ローリング予測を使用したプランニング
タスク

目的

直接入力

詳細情報

プランニングおよび予測に履 •
歴トレンドや特定のビジネ
ス・ドライバがない場合など •
は、データを直接入力します。
•

「収益」および「費用」: 費
用および収益の手動入力
貸借対照表: 直接貸借対照
表の資産および負債の指
定
キャッシュ・フロー: 財務
および投資の詳細の入力

週次レベルでのプランニング
週次レベルのプランニングの後、ダッシュボードの表示およびトレンドを求める式の実行の
前に、次のルールを実行して週を月に変換します:
•

週次データの月次データへの変換

•

月次データの週次データへの変換

または、管理者がこれらのルールをフォームに関連付けている場合、フォームの「アクショ
ン」メニューから「フォームでの週次データの月次データへの変換」および「フォームでの
月次データの週次データへの変換」を実行します。
53 週ある 12 期間アプリケーションおよび 13 期間アプリケーションでは、53 週目が発生す
る期間のフォームに週 53 が含まれます。管理者の設定によって、53 週目が発生する期間が
決まります。
13 期間アプリケーションの詳細は、13 期間カレンダの操作を参照してください。

収益および費用のプランニング
財務の収益
コンポーネントおよび費用
役立ついくつかのオプションが用意されています:

コンポーネントには、計画と予測に

表 3-7 ビデオ
目的
収益、費用および損益計算書のプランニングにつ
いて学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での損益
計算書プランニングの実行.
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表 3-8 プランおよび予測の作成
タスク

説明

使用するフォ
ーム

ダッシュボード形式で財務の概要を確認しま •
す。
•
•
概要
•

•
ドラ
イバおよびト •
レンド・ベー
ス
•
•

収益と費用の値を生成する、管理者によ •
り定義されたドライバに値を入力しま
す。
ドライバによって計算された実績勘定科
目値を表示し、ニーズを満たしていない
場合はその値を上書きします。
様々なドライバ・トレンドを使用して、
計画値または予測値と履歴実績の間の差 •
異を評価します。
費用を手動で入力および調整することに
より、内部ドライバ・ベースのロジック
なしで個々の勘定科目レベルでのプラン
•
ニングを行います。
•

ローリング予測を使用して収益および費用を
計画します。これらのフォームは、
「ドライバ
およびトレンド・ベース」タブのフォームの
ロー
かわりに、またそれに加えて使用します。
リング予測
収益と費用の値を生成する、管理者によ
•
り定義されたドライバに値を入力しま
す。
ドライバによって計算された実績勘定科
•
目値を表示し、ニーズを満たしていない
場合はその値を上書きします。
様々なドライバ・トレンドを使用して、
•
計画値または予測値と履歴実績の間の差
異を評価します。
ローリング予測用にドライバ調整を行い
•
ます。
ローリング予測用にトレンド調整を行い
•
ます。

•

•

•
•
•
•

詳細情報

収益|費用 ダッシュボード
損益計算書 を使用した財務
ローリング の分析
予測
損益計算書
ローリング
予測
ドライバ・ ドライバおよび
ベースの収 トレンドの指定
益プランニ
ング|ドラ
イバ・ベー
スの費用プ
ランニング
ドライバ・
ベースの収
益|ドライ
バ・ベース
費用
収益トレン
ド|費用ト
レンド
トレンド・
ベース費用
プランニン
グ
ドライバ・ •
ベースの収
益プランニ
ング|ドラ
イバ・ベー •
スの費用プ
ランニング
ドライバ・
ベースの収
益|ドライ
バ・ベース
費用
トレンド・
ベース費用
ドライバ調
整
トレンド調
整
収益合計|
費用合計

ローリング
予測を使用
したプラン
ニング
ドライバお
よびトレン
ドの指定
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表 3-8 (続き) プランおよび予測の作成
タスク

説明
•

入力

直接 •

使用するフォ
ーム

ドライバによって導出されない勘定科目 •
値を入力および調整します。
ローリング予測値を手動で入力します。
•

損益計算書を表示します。

詳細情報

収益の入
•
力|費用の
入力
収益ローリ
ング予測の •
入力|費用
ローリング
予測の入力

ローリング
予測を使用
したプラン
ニング
費用および
収益の手動
入力

損益計算書、損 損益計算書の表
益計算書 - 貢献 示
利益

損益計算書

ドライバおよびトレンドの指定
「ドライバおよびトレンド・ベース」

で、標準予測のドライバおよびトレンドを指定

します。
「ローリング予測」
で、ローリング予測のドライバおよびトレンドを指定しま
す。予測手法のタブの「ドライバ・ベースの収益」および「ドライバ・ベース費用」に、ド
ライバに関連付けられた勘定科目の計算された値が表示されます。
財務で提供されているトレンドの詳細は、トレンドについてを参照してください。

1.

標準予測の場合: 「ドライバおよびトレンド・ベース」
、
「ドライバ・ベースの費
用プランニング」|「ドライバ・ベースの収益プランニング」の順にクリックします。ロ
ーリング予測の場合: 「ローリング予測」
、「ドライバ・ベースの費用プランニン
グ」|「ドライバ・ベースの収益プランニング」の順にクリックします。

2.

特定の製品ラインなどの視点ディメンションや営業経費などの費用タイプを選択してコ
ンテキストを指定し、

をクリックします。

3. 「トレンド」でタスクを実行します:

•

現在値、推定値または過去の値を使用して調整することにより値を設定するには、ト
レンドを選択し、
「増加/減少率」で各値の変更率を見積もります。たとえば、3%の残
業手当昇給を計画するには、「前年の実績平均に対する残業」を設定し、「増加/減少
率」に.0 3 を入力します。
ローリング予測の場合、トレンドはローリング予測範囲のすべての 年に適用されま
す。現在の期間が更新されると、フォームが更新されます。期間が追加または削除さ
れて、更新されたローリング予測範囲が反映されます。トレンドは常に、ローリング
予測範囲全体に対して計算されます。
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•

履歴データを参照せずに手動で値を設定するには、
「トレンドなし」を選択し、
「調整(+/-)」に値を入力します。

4. 「年合計」をダブルクリックして、推定値を計算します。
5.

ドライバにより計算された勘定科目の値を表示します:
a. 「ドライバ・ベース費用」|「ドライバ・ベースの収益」
、計算された年合計の順

にクリックして、年次、四半期または月次のドライバ導出値を表示します。そ
れらが十分でない、正確でない、または適切でない場合、任意の期間の値を上
書きできます。

b.

年やシナリオなどの視点ディメンションを選択してコンテキストを指定し、
をクリックします。

c. 「年合計の調整」を展開して、ドライバにより導出された値を変更する期間に

アクセスし、新しい値を入力します。

6.

ローリング予測の勘定科目またはドライバに対して計算された値を調整するには、
「ドライバの調整」をクリックし、「調整(+/-)」列に値を入力します。

7. 「費用」でローリング予測のトレンドの勘定科目に対して計算された値を調整する

には、「トレンドの調整」をクリックし、「調整(+/-)」列に値を入力します。

費用および収益の手動入力
その他の費用または収益、あるいはドライバにより計算されない費用または収益を入
力するには:

1.

、
「収益の入力」|「費用の入力」の順にクリックします。ローリング予測を
使用する場合は、
「収益ローリング予測の入力」|「費用ローリング予測の入力」を
クリックします。

2.

エンティティやシナリオなどの 視点ディメンションを選択してコンテキストを定
義し、

3.

をクリックします

費用項目または収益項目ごとに、月次または四半期の値を入力します。

4. 「年合計」をダブルクリックして、年合計を表示します。

プラン合計および予測の表示
プランニング手法に応じて、全体の計画および予測を確認します。フォームを選択し、
POV を指定します。
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表 3-9 プラン合計および予測の表示
プランニング手法

全体の計画および予測を表示するフォーム

ドライバ・ベースおよびトレンド・ベース

標準予測の場合: 「ドライバおよびトレンド・ベー
ス」
をクリックし、「費用合計 - 予測」|
「収益合計 - 予測」または「費用合計 - 計画」|「収
益合計 - 計画」をクリックします。
ローリング予測の場合: 「ローリング予測」

、
「費用合計」|「収益合計」の順にクリッ
クします。
手動入力
「直接入力」

をクリックし、次を行います。

標準予測の場合: 「費用合計 - 予測」|「収益合計 予測」または「費用合計 - 計画」|「収益合計 - 予
測」をクリックまたはタップします。
ローリング予測の場合: 「費用合計 - ローリング予
測」|「収益合計 - ローリング予測」をクリックま
たはタップします。

損益計算書の表示
「費用」
クします。

または「収益」

をクリックし、「損益計算書」

をクリッ

貸借対照表使用のプランニング
財務の貸借対照表
コンポーネントには、貸借対照表を使用した計画に役立ついくつか
のオプションが用意されています:
表 3-10 貸借対照表プランニング
タスク

概要

説明

使用するフォー
ム

ダッシュボード形式で貸借対照表の概要を確認
します。

•
•

貸借対照表
ローリング
予測

詳細情報
ダッシュボード
を使用した財務
の分析
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表 3-10 (続き) 貸借対照表プランニング
タスク

説明
•

ドラ •
イバおよびト
レンド・ベース
•
•
•

使用するフォー
ム

貸借対照表勘定科目の計算を促進するドラ •
イバを設定および調整します。
ドライバによって計算された実績勘定科目
値を表示し、必要に応じて値を上書きして資
産と負債を一致させます
•
貸借対照表勘定科目の計算を促進するトレ
ンドを設定および調整します。
ドライバによって計算されない勘定科目値 •
を入力および調整します
期間中の月次日数を変更します
•
•

ロー
リング予測

ローリング予測を使用して貸借対照表プランニ •
ングを実行します。これらのフォームは、「ドラ
イバおよびトレンド・ベース」タブのフォームの
かわりに、またそれに加えて使用します。
•
•
•
•

入力

直接

•

ドライバによって導出されない勘定科目値
を入力および調整します。
ローリング予測値を手動で入力します。

•
•

詳細情報

ドライバ・ベ 貸借対照表ドラ
ースの貸借 イバの指定
対照表プラ
ンニング
ドライバ・ベ
ースの貸借
対照表
トレンド・ベ
ースの貸借
対照表
貸借対照表
の入力
期間中の日
数
ドライバ・ベ •
ースの貸借
対照表プラ
ンニング
ドライバ・ベ •
ースの貸借
対照表
トレンド・ベ
ースの貸借
対照表
トレンド調
整

ローリング
予測を使用
したプラン
ニング
貸借対照表
ドライバの
指定

収益の入力| •
費用の入力
収益ローリ
ング予測の
入力|費用ロ •
ーリング予
測の入力

直接貸借対
照表の資産
および負債
の指定
ローリング
予測を使用
したプラン
ニング

ビデオ
目的
貸借対照表を使用したプランニングについて
学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での
貸借対照表およびキャッシュ・フローのプラン
ニングの実行.

貸借対照表ドライバの指定
貸借対照表ドライバを指定するには:
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1. 「ドライバおよびトレンド・ベース」

をクリックし、間接キャッシュ・フローの場
合は、「ドライバ・ベースの貸借対照表プランニング」をクリックします。直接キャッシ
ュ・フローの場合、「計算された貸借対照表」または「トレンド・ベース貸借対照表」を
クリックします。

ローリング予測の場合、「ローリング予測」
をクリックし、「ドライバ・ベースの
貸借対照表プランニング」または「トレンド・ベース貸借対照表」をクリックします。
2.

特定の製品ラインなどの視点ディメンションや営業経費などの費用タイプを選択してコ
ンテキストを指定し、

をクリックします。

3. 「トレンド」で仮定を設定し、
「増加/減少率」でその仮定を調整します。推定される年次

値は、指定した時間枠の値(例: 前年)に基づき、同じ月次/四半期パターンに従います。増
加または減少率の仮定を設定することにより、推定値に影響を与えることができます。た
とえば、インフレが原因で費用またはドライバが増加する可能性があると仮定するとしま
す。

4. 「年合計」をダブルクリックして、推定値を計算します。
5.

ドライバにより計算された勘定科目の値を表示します:
a. 「ドライバ・ベースの貸借対照表」
、
「計算された年合計」の順にクリックして、年次、

四半期または月次のドライバ導出値を表示します。それらが十分でない、正確でな
い、または適切でない場合、任意の期間の値を上書きできます。

b.

年やシナリオなどの視点ディメンションを選択してコンテキストを指定し、 をクリ
ックします。

c. 「年合計の調整」を展開して、ドライバにより導出された値を変更する期間にアクセ

スし、新しい値を入力します。

6.

ローリング予測のトレンドの勘定科目に対して計算された値を調整するには、「トレンド
の調整」をクリックし、「調整(+/-)」に値を入力します。

直接貸借対照表の資産および負債の指定
資産および負債を指定するには:

、「貸借対照表の入力」の順にクリックするか、ローリング予測を使
用する場合は「貸借対照表ローリング予測の入力」をクリックします。

1. 「直接入力」
2.

銀行預金、前払費用、売掛金など、資産の月次または四半期の値を入力します。

3.

未払費用、未払報酬、短期借入金、長期借入金、買掛金など、負債の月次または四半期の
値を入力します。

キャッシュ・フローおよび貸借対照表残高の使用について
財務は、プランと予測の貸借対照表を自動的に一致させます。負債および資本が資産を超え
ている場合、短期投資が使用されます。また、資産が負債および資本を超えている場合は、
短期借入金が使用されます。
「財務および投資の詳細」に、短期投資または短期借入金のキャ
ッシュ・フローに対する影響を入力する必要があります。
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プラン合計および予測の表示
プランニング手法に応じて、全体の計画および予測を確認します。フォームを選択し、
POV を指定します。
表 3-11 プラン合計および予測の表示
プランニング手法

全体の計画および予測を表示するフォーム

ドライバ・ベースおよびトレンド・ベース

標準予測の場合: 「ドライバおよびトレンド・
ベース」
をクリックし、「貸借対照表
- 計画」または「貸借対照表 - 予測」をクリッ
クします。
ローリング予測の場合: 「ローリング予測」

ます。

、
「詳細貸借対照表」の順にクリックし

手動入力
「直接入力」
ます。

をクリックし、次を行い

標準予測の場合: 「貸借対照表 - 計画」または
「貸借対照表 - 予測」をクリックまたはタップ
します。
ローリング予測の場合: 貸借対照表ローリング
予測をクリックします

キャッシュ・フロー使用のプランニング
ビデオ
目的
キャッシュ・フローを使用したプランニングに
ついて学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での
貸借対照表およびキャッシュ・フローのプラン
ニングの実行.

ドライバ・ベースの現金使用およびソースの仮定の指定
現金仮定を定義するには:

1.

、「キャッシュ・フロー使用プラン
標準予測の場合: 「ドライバ・ベース」
ニング」の順にクリックします。ローリング予測の場合: 「ローリング予測」
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す。
2.

、
「キャッシュ・フロー使用プランニング・ローリング予測」の順にクリックしま

必要に応じて、別の視点ディメンションを選択し、

をクリックします。

3. 「キャッシュ・フローの影響の仮定」で、収益勘定科目ごとに、30 日、60 日または 90 日

以内に受け取る支払率を指定します。

4.

費用勘定科目ごとに、30 日、60 日または 90 日以内に発生した借入金の返済や固定資産
の購入など、費用支払の割合を指定します。

5. 「キャッシュ・フロー直接プランニング」をクリックします。
6.

通貨、エンティティ 、シナリオ、バージョンおよび年を選択し、

をクリックします。

7. 「製品」または「サービス」を使用して、収益ソースを選択します。

表 3-12 ビデオ
目的

視聴するビデオ

直接法を使用したキャッシュ・フローのプランニ
ングについて学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud での直接
法を使用したキャッシュ・フローのプランニング

財務および投資の詳細の入力
間接キャッシュ・フローを使用して計画する場合は、直接入力を使用します。

ノート:
貸借対照表も使用する場合: プランと予測の貸借対照表が内部ロジックによって自
動的に一致します。負債および資本が資産を超えている場合、短期投資が使用され
ます。また、資産が負債および資本を超えている場合は、短期借入金が使用されま
す。財務および投資の詳細に、短期投資または短期借入金のキャッシュ・フローに
対する影響を入力する必要があります。

投資および財務を定義するには:

、「財務および投資」の順にクリックしますローリング予測を使用し
て計画する場合は、「財務および投資 - ローリング予測」をクリックします。

1. 「直接入力」

2.

視点を指定し、

をクリックします。

3.

アクティビティごとに 、月次または四半期の値を入力し、計算された年合計を表示しま
す。
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財務ルールの実行
次のルールを財務で実行できます。
•

実績の計算 - ドライバを計算し、選択期間の実績を集計します。

•

予測の準備 - 選択した実績期間を予測シナリオにコピーし、トレンドまたはドライ
バにより勘定科目を再計算して、予測を更新します。また、比較のために現在の予
測を前の予測バージョンにコピーします。

•

計画の準備 - 選択した年のトレンドおよびドライバを計算します。年が変わった
ら、このルールを使用して、新しい年計画を作成できます。または、複数年計画を
作成しており、トレンドおよびドライバ・ベースのデータを更新している場合、こ
れを使用できます。

ダッシュボードを使用した財務の分析
事前定義済のダッシュボードを使用すると、収益、費用、貸借対照表およびキャッシ
ュ・フローに関する全体的な財務を把握できます。ダッシュボード・チャートのメン
バーにドリルインすると、必要な詳細のレベルを参照できます。

1. 「収益」

シュ・フロー」

、「費用」

、「貸借対照表」

または「キャッ

をクリックします。

2.

まだ選択されていない場合、「概要」

をクリックします。

3.

たとえば、別のプロジェクトやエンティティを 選択する場合は、「視点」バーを使
用して、フォームに表示する様々なディメンション・メンバーを選択します。

4.

表示するダッシュボードのタイプに対応する水平タブをクリックしますローリン
グ予測範囲にわたって計画する場合は、ローリング予測ダッシュボードをクリック
します。

財務の分析
提供された対話型ダッシュボードを使用して、プラン、予測および実績を比較し、ビ
ジネス全体のレベルまたはエンティティ ・レベルの視点で、財務の動的な視覚的スナ
ップショットを取得します。ドリルダウンして、詳細な分析のための追加データにア
クセスできます。
分析フォームを使用して、様々な詳細プランおよび予測の情報やトレンド・ベース・
データを取得します。管理者は分析フォームをカスタマイズしたり、新規の分析フォ
ームを作成したりできます。Planning モジュールの管理を参照してください。
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分析のフォームおよびダッシュボードを表示するには、
「財務」
の順にクリックし、垂直タブを使用してデータを検索します。

、
「分析」

フォームおよび指示の確認
財務に関連する使用可能なフォームおよびダッシュボード全部を確認し、管理者から提供さ
れていればフォーム手順を確認できます。

「分析」

をクリックし、「フォーム」

をクリックします。

要員、プロジェクトおよび資本からのデータの確認
財務を要員、プロジェクトまたは資本 l と統合した場合は、ロール・アップされたデータのサ
マリーを確認します。

1. 「分析」

をクリックし、「フォーム」

をクリックします。

2. 「財務統合サマリー」
、「貸借対照表統合サマリー」または「直接法キャッシュ・フロー統

合サマリー」を選択します。

3. 「アクション」メニューから「ロール・アップ」を選択して、要員および資本のデータを

財務にプッシュします。

4.

要員、プロジェクトまたは資本からプッシュされたデータを確認します。
•

財務統合サマリー
–

要員の「要員詳細」列の給与データ。

–

プロジェクトの「プロジェクト詳細」列の費用および収益。

–

資本の資本詳細列の減価償却、償却およびその他の費用。

•

貸借対照表統合サマリー - 貸借対照表に影響を与える勘定科目は、資本またはプロジ
ェクトから財務にプッシュされます。

•

直接法キャッシュ・フロー統合サマリー - キャッシュ・フローに影響を与える勘定科
目は、資本またはプロジェクトから財務にプッシュされます。
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要員の操作
次も参照:
•

タスクの概要

•

ユーザー変数の設定

•

報酬費用の管理

•

非報酬費用の管理

•

Strategic Workforce Planning

•

デモグラフィクスの管理

•

要員費用の分析

•

プロジェクト稼働率の分析

タスクの概要
要員で実行するタスクを確認します。一般に、タスクの実行は次の順序で行います:
1.

2.

プランおよび予測を作成または更新する前に、ビジネス・ルール「デフォルトの同期」と
「報酬の計算」を実行します。
これらのビジネス・ルールにアクセスするには、「報酬プランニング」、「従業員の管理」、
「既存の従業員」の順に選択します。
ユーザー変数を設定します。
ユーザー変数の設定を参照してください。

3.

4.

要員仮定およびデフォルトを確認または入力します。管理者が初期仮定を設定した可能
性があります。
「報酬プランニング」を使用し、「仮定」および「デフォルト」を使用します。
要員詳細を更新します。
次の表を参照してください。

5. 「報酬の計算」ビジネス・ルールを再度実行して、値を再計算します。
6.

ダッシュボードおよび分析を確認します。

7.

データ・マップを使用して、データをレポートします。

ノート:
管理者が有効にした機能によっては、この項で説明するすべての 機能が表示されな
いことがあります。
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ノート:
13 期間アプリケーションで、月のラベルが付けられているアーティファクト
の場合、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを使用して定義された
期間を表します。

開始するには、

をクリックし、コンポーネントを選択します。

表 4-1 要員のタスク
タスク

実行するタスク
•
•
•
•
•
•
•

詳細情報

報酬データの概要の表示 報酬費用の管理
新規採用および既存の従
業員の管理
従業員詳細の管理
従業員をエンティティ 間
で異動する
要員仮定(日当たりの作業
時間数など)の設定
「給与等級」での給与基準
(年次など)および給与レ
ートの設定
給与、追加所得、福利厚生
および税金のデフォルト
の設定

•
•

非報酬費用の合計の表示
非報酬費用の入力または
更新

非報酬費用の管理

•

ジョブ別の人数ターゲッ
トの設定
年別減員率の設定
年別戦略人数ドライバの
設定
ジョブ別の年次戦略人数
ドライバ・レートの設定

Strategic Workforce Planning

デモグラフィクス別人数
サマリーの表示
デモグラフィクス別要員
費用の表示
従業員またはジョブへの
デモグラフィクスの割当
て

デモグラフィクスの管理

•
•
•
•
•
•
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表 4-1 (続き) 要員のタスク
タスク

実行するタスク
•
•
•
•

詳細情報

人数および FTE (常勤換
要員費用の分析
算)のダッシュボード・サ
マリーの表示
一定期間にわたる報酬ト
レンドの分析
スキル・セット別の人数お
よび費用の表示
採用に対する既存従業員
別の、稼働率およびスタッ
フ配属の概要の表示

要員をプロジェクトと統合し プロジェクト稼働率の分析
た場合は、次の情報を表示する
ダッシュボードおよびフォー
ムを確認します:
稼働率およびスタッフ配
•
属概要。
プロジェクト全体におけ
•
る FTE 要件。
•
プロジェクト別 FTE 要
件。
従業員稼働率。必要に応
•
じて、従業員をプロジェク
トに再割当てすることも
できます。
従業員の割当て。
•

ビデオ
視聴するビデオ

目的
要員でのデータ入力について学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud の要員で
のプランニング・データの入力.

ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
1.

ホームページで「ツール」、
「ユーザー・プリファレンス」
、
「ユーザー変数」の順にクリッ
クします。

2.

次のユーザー変数を設定します:
•

エンティティ

•

シナリオ

•

バージョン

•

レポート通貨

•

年

財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定します:
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• 「費用勘定科目」変数では、OFS_Total Expenses などの、フォームに表示す
る勘定科目を含む親勘定科目を選択します。
• 「費用ドライバ」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択しま
す。
• 「予算の改訂」が有効になっている場合は、
「勘定科目グループ」変数を設定し
ます。
「勘定科目グループ」ユーザー変数は、「現在の承認済予算」や「現在の純予
算」などの「予算の改訂」のフォームに表示される一連の勘定科目をフィルタ
します。たとえば、ニーズに応じて、費用、収益、負債、資産勘定科目または
すべての 勘定科目タイプの合計を選択できます。
財務では、「予算の改訂」を使用している場合は、
「表示」の「日付フォーマット」
を「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ホームページで「ツール」、
「ユー
ザー・プリファレンス」をクリックして、
「表示」をクリックします。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプショ
ンで定義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー
変数の値はフォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォル
ト値を設定する必要がありません。

報酬費用の管理
従業員関連情報を更新する前に、現在の費用トレンドおよび要約を確認する場合は、
「報酬」、「概要」の順にクリックまたはタップします。

採用要請の管理
採用要請があると、誰かが採用されてその要請を充足するまで、プレースホルダー費
用が要員予算に追加されます。従業員が採用されて採用要請を充足すると、プレース
ホルダー採用要請費用が採用された従業員に転送されて関連付けられます。
採用要請機能は、次の要員機能が有効になっている場合に使用可能になります:
• 「粒度」タイプが「従業員」または「従業員とジョブ」
• 「要員管理」の下の「新規採用」オプション
要員要請が使用可能な従業員数を超えた場合、
「新規採用」機能を使用して次の操作を
実行できます:
•

従業員により充足される採用要請の追加

•

採用要請のステータスの変更

•

採用要請と従業員との関連付け

•

採用要請の削除

•

最終的な報酬費用の計算

要員では、最初に 100 件の空白の新規従業員採用要請が提供され、これを使用して、
後から必要に応じて追加できます。採用要請を追加するには、
「アクション」から「報
酬プランニング」、「従業員の管理」、「採用要請の追加」の順に使用します。(他の採用
要請オプションにも同じ順序を使用してください。)
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従業員の採用により採用要請を充足するとき、採用要請をその従業員に関連付けます。照合
済 FTE の値は、採用要請 FTE の値と等しくなります。つまり、採用要請の FTE と人数が減
らされ、関連する従業員に割り当てられます。
採用要請を従業員に関連付けるには:
1.

必要に応じて採用要請を追加します。
採用要請の追加を参照してください。

2.

従業員を採用要請と関連付けます。
このアクションによって 、FTE/人数が既存の関連従業員に転送されます。新規の採用要
請プロパティ「照合済 FTE」および「照合済人数」が移入されます。従業員の採用を参
照してください。

3.

採用要請の使用可能な FTE が既存の関連従業員に割り当てられた後は、その採用要請は
要員報酬費用に計上されなくなるため、削除してもかまいません 。

採用要請の追加
要員要請が使用可能な従業員数を超えた場合、従業員により充足される採用要請を追加でき
ます。複数の要請を同時に作成して、FTE、従業員タイプ、期間および給与を設定できます。
概要は、採用要請の管理を参照してください。

ノート:
このトピックは、
「従業員」および「従業員とジョブ」の粒度オプションにのみ適用
されます。

採用要請を追加するには:
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「新規採用」の順にクリックします。
2. 「アクション」をクリックし、
「採用要請の追加」をクリックします。
3. 「要請詳細」で、次の側面を設定し、
「次」をクリックします。

•

追加する要請の数

•

それぞれの FTE の値

•

従業員タイプ(たとえば、「常勤」、「契約社員」または「臨時」)

4. 「カレンダ情報」で、要請の費用を費用計算に含める場合に設定する「開始年」および「開

始月」を選択し、「次」をクリックします。
13 期間アプリケーションでは、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを使用して
定義された期間を表します。

従業員の終了日を把握している場合、オプションで、
「終了年」および「終了月」を選択
します。終了期間の指定は、臨時従業員に対して特に便利です。そうすることで、「退職
プラン」ルールを使用して退職を計画する必要がなくなります。要員費用の計算は、開始
日に開始して終了日に終了します。終了期間オプションを使用する場合、終了年と終了月
を両方選択する必要があることに注意してください。
5. 「ジョブと給与オプション」で、次のオプションを選択します。

•

要請の対象となるジョブ
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•

要請の対象となる組合コード

•

要請の給与を設定するためのオプション:
–

給与のデフォルト: 「報酬プランニング」の「デフォルト」タブで設定す
る給与のデフォルトに基づいて給与を設定するよう選択します。

–

給与基準とレート: 給与レート(6000 など)と給与基準(月次など)を直接入
力するよう選択します。

–

給与等級: 給与等級を選択することで給与を設定するよう選択します。管
理者が給与等級をインポートし、ユーザーは「報酬プランニング」、「仮
定」、「給与等級」の順に選択して新規採用のデフォルトを設定します。
給与オプションを選択しない場合、給与のデフォルトが使用されます。
「給
与基準とレート」または「給与等級」を選択すると、給与のデフォルト割
当てはすべてオーバーライドされます 。

6. 「起動」をクリックします。

追加所得、福利厚生、税金、人数などは、指定した時間範囲において指定した要請
を対象に計算されます。

必要に応じて、追加した採用要請の給与レート、給与基準、給与等級または終了期間
を後から変更できます。採用要請の更新を参照してください。雇用予定者(TBH)が採
用された従業員に関連付けられた後で給与を更新するには、従業員報酬の更新を参照
してください。

採用要請の更新
採用要請を追加した後、そのステータスの説明、給与または期間を更新できます。要
請を削除することもできます。

ノート:
要請を削除するには、次のステップ 1 に従い、「アクション」ギア、「採用要
請の削除」の順にクリックします。要請が削除されると、関連付けられた
FTE/人数および報酬費用は、計算に含まれなくなります。

採用要請を更新するには:
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「新規採用」の順にクリックします。
2.

更新する要請を選択します。

3. 「アクション」ギア、
「要請の変更」の順にクリックします。
4. 「要請の変更」で、適用するオプションを選択し、
「次」をクリックします。

•

ステータス - 要請に対して参照用の説明を設定するよう選択します(
「新規」、
「アクティブ 」
、「承認済」、「未承認」、「保留」または「クローズ済」)。

•

給与 - 要請の給与の基準、レートまたは等級を更新するよう選択します。ステ
ップ 5 に進みます。

•

カレンダの拡張 - 要請の終了日を変更するよう選択します。要請の要員費用
の計算は、要請の開始日に開始して終了日に終了します。ステップ 6 に進みま
す。
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•
5.

6.

カレンダの縮小 - ステップ 7 に進みます。

要請に関連付けられた給与を更新するには:
a.

更新の有効日を設定するために「年」および「期間: 自」を選択します。

b.

給与を設定するためのオプションを選択します。
•

給与のデフォルト - 「報酬プランニング」の「デフォルト」タブで設定する給与
のデフォルトに基づいて給与を設定するよう選択します。

•

給与基準とレート - 給与レート(6000 など)と給与基準(月次など)を直接入力する
よう選択します。

•

給与等級 - 給与等級を選択することで給与を設定するよう選択します。管理者が
給与等級をインポートし、ユーザーは「報酬プランニング」、
「仮定」、
「給与等級」
の順に選択して新規採用のデフォルトを設定します。
給与オプションを選択しない場合、給与のデフォルトが使用されます。
「給与基準
とレート」または「給与等級」を選択すると、給与のデフォルト割当てはすべて
オーバーライドされます。

要請の期間を拡張するには:
a.

プロパティのコピー元で、要請プロパティを拡張範囲にコピーする基準として使用す
る月を選択します。このオプションにより、
「FTE」、
「ステータス」、
「従業員タイプ」、
「支払タイプ」などの側面を拡張範囲に繰り越すことができます。

b. 「終了年」および「終了月」を選択します。

終了月と終了年を指定することで、「退職プラン」ルールを使用して退職を計画する
必要がなくなります。終了年と終了月を両方選択する必要があることに注意してく
ださい。

7.

要請の期間を縮小するには、「終了年」および「終了月」を選択します。
終了年と終了月を両方選択する必要があります。

8. 「起動」をクリックします。

追加所得、福利厚生、税金、人数などは、指定した時間範囲において指定した要請を対象
に計算されます。

従業員報酬の更新
アプリケーションの粒度に応じて、「従業員の詳細」で、「給与」、パフォーマンス評価、
「FTE」、「従業員タイプ」、
「組合コード」および「デモグラフィクス」などの情報を更新でき
ます。

ヒント:
また、複数の既存の従業員のデータを迅速に更新および処理することもできます。
複数の従業員およびジョブの詳細の更新を参照してください。

従業員報酬を表示および更新するには:
1. 「報酬プランニング」
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、「従業員の詳細」

の順にクリックします。
2.

従業員の給与を更新するには、POV から従業員を選択し、次のようにします。
a. 「アクション」ギア、既存の詳細の変更の順にクリックします。
b. 「従業員の変更」から、
「給与」を選択し、「次」をクリックします。
c.

更新した給与の有効日として「年」および「期間: 自」を選択します。

d. 「給与オプション」から、次を選択します。

•

給与のデフォルト: 「報酬プランニング」の「デフォルト」タブで設定す
る給与のデフォルトに基づいて給与を設定するよう選択します。

•

給与基準とレート: 給与レート(6000 など)と給与基準(月次など)を直接入
力するよう選択します。

•

給与等級: 給与等級を選択することで給与を設定するよう選択します。管
理者が給与等級をインポートし、ユーザーは「報酬プランニング」、「仮
定」、「給与等級」の順に選択して新規採用のデフォルトを設定します。
給与オプションを選択しない場合、給与のデフォルトが使用されます。
「給
与基準とレート」または「給与等級」を選択すると、給与のデフォルト割
当てはすべてオーバーライドされます 。

e. 「起動」をクリックします。

従業員の給与は、指定した時間範囲の間に計算されます。

複数の従業員およびジョブの詳細の更新
複数の既存の従業員またはジョブのデータを迅速に更新および処理し、更新したデー
タを要員で処理するには、「一括更新」フォームを使用できます。
これらのフォームを使用すると、データがロードされた後に情報を迅速に確認および
編集できます。各フォームは、最適な処理効率を実現するために設計されており、変
更されたデータのみを処理する Groovy ルールに関連付けられています。どのフォー
ムを使用するかは、更新対象のデータの種類によって決まります。
既存のプロパティを変更したり、新しいレコードを追加してから、構成されたデフォ
ルトの割当てを適用できます。既存のプロパティを変更したり、新しいレコードを追
加してから、デフォルトの割当ておよびレートを上書きできます。給与を変更した後、
福利厚生、追加所得および税金に対して構成されたデフォルトの割当てを再適用でき
ます。デフォルトの割当てを上書きしてから、構成されたデフォルトを適用できます。
ビデオ
目的
従業員およびジョブ情報を更新してから更新
したデータを処理する方法について学習しま
す。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での従業員
およびジョブの一括更新の実行
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チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的

方法の学習

この 45 分のチュートリアルでは、複数の既存の従
業員またはジョブのデータを更新および処理し、
更新したデータを「一括更新」フォームを使用し
て要員で処理する方法を示します。

従業員およびジョブの一括更新の実行

既存の従業員、ジョブおよびエンティティのデフォルトを 迅速に変更するには:
1. 「報酬プランニング」

、「一括更新」

の順にクリックします。
2.

状況に最も適したフォームを選択します。

ノート:
各粒度オプション(「従業員」、
「ジョブ」または「従業員とジョブ」
)は、次のフォ
ームおよび Groovy ルールをサポートしています。ただし、従業員モデルは従業
員の更新のみをサポートしており、ジョブ・モデルはジョブの更新のみをサポ
ートしています。

表 4-2 一括更新の実行用のフォーム
目的
•

•
•

従業員またはジョブ・ドラ
イバの詳細に基づいて、福
利厚生、税金および追加所
得に関する更新済のエンテ
ィティのデフォルトを割り
当てます
従業員のプロパティ、ジョ
ブのプロパティまたは給与
関連の情報を更新します
福利厚生と税金ウィザード
内のコンポーネントの定義
に基づいて給与以外のコン
ポーネントを計算します

使用するフォーム/タブ

保存時に実行される Groovy
ルール

データの処理およびデフォルト 増分的なデータの処理とデフォ
ルトの同期
の同期
このフォームを更新する場合:
•
•

更新は、年範囲内の将来の
期間すべてにコピーされま
す。
福利厚生と税金ウィザード
内のコンポーネント定義お
よびレートとともにエンテ
ィティ・デフォルトを適用
します。
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表 4-2 (続き) 一括更新の実行用のフォーム
目的
•
•
•

•

•
•

•

•
•

既存の福利厚生、税金また
は追加所得を更新、追加ま
たは削除します
従業員のプロパティまたは
ジョブのプロパティを更新
します
福利厚生と税金ウィザード
内のコンポーネントの定義
に基づいて給与以外のコン
ポーネントを計算します

使用するフォーム/タブ

保存時に実行される Groovy
ルール

更新されたデータの処理
このフォームを更新する場合:

増分的なデータの処理と定義の
同期

•
•

更新は、年範囲内の将来の
期間すべてにコピーされま
す。
報酬は、フォームに入力さ
れたレートに基づいて計算
されます。

増分的なデフォルトの同期
更新されたエンティティの デフォルトの同期
デフォルトを適用する従業 このフォーム上の POV 内で選
員またはジョブについて、 択した年および月の給与の詳細
「処理」オプションを「は を更新する場合:
い」に変更することにより、 •
更新は、年範囲内の将来の
従業員またはジョブ・ドラ
期間すべてにコピーされま
イバの詳細に基づいて福利
す。
厚生、税金および追加所得
•
変更した給与に基づいてエ
に関する更新済のエンティ
ンティティのデフォルトが
ティのデフォルトを割り当
再適用および再計算されま
てます
す。
従業員の給与、基準および
レートを変更します
福利厚生と税金ウィザード
内のコンポーネントの定義
に基づいて給与以外のコン
ポーネントを計算します
従業員またはジョブについ
て、「処理」オプションを
「はい」に変更することによ
り、福利厚生、税金および
追加所得に関するコンポー
ネント情報(レート変更、支
払頻度または最大値タイプ
など)全体にわたって変更
を適用します
既存の福利厚生、税金また
は追加所得を更新、追加ま
たは削除します
福利厚生と税金ウィザード
に用意されているコンポー
ネントの定義に基づいて給
与以外のコンポーネントを
計算します

増分的な定義の同期
定義の同期
所得、福利厚生または税金およ
び対応するオプションと層の割
当てを変更する場合:
•
•

更新は、年範囲内の将来の
期間すべてにコピーされま
す。
福利厚生と税金ウィザード
内のコンポーネント定義お
よびレートに基づいて報酬
が再計算されます。

一括更新フォームについてのノート:
•

従業員の詳細に新しい月が表示されている場合でも、元の月の費用に関する計
算が存続するため、開始月を将来の月に変更しないことをお薦めします。

• 「データの処理およびデフォルトの同期」および更新済データの処理フォーム:
「メンバーの選択」リストを使用してフォームに別の「従業員/ジョブ」行を追
加する前に、POV に少なくとも 1 つの従業員/ジョブ交差が存在する必要があ
ります。
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従業員のステータスの変更
従業員のステータスを変更するには:
1. 「報酬プランニング」
、
「従業員の管理」
、「既存の従業員」の順にクリックします。
2.

行で従業員を選択し、「アクション」ギアから、既存の詳細の変更をクリックします。

3. 「従業員の変更」から、
「ステータス」を選択します。
4.

5.

新規ステータスを含む、該当する情報を選択します。
•

アクティブ - 従業員の要員費用が要員の計算に完全に含まれます。

•

疾病傷害 - 指定した期間、従業員の要員費用が計算されません。

•

休職 - 指定した期間、従業員の要員費用が計算されません。

•

産休 - 仮定に設定された部分的な支払係数に従って、従業員の要員費用が計算されま
す。部分的な支払係数によって従業員の給与に適用される支払パーセンテージが設
定されます。仮定にこのパーセンテージを設定するには、
「報酬プランニング」、「仮
定」の順にクリックします。

•

サバティカル - 指定した期間、従業員の要員費用が計算されません。

ステータスの年、月および期間(月数)を選択します。コメントを追加することもできま
す。

従業員の採用
従業員を採用する場合、その従業員を既存の採用要請に関連付けます。
従業員を採用する場合、従業員をメンバーとして従業員ディメンションに追加します。次に、
その従業員を採用要請(TBH)に関連付けます。これにより、その FTE と人数がアプリケーシ
ョンに割り当てられます。(採用要請の詳細は、採用要請の管理を参照してください)。新規従
業員を採用要請と照合した後は、
「既存の従業員」フォームで従業員の要員情報を管理しま
す。
新規採用した従業員を採用要請に関連付けるには:
1. 「報酬」
、「従業員の管理」、「新規採用」の順にクリックします。
2.

新規採用と関連付ける採用要請を含む行をクリックし、「アクション」、「従業員の関連付
け」の順にクリックします。
新しい従業員の報酬費用が合計に追加され、採用要請の人数および報酬費用がクリアされ
ます。

従業員の退職のプランニング
従業員の辞職や雇用終了の際、従業員に関連付けられている報酬費用が退職月以降計算に含
まれないようにするには、「退職プラン」を使用します。
従業員の退職を計画するには:
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリックします。
2.

従業員を選択します。
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3. 「アクション」
、「退職プラン」の順にクリックします。
4.

該当する日付および情報を選択します。
たとえば、月、年、従業員の退職理由を選択し、オプションでコメントを追加しま
す。

5. 「起動」をクリックします。

退職月からは、従業員の要員費用は計算に含められません。

従業員の異動
従業員の異動を行うと、報酬費用が計算される対象の部門(またはエンティティ )が変更
されます。マネージャは、次のいずれかのプロセスを使用して従業員の異動を行いま
す:
•

1 ステップの異動 - ソース・エンティティとターゲット・エンティティの 両方を所
有する場合(つまり、ソース・エンティティとターゲット ・エンティティへのアク
セス権限がある場合)は、「異動」ルールを使用します。

•

2 ステップの異動 - ソース・エンティティとターゲット・エンティティ 両方へのア
クセス権限がない場合は、「転出」ルールおよび「転入」ルールを使用します。2
ステップの異動では、セキュリティが高くなります。たとえば、B 部署エンティテ
ィへのアクセス権限がなければ、A 部署のマネージャは B 部署のメンバー・データ
を表示できません。受入れ側の部署で従業員が転入される同じ月に、その従業員を
転出する必要があります。

4-12

第4章

報酬費用の管理

ノート:
•

従業員が転出された後、ソースでは転出月以降その従業員のデータの大部分が
クリアされます。
「適用可能な組合コード」、
「従業員タイプ」、
「支払タイプ」お
よび「ステータス」はそのまま残りますが、
「ステータス」は「転出」として表
示されます。従業員がターゲットに異動されたとき、ステータスがそのターゲ
ットで「アクティブ 」になり、当該従業員の給与がターゲットで計算されます。

•

1 ステップまたは 2 ステップの異動で、カスタム・ディメンション、エンティ
ティおよびジョブ全体で従業員を異動できます。従業員を 1 つのソースから別
のソースに異動するときに、ターゲット・ディメンションおよび異動月を選択
します。1 つ以上のターゲット・ディメンションがソースと 異なっている必要が
あります。そうでない場合、異動は失敗します。
「基本詳細」を使用してコア・
ディメンションを選択します。
「追加の詳細」をクリックしてカスタム・ディメ
ンションを選択します。同じことがジョブのみのモデルの異動人数にも適用さ
れます。

•

ソースの異動年に、FTE および人数など、従業員プロパティの大部分が異動月
以降クリアされます。
「適用可能な組合コード」
、「従業員タイプ」、「支払タイ
プ」および「ステータス」はそのまま残りますが、
「ステータス」は「転出」と
して表示されます。

•

従業員異動月が異動の年の功績月よりも後の場合、功績レートはソースからコ
ピーされます。ターゲット・エンティティの 後続の年については、ターゲット・
レートに基づいて功績レートが計算されます。従業員がアクティブでない 場
合、推奨功績レートは移入されません。従業員異動月が功績月よりも前の場合、
功績レートはターゲットからコピーされます。

• 「FTE 仮定」および「人数仮定」勘定科目を使用して値が計算されますが、これ
はレポート目的には使用できません。仮定、異動、退職などに基づいて正確な
値を反映するように、すべてのレポートの 必要性にあわせて「合計 FTE」およ
び「合計人数」勘定科目階層を使用します。
2 つのステップの従業員異動プロセスを使用するには:
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリックします。
2. 「アクション」ギアをクリックし、
「転出」をクリックします。

転出を行うと、従業員の名前が「保留中の異動の確認」フォームに表示されます。
3.

従業員をターゲットの部署に転入するには、「保留中の異動の確認」で従業員を選択し、
「アクション」、「転入」の順に選択します。

ヒント:
プランの承認前に保留中の異動を確認することをお薦めします。
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ジョブの管理
アプリケーションが「ジョブ」粒度オプションに基づいている場合、「ジョブの追加」
ルールを使用して、ジョブおよび給与の変更ルールを追加し、ジョブの給与を変更で
きます。変更は、指定した期間と月から有効になります。

ヒント:
フォームでジョブ・データを更新した場合、費用を再計算するために、
「アク
ション」ギアをクリックし、
「ジョブ報酬の計算」ルールを実行します。たと
えば、ジョブのステータスを変更した場合、そのジョブの FTE を確認してか
ら、「ジョブ報酬の計算」を実行します。

ジョブの追加
アプリケーションが「ジョブ」粒度オプションに基づいている場合、ジョブを追加し、
プロパティを設定できます。
ジョブを追加するには:
1. 「報酬プランニング」
、「ジョブの管理」の順にクリックします。
2.

POV を指定します。

3. 「アクション」ギアをクリックし、
「ジョブの追加」を選択します。
4. 「ジョブの詳細」で、次のようにします。

• 「ジョブ」で、メンバー・セレクタをクリックし、位置を選択します。
• 「FTE」で常勤換算を入力します。
•

ジョブの「常勤」、「契約社員」および「臨時」の人数を入力します。

• 「次」をクリックします。
5. 「カレンダ情報」で、ジョブの「開始年」および「開始月」を選択し、
「次」をクリ

ックします。

6. 「支払タイプ」
、「スキル・セット」および「給与オプション」で、次のオプション

を選択します。
•

支払タイプ - 「控除」または「非控除」など

•

スキル・セット - Java または管理など

•

給与オプション:
–

給与のデフォルト: 給与のデフォルトに基づいて給与を設定する場合に選
択し、「起動」をクリックします。
給与のデフォルトは、
「報酬プランニング」の「デフォルト」タブで設定し
ます。

–

給与基準とレート: このオプションを選択し、
「次」をクリックし、「給与
レート」(6000 など)を直接入力し、
「給与基準」(
「月次」など)を選択しま
す。次に、「起動」をクリックします。
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–

給与等級: 給与等級を選択することで給与を設定するよう選択し、
「次」をクリッ
クし、等級を選択します。次に、「起動」をクリックします。
「給与等級」を選択すると、デフォルトの割当てがバイパスされ、かわりに、特定
のレベル 0 のエンティティ ・メンバーまたは会社仮定エンティティ ・メンバーの
給与等級基準およびレートが使用されます。給与等級は、
「報酬プランニング」の
「仮定」タブで設定します。

ジョブが正常に追加されたことを示すメッセージが表示されます。ジョブの費用は、指定し
た開始月および年から開始して計算されます。

ノート:
ジョブはジョブ・ディメンションのメンバーであるため 、要員インタフェースを介
してジョブを削除することはできません。かわりに、管理者がディメンション・エ
ディタを使用してジョブ・メンバーを削除できます。または、既存のジョブの目的
を再設定することもできます。

ジョブの給与の変更
アプリケーションが「ジョブ」粒度オプションに基づいている場合、給与の変更ルールを使
用して、ジョブの給与を変更し、変更が有効になる期間と年を指定できます。
ジョブの給与を変更するには:
1. 「報酬」
、「ジョブの管理」の順に選択します。
2.

POV を指定し、変更するジョブをクリックします。

3. 「アクション」ギア、給与の変更の順にクリックします。
4. 「給与オプション」で、次のようにします。

• 「年」メンバー・セレクタから、変更に対して有効な年を選択します。
• 「期間: 自」メンバー・セレクタから、変更に対して有効な月または期間を選択しま
す。
• 「給与オプション」から、給与の設定方法を選択します。
–

給与のデフォルト: 給与のデフォルトに基づいて給与を設定し、
「起動」をクリッ
クします。

–

給与基準とレート: このオプションを選択し、
「次」をクリックし、
「給与レート」
(6000 など)を直接入力し、「給与基準」(
「月次」など)を選択します。次に、「起
動」をクリックします。

–

給与等級: 給与等級を選択することで給与を設定するよう選択し、
「次」をクリッ
クし、等級を選択します。次に、「起動」をクリックします。
「給与等級」を選択すると、デフォルトの割当てがバイパスされ、かわりに、特定
のレベル 0 のエンティティ ・メンバーまたは会社仮定エンティティ ・メンバーの
給与等級基準およびレートが使用されます。
給与等級は、「報酬プランニング」の「仮定」タブで設定します。

ジョブの給与が正常に変更されたことを示すメッセージが表示されます。ジョブの費用は、
指定した開始月および年から開始して計算されます。
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功績レートのプランニング
功績レートの増加は給与計算に加算されます。次の方法を使用して従業員の功績レー
トをプランニングできます:
•

従業員のパフォーマンス評価(「期待を満たす」、「期待を超える」、「功績なし」な
ど)に基づきます。(管理者はパフォーマンス評価を作成またはインポートできま
す。)

•

デフォルト功績メンバーのエンティティ 別にデフォルトのパーセンテージ評価を
設定します。従業員のパフォーマンス評価が設定されていない場合(パフォーマン
ス評価は「従業員の詳細」フォームで設定および表示できます)またはより汎用的
なレベルで功績レートをプランニングする場合は、エンティティ 別功績昇給のデフ
ォルト・パーセント・レートを設定できます。年の功績昇給はその念の基本給計算
に含まれ、後続の年の基本給に繰り越されます。
この方法は、管理者がまだパフォーマンス情報を持ってない場合、たとえば将来の
年の功績昇給をプランニングする場合に特に役立ちます。功績レートがエンティ
ティ間で同じ場合にプランニングを簡単にするには、ルール「功績レートのコピ
ー」を使用して、功績レートをあるエンティティから 別のエンティティにコピーす
ることもできます。

功績レートを設定するには:

をクリックします。

1.

2. 「仮定」
、「功績レート」の順にクリックします。
3. 「視点」リンクから、
「シナリオ」、
「バージョン」および「エンティティ 」を選択し

ます。

4.

優先する方法を使用して功績レートを設定します:
•

パフォーマンス評価行で、功績パーセント・レートを入力します。

•

パフォーマンス評価が設定されていない場合は、デフォルト功績行に功績パー
セント・レートを入力します。この値は、パフォーマンス評価が空白の場合に
のみ給与計算で使用されます。
オプション: あるエンティティから 別のエンティティに 功績レートをコピーす
るには、
「アクション」メニューからルール「功績レートのコピー」を実行し
ます。ルールのプロンプトで、功績レートをコピーする親または子エンティテ
ィ・メンバーと、レートのコピー先のターゲット・レベル 0 メンバーを選択し
ます。ソース親メンバーを選択すると、功績レートを簡単にプッシュできま
す。功績レートを別のエンティティにコピーした 後でも、「功績レート」フォ
ームでレートを上書きできます。
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ノート:
功績レートは、パフォーマンス評価とデフォルト功績メンバーのどちらに基
づくかにかかわらず、レベル 0 のエンティティ ・レベルで設定する必要が
あります。管理者が企業の「仮定」(エンティティなし )メンバーで功績レー
トを入力した場合、レートは「エンティティ 合計」の特定のレベル 0 の子
メンバーにコピーまたは追加されるまで有効になりません。個々のエンテ
ィティ所有者は、ルール「功績レートのコピー」を使用でき、必要に応じて
レートを変更できます。
5. 「アクション」
、「報酬の定義の同期」の順にクリックします。

このルールを実行すると、従業員の功績昇給の結果として変更される可能性のある税しき
い値が再計算されます。

報酬費用の計算
要員でデータを更新するたびに、費用を再計算するために「報酬の計算」ルールを実行する
必要があります。「アクション」、「報酬の計算」の順にクリックします。

ノート:
ビジネス・ルールの実行時に無効なデータに関するエラー・メッセージが表示され
た場合、ルールのエラー・メッセージのトラブルシューティングを参照してくださ
い。

デフォルトの同期
エンティティのデフォルトが 追加されたとき、または既存のデフォルトが変更されたときは、
「デフォルトの同期」ビジネス・ルールを実行する必要があります。デフォルトの同期ルール
を実行すると、更新された構成情報がプッシュされ、更新された情報に基づいてフォームの
計算が行われます。
「デフォルトの同期」を実行するには、「アクション」、「ビジネス・ルール」、「デフォルトの
同期」の順にクリックまたはタップします。右クリック・メニューを使用して「デフォルト
の同期」を起動した場合は、選択されている従業員とジョブの組合せに対してこれを使用す
る必要があります。
対象にあわせて次のようにビジネス・ルールを実行します:
•

1 名のみの場合は、その人物の名前を含む行をハイライト表示してからビジネス・ルール
を実行します。

•

複数の人物の場合、または実行時プロンプトを使用してディメンションを選択する場合
は、空の行をハイライト表示してからビジネス・ルールを実行します。
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ノート:
既存の給与等級、福利厚生、税金または追加所得が更新された場合、更新さ
れた定義を従業員およびジョブにプッシュするには、コンポーネント定義の
同期ビジネス・ルールを実行します。このビジネス・ルールは、エンティテ
ィのデフォルトを更新しません。

ノート:
新しいデータのインポートが完了したら、ビジネス・ルール「ロードされた
データの処理」を実行して、データをプランニング年範囲の必要な期間にコ
ピーします。このビジネス・ルールを実行すると、代替変数&CurYr および
&CurMnth からの情報がコピーされます。

ヒント:
複数の既存の従業員またはジョブのデータを迅速に更新および処理するに
は、
「一括更新」フォームを使用できます。各フォームは、変更されたデータ
のみを処理する Groovy ルールに関連付けられています。複数の従業員およ
びジョブの詳細の更新を参照してください。

ノート:
ビジネス・ルールの実行時に無効なデータに関するエラー・メッセージが表
示された場合、ルールのエラー・メッセージのトラブルシューティングを参
照してください。

ルールのエラー・メッセージのトラブルシューティング
データを操作しやすくするために、要員では様々な場所でスマート・リスト・ドロッ
プダウン・リストが使用されています。プロパティ「メンバーから作成」で定義され
たスマート・リストでは、スマート・リストの数値 ID ではなくテキスト・データ(メン
バー名)が使用されます。アプリケーション内のスマート・リストに誤って数値データ
が含まれている場合や、データが欠落している場合は、「ロードされたデータの処理」
や「デフォルトの同期」などの事前定義済ビジネス・ルールを実行すると、エラー・
メッセージが表示されます。
不適切なスマート・リスト値を見つけて修正するには:
1. 「報酬プランニング」
、「デフォルト」の順にクリックします。
2. 「給与」
、
「追加所得」、「福利厚生」および「税金」の各タブで、エンティティのデ

フォルトを確認します。

4-18

第4章

非報酬費用の管理
従業員のプロパティおよび報酬に関連する無効なデータ(テキスト・データではなく数値
データ)がないか確認します。
3.

従業員とジョブの組合せに無効なスマート・リスト値がないことを確認するには、
「検証」
タブ

タブをクリックします。

スマート・リストに数値データが存在する場合、管理者が、その従業員とジョブの組合せ
のデータをリロードするか、欠落しているメンバーを階層に追加することにより、このエ
ラーを修正できます。その後、スマート・リスト・ドロップダウン・リストからそのメン
バーを選択できます。あるいは、ニーズに合う別のスマート・リスト値を選択することも
可能です。

非報酬費用の管理
「その他費用」

を使用して、非報酬費用(研修や出張費用など)を管理します。

•

費用のサマリーを表示するには、「サマリー」をクリックします。

•

非報酬費用を追加または更新するには、「非報酬費用」をクリックします。

Strategic Workforce Planning
Strategic Workforce Planning は、組織の長期的な戦略に基づいて適切なスキル・セットと
人数を確保するのに役立ちます。多くの場合、戦略プランニングは人事部門により推進され、
通常は 2 年から 10 年先を見越して次のような要因について検討します。
•

定年を含む、減員率

•

特定のスキル・セットおよび人数を必要とする新規製品ラインまたはテクノロジ

•

定着にフォーカスする必要のある最もクリティカルなジョブ役割

Strategic Workforce Planning で、戦略が適切な要員によってサポートされるようにし、企
業の長期的戦略を実行計画に転換します。将来的な要員のトレンドとギャップについて定期
的かつ積極的に予見する方法が提供されます。

将来の要員要件を分析するには、
入力します。

をクリックします。次に、予見される要員要件を

•

戦略的人数プランニング: 常勤人数と退職人数などの将来の人数ターゲットを設定しま
す。

•

戦略人数減員率: 各ジョブのターゲット減員率を設定します。

•

戦略人数ドライバ: 戦略人数の需要を計画するための人数ドライバを入力します。

•

戦略人数ドライバ・レート: 戦略人数の需要を計画するための人数ドライバ・レートを入
力します。
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デモグラフィクスの管理
デモグラフィクスには、「民族」、「性別」、「宗教」、「退役軍人ステータス」、「最終学
歴」、「年齢層」など、各個人に固有の従業員属性の説明が示されます。デモグラフィ
クスを分析すると、次のことに役立ちます:
•

採用における公平性の保証

•

高齢労働者の退職に伴う人材ギャップの是正

•

将来のプロジェクトに必要な従業員数およびスキル・セットの調査

たとえば、新規従業員の属性を設定する目的で、デモグラフィクスを表示および更新
するには、「デモグラフィクス」をクリックします。次に:
•

デモグラフィクス別人数のグラフィック・サマリーを表示するには、「人数概要」
をクリックします。

•

デモグラフィクス別要員費用のグラフィック・サマリーを表示するには、「要員費
用概要」をクリックします。

•

従業員およびジョブ別のデモグラフィクスを設定するには、「従業員デモグラフィ
クス」をクリックします。
ダッシュボードで正しい計算を確認するには、「従業員別デモグラフィクス」フォ
ームで、任意のデモグラフィクス・メンバー(未指定のデモグラフィクス・メンバ
ーを含む)を選択できます。ただし、
「<demographic_member_name>なし」メンバ
ー(例: 「最終学歴なし」、「年齢層なし」、「性別なし」など)は選択しないでくださ
い。

ノート:
組織がどのデモグラフィクスを追跡するかは、管理者が設定します。

要員費用の分析
要員では、人数、報酬、トレンド、スキル・セットなどの概要を把握できるように、
事前定義済のダッシュボードが提供されています。ダッシュボードから、リンクをク
リックまたはタップすることにより、詳細データにドリルできます。また、様々な方
法で what-if 分析を実行することもできます。たとえば、グリッド内の値を変更する
と、チャートにその即時影響が表示されます。

分析ダッシュボードにアクセスするには、要員で「分析」
直タブに表示されたデータを検索します。

をクリックし、垂
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プロジェクト稼働率の分析
要員とプロジェクトとの間の統合を有効にした場合は、プロジェクトの稼働率分析

コンポーネントにより、要員メトリックを把握できる事前定義済のダッシュボー
ドおよびフォームが提供されます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
プロジェクトの従業員稼働率の分析について学習
します。

1.

Oracle Enterprise Planning Cloud での従業員稼働
率の分析

プロジェクト稼働率を確認するには、ホームページから「要員」、
「分析」、
「プロジェクト
稼働率」タブの順にクリックします。

2. 「アクション」メニューから、
「集約」をクリックします。
3.

水平タブをクリックして、次の情報を表示するダッシュボードを確認します:
•

稼働率およびスタッフ配属概要。

•

プロジェクト全体における FTE 要件。

•

従業員稼働率。必要に応じて、従業員をプロジェクトに再割当てすることもできま
す。

•

プロジェクト別 FTE 要件。

•

従業員稼働率。

•

従業員の割当て。
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プロジェクトの操作
次も参照:
•

タスクの概要

•

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合

•

ユーザー変数の設定

•

プロジェクトの追加およびプロジェクト詳細の入力

•

プロジェクト仮定の入力

•

費用のプランニング

•

収益のプランニング

•

プロジェクトの資産計上

•

プロジェクト・ルールの実行

•

プロジェクトでのローリング予測の使用

•

予測データの準備

•

ダッシュボードを使用したプロジェクト財務の分析

•

プロジェクト・パフォーマンスの分析

タスクの概要
プロジェクトで実行するタスクを確認します。一般に、プロジェクトの計画は次の順序で行
います:
1.

ユーザー変数を設定しますユーザー変数の設定。

2.

プロジェクトの詳細を入力します。プロジェクトの追加およびプロジェクト詳細の入力
を参照してください。

3.

管理者により設定されたプロジェクト標準レート仮定を確認または入力します。プロジ
ェクト仮定の入力を参照してください。

4.

プロジェクトの費用および収益を管理します(費用および収益に対するドライバ・ベース
の仮定の設定を含む)。費用のプランニングおよび収益のプランニングを参照してくださ
い。

5.

オプション:
•

資本プロジェクトの場合、プロジェクトが資本と統合されていれば、プロジェクトの
資産計上を計画できます。プロジェクトの資産計上を参照してください。

•

契約プロジェクトの場合、収益認識の履行義務およびパーセンテージを定義し、収益
認識の What-If 分析を実行します。収益認識義務詳細の定義を参照してください。

•

ローリング予測範囲にわたってプロジェクトを分析します。プロジェクトでのロー
リング予測の使用を参照してください。
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6.

ダッシュボードおよび分析を確認します。ダッシュボードを使用したプロジェク
ト財務の分析およびプロジェクト・パフォーマンスの分析を参照してください。

ノート:
管理者が有効にした機能によっては、この項に示すすべての 機能が表示され
ないことがあります。

ノート:
13 期間アプリケーションで、月のラベルが付けられているアーティファクト
の場合、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを使用して定義された
期間を表します。

開始するには、「プロジェクト」
す:

をクリックし、コンポーネントを選択しま

表 5-1 プロジェクトのタスク
タスク

実行するタスク
•

リー

プロジェクト・サマ
•
•

詳細情報

プロジェクトの「概要」ダ •
ッシュボードおよび「差
異」ダッシュボードを確認
します。
•
新規のプロジェクトを追
加し、プロジェクト詳細を
入力します。
•
プロジェクト・レート仮定
「標準レート」
(
、
「諸経費」、
「労働日数および労働時間
数」および「割引率」を含
む)を確認します。

ダッシュボードを使用し
たプロジェクト財務の分
析
プロジェクトの追加およ
びプロジェクト詳細の入
力
プロジェクト仮定の入力
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表 5-1 (続き) プロジェクトのタスク
タスク

実行するタスク

費用

ベスト・プラクティスのドライ •
バ・ベース・モデルを使用し •
て、組込みの計算を使用する
か、費用を直接入力するかし
て、プロジェクト費用を計画し
ます。労務(レートドリブン費
用を含む)、設備(資産クラスに
基づくレートを含む)および材
料(標準材料コストに基づくレ
ートを含む)などの費用を計画
できます。
•
•
•
•
•

収益

詳細情報
プロジェクト仮定の入力
費用のプランニング

ダッシュボードでプロジ
ェクト総費用を確認しま
す。
ドライバ・ベース費用仮定
を設定します。
費用を直接入力し、プロジ
ェクト・ベネフィットを計
画します。
プロジェクト費用の詳細
を確認します。
プロジェクト・レート仮定
「標準レート」
(
、
「諸経費」、
「労働日数および労働時間
数」および「割引率」を含
む)を確認します。

契約プロジェクトの場合のみ、 •
プロジェクト収益を計画しま •
す。組込み分析ツールを使用 •
して、プロジェクトのパフォー
マンスを分析します。
ダッシュボードで契約プ
•
ロジェクトの総収益を確
認します。
ドライバ・ベースの収益仮
•
定を設定します。
収益を直接入力します。
•
収益認識の履行義務およ
•
びパーセンテージを定義
し、収益認識の What-If 分
析を実行します。
•
NPV、ROI、EVM などの
メトリックを使用して、プ
ロジェクトの差異および
パフォーマンスを追跡す
ることにより、プロジェク
ト収益の詳細を確認およ
び分析します。
プロジェクト・レート仮定
•
「標準レート」
(
、
「諸経費」、
「労働日数および労働時間
数」および「割引率」を含
む)を確認します。

プロジェクト仮定の入力
収益のプランニング
収益認識義務詳細の定義
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表 5-1 (続き) プロジェクトのタスク
タスク

実行するタスク
•
分析
•

•

詳細情報

差異、キャッシュ・フロー •
および収益性を表示する
組込みの計算およびダッ •
シュボードを使用して、プ
ロジェクトを分析します。
ROI、NPV、FTE などの組
込み KPI 計算を確認しま
す。プロジェクト総費用
およびキャッシュ・フロー
を確認します。
事前定義済のフォームの
リストを確認します。

プロジェクト・パフォーマ
ンスの分析
フォームおよび指示の確
認

ビデオ
目的
プロジェクトでのデータ入力について学習し
ます。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud のプ
ロジェクトでのプランニング・データの入力.

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の
統合
EPM Planning プロジェクト・モジュール(プロジェクト)と Oracle Fusion Cloud
Project Management (プロジェクト管理)を統合して、組織のプランニングおよび予算
作成を行い、プロジェクトを実行できます。EPM Planning プロジェクトを使用して、
新しいプロジェクトを開発し、プロジェクト予算を作成し、戦略的企業プランを開発
します。プロジェクト管理を使用して、承認済プロジェクトの実行およびコスト回収
を行います。実績コストは、EPM Planning プロジェクトを使用して、予算分析、予測
および再プランニングに含められます。

統合された EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管
理の操作タスクの概要
EPM Planning プロジェクトをプロジェクト管理と統合している場合は、通常、次のワ
ークフローを使用してプロジェクト・プランニングを実行します:
1.

ユーザー変数を設定しますユーザー変数の設定。

2.

プロジェクトを作成し、プロジェクト詳細を入力します。プロジェクトの追加およ
びプロジェクト詳細の入力を参照してください。
EPM Planning プロジェクトをプロジェクト管理と統合した場合は、プロジェクト
名、説明および日付を入力した後、プロジェクト名に関連付けられるプロジェクト
番号を入力し、プロジェクトに関連付けるプロジェクト管理テンプレートを選択し
ます。
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EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理を統合した場合、最初にプロジェクトを
追加する際は、
「プロジェクト・ステータス」は「新規」で、
「プロジェクト統合ステータ
ス」は統合ステータスなしになります。
3.

管理者により設定されたプロジェクト標準レート仮定を確認または入力します。プロジ
ェクト仮定の入力を参照してください。

4.

プロジェクト費用を管理します(費用のドライバ・ベースの仮定の設定を含む)。費用のプ
ランニングを参照してください。費用の入力が完了したら、「アクション」メニューから
「費用の計算」を選択します。

5. 「プロジェクト詳細」フォーム上のプロジェクトを承認します。
「プロジェクト・サマリ

ー」、プロジェクト・タイプに対応する垂直タブ、
「プロジェクト詳細」の順にクリックし
ます。プロジェクトを選択し、
「アクション」メニューから「プロジェクトの承認」を選
択します。または、ホームページで「ルール」をクリックし、「プロジェクトの承認」を
起動します。
プロジェクトの「プロジェクト統合ステータス」が初期になっていることに注意してくだ
さい。
プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートするには、
「プ
ロジェクト・ステータス」が「承認済」、および「プロジェクト統合ステータス」が初期
(承認済だがまだプロジェクト管理にプッシュされていない)または「準備完了」(承認済で
すでにプロジェクト管理にプッシュされており、プロジェクト管理への後続のプッシュの
準備ができている(予算変更の場合など))である必要があります。

ヒント:
統合ステータスが「エラー」の場合は、
「プロジェクト詳細」フォームの「アク
ション」メニューから「プロジェクト統合エラー・ステータスの変更」ルール
を実行して、統合ステータスを「エラー」から初期または「準備完了」のいず
れかに変更します。このルールは、統合の前の統合でエラー・ステータスにな
った場合に使用して、プロジェクトで後続の統合を準備できるようにします。
6.

プロジェクトの準備ができて承認されたら、プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロ
ジェクト管理にエクスポートします。管理者が統合をどのように設定しているかによっ
て、このタスクの実行には 2 つの方法があります:
•

管理者がこのタスクを実行するようにジョブを設定している場合があります。

•

管理者がこのタスクを実行するジョブを設定していない場合、データ統合の統合を使
用して、プロジェクトおよび予算をエクスポートできます。EPM Planning プロジェ
クトからプロジェクト管理へのプロジェクト・データおよび予算のエクスポートを参
照してください。

ノート:
データ統合の統合を使用してプロジェクトおよび予算をエクスポートする
場合、エクスポートの前にデータベースをリフレッシュします。
7.

プロジェクト管理でプロジェクトを管理します。プロジェクトの実績の準備ができたら、
プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトに実績データをインポートします。
管理者が統合をどのように設定しているかによって 、このタスクの実行には 2 つの方法が
あります:
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•

管理者がこのタスクを実行するようにジョブを設定している場合があります。

•

管理者がこのタスクを実行するジョブを設定していない場合、データ統合の統
合を使用して、実績をインポートできます。プロジェクト管理から EPM
Planning プロジェクトへの実績データのインポートを参照してください。

ノート:
データ統合の統合を使用して実績をインポートする場合、インポート
の後に「プロジェクトのロール・アップ」ルールを実行します。
8. 「費用の確認と調整」(OPF_Adjust Project Expenses)フォームを使用して、インポ

ートされたデータを確認し、予算全体を調整します。ホームページで「プロジェク
ト」、「費用」、「プロジェクト費用の確認」の順にクリックします。「費用の確認と
調整」が選択されていない場合はクリックします。
データ統合の統合を使用する場合、フォームに変更を加える前に、「インポート済
プロジェクトの計算」ルールを実行して、更新された情報を確認します。管理者が
実績をインポートするジョブを使用している場合、このルールは自動的に実行され
ます。

ヒント:
フォームで「インポート済プロジェクトの計算」を実行すると(フォーム
で「アクション」、「ビジネス・ルール」、「インポート済プロジェクトの
計算」の順にクリックします)、現在のプロジェクトの値が計算されます。
すべてのプロジェクトに 対してルールを実行するには、
「ルール」カード
のルールを実行します。ホームページで「インポート済プロジェクトの
計算」
、「起動」の順にクリックします。
フォームには、プロジェクト管理からインポートされたデータと EPM Planning プ
ロジェクトの予算データの両方が表示されます。
予算と実績を比較する差異分析を実行することもできます。ホームページで「プロ
ジェクト」
、「プロジェクト・サマリー」、プロジェクト・タイプの順にクリックし
ます。次に、「間接プロジェクト差異」または「資本プロジェクト差異」をクリッ
クします。
9.

予算が変更された場合は、
「プロジェクト詳細」フォームでプロジェクトを再度承
認します。「プロジェクト・サマリー」、プロジェクト・タイプに対応する垂直タ
ブ、
「プロジェクト詳細」の順にクリックします。プロジェクトを選択し、
「アクシ
ョン」メニューから「プロジェクトの承認」を選択します。

10. プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートして、プ

ロジェクト・プランニング・サイクルの必要に応じて、プロジェクト管理から実績
を繰り返しインポートします。
プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートするた
びに、プロジェクト管理に新しい予算バージョンが表示されます。

プロジェクト管理での作業の詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装
の Enterprise Performance Management とプロジェクト管理の連携方法を参照してく
ださい。
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EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理へのプロジ
ェクト・データおよび予算のエクスポート
プロジェクトを作成し、プロジェクト費用を入力し、プロジェクト予算の準備ができて EPM
Planning プロジェクトで承認されたら、データ統合の統合を実行してプロジェクトおよびプ
ロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートします。このタスクは継続的に実行でき
ます。
または、管理者がこのタスクを実行するようにジョブを設定している場合があります。
EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理にエクスポートすると、プロジェクト管理
のプロジェクトが更新されるか、新しいプロジェクト管理のプロジェクトが作成されます。
前提条件
プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートするには、
「プロジ
ェクト・ステータス」が「承認済」、および「プロジェクト統合ステータス」が初期(承認済だ
がまだプロジェクト管理にプッシュされていない)または「準備完了」(承認済ですでにプロジ
ェクト管理にプッシュされており、プロジェクト管理への後続のプッシュの準備ができてい
る(予算変更の場合など))である必要があります。
また、統合を実行する前にデータベースをリフレッシュします。
プロジェクトおよびプロジェクト予算をエクスポートするには:
1.

ホームページで、
「アプリケーション」、「データ交換」の順にクリックします。

2. 「データ統合」で、プロジェクトのエクスポートを選択して、
「実行」

す。オプションを指定して、「実行」をクリックします。

をクリックしま

ノート:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合は、プロジェクトのエクスポー
トで使用できる統合が複数あり、それぞれの先頭には別の名前が付いています。
実装に必要な統合を実行します。
オプション:
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - 置換

•

開始期間 - 開始期間を選択します

•

終了期間 - 終了期間を選択します

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
プロジェクト統合ステータスは、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の間で
同期されます。
この統合が完了するまで待ってから次に進みます。
3. 「データ統合」で、
「プロジェクト予算のエクスポート」を選択して、「実行」

クします。オプションを指定し、「実行」をクリックします。

をクリッ
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ノート:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合は、
「プロジェクト予算の
エクスポート」で使用できる統合が複数あり、それぞれの先頭には別の
名前が付いています。実装に必要な統合を実行します。
オプション:
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - 置換

•

開始期間 - 開始期間を選択します

•

終了期間 - 終了期間を選択します

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
4.

プロジェクト管理でデータを確認します。予算バージョンの名前は EPM-DateTimestamp です。

EPM Planning プロジェクトでプロジェクトおよびプロジェクト予算を追加または更
新する場合は、必要に応じてこれらのステップを繰り返します。

プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトへの実
績データのインポート
プロジェクト管理で実績の準備ができたら、データ統合の統合を実行して EPM
Planning プロジェクトに実績データをインポートします。このタスクは継続的に実行
できます。
または、管理者がこのタスクを実行するようにジョブを設定している場合があります。
データは OEP_Actuals にインポートされます。
1.

ホームページで、「アプリケーション」、「データ交換」の順にクリックします。

2. 「データ統合」で、プロジェクト実績のインポートを選択して、
「実行」 をクリッ

クします。オプションを指定し、「実行」をクリックします。

ノート:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合は、プロジェクト実績の
インポートで使用できる統合が複数あり、それぞれの先頭には別の名前
が付いています。実装に必要な統合を実行します。
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - マージ

•

開始期間 - 開始期間を選択します

•

終了期間 - 終了期間を選択します

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
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3. 「プロジェクトのロール・アップ」ルールを実行します。

プロジェクト管理で使用できる新しい実績がある場合は、必要に応じてこれらのステップを
繰り返します。

ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
1.

ホームページで「ツール」、
「ユーザー・プリファレンス」、
「ユーザー変数」の順にクリッ
クします。

2.

次のユーザー変数を設定します:
•

エンティティ

•

シナリオ

•

バージョン

•

レポート通貨

•

年

財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定します:
• 「費用勘定科目」変数では、OFS_Total Expenses などの、フォームに表示する勘定
科目を含む親勘定科目を選択します。
• 「費用ドライバ」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択します。
• 「予算の改訂」が有効になっている場合は、「勘定科目グループ」変数を設定します。
「勘定科目グループ」ユーザー変数は、
「現在の承認済予算」や「現在の純予算」など
の「予算の改訂」のフォームに表示される一連の勘定科目をフィルタします。たとえ
ば、ニーズに応じて、費用、収益、負債、資産勘定科目またはすべての 勘定科目タイ
プの合計を選択できます。
財務では、「予算の改訂」を使用している場合は、「表示」の「日付フォーマット」を
「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ホームページで「ツール」、「ユーザー・プ
リファレンス」をクリックして、「表示」をクリックします。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプションで定
義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー変数の値はフ
ォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォルト値を設定する必要
がありません。

プロジェクトの追加およびプロジェクト詳細の入力
プロジェクト仮定を定義した後、プロジェクトを追加し、プロジェクト詳細を入力します。
一部のプロジェクト属性は事前定義されていますが、
「プロジェクトの詳細」でこれらの属性
を変更できます。次のいずれかのプロジェクト・タイプを選択できます:
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表 5-2 プロジェクト・タイプ
プロジェクト・タイプ

契約プロジェクト

説明
収益生成のプロジェクトを管理します。収益
生成の方法が異なる 3 つのタイプのプロジェ
クトが含まれます:
•
実費清算プロジェクト(労務、設備、材料
を含む)
固定価格プロジェクト
•
コスト加算プロジェクト
•
契約プロジェクトのみが、収益を計画できるプ
ロジェクトです。
費用ドリブン内部プロジェクト(IT やメンテナ
ンスなど)を管理します。

間接プロジェクト
資産を計上できるようにして、資産に関連する
プロジェクトを管理します。
資本プロジェクト

プロジェクトの追加
新規プロジェクトを追加するには:

1. 「プロジェクト・サマリー」
2.

をクリックします。

追加するプロジェクトのタイプに対応する垂直タブ(
「契約」、「間接」または「資
本」)を選択し、「プロジェクト詳細」をクリックします。
表示されるのは、有効になっているプロジェクト・タイプに対応するタブのみで
す。

3. 「アクション」メニューで、
「プロジェクトの追加」を選択します。
4.

プロジェクトの名前、説明、開始日および終了日を入力します。

5.

管理者が EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合を有効にしてい
る場合は、プロジェクト番号を入力し、プロジェクトに関連付けるプロジェクト管
理テンプレートを選択します。プロジェクト番号は 25 文字以下にする必要があ
ります。このプロジェクト番号は後で変更しないでください。

6.

プロジェクトの詳細を追加します。プロジェクトの詳細は、プロジェクト・タイプ
によって異なります。
契約プロジェクトの場合、プロジェクト・タイプ(実費清算、固定価格、コスト加
算)を指定する必要もあります。契約プロジェクトで収益が有効になっている場合
は、次の情報も指定します:
•

収益認識 - 収益がいつ認識されるか:
– 「月次」
、「四半期ごと」または「半期ごと」
–

完了後
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•

–

請求時 - この手法を選択した場合、
「収益義務詳細」フォームで収益認識の期間と
年も指定する必要があります。収益認識義務詳細の定義を参照してください。

–

履行義務 - 契約の実際の完了に基づく完了比率手法に基づいて収益を認識できま
す。義務履行詳細と、トランザクション価格を決定する%配賦を定義することで、
認識済収益をシミュレートできます。この手法を使用すると、契約プロジェクト
の US GAAP ASC 606 および IFRS 15 要件をシミュレートできます。この手法
を選択した場合、
「収益義務詳細」フォームで、履行義務詳細、収益認識パーセン
テージ、および収益認識の期間と年を指定します。収益認識義務詳細の定義を参
照してください。

収益キャッシュ・フロー発生 - 収益キャッシュ・フローの認識方法。

ノート:
プロジェクトの設定で「上書きレート」が「はい」に設定されている場合、プラン
ナは、収益ドライバおよび費用ドライバの設定時に(管理者が設定した)グローバル
標準レートを上書きできます。
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
方法の学習

目的
この 30 分のチュートリアルでは、間接プロジェク
トを追加し、標準のレートおよび作業時間の仮定
を定義する方法を示します。

間接プロジェクトの追加

プロジェクト仮定の入力
プランナは、ドライバ・ベースのプランニングで費用および収益の仮定を設定します。
管理者により設定された標準レートの確認
収益および費用プランニングを開始する前に、管理者により設定された標準レート仮定を確

認します。
「費用」
します。

または「収益」

をクリックし、
「仮定」

をクリック

標準レートには、労務レート、材料レート、設備レート、月の日数、日の時間数などがあり
ます。

費用のプランニング
プロジェクトの「費用」
かのオプションを提供します:

コンポーネントは、プロジェクト費用の計画に役立ついくつ
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表 5-3 プロジェクト費用のプランニング
タスク

説明

詳細情報

ダッシュボード形式でプロジ
ェクト費用を確認します。

ダッシュボードを使用したプ
ロジェクト財務の分析

概要
費用仮定を設定することによ 費用ドライバの入力
り、ドライバ・ベースの費用プ
ランニングを実行します。
ドライバ・ベース
•
•
直接入力

スプレッドシート形式で 費用の直接入力およびプロジ
費用を直接入力します。 ェクト・ベネフィットの計画
プロジェクト・ベネフィッ (内部プロジェクトのみ)
トを計画します。

プロジェクトの総費用をグリ
ッド形式で確認します。

プロジェクト総費用の確認

プロジェクト費用
プロジェクト財務を促進する プロジェクト仮定の入力
グローバル・レート仮定を確認
します。
仮定

費用ドライバの入力
費用仮定を使用してドライバ・ベースのプランニングを行う場合、費用の計算は、組
込み式を使用して、グローバル・レートおよび入力した費用ドライバを使用して行わ
れます。たとえば、プロジェクトの労務仮定(ジョブ分類、レート、開始日、終了日な
ど)を入力した場合、プロジェクトの労務コスト合計は、ジョブ分類および開始日と終
了日当たりのレートを使用して自動的に計算されます。
ドライバ・ベースの費用プランニングを使用するには、管理者が入力した既存のレー
トを確認してから、費用仮定を追加および変更します。
1. 「費用」

をクリックします。

2. 「ドライバ・ベース」
3.

をクリックします。

入力する費用仮定に対応する水平タブを選択し、
「視点」からメンバーを選択して、
ドライバの詳細を確認または更新します。
•

労務 - ジョブまたはジョブ・コードごとに労務仮定の詳細(開始日、終了日、
FTE、場所など)を入力します。

•

設備 - 設備のタイプごとに、開始日、終了日および単位を入力します。

•

材料 - 材料のタイプごとに、キャッシュ・フロー発生を入力します。費用の支
払期間を設定します。選択した値は、プロジェクトのキャッシュ・アウトフロ
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ーに影響を与えます。オプションは、「2 か月前」、「1 か月前」、「今月」、「翌月」、「2
か月後」、「3 か月後」、「4 か月後」です。
•

その他 - 追加のリソースおよびキャッシュ・フロー発生または他のカスタム仮定をそ
れぞれに対して入力します。

4.

プロジェクトの設定で「上書きレート」が「はい」に設定されている場合、プロジェクト
のグローバル・レートが間違っていれば、新しいレートを入力します。

5.

費用仮定を追加または削除するには、「アクション」メニューから「ライン・アイテムの
追加」または「ライン・アイテムの削除」を選択します。

6.

費用仮定の入力が完了したら、
「アクション」メニューから「費用の計算」を選択します。

ノート:
プロジェクトが要員と統合されている場合、費用の計算によって稼働率などの
データが要員にプッシュされます。次に要員で、
「アクション」メニューから
「集約」を選択する必要もあります。
プロジェクトが財務と統合されている場合、費用勘定科目がマップされていれ
ば、費用の計算およびプロジェクトのロール・アップによってデータが財務に
プッシュされます。
費用の直接入力
プロジェクト費用は直接入力できます。費用を直接入力する場合、ドライバ・ベースの計算
は使用されません。
プロジェクト日付を変更する場合や、プロジェクトをインポートする場合、費用を直接入力
する前に、「プロジェクト詳細」フォームで、「アクション」メニューから「プロジェクト日
付のリフレッシュ」をクリックします。
1. 「費用」

をクリックします。

2. 「直接入力」

をクリックします。

3. 「視点」からプロジェクトを選択し、費用タイプを選択して、各行で費用詳細を入力しま

す。

ヒント:
セルの値をコピーしてカーソルをドラッグすると、1 行のすべてのセルに 入力で
きます。
年合計レベルで入力した場合、値は自動的に下位レベルに均等に分散されます。
4. 「アクション」メニューから、
「ライン・アイテムの追加」または「ライン・アイテムの削

除」を選択できます。

5.

費用の入力が完了したら、
「アクション」メニューから「費用の計算」を選択します。
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プロジェクト・ベネフィットの計画(内部プロジェクトのみ)
費用のプランニングだけでなく、資本プロジェクトと間接プロジェクトの両方につい
てプロジェクト・ベネフィットの追跡を計画することもできます。プロジェクト・ベ
ネフィットをプランニングすることで、財務ベネフィットを数値化することができ、
プロジェクトのニーズの正当化に役立ちます。たとえば、新しい Web サイトを設定す
る場合、プロジェクトから得られる可能性がある財務ベネフィットを追跡できます。
たとえば、Web サイトのリードから徐々に収益が上がることがあります。または、Web
サイトで問合せを扱うと、コール・センターの費用を節約することができます。ある
いは、新しいビデオ会議施設によって出張費用を節約できるようになることがありま
す。
プロジェクトの非財務ベネフィットをプランニングすることもできます。これは、プ
ロジェクトを正当化し、プロジェクトの成功を判断するために役立ちます。たとえば、
新しい Web サイトによって顧客満足指数が改善することや、プロジェクトへの投資に
よってユーザー・ベースが次第に増加することがあります。ベネフィットを数値化し
て、様々なプロジェクト勘定科目にマッピングできます。
1. 「費用」

をクリックします。

2. 「直接入力」

をクリックします。

3. 「プロジェクト財務ベネフィット」を選択して、選択した勘定科目の財務ベネフィ

ットを入力します。ベネフィットに関する仮定を入力し、ベネフィット金額を入力
します。
ベネフィット金額は、プロジェクトを正当化するために ROI およびその他の KPI
計算で使用されます。財務ベネフィットは収益勘定科目または費用勘定科目にマ
ップできます。この定義に基づいて、金額が個々の財務勘定科目に割り当てられま
す。

4. 「プロジェクト非財務ベネフィット」を選択し、非財務ベネフィットを選択します。

ベネフィットに関する仮定を入力し、値を入力します。

非財務ベネフィットは、財務ベネフィットに加えてプロジェクトを正当化するため
の追加測定可能ターゲットを設定する際に役立ちます。これらは KPI の計算で使
用されませんが、ベネフィットを測定するために追跡が可能です。たとえば、マー
ケティング・キャンペーン・プロジェクトに基づいて一定レベルまで拡大するユー
ザー・ベースを設定する場合、ここでターゲット値を設定します。
また、プロジェクトの正当化に役立つ可能性のある、数値で追跡されない追加の質
的プロジェクト・ベネフィットを取得することもできます。たとえば、Web サイ
トのデザインの改善により顧客のユーザー・エクスペリエンスが 向上することに気
が付く場合があります。
ルールは保存すると実行され、指定した財務ベネフィットに基づいて KPI が計算され
ます。非財務ベネフィットは計算には使用されないため、これは非財務ベネフィット
には適用されません。
プロジェクト総費用の確認
プロジェクト費用の全体的なサマリーは、スプレッドシート形式で確認できます。値
はドライバ・ベースの費用から導出されるか、直接入力によって指定します。
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1. 「費用」

をクリックします。

2. 「プロジェクト費用」

をクリックします。

3. 「視点」から様々なメンバーを選択することにより、確認するプロジェクトまたは他のメ

ンバーを変更します。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
方法の学習

目的
このチュートリアルでは、ドライバ・ベース仮定
および直接入力費用を使用してプロジェクト費用
を計画する方法を示します。
このチュートリアルでは、財務および非財務プロ
ジェクト・ベネフィットを識別および入力する方
法を示します。

プロジェクト費用のプランニング
財務および非財務プロジェクト・ベネフ
ィットの追加

収益のプランニング
プロジェクトの「収益」
コンポーネントは、プロジェクト収益の計画に役立ついくつ
かのオプションを提供します(契約プロジェクトのみ):
表 5-4 プロジェクト収益のプランニング
タスク

説明

詳細情報

ダッシュボード形式でプロジェ
クト収益を確認します。

ダッシュボードを使用したプロ
ジェクト財務の分析

概要

ドライバ・ベース

収益仮定を設定することにより、 収益ドライバの入力および収益
ドライバ・ベースの収益プランニ 認識義務詳細の定義
ングを実行します。収益認識の
履行義務およびパーセンテージ
を定義し、収益認識の What-If 分
析を実行します。
スプレッドシート形式で収益を
直接入力します。

収益の直接入力

直接入力

5-15

第5章

収益のプランニング

表 5-4 (続き) プロジェクト収益のプランニング
タスク

説明

詳細情報

プロジェクト、プロジェクト収益 プロジェクト総収益の確認
性およびプロジェクト・キャッシ
ュ・フローの総収益をグリッド形
式で確認します。

分析

プロジェクト財務を促進するグ プロジェクト仮定の入力
ローバル・レート仮定を確認しま
す。
仮定

収益ドライバの入力
収益仮定を使用してドライバ・ベースのプランニングを行う場合、収益の計算は、組
込み式を使用して、入力した収益ドライバを使用して行われます。たとえば、契約プ
ロジェクトの労務または設備の仮定を設定し、収益の認識方法を指定できます。
ドライバ・ベースの収益プランニングを使用するには、管理者が入力した既存のレー
トを確認してから、自分自身の仮定を追加および変更します。

1. 「収益」

をクリックします。

2. 「ドライバ・ベース」
3.

をクリックします。

入力する収益仮定に対応する水平タブを選択し、仮定の詳細を入力します。
•

労務 - 労務の収益仮定(請求レートなど)を入力します。

•

材料 - 材料の収益仮定(ユニット当たりの請求レートなど)を入力します。

•

設備 - 設備の収益仮定(請求レートなど)を入力します。

•

その他 - その他の収益仮定を設定します。

•

コスト加算 - コスト加算プロジェクトで得られるマージンを設定します。マ
ージン%は、「費用合計」またはより詳細なレベルで設定できます。

•

収益認識 What If - プロジェクトの収益認識期間を設定し、What-If 分析を実行
します。収益認識義務詳細の定義を参照してください。

4.

プロジェクトの設定で「標準労務レートの上書き」、
「標準設備レートの上書き」ま
たは「標準材料レートの上書き」が「はい」に設定されている場合、プロジェクト
のグローバル・レートが間違っていれば、新しいレートを入力します。

5.

収益仮定を追加または削除するには、「アクション」メニューから「ライン・アイ
テムの追加」または「ライン・アイテムの削除」を選択します。

6.

収益仮定の入力が完了したら、「アクション」メニューから「収益の計算」を選択
します。
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収益の直接入力
プロジェクト収益を直接入力できます。収益を直接入力する場合、ドライバ・ベースの計算
は使用されません。
プロジェクト日付を変更する場合や、プロジェクトをインポートする場合、収益を直接入力
する前に、「プロジェクト詳細」フォームで、「アクション」メニューから「プロジェクト日
付のリフレッシュ」をクリックします。

をクリックします。

1. 「収益」

2. 「直接入力」

をクリックします。

3. 「視点」からプロジェクトを選択し、収益タイプを選択して、各行で収益詳細を入力しま

す。

ヒント:
セルの値をコピーしてカーソルをドラッグすると、1 行のすべてのセルに 入力で
きます。
年合計レベルで入力した場合、値は自動的に下位レベルに均等に分散されます。
4. 「アクション」メニューから、
「ライン・アイテムの追加」または「ライン・アイテムの削

除」を選択できます。

5.

収益の入力が完了したら、「アクション」メニューから「収益の計算」を選択します。

プロジェクト総収益の確認
プロジェクト収益の全体的なサマリーは、スプレッドシート形式で確認できます。値はドラ
イバ・ベースの費用から導出されるか、直接入力によって指定します。

1. 「収益」

2. 「分析」

をクリックします。

をクリックします。

3. 「視点」から様々なメンバーを選択することにより、確認するプロジェクトまたは他のメ

ンバーを変更します。

4.

水平タブをクリックして、プロジェクト総収益、プロジェクト収益性またはプロジェク
ト・キャッシュ・フローを確認します。
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収益認識義務詳細の定義
収益生成契約プロジェクトで、収益認識手法が「請求時」または「履行義務」の場合、
収益認識の期間と年を指定する必要があります。また、収益認識手法が「履行義務」
の場合は、定義する義務に対する収益認識パーセンテージも指定します。商品または
サービスが顧客に転送されたとき(顧客がアセットやサービス使用の制御を得たときに
発生)、履行義務に割り当てられた収益が認識される必要があります。
収益認識 What-If 分析は、異なる収益認識条件を分析することにより実行できます。こ
れは、履行義務詳細に基づく契約プロジェクトの財務条件に関する決定を行うための
意思決定プロセスで役立ちます。
「請求時」または「履行義務」手法を使用すると、契約プロジェクトの US GAAP ASC
606 および IFRS 15 要件をシミュレートする際に役立ちます。
このタスクを実行する前に、次のタスクを完了しておきます:
1.

収益認識手法が「請求時」または「履行義務」の契約プロジェクトを作成します。

2.

プロジェクト費用を(直接またはドライバによって)入力し、「アクション」メニュ
ーから「費用の計算」を選択します。

3.

プロジェクト収益を(直接またはドライバによって)入力し、「アクション」メニュ
ーから「収益の計算」を選択します。

収益認識手法が「請求時」または「履行義務」の契約プロジェクトの収益義務詳細を
定義するには:

1. 「収益」

、「ドライバ・ベース」
、「収益認識 What If」をクリ
ックして、「収益認識」ダッシュボードを開きます。

2. 「プロジェクト詳細」で、詳細を確認します。収益認識手法を変更することもでき

ます。

3. 「収益義務詳細」で、収益の認識計画日時に基づいて履行する必要がある契約のマ

イルストンまたは特定条件を説明する義務詳細を入力し、変更を保存します:
•

義務詳細 - プロジェクトの各義務の説明を入力します。履行義務は、商品やサ
ービスの転送の約束として定義します。

•

収益認識 - 各義務の履行時に認識する必要があるプロジェクトの収益全体の%
を入力します。このステップが必要なのは、収益認識手法が「履行義務」の場
合のみです。
「請求時」の場合には必要ありません。

•

対象期間 - 各義務の収益を認識する期間を選択します。

•

対象年 - 各義務の収益を認識する年を選択します。

フォームを保存すると、収益認識入力の%に基づいて、月ごとおよび年ごとの認識
済収益、前受収益および未収収益が計算されます。
4. 「プロジェクト収益合計の計算」で、前受収益、未収収益および認識済収益に対す

る変更の影響をグリッド内で確認します。

5. 「収益認識トレンド」で、認識済収益および前受収益に対する変更の影響をトレン

ド線で確認します。
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収益認識 What-If 分析の実行
収益認識の What-If 分析は、
「収益認識 What If」ダッシュボードを使用して実行できます。マ
イルストン・ベースの収益認識を使用すると、様々な契約プロジェクト・シナリオが利益と
損失に与える影響を理解できます。例:
•

プロジェクトの収益認識手法を変更する場合は、
「プロジェクト詳細」フォームを使用し
ます。

•

収益認識の義務、パーセンテージおよび期間を変更する場合は、「収益義務詳細」フォー
ムを使用します。

変更の影響を、
「プロジェクト収益合計」グリッドまたは「収益認識トレンド」グラフで確認
します。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
収益認識の義務の詳細の定義および What-If 分析
の実行について学習します。

概要: Enterprise Planning and Budgeting
Cloud の収益認識 What If プランニング.

プロジェクトの資産計上
資本プロジェクトの場合、プロジェクト費用の一部または全部を 1 つ以上の資産に配賦でき
ます。たとえば、新施設の建設に関連するプロジェクトがある場合、設備コストを「機械お
よび設備」資産クラスに配賦します。
プロジェクトを資産計上するには:

1. 「プロジェクト・サマリー」

2. 「資本」

をクリックします。

をクリックし、「プロジェクト資産計上」をクリックします。

3. 「プロジェクト費用合計」領域で、プロジェクトを選択し、プロジェクト費用合計を確認

します。

4. 「資産への費用配賦」領域で、資産計上するプロジェクト費用を選択し、対応する資本費

用勘定科目を選択します。また、費用を資産計上する資本クラス(
「機械」や「建物」な
ど)を選択します。費用を配賦する 1 つまたは複数の資産を選択できます。複数の費用を
同じ資産に割り当てる場合は、同じ資産クラス/資産を選択します。資産計上するコスト
の金額を指定し(資本費用と営業費用とを分ける)、資産計上の詳細を入力します。

保存すると、「プロジェクト費用合計」領域が更新され、費用合計と比較した資産計上済
費用が表示されます。
「資本的支出仮勘定」領域が更新され、資本プロジェクトが反映されます。
5. 「資本的支出仮勘定」領域で、資産計上資産ごとに詳細を追加し、予定稼働日を指定しま

す。これにより、減価償却およびその他の費用の計算が促進されます。

6. 「アクション」メニューから「減価償却の計算」を選択します。
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割り当てられた資本プロジェクト資産の減価償却が、稼働日に基づいて計算されま
す。
資産計上資産がプロジェクトから資本にプッシュされます。資本の「新規資産プラン
ニング」で、資産クラスおよびプロジェクトを選択して、資産計上資産の価値および
関連する減価償却を表示します。

プロジェクト・ルールの実行
複数のプロジェクトを担当している場合、ロールアップされたプロジェクト・レベル
をエンティティ ・レベルで表示するには、次のルールを実行します:
•

プロジェクトのロールアップ

•

プロジェクト・キューブのロールアップ

プロジェクトでのローリング予測の使用
管理者がプロジェクトにローリング予測を設定した場合、プロジェクトの計画および
予測後に、ローリング予測期間範囲にわたってプロジェクトを分析できます。

ローリング予測期間範囲内のプロジェクトを確認するには、
「プロジェクト」

「分析」

、「ローリング予測」

、

の順にクリックします。

ローリング予測のフォームおよびダッシュボードは、ローリング予測範囲に基づいて
設定されます。
管理者が現在の期間を更新すると、ローリング予測のフォームおよびダッシュボード
が自動的に更新されます。期間が追加または削除され、更新されたローリング予測範
囲を反映します。
レポートのために KPI を使用できます。
•

TTM (12 か月の証跡)。このシナリオは、前の 12 か月のフローに基づいた勘定科目
のアクティビティをレポートします 。

• 「予測済 12」。フロー・タイプ勘定科目に対して、このシナリオは、(現在の期間 +
11 個の将来の期間)の合計についてレポートします。残高タイプ勘定科目に対し
て、このシナリオは将来のメンバー値 12 期間についてレポートします。

予測データの準備
予測データを準備するには、次のタスクを完了します。
1.

プロジェクトを作成します。

2.

プロジェクト費用を(直接またはドライバによって )入力し、「アクション」メニュ
ーから「費用の計算」を選択します。

3.

プロジェクトに該当する場合、プロジェクト収益を(直接またはドライバによって)
入力し、
「アクション」メニューから「収益の計算」を選択します。
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4.

次の 2 つのいずれかの方法を使用して計画シナリオから予測シナリオにデータをコピー
することにより、予測データを準備します。

•

プロジェクトの承認: 「プロジェクト・サマリー」
、プロジェクト・タイプに
対応する垂直タブ、「プロジェクト詳細」の順にクリックします。プロジェクトを選
択し、「アクション」メニューから「プロジェクトの承認」を選択します。

•

計画シナリオから予測シナリオへのデータのコピー: 「プロジェクト・サマリー」

、プロジェクト・タイプに対応する垂直タブ、
「プロジェクト詳細」の順にク
リックします。「アクション」メニューから、「プロジェクトのコピー」を選択しま
す。ソースおよびターゲットのシナリオとバージョンの詳細を指定し、「起動」をク
リックします。
5.

実績データを予測シナリオにコピーすることにより、予測データを準備します: ホームペ
ージで、
「ルール」
、「詳細予測データの準備」の順にクリックします。エンティ
ティ、プロジェクト、計画シナリオおよびバージョン、実績データを含む月と年に関する
詳細を指定し、
「起動」をクリックします。

これで、指定した月と年の実績、および将来の期間の残りの計画データが予測シナリオに含
められました。予測シナリオに存在していたデータは、「前の FCST」に含められました。

ダッシュボードを使用したプロジェクト財務の分析
事前定義済のダッシュボードを使用すると、全体的なプロジェクト財務および費用と収益の
メトリックを把握できます。ダッシュボード・チャートのメンバーにドリルインすると、必
要な詳細のレベルを参照できます。
プロジェクト・ダッシュボード
プランニング・プロセス中はいつでも、
「プロジェクト・サマリー」でダッシュボードを使用
して、プロジェクトの概要を取得できます。有効になったプロジェクト・タイプごとにダッ
シュボードがあります。

1. 「プロジェクト・サマリー」
2.

をクリックします。

プロジェクト・タイプに対応する垂直タブをクリックします:

•

契約

•

間接

5-21

第5章

ダッシュボードを使用したプロジェクト財務の分析

•
3.

資本

表示するダッシュボードのタイプに対応する水平タブをクリックします:
• 「プロジェクト概要」(概要を表示する場合)
• 「プロジェクト差異」(プロジェクト差異のメジャーを表示する場合)
• 「EVM」(Earned Value Management) (プロジェクト・スケジュール差異を表示
する場合)

4.

たとえば、別のプロジェクトやエンティティを 選択する場合は、「視点」バーを使
用して、フォームに表示する様々なディメンション・メンバーを選択します。

費用ダッシュボード
費用ダッシュボードを確認して、プロジェクト費用およびメトリックの全体的なサマ
リーをチャート形式で表示します。

1. 「費用」

をクリックします。

2.

まだ選択されていない場合、「概要」

3.

たとえば、別のプロジェクトやエンティティを 選択する場合は、「視点」バーを使
用して、フォームに表示する様々なディメンション・メンバーを選択します。

をクリックします。

収益ダッシュボード
収益ダッシュボードを確認して、プロジェクト収益およびメトリックの全体的なサマ
リーをチャート形式で表示します。

1. 「収益」

をクリックします。

2.

まだ選択されていない場合、「概要」

をクリックします。

3.

たとえば、別のプロジェクトやエンティティを 選択する場合は、「視点」バーを使
用して、フォームに表示する様々なディメンション・メンバーを選択します。

プロジェクト EVM の分析
プロジェクトでは、プロジェクト EVM の測定と分析を容易にするルールおよびダッシ
ュボードが提供されています。EVM メジャーを分析するには、まず予測データを準備
する必要があります。予測データの準備を参照してください。
予測データが準備できたら、プロジェクト EVM を分析できます。
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プロジェクト EVM を分析するには:

1. 「プロジェクト・サマリー」

の順にクリックします。

、プロジェクト・タイプに対応する垂直タブ、
「EVM」

2. 「推定完了%の入力」フォームで、現在の月のプロジェクトの「%完了」の値を入力し、

フォームを保存します。
フォームを保存すると、EVM メジャーが計算されます。

このステップを毎月実行して、プロジェクトの完了率を更新します。
3.

EVM ダッシュボードで、更新された EVM メジャーを確認します。

プロジェクト・パフォーマンスの分析
プロジェクトの「分析」
コンポーネントは、全体的なプロジェクト財務および KPI
を把握できる事前定義済の分析ダッシュボードを提供します。
パフォーマンスの追跡と分析は、プロジェクト・レベルか、プログラムが有効になっていれ
ばプログラム・レベルでも行えます。
表 5-5 プロジェクト・パフォーマンスの分析
タスク

説明
ダッシュボードで、差異、収益性およびキャッシ
ュ・フローを含むプロジェクト・パフォーマンス
の概要を取得します。
概要
プロジェクト費用およびプロジェクト・キャッシ
ュ・フローをグリッド形式で確認します。
収益性

プログラム

ローリング予測

「分析」

「プロジェクト詳細分析」フォームを使用して各プ
ロジェクトの KPI のサマリーを参照すると、すべ
てのプロジェクトのプロジェクト・パフォーマン
スを 1 箇所で評価できます。
管理者がプログラム・ディメンションを有効にし、
プロジェクトをプログラムにマップした場合は、
プログラム KPI 「ROI」
(
、
「NPV」、回収など)および
プログラム・パフォーマンス(「収益性」や「NPV」
など)をダッシュボードで確認します。
管理者がローリング予測を有効にした場合、定義
されたローリング予測範囲にわたってフォームお
よびダッシュボードを確認します。
管理者が現在の期間を更新すると、ローリング予
測のフォームおよびダッシュボードが自動的に更
新されます。期間が追加または削除され、更新さ
れたローリング予測範囲を反映します。

をクリックし、確認する分析のタイプをクリックします。
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ダッシュボード・チャートのメンバーにドリルインすると、必要な詳細のレベルを参
照できます。
「視点」から様々なメンバーを選択することにより、確認するプロジェク
トまたは他のメンバーを変更します。

ノート:
要員とプロジェクトとの間の統合を有効にした場合は、要員の稼働率分析

コンポーネントにより、要員メトリックを把握できる事前定義済の
ダッシュボードおよびフォームが提供されます。詳細は、プロジェクト稼働
率の分析を参照してください。
プロジェクトと財務の両方を有効にし、勘定科目をマップした場合は、プロ
ジェクトから財務に移動されたデータを確認できます。要員、プロジェクト
および資本からのデータの確認を参照してください。

フォームおよび指示の確認
プロジェクト・プランニングに関連する使用可能なフォームおよびダッシュボード全
部を確認し、管理者から提供されていればフォーム手順を確認できます。

「分析」

をクリックし、「フォーム」

をクリックします。
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6
資本の操作
次も参照:
•

タスクの概要

•

ユーザー変数の設定

•

資本資産仮定の入力

•

新規資本投資の管理

•

既存資産の管理

•

無形資産の管理

•

ダッシュボードを使用した資本財務の分析

•

資本資産財務の分析

タスクの概要
資本で実行するタスクを確認します。一般に、資本資産の計画は次の順序で行います:
1.

ユーザー変数を設定します。ユーザー変数の設定を参照してください。

2.

資本仮定(減価償却および償却のドライバ・ベースの仮定、資金調達仮定、その他費用の
仮定など)を確認または入力します。資本資産仮定の入力を参照してください。

3.

新規資本資産と新規資産詳細を追加し、新規資産を管理します。新規資本投資の管理を参
照してください。

4.

既存の資産および無形資産を管理します。既存資産の管理および無形資産の管理を参照
してください。

5.

ダッシュボードを使用して資本財務の概要を取得します。ダッシュボードを使用した資
本財務の分析を参照してください。

6.

資本資産の財務上の影響を確認します。資本資産財務の分析を参照してください。

ノート:
管理者が有効にした機能によっては、この項に示すすべての 機能が表示されないこ
とがあります。

6-1

第6章

タスクの概要

ノート:
13 期間アプリケーションで、月のラベルが付けられているアーティファクト
の場合、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを使用して定義された
期間を表します。

開始するには、
「資本」
タスク

をクリックし、コンポーネントを選択します:
実行するタスク

投資

詳細情報

新規固定資産の購入を計画し 新規資本投資の管理
ます。たとえば、機械、ラップ
トップ、トラックの購入など、
新規資産を計画します。減価
償却またはキャッシュ・フロー
を管理します。
既存資産を管理します。

既存資産の管理

既存資産

無形資産

著作権、特許、企業秘密、ブラ 無形資産の管理
ンド評価などの無形資産を管
理します。
資本財務を分析します。

資本資産財務の分析

分析

ビデオ
目的
資本でのデータ入力について学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の資
本でのプランニング・データの入力

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
目的

方法の学習

このチュートリアルでは、資本およびプロジェ
クトの資本プロジェクトを使用して、資本資産
資本プロジェクトを使用した
を計画する方法を示します。
Capital Asset Planning
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目的

方法の学習

このチュートリアルでは、既存資産をロードお
よび管理する方法を示します。変更したデー
タ・ロード・テンプレートを使用して資産をイ
ンポートし、「資産の計算」、
「資産の譲渡」お
よび改良の追加などの資本費用の計画に使用
するタスクを実行します。

資産のロードおよび管理

ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
1.

ホームページで「ツール」、
「ユーザー・プリファレンス」
、
「ユーザー変数」の順にクリッ
クします。

2.

次のユーザー変数を設定します:
•

エンティティ

•

シナリオ

•

バージョン

•

レポート通貨

•

年

財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定します:
• 「費用勘定科目」変数では、OFS_Total Expenses などの、フォームに表示する勘定
科目を含む親勘定科目を選択します。
• 「費用ドライバ」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択します。
• 「予算の改訂」が有効になっている場合は、「勘定科目グループ」変数を設定します。
「勘定科目グループ」ユーザー変数は、
「現在の承認済予算」や「現在の純予算」など
の「予算の改訂」のフォームに表示される一連の勘定科目をフィルタします。たとえ
ば、ニーズに応じて、費用、収益、負債、資産勘定科目またはすべての 勘定科目タイ
プの合計を選択できます。
財務では、「予算の改訂」を使用している場合は、「表示」の「日付フォーマット」を
「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ホームページで「ツール」、「ユーザー・プ
リファレンス」をクリックして、「表示」をクリックします。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプションで定
義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー変数の値はフ
ォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォルト値を設定する必要
がありません。

資本資産仮定の入力
減価償却と償却、資金調達の仮定、キャッシュ・フローと資金調達の仮定、その他費用の仮
定など、資本資産のプランニングに関する仮定を追加または変更します。
これらの仮定は、入力したドライバ値に基づいて、組込みのベスト・プラクティスおよび式
を使用した計算を促進します。
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資本資産仮定の入力
エンティティ・レベルまたは「エンティティなし 」(グローバル)レベルで、次のデフォ
ルトの仮定を設定できます仮定がエンティティ ・レベルで設定されていない場合、グ
ローバル仮定が計算で使用されます。

1. 「投資」

、
「既存資産」

ます。

または「無形資産」

をクリックし

ノート:
仮定は資産タイプごとに入力し、別々に格納されます。

2. 「仮定」
3.

をクリックします。

入力する資産仮定に対応する水平タブを選択し、仮定の詳細を入力します。他のメ
ンバーの仮定を入力するために必要であれば、「視点」でメンバーを変更します。
•

•

減価償却仮定 - 資産ごとに次の項目を入力します:
–

耐用年数 - 資産の耐用年数(資産が取得された目的で使用可能になり、減価
償却および償却の計算に使用される期間)を示します。

–

減価償却方法 - 新規資産および既存資産の場合のみ。「定額」、「級数法」
、
「定率(年)」、「定率(期間)」または「減価償却なし」。

–

減価償却慣行 - 新規資産および既存資産の場合のみ。「比例配分開始期
間」、「比例配分の実際の日付」、「中間期間」。

–

償却方法 - 無形資産の場合のみ。資産に使用する償却方法を示します。確
定の耐用年数がある資産にのみ適用可能です。確定(資産価値を資産の耐
用年数に均等に分ける)、不確定(償却なし)。
「定額」方法のみがサポートさ
れています。

–

下限リース期間(月)—「IFRS16 標準」が有効な場合、リース資産に対して
しきい値を入力します。たとえば、12 か月未満のリース値期間など、入力
した下限しきい値に一致するリース資産は、下限資産の IFRS16 標準を使
用して計算され、他の資産のように処理されるのではなく、利益と損失で
償却されます。

–

下限リース金額—「IFRS16 標準」が有効な場合、リース資産に対してし
きい値を入力します。たとえば、$5,000 未満のリース値など、入力した下
限しきい値に一致するリース資産は、下限資産の IFRS16 標準を使用して
計算され、他の資産のように処理されるのではなく、利益と損失で償却さ
れます

資金調達仮定 - 資産ごとに、次の項目を入力します:
–

キャッシュ・フロー発生 - 資本購入のキャッシュ・フロー(キャッシュ・フ
ローのパターンが定義される仮定)を決定します。
「2 か月前」、
「1 か月前」、
「同月」、「翌月」、「2 か月後」、「3 か月後」、「4 か月後」または「期ずれあ
り」を選択できます。ここでの選択内容は、キャッシュ・フロー計算書に
直接影響を及ぼします。
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13 期間アプリケーションでは、月は、カレンダ月ではなく、13 期間カレンダを
使用して定義された期間を表します。

•

–

キャッシュ・フロー期ずれ期間 - キャッシュ・フロー発生で期ずれがある場合、
キャッシュ・フロー期間の数を決定します。

–

資金調達 % - 外部ソースにより資金調達された資本購入の割合。

–

資金調達発生 - 資本購入の資金調達(キャッシュ・インフローのパターンが定義さ
れる仮定)を決定します。
「2 か月前」、
「1 か月前」、
「同月」、
「翌月」、
「2 か月後」、
「3 か月後」、「4 か月後」または「期ずれあり」を選択できます。

–

資金調達期ずれ期間 - 資金調達発生で期ずれがある場合、資金調達期間の数を決
定します。

その他費用 - 「修理」、
「保険」、
「メンテナンス」、
「税金」の割合など、その他費用に
関する仮定を入力します。
費用ドライバを別のプラン年度に割り当てるには、
「アクション」メニューから「ド
ライバの割当て割合」を選択します。このオプションを使用すると、ある年度から別
の年度に、指定した増加率(%)のドライバをコピーできます。たとえば、保険が 2%で
ある場合、「ドライバの割当て割合」を選択して増分率を 2 として指定すると、保険
は 4%になります。

新規仮定を追加したり仮定を変更した場合など、仮定に変更を加えた場合は、
「その他費用仮
定」ページで、変更した資産クラスを強調表示し、
「アクション」メニューから「ドライバの
同期」を選択します。
ビデオ
目的
資本の IFRS16 について学習します。

視聴するビデオ
概要: IFRS 16 用の資本プランニングのリ
ース資産

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的

方法の学習

このチュートリアルでは、IFRS16 標準のサポート
が有効な資本のリース資産の計画と、既存のリー
ス資産のインポートを行う方法について説明しま
ング
す。いくつかの使用例が含まれます。

IFRS16 を使用するリース資産プランニ

新規資本投資の管理
「投資」
コンポーネントは、新規資本資産投資の管理に役立ついくつかのオプション
を提供します。
資本仮定を定義または確認した後、資本資産を追加して資産詳細を入力します。次の資産タ
イプを管理できます:
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表 6-1 新規資本資産の管理
資産タイプ

説明
•

資産概要

•

ダッシュボードで新規資
本資産の概要を確認しま
す。
資本プロジェクトの資産
価値を確認します。

詳細情報
ダッシュボードを使用した資
本財務の分析

新規資本資産と資産詳細を追 新規資本資産の追加
加し、新規資産と新規リース資
新規資産プランニング 産を管理します。

グ

リース資産プランニン

新規リース資産と資産詳細を 新規リース資産の追加
追加し、新規リース資産を管理
します。
資本資産財務を促進する仮定
を入力します。

資本資産仮定の入力

仮定

新規資本資産の追加
資本仮定を定義または確認した後、資本資産を追加して資産詳細を入力します。

1. 「投資」

、「新規資産プランニング」

の順にクリックします。

2. 「新規資産詳細」ページで、ドロップダウン・リストから資産クラスを選択します。

たとえば、ビジネスに定義されている内容に応じて、「機械」、「建物」、「車両」な
どのカテゴリを選択します。

3.

資本とプロジェクトを統合した場合、プロジェクトを選択すると、そのプロジェク
トの計画済資産価値が表示されます。

4. 「新規資産詳細」ページで行を右クリックし、
「アクション」メニューから「新資産

の追加」を選択します。

5.

資産詳細を入力し、「起動」をクリックします。
*が付いたフィールドは必須フィールドであり、資産コスト、資産減価償却および
その他費用の計算を促進します。

6. 「資金調達」水平タブをクリックして、資産の資金調達仮定を入力します。

キャッシュ・フロー、資金調達、減価償却/償却に関する仮定を入力した場合、そ
れらの値がデフォルトで入力されますが、資産レベルで値を上書きできます。
7. 「資産関連費用」水平タブをクリックして、その他資産費用を入力します。

資産関連費用に関する仮定を入力した場合、それらの値がデフォルトで入力されま
すが、資産レベルで値を上書きできます。
8. 「理由詳細」水平タブをクリックして、新規資本資産のテキストベースの説明と理

由を入力します。
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9.

資産を追加したら、「新規資産詳細」ページで、マウスをページ右上に置いてメニューを
アクティブにし 、「アクション」メニューから「資産の計算」を選択します。新規資産が
ページ下部のグラフに反映されることがわかります。

10. 「アクション」メニューから「ロール・アップ」を選択して、財務で使用するために資産

クラス・データを合計します。

11. 資本 l を財務と統合した場合、財務で資本のデータを表示する準備ができたら、必要なル

ールの実行とデータのプッシュを管理者に依頼します。

ノート:
資本をプロジェクトと統合する場合、資産クラスおよびプロジェクトを選択するこ
とにより、プロジェクトからプッシュされた資産計上資産を確認できます。
「プロジ
ェクトからの新規資産」ダッシュボードと「資本的支出仮勘定」ダッシュボードで、
資本プロジェクト情報を確認できます。

ノート:
資産を追加する場合、残存価額を 0(ゼロ)に設定すると、「DB 年」または「DB 期
間」減価償却法では目的の結果を得ることができない可能性があります。正しい減
価償却計算を得るために、DB 年減価償却法を使うとき、Oracle は残存価額の設定
を少なくとも 1%の基本コストに設定することを推奨します。
通貨精度が 0 に設定されている場合、資産の計算後、
「定率(年)」の減価償却値が丸
め処理され、正しく表示されない可能性があります。ただし、内部では正確な値全
部が格納され、計算で使用されます。

資産の削除
新規資産を削除できます:
「新規資産詳細」ページで、資産を選択し、「アクション」メニューから「資産の削除」を選
択します。
新規リース資産の追加
IFRS-16 標準を使用せずにリース資産プランニングを実行している場合、2 つのタイプのリー
ス資産があります:
•

オペレーティング・リース - 賃貸契約と同様、オペレーティング・リースは短期間用で
す。賃貸人には、所有のリスクと利点があり、一般的に、資産の修繕、保険および修理コ
ストを負担します。

•

資産計上済リース - 資産の耐用年数のほぼ全期間で継続するリースで、リース期間終了
後、資産の価値がなくなります。リースでは、修繕、修理、保険および老朽化を含め、所
有権のすべてのリスクとメリットを 見積もります。賃貸人の主な役割は、資産に対して資
金を提供することです。終了時に、資産は、通常、指定金額を支払った賃借人に譲渡され
ます。これは、分割払いで資産を購入する場合と同じです。
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IFRS-16 標準を使用してリース資産プランニングを実行している(管理者がアプリケー
ションに対して「IFRS16 標準」を有効にした)場合、すべてのリースがオペレーティ
ング・リースです。

1. 「投資」

、「リース資産プランニング」

の順にクリックします。

2. 「新規資産詳細」ページで、ドロップダウン・リストから資産クラスを選択します。

たとえば、ビジネスに定義されている内容に応じて、
「デスクトップ」、
「備品」、
「オ
フィス設備」などのカテゴリを選択します。

3.

資本をプロジェクトと統合した場合、資産と関連付けるプロジェクトを選択しま
す。

4. 「リース資産プランニング」ページで行を右クリックし、
「アクション」メニューか

ら「新規リース資産の追加」を選択します。

5. 「リース資産の追加」フォームで、リース期間、リース支払、支払頻度などの詳細

を入力します。IFRS-16 標準に対応したアプリケーションの場合は、「インデック
ス・レート」を指定し、
「インデックス・レート基準」(
「年次」または「支払頻度」)
を選択します。次に、「起動」をクリックします。

「インデックス・レート基準」では、年次のインデックス・レートの増分または支
払頻度に結び付けられているインデックス・レートの増分のいずれかを選択できま
す。
必要に応じて、IFRS-16 標準に対応したアプリケーションに対し、資産の下限の上
書きを「はい」に設定できます。下限の上書きが「はい」に設定されている場合、
リース資産価値に関係なく、資産は下限資産として計算されます。デフォルトで
は、下限の上書きは「いいえ」に設定されます。
6.

行を右クリックし、「アクション」メニューから「リースの計算」を選択して、更
新されたリース資産の影響を確認します。

リース資産の賃貸無料期間の定義
IFRS-16 標準に対応しているアプリケーションの場合は、新規リース資産を追加した
後で、リースの賃貸無料期間を指定できます。

1. 「投資」

、「リース資産プランニング」

の順にクリックします。

2. 「賃貸無料期間」フォームをクリックします。
3.

リース資産ごとに、賃貸無料にする期間に「はい」を選択し、「保存」をクリック
します。

4. 「リース資産プランニング」フォームをクリックし、行を右クリックして、
「アクシ

ョン」メニューから「リースの計算」を選択します。
賃貸無料期間のリース支払はゼロに設定され、リースを計算するときには、賃貸無
料期間を考慮して現在価値とキャッシュ・フローの値が計算されます。

IFRS-16 標準を使用しないリース資産プランニング
リース資産を追加すると、資本により、入力したパラメータに基づいてリース・タイ
プ(
「オペレーティング・リース」または「資産計上済リース」)が自動的に選択されま
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す。リース資産を追加した後、新規リース資産の詳細フォームでリース・タイプを変更でき
ます。資産パラメータを後で変更する場合は、該当する場合、リース・タイプも変更する必
要があります。
資本がオペレーティング・リースと資産計上済リースとを分類する際に適用する基準は次の
とおりです:
•

リース期間終了時の所有権の譲渡

•

リース期間中の特定日に廉価(想定される資産の市場価格よりも安い価格)での購入オプ
ション

•

リース期間が資産の耐用年数の大部分を占める(資産の耐用年数耐用年数の少なくとも
75%)

•

リース支払額の現在価値が資産の初期価格の 90%を超える

資産計上済リースは損益計算書と貸借対照表に影響を与えますが、オペレーティング・リー
スは損益計算書のみに影響を与えます。
財務諸表へのリースのタイプの影響:
•

オペレーティング・リース - これらのリース支払額は、損益計算書上で営業費用(賃貸費
用)として記録されます。

•

資産計上済リース:
–

貸借対照表に資産および負債を記録し、設備の価値およびそれぞれのリース支払額の
債務(負債)を反映します

–

資産をその耐用年数の期間に減価償却します。これは、貸借対照表上で資産の価値を
減らし、損益計算書上に減価償却の費用を発生させます

–

リース関連の利率は、損益計算書上で費用として示す必要があります(帰属利子の支
払い)

リースの現在価値の計算に関して、次の点に注意してください:
•

リースの現在価値の計算で支払時期は考慮されません。

•

支払頻度が「年次」以外の場合、リースの現在価値の計算は、(ユーザーが入力した)「リ
ース支払」の値に基づいて、また「利率」および「期間数」にユーザーが入力した実績値
を支払頻度に基づいて変換することにより行われます。

•

リースの現在価値は負の数としては表示されません。

IFRS-16 標準を使用するリース資産プランニング
「IFRS16 標準」が有効な場合、
「リース資産の計算」ルールでリース資産の計算に新しい標準
が使用されます。
•

下限または保有期間の短いリースを除いて、すべてのリースが 貸借対照表で認識されま
す。

•

下限または保有期間が短いリースのしきい値は、「減価償却および償却の仮定」の下限リ
ース期間(月)および下限リース金額に入力した値に基づきます。入力した下限しきい値
に一致するリース資産は、下限資産の IFRS16 標準を使用して計算され、他の資産のよう
に処理されるのではなく、利益と損失で償却されます。
リース資産が下限資産であるかどうかを判断する際は、支払頻度が考慮されます。資産価
値は(lease payment x payment frequency)として計算されます。計算された値が下限リ
ース金額より小さい場合、その資産は下限リース資産とみなされます。たとえば、下限リ
ース金額が$5000 で、リース資産に支払頻度が月次の$500 の支払がある場合、リース資
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産価値は$500 x 12 か月 = $6000 として計算されます。$6000 が下限リース金額
の$5000 よりも高いため、このリースは下限資産とみなされません。ただし、この
同じ資産の支払頻度が半期ごとである場合、リース資産価値は$500 x 2 = $1000 と
して計算され、これは下限リース金額の$5,000 よりも低いため、下限資産とみな
されます。

•

–

リース支払が下限リース金額以下の場合、資産の PV または NPV を計算せず
に賃料が計算されます。

–

リース支払期間が下限リース期間以下の場合、資産の PV または NPV を計算
せずに賃料が計算されます。

資産の下限の上書きが「はい」に設定されている場合、リース資産価値に関係な
く、資産は下限資産として計算されます。

• 「インデックス・レート」を設定した場合、リース金額は「インデックス・レート
基準」(選択内容に応じて、年次または支払い頻度に応じた基準)に基づき、インフ
レーションに応じて増加します。インデックス・レートを設定しない場合、リース
支払額は各期間に対して同じです。「リース資産の計算」ビジネス・ルールでは、
資産の NPV の計算時に「インデックス・レート」および「インデックス・レート
基準」が考慮されます。
–

資産のインデックス・レートを設定した場合、「リース資産の計算」では、リ
ース資産の PV ではなく NPV が計算されます。

–

インデックス・レートを設定したリース資産の場合、
「リース資産の計算」で
は、リース開始日がプランニングおよび予測の年範囲より前である、すべての
資産のリース資産の PV が計算されます。

–

資産のインデックス・レートを設定しない場合、「リース資産の計算」で、資
産の PV が計算されます。

•

賃貸無料期間を定義した場合は、賃貸無料期間のリース支払がゼロに設定され、リ
ースを計算するときには、賃貸無料期間を考慮して現在価値とキャッシュ・フロー
の値が計算されます。

•

リース資産減価償却は、リースの所有権に基づいて異なります。所有権が賃貸人に
ある場合、減価償却はリース期間に対して、または資産の耐用年数が終わるまでの
どちらか早い方まで請求されます。所有権が賃借人にある場合、減価償却は資産の
耐用年数に対して請求されます。

新規資産の既存資産への変換
計画済新規資産を既存資産に対して照合する準備ができたら、
「新規資産詳細」ページ
または「リース資産プランニング」ページで、資産を選択し、
「アクション」メニュー
から「新規を既存に変換」を選択します。
資産およびすべての 関連データが、新規資産から既存資産に移動されます。
リース資産の削除
リース資産を削除できます:
「リース資産プランニング」ページで、資産を選択し、
「アクション」メニューから「資
産の削除」を選択します。
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既存資産の管理
「既存資産」
を提供します。

コンポーネントは、既存資本資産の管理に役立ついくつかのオプション

表 6-2 既存資産の管理
タスク

説明

詳細情報

既存の資本資産の「概要」ダッシ ダッシュボードを使用した資本
ュボードおよび「差異」ダッシュ 財務の分析
ボードを確認します。

概要

資産の管理

既存資産の管理:
除・売却および譲渡
•
資金調達仮定
•
資産関連費用ドライバ
•
改良
•

•

既存リース資産を管理します。

既存リース資産の管理

既存資産の計算を促進する仮定
を入力します。

資本資産仮定の入力

•

既存資産の除・売却および譲
渡
既存資産の改良

既存のリース資産

仮定

既存資産の除・売却および譲渡
必要な場合、既存資産の除・売却または譲渡を行うことができます。たとえば、資産の所有
権を売却したり、その価値を償却することにより、これを他の組織に譲渡または除・売却し
ます。

1. 「既存資産」

をクリックし、「資産の管理」

をクリックします。

2.

資産を選択し、マウスを置いて「アクション」メニューを表示し、「資産の譲渡」または
「資産の除・売却」を選択します。

3.

資産の譲渡の詳細(「異動先」エンティティ 、日付、理由など)を入力します。または、除・
売却の詳細(除・売却日、売却か償却か、除・売却コスト、売却価額か償却価額か)を入力
します。

4.

ターゲット・エンティティの 場合、資産を計算する必要があります: 「視点」バーの)ター
(
ゲット・エンティティにナビゲートし 、「アクション」メニューから「資産の計算」を選
択します。

除・売却以降は、資産コストは計算に含められません。資産を譲渡した場合、その資産が別
のエンティティに 譲渡されたことがわかります。
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既存資産の改良
施設およびコスト・センターのマネージャは資産の改良を計画します(資産のアップグ
レード、床面積の追加など)。資産の改良名、説明、資産単位、資産レート、残存価額、
物理的な場所、購入日および使用開始日などの詳細項目を入力します。

ノート:
資産を改良する前に、「資産詳細」で「動的な子に対して使用可能」メンバ
ー・プロパティを選択し、
「使用可能な動的な子の数」を指定してから、アプ
リケーションをリフレッシュする必要があります。これは、本質的には資産
を 1 つの資産から複数の資産に分割することです。プランナが資産を改良で
きるようにするには、改良する資産の動的な親プロパティを有効にします。
既存資産詳細を、基本資産を表すこの親の下の子に対してロードする必要が
あります。それ以外の改良はすべて 、この基本資産の兄弟として取り込まれ
ます。
たとえば、資産の下にメンバーを作成し、既存資産詳細をそれに対してロー
ドします。階層は次のようになります:
オフィス・ビル番号#3020 - 動的な親プロパティを有効化
•

オフィス・ビル番号#3020 - 基本資産

•

オフィス・ビル番号#3020 - 改良 1

•

オフィス・ビル番号#3020 - 改良 2

この例では、資産詳細ディメンションを作成するとき、親メンバーと基本資
産をロードし、すべてのデータを 基本資産メンバーに対してロードします。
資本で「改良」ルールを起動すると、改良 1 メンバーと改良 2 メンバーが作
成されます。(プランナは改良の名前を変更できます。)

1. 「既存資産」

をクリックし、「資産の管理」

をクリックします。

2.

水平タブで「改良」を選択します。

3.

資産を選択し、
「アクション」メニューから「改良」を選択します。

4.

詳細(資産の改良名、説明、資産単位、資産レート、残存価額、物理的な場所、購
入日、使用開始日など)を入力し、「起動」をクリックします。
その改良名の資産が当初資産の下に追加されます。

既存リース資産の管理
既存リース資産の管理は、既存資産の管理と同じ方法で行います。

1. 「既存資産」

ます。

をクリックし、
「既存のリース資産」

をクリックし
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2.

費用や償却などを管理します。

3.

マウスを置いて「アクション」メニューを表示し、「すべて 計算」および「ロール・アッ
プ」を選択します。これによって、「エンティティ 合計」、「合計固定資産」および有効に
なっているすべてのカスタム ・ディメンションのデータが集約されます。

無形資産の管理
コンポーネントは、無形資産(リース資産改善費、ソフトウェア権限、企
「無形資産」
業秘密、ブランド評価など)の管理に役立ついくつかのオプションを提供します。
表 6-3 無形資産の管理
タスク

説明

詳細情報

無形資産財務の概要を確認しま
す。

ダッシュボードを使用した資本
財務の分析

新規無形資産を追加します。

新規無形資産の追加および管理

既存無形資産を管理します。

既存無形資産の管理

資本資産財務を促進する減価償
却および償却の仮定を確認しま
す。

資本資産仮定の入力

概要

新規無形資産

既存の無形資産

仮定

新規無形資産の追加および管理
新規無形資産を追加するには:

1. 「無形資産」

をクリックし、「新規無形資産」

をクリックします。

2. 「資産の詳細」ページで、ドロップダウン・リストから資産クラスを選択します。たとえ

ば、ビジネスに定義されている内容に応じて、「著作権」、「ロイヤリティ」、「ブランド評
価」などのカテゴリを選択します。

3.

資本をプロジェクトと統合した場合、「ページ」ドロップダウン・リストから、資産と関
連付けるプロジェクトを選択します。

4. 「資産の詳細」ページで、マウスをページ右上に置いてメニューをアクティブにし 、
「アク

ション」メニューから「新資産の追加」を選択します。

5.

資産詳細を入力し、
「起動」をクリックします。
「保険%」または「メンテナンス%」の仮定を入力した場合、それらの値がデフォルトで
入力されますが、資産レベルで値を上書きできます。

6. 「資金調達仮定」水平タブをクリックして、資産の資金調達仮定を入力します。
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資金調達仮定を入力した場合、それらの値がデフォルトで入力されますが、資産レ
ベルで値を上書きできます。
7. 「その他費用」水平タブをクリックして、他の資産費用を入力します。

その他費用の仮定を入力した場合、それらの値がデフォルトで入力されますが、資
産レベルで値を上書きできます。
8. 「理由詳細」水平タブをクリックして、新規資本資産のテキストベースの説明と理

由を入力します。

9.

資産を追加したら、「資産の詳細」ページで、マウスをページ右上に置いてメニュ
ーをアクティブにし 、「アクション」メニューから「無形資産の計算」を選択しま
す。
「ロール・アップ」を選択します。これによって、
「エンティティ 合計」、
「合計
固定資産」および有効になっているすべてのカスタム・ディメンションのデータが
集約されます。
新規資産がページ下部のグラフに反映されることがわかります。

無形資産の削除
次のようにして新規無形資産を削除できます:
「資産詳細」ページで、資産を選択し、「アクション」メニューから「資産の削除」を
選択します。
既存無形資産の管理
既存無形資産を管理できます。

1. 「無形資産」

す。

2.

をクリックし、「既存の無形資産」

をクリックしま

これらのオプションを使用して資産を管理します。
•

資産の減損 - 市場における資産の価値が貸借対照表に示された価値よりも低
い場合、これを減損することにより、提示された市場価格に対して資産勘定の
評価損を計上します。無形資産のみを減損できます。減損する資産の詳細(減
損日や公正市場価格など)および減損オプションを入力します:
–

費用 - 資産価値を費用として落とします。

–

資産計上済 - 資産価値を計上します。資産計上オプションを選択した場
合、減損値は資本準備金に転記されます。

–

一部資産計上済 - 資産価値の一部を計上します。
「一部資産計上済」を選択
すると、減損価額が「資産計上 %」に基づいて資本準備金に配分されま
す。償却は減損の次の月から低減されます。

•

資産の除・売却 - 資産が除・売却されるとき、資産残高は除・売却日に終了
し、売上の損失や利益または償却が計算されます。また、除・売却日後、資産
関連の費用は、除・売却した資産に対して計算されません。

•

資産の譲渡 - 資産の最適使用を確実にするため、施設マネージャおよびコス
ト・センター・マネージャが固定資産リソースを部署間で譲渡できます。譲渡
をプランするとき、ユーザーがソースおよび宛先エンティティに 対してアクセ
ス権限を持つことを確認してください。
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3.

既存無形資産に変更を加えた後、「アクション」メニューから「無形資産の計算」および
「ロール・アップ」を選択します。これによって、「エンティティ 合計」、「合計固定資産」
および有効になっているすべてのカスタム ・ディメンションのデータが集約されます。

ダッシュボードを使用した資本財務の分析
事前定義済のダッシュボードを使用すると、資本支出を含む全体的な資本資産財務や、キャ
ッシュ・フローおよび貸借対照表の影響を把握できます。ダッシュボード・チャートのメン
バーにドリルインすると、必要な詳細のレベルを参照できます。

1. 「投資」

、「既存資産」

2. 「概要」

をクリックします。

または「無形資産」

をクリックします。

3. 「投資」および「既存資産」の場合、表示するダッシュボードのタイプに対応する水平タ

ブをクリックします。

4.

たとえば、別のプロジェクトやエンティティを 選択する場合は、
「視点」バーを使用して、
フォームに表示する様々なディメンション・メンバーを選択します。

資本の資産財務の分析
資本の「分析」
コンポーネントは、資本資産が全体的な財務実績に与える影響を把
握できる事前定義済の分析ダッシュボードを提供します。
表 6-4 資本の資産財務の分析
タスク

説明

資本費用のサマリー

ダッシュボード形式で資本の費用の概要を表示し
ます。費用サマリーと資産サマリーをグリッド形
式で表示します。
貸借対照表、キャッシュ・フローの影響、および
資本資産の利益と損失の影響を確認します。

財務諸表

資産の使用状況

資本をプロジェクトに関連付けている場合は、資
産の使用状況サマリーとプロジェクト全体の資産
の使用状況を確認します。
資本で資産の使用状況を確認するには、プロジェ
クトに設備コストを追加し、「プロジェクトの計
算」ルールを実行して、「資本のロール・アップ」
ルールを実行します。
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資本の財務を分析するには、
「分析」
選択します。

をクリックし、確認する分析のタイプを

ダッシュボード・チャートのメンバーにドリルインすると、必要な詳細のレベルを参
照できます。
「視点」から様々なメンバーを選択することにより、確認するメンバーを
変更します。
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戦略モデリングの操作
次も参照:
•

タスクの概要

•

テンプレートの操作

•

モデルの操作

•

レポートの操作

•

シナリオ・ロールアップの作成および実行

タスクの概要
戦略モデリングで実行するタスクを確認します。一般に、タスクの実行は次の順序で行いま
す:
1.

アプリケーションを開いて、モデルの作成に使用するテンプレートを確認し、モデルを作
成するか、既存のモデルを開きます。テンプレートの操作および戦略モデリング・モデル
の作成を参照してください。

2.

必要に応じて、モデルをチェック・アウトします。また、モデルのコピーを開くこともで
きます。モデルのオープン、チェック・アウトおよび削除を参照してください。

3.

次のような戦略分析タスクを実行します:
•

勘定科目およびサブ勘定科目を管理します。

•

勘定科目の予測方法を定義します。

•

勘定科目のターゲット値を指定します。

•

シナリオ・マネージャを使用して What-If 分析を実行します。

•

値の計算方法を判別します。

•

モデルを計算します。

•

シミュレーションを使用して予測精度を向上させます。

•

期間を使用します。

•

資金調達オプションを使用します。

モデルの操作を参照してください。
4.

組込みレポートおよびカスタム・レポートを確認します。 レポートの操作

5.

シナリオ・ロールアップを構築および実行して、データをロールアップします。シナリ
オ・ロールアップの作成および実行を参照してください。
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ノート:
管理者により付与されたモデルおよび機能へのアクセス権によっては、この
項で説明するすべての 機能が表示されないことがあります。

開始するには、
「戦略モデリング」
す:

をクリックし、コンポーネントを選択しま

表 7-1 戦略モデリングのタスク
タスク

実行するタスク
•
モデル

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

詳細情報

モデルを作成、チェック・ モデルの操作
アウトおよび開きます。
勘定科目ビューで作業し
ます。
勘定科目グループを使用
します。
勘定科目およびサブ勘定
科目を管理します。
勘定科目の予測方法を定
義します。
勘定科目のターゲット値
を指定します。
シナリオ・マネージャを使
用して What-If 分析を実
行します。
シミュレーションを使用
して予測精度を向上させ
ます。
値の計算方法を判別しま
す。
期間を管理します。
資金調達オプションを使
用します。
損益計算書、貸借対照表、
資金フローなどの組込み
レポートを確認します。
Oracle Smart View for
Office で設計されたカス
タム・レポートを確認しま
す。
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表 7-1 (続き) 戦略モデリングのタスク
タスク

実行するタスク

詳細情報

シナリオ・ロールアップを シナリオ・ロールアップの作成
作成します。
および実行
モデル特性を指定します。
•
シナリオ・ロールア •
ビジネス・ケースを構築し
ます。
シナリオ・ロールアップを
•
実行します。
また、ジョブ・コンソールでシ
ナリオ・ロールアップのステー
タスを確認できます。
•

ップ

モデルの作成に使用するテン
プレートを確認します。

テンプレートの操作

テンプレート

さらに、戦略モデリング Smart View 拡張機能で、次のタスクを実行できます:
•

ローカル・モデルの使用

•

ワークシートの編集または新規ワークシートの追加

•

ユーザー定義の勘定科目の追加および変更

•

勘定科目入力ステータスの変更

•

減価償却スケジューラの使用

•

感応度分析の使用

•

期間構造および設定の変更

•

債務スケジュールの追加および編集

•

資金調達オプションの変更

•

通貨換算の実行

•

税金および評価オプションの使用

•

カスタム・レポートの設計または標準レポートの変更

•

モデルをテンプレートとして保存

•

カスタム・ディメンションの生成または割当て

•

テンプレートを変更し、使用できるように Web 経由でアップロード

•

レポートを Oracle Hyperion Strategic Finance のオンプレミス・バージョンから戦略モデ
リングに変換し、Web 経由でアップロード

•

作成したテンプレートを Strategic Finance のオンプレミス・バージョンから戦略モデリ
ングに Web 経由でアップロード

Smart View での戦略モデリングの操作を参照してください。
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テンプレートの操作
テンプレートを使用すると、モデルをすばやく作成できます。テンプレートには、期
間やデータのない階層構造の勘定科目セットが含まれます。
戦略モデリングには、よく使用される勘定科目構造用のテンプレートが含まれていま
す。提供されたテンプレートの 1 つを使用することも、カスタム・テンプレートを作
成してアップロードすることもできます。
Oracle で提供されるテンプレートは次のとおりです:
•

標準

•

ユーティリティ

•

ヘルスケア

•

小売

•

高等教育

戦略モデリングを有効にすると、これらのテンプレートがすぐに使用できるように選
択可能になります。Oracle で提供されるテンプレートは変更できませんが、テンプレ
ートのコピーを保存してから、ビジネスの事例にあわせてそれを変更することはでき
ます。
提供されたテンプレートおよびアップロードしたカスタム・テンプレートの勘定科目
構造を確認するには:

1.

ホームページで「戦略モデリング」

をクリックし、「テンプレート」

をクリックします。
2.

確認するテンプレートの「アクション」メニューから、
「開く」をクリックします。

3. 「シナリオ」
、データビューまたは「勘定科目グループ」を変更すると、異なる勘定

科目セットを表示できます。

また、Oracle Smart View for Office で戦略モデリングを使用して、Oracle で提供され
るテンプレートで勘定科目構造を確認および編集することもできます。

モデルの操作
コンポーネントには、モデルの使用および戦略
戦略モデリングの「モデル」
分析の実行に役立ついくつかのオプションが用意されています。
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表 7-2 モデルの操作
タスク

説明
•
•
勘定科目ビュー

•
•
•
•
•
•
•

詳細情報
モデルを開きます。
勘定科目ビューで作業しま
す。
勘定科目メンバーを追加お
よび削除します。
勘定科目の予測方法を定義
します。
勘定科目およびサブ勘定科
目を管理します。
勘定科目のターゲット値を
指定します。
What-If 分析を実行します。
値の計算方法を判別します。
損益計算書、貸借対照表、資
金フローなどの組込みレポ
ートを確認します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

モデルのオープン、チェッ
ク・アウトおよび削除
勘定科目ビューでの作業
サブ勘定科目メンバーの追
加と削除
勘定科目の予測方法の定義
サブ勘定科目の管理および
編集
勘定科目のターゲット値の
指定
シナリオを使用した What-If
分析の実行
値の計算方法の判別
レポートの確認

レポートの確認
Oracle Smart View for Office
で設計されたカスタム・レポート
を確認します
カスタム・レポート

モデルの管理
モデルを作成、チェック・アウト、変更および削除できます。モデルの作成に使用するテン
プレートも表示できます。

戦略モデリング・モデルの作成
管理者とモデラーは、テンプレート(事前定義されたレポートおよびモデリングの標準が含ま
れた財務モデル・フレームワーク)を使用して、戦略モデリング・モデルを作成できます。
Oracle には、すぐに使用できる事前定義済のテンプレートがいくつか含まれています。また、
既存のモデルに基づくモデルを作成することもできます。
ユーザーはモデルをチェック・アウトして使用することも、モデルのコピーを使用すること
もできます。ユーザーがモデルのコピーを使用する場合、データまたはモデルに対する変更
を保存することはできません。
モデルを作成すると、階層勘定体系、期間構造、レポート、データビュー、勘定科目グルー
プ、および作成元のテンプレートやモデルからのすべてのメタデータがそのモデルに 移入さ
れます。
アプリケーションを作成し、戦略モデリングを有効にしておく必要があります。(Oracle
Smart View for Office を使用してカスタマイズした)カスタム・テンプレートを使用してモデ
ルを作成する場合は、そのテンプレートをアップロードしておく必要があります。
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ビデオ
目的

視聴するビデオ

戦略モデリング・モデルの作成について学習し
ます。

Oracle Enterprise Planning Cloud での
戦略モデリングの作成

戦略モデリング・モデルを作成するには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
をクリックします。

をクリックし、
「モデル」

2. 「作成」をクリックします。
3. 「一般」ページで、次のオプションを指定し、
「次」をクリックします。

•

モデルの名前と説明を指定します。

•

モデルをテンプレートから作成するか、現在のアプリケーション内の既存のモ
デルから作成するか、または.alc から作成するかを選択し、テンプレート、
モデルまたはファイルを選択します。
ローカルの.alc ファイルからモデルを作成する場合、ファイルは、クラウド
で使用するために Smart View ですでに変換済である必要があります。
戦略モデリング・データを財務に統合するには、「財務」テンプレートを選択
します。

•

スタンドアロン・モデルを作成する場合、または別のモデルの親となるモデル
を作成する場合は、ルートに配置を選択します。階層構造を作成する場合は、
ルートに配置をクリアして、親モデルを選択します。
階層モデル構造を作成すると、シナリオ・ロールアップやアクセス制御の管
理、モデルの視覚的な編成を行う場合に役立ちます。

•

基本通貨および基本単位を選択します。
各モデルには、アプリケーションとは無関係にそれ自体の通貨と単位を設定で
きます。
ローカルの.alc ファイル、またはソース・データを保持している場合既存の
ファイルからモデルを作成する場合、これらのオプションは使用できません。
元のモデルの単位および通貨を使用してモデルが作成されます。

ノート:
通貨換算は、Smart View で設定します。 Smart View での戦略モデリ
ングの操作 の通貨の換算を参照してください。
•

既存のモデルからモデルを作成した場合に、新しいモデルで既存のモデルと同
じ期間構造を使用するには、「時間構造の保持」を選択します。
「時間構造の保持」を選択した場合、
「ソース・モデル・データの保持」を選択
して、ソース・モデルのデータ値を勘定科目に含めることができます。
期間構造を保持を選択した場合、スキップしてステップ 5 に進みます。
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•

Financials との統合のために「財務」テンプレートを使用してモデルを作成した場合、
「エンティティの 選択」で財務エンティティ ・ディメンション・メンバーを選択しま
す。モデルは選択されたエンティティ・ディメンション・メンバーにマッピングされ
ます。
このオプションは、「財務」テンプレートからモデルを作成した場合にのみ使用可能
です。詳細は、戦略モデリングおよび財務の間のデータの統合を参照してください。

4. 「カレンダ」ページ、
「期間」ページおよび年の構成ページで、このモデルのカレンダを作

成するためのオプションを指定します。

5.

モデル作成オプションを確認し、「モデルの作成」をクリックします。

選択したオプションに基づく勘定体系およびカレンダ構造で、モデルが作成されます。
Smart View で、Oracle Hyperion Strategic Finance モデルを戦略モデリング・モデルに変換で
きます。Smart View での戦略モデリングの操作を参照してください。

モデルのオープン、チェック・アウトおよび削除
モデルをチェック・アウトしたり、コピーを使用できます。
モデルを開く、またはチェック・アウトするには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
ックします。

をクリックし、
「モデル」

をクリ

2.

開くモデルをクリックし、
「アクション」メニューで開いてチェックアウトまたは「コピ
ーとして開く」を選択します。
モデルをチェック・アウトすると、データおよびモデルに対する変更を保存できます。モ
デルのコピーを使用する場合、データまたはモデルに対する変更を保存できません。

3.

モデルをチェック・アウトした場合は、モデルに変更を加えて変更を保存した後で、「閉
じる」をクリックしてモデルを閉じ、「チェック・イン」を選択して変更をサーバーに保
存するか、「破棄」を選択して変更を破棄します。
コピーとして開くを選択した場合、変更を一時的に保存できますが、モデルを閉じると、
変更はサーバーに保存されません。

1 つのモデルを削除するには、
「モデル」リストからモデルを選択し、
「アクション」メニュー
から「削除」をクリックします。親モデルとそのすべての 子孫を削除するには、
「モデル」リ
ストから親モデルを選択し、
「アクション」メニューから「階層の削除」をクリックします。

勘定科目ビューでの作業
モデルを開くと、勘定科目ビュー内にモデルが開き、このビューでモデル内の勘定科目とサ
ブ勘定科目を表示および管理できます。
勘定科目、サブ勘定科目および勘定科目グループについて
次のタイプの勘定科目があります:
•

入力勘定科目 - 履歴期間および予測期間の財務データを入力勘定科目に手動で入力しま
す。予測期間では、予測方法またはフリー・フォーム計算式を使用して値を計算します。
指定した予測方法によって、予測期間の入力データの形式が決まります。たとえば、「売
上」で「成長率」予測方法を使用する場合は、入力データを成長率として予測期間に入力
します。
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入力勘定科目へのデータ入力の詳細は、勘定科目データの入力を参照してくださ
い。
•

計算済勘定科目 - 他の勘定科目の出力を計算式に使用して値を計算します。計算
済勘定科目では計算式を編集できません。計算式は、勘定科目の整合性を保つため
に固定されています。

•

ユーザー定義勘定科目 - Oracle Smart View for Office で定義されます。財務勘定
科目に追加の詳細を作成するためのメモ勘定科目、分析に追加の比率を作成するた
めのカスタム比率勘定科目、およびカスタム比率テスト内でパフォーマンス標準
(負債コベナンツ)に基づいてメジャーを定義するための負債コベナンツ勘定科目
が含まれます。

サブ勘定科目は、メイン勘定科目の追加入力詳細に使用されます。サブ勘定科目は、
履歴期間と予測期間の両方のメイン勘定科目の属性を継承します。サブ勘定科目は、
勘定科目キーにコロンがあるため、区別できます。
勘定科目グループを使用して勘定科目をグループ化すると、データ入力の際の検索と
表示が容易になります。デフォルトの勘定科目グループはテンプレートから継承され
ます。管理者とモデラーは、追加の勘定科目グループを作成できます。勘定科目グル
ープの操作を参照してください。
データビューを使用すると、表示される勘定科目のタイプをフィルタ処理できます。
管理者とモデラーは、データビューを作成および編集できます。データビューの操作
を参照してください。
戦略モデリング勘定科目番号には、小数点(サブ勘定科目の場合はコロン)で区切られた
最大 3 つのセグメントが含まれます:
•

メイン勘定科目番号(vxxxx)。これらの勘定科目は、モデルの勘定科目の整合性を
推進します。

•

関連勘定科目番号(vxxxx.xx)

•

サブ勘定科目番号(vxxxx.xx:xxxx。メイン勘定科目のサブ勘定科目の場合:
vxxxx:xxxx)

勘定科目の詳細は、戦略モデリングの勘定科目定義を参照してください。
勘定科目ビューについて
勘定科目ビューでは、次のことができます:
•

視点を変更します: 「シナリオ」、データビューまたは「勘定科目グループ」のいず
れかを選択し、「リフレッシュ」

をクリックします。

•

勘定科目階層のサブ勘定科目メンバーを追加および削除します。サブ勘定科目メ
ンバーの追加と削除を参照してください。

•

モデルを計算して保存します。

• 「アクション」メニューで使用可能なアクションを使用して、分析タスクを実行し
ます。

勘定科目グループの操作
勘定科目を一括管理するには、勘定科目グループを使用します。たとえば、データ入
力行のみを表示する、すべての 損益計算書勘定科目を含むグループを作成できます。
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また、
「勘定科目ビュー」に表示する勘定科目を選択する場合も、勘定科目グループを使用し
ます。
管理者とモデラーは、勘定科目グループを作成および編集できます。すべてのユーザーが 、
勘定科目グループを使用して、「勘定科目ビュー」に表示する勘定科目を選択できます。
勘定科目グループを作成および編集するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「勘定科目グループ」をクリックしま

す。

3.

左ペインで、
す:

「勘定科目グループの追加」をクリックし、追加するタイプを選択しま

•

勘定科目のリストの追加 - 勘定科目のグループを作成します。

•

グループのリストの追加 - 勘定科目グループのグループを 作成します。

•

区切り文字の追加 - リスト内でグループを区切る線を作成します。区切り文字を追
加した場合、必要に応じて区切り文字を並べ替えて、
「OK」をクリックします。この
手順の残りのステップはスキップできます。

4.

名前を入力し、

5.

「勘定科目の追加」をクリックして、勘定科目または勘定科目グループをリストに追
加します。

6.

リストに追加する勘定科目または勘定科目グループを選択し、 「勘定科目の選択」を
クリックしてから、「OK」をクリックします。
「検索」を使用すると、目的の勘定科目またはグループを簡単に見つけることができます。

7.

8.

「OK」をクリックします。

勘定科目のリストについて、勘定科目の表示方法に関するオプションを選択します:
•

サブ勘定科目 - サブ勘定科目の表示方法を指定します。

•

ディメンション - メイン勘定科目を追加するときのディメンションの表示方法を指
定します。すべて のサブ勘定科目を選択した場合のみ使用できます。

•

デフォルト・ビュー - 勘定科目を表示するデフォルト・ビューを指定します。

このグループを「勘定科目グループ」リストで非表示にするかどうかを選択し、勘定科目
リストについて、ユーザー定義の勘定科目にサブ勘定科目を含めるかどうかと、オフにな
っている勘定科目を含めるかどうかを選択します。

9. 「OK」をクリックします。

新しい勘定科目グループが、
「勘定科目ビュー」の「勘定科目グループ」リストで使用可能に
なります。
さらに、「勘定科目グループ」ダイアログ・ボックスで次のことができます:
•

勘定科目グループの編集、名前変更および削除。戦略モデリングで提供されているデフォ
ルトの勘定科目グループの編集、名前変更または削除はできません。

•

ドラッグ・アンド・ドロップするか、矢印を使用して、勘定科目グループを並べ替える
と、「勘定科目ビュー」の「勘定科目グループ」リストの表示順序が変わります。
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データビューの操作
「勘定科目ビュー」での勘定科目のフィルタ処理およびデータ表示の管理には、データ
ビューを使用します。モデルにはデフォルトのデータビューが含まれます:
•

標準

•

入力のみ

•

出力のみ

管理者とモデラーは、データビューを作成および編集して、
「勘定科目ビュー」の表示
をカスタマイズできます。
データビューを作成するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「データビュー」をクリックし

ます。

3.

左ペインで、

4.

名前を入力し、

5.

新しいデータビューのプロパティおよび属性を指定し、「OK」をクリックします。
•

「データビューの追加」をクリックします。
「OK」をクリックします。

表示オプション
– 「グループ・ヘッダーをタイトルとして表示」 - 勘定科目グループのヘッダ
ーを表示します。
–

計算勘定科目の場合、入力行を非表示 - 計算された勘定科目の入力行を非
表示にします。

–

計算済期間の列を非表示 - 計算された期間の詳細を非表示にします。

•

属性 - 入力行、出力行、またはその両方のいずれを表示するかを選択し、行の
順序を指定します。

•

期間 - 表示する期間を指定します。
「時間範囲の設定」を選択した場合、関数
を使用するか値を入力して「開始境界」および「終了境界」を指定します。

新しいデータビューが、
「勘定科目ビュー」の「データビュー」リストで使用可能にな
ります。
さらに、「データビュー」ダイアログ・ボックスでは次のことができます:
•

データビューの編集、名前変更および削除。

•

ドラッグ・アンド・ドロップするか、矢印を使用して、データビューを並べ替える
と、「勘定科目ビュー」の「データビュー」リストの表示順序が変わります。

勘定科目データの入力
勘定科目データ(履歴値、予測仮定の予想、評価仮定の概算)は、勘定科目ビューに入力
します。
データの入力に関するヒント:
•

負の値を入力するには、値の前にマイナス符号(-)を付けます。
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•

'#'または'##'をセルに入力して、現在の値を上書きします。「#」および「##」を使用した
上書きは、履歴期間がフリー・フォーム計算式を使用して計算されていない限り、履歴期
間では機能しません。

•

戦略モデリングでは、小数点の前後に最大 16 有効桁の数値が格納されます。表示される
小数点以下の桁数を変更できます。

サブ勘定科目メンバーの追加と削除
選択した勘定科目に子または兄弟メンバーを追加することにより、サブ勘定科目メンバーを
勘定科目階層に追加できます。
子または兄弟サブ勘定科目メンバーを一括で追加することもできます。
サブ勘定科目の編集の詳細は、サブ勘定科目の管理および編集を参照してください。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
サブ勘定科目の操作について学習します。

Enterprise Planning Cloud の戦略モデリン
グでのサブ勘定科目の管理

サブ勘定科目の個別の追加
サブ勘定科目を個別に追加するには:
1.

勘定科目ビューで勘定科目を右クリックし、コンテキスト・メニューから(新規メンバー
を追加する勘定科目階層内の位置に応じて)「兄弟の追加」または「子の追加」を選択し
ます。

ヒント:
勘定科目をすばやく見つけるには、
「アクション」メニューから「勘定科目の検
索」をクリックし、名前またはサブ勘定科目識別子番号を入力します。
新しいサブ勘定科目が追加され、勘定科目 ID に NewNN という名前が付加されます。
•

メイン勘定科目に兄弟を追加することはできません。

•

サブ勘定科目 ID は、このサブ勘定科目グループ内で一意である必要があります。

2. 「勘定科目名」列に名前を入力します。
3.

新規勘定科目にさらに編集を加える場合は、その勘定科目を右クリックして「編集」を選
択します。サブ勘定科目の管理および編集を参照してください。

サブ勘定科目の一括追加
サブ勘定科目を一括で追加するには:
1.

追加する必要があるサブ勘定科目メンバーを含むファイルを作成し、サブ勘定科目名をコ
ピーします。
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Microsoft Excel または任意のエディタでファイルを作成できます。サブ勘定科目
の区切り文字は、改行文字です。たとえば、すべてのサブ 勘定科目を含む、Excel
の列をコピーします。
2.

勘定科目ビューで、子または兄弟を追加する勘定科目またはサブ勘定科目の行ヘッ
ダーを右クリックし、次に子の貼付けまたは「兄弟の貼付け」をクリックします。
「兄弟の貼付け」は、サブ勘定科目行を選択した場合のみ使用可能です。

3. 「貼付け」ウィンドウで、コピーされたサブ勘定科目を貼り付けます。

貼り付けられたテキストを編集したり、追加のサブ勘定科目をリストに追加したり
できます。

4. 「貼付け」をクリックします。

サブ勘定科目は、現在選択されている勘定科目の子または兄弟として追加されま
す。
子の貼付けでは、サブ勘定科目は、現在選択されているサブ勘定科目の子リストの
最後に貼り付けられます。

「兄弟の貼付け」では、サブ勘定科目は、現在選択されているサブ勘定科目の行の
上に、兄弟として貼り付けられます。
貼り付けられたテキストは、新規作成されたサブ勘定科目の説明として使用されます。
サブ勘定科目キーは自動的に生成されます。
勘定科目の削除
勘定科目を削除するには、勘定科目ビューで勘定科目を右クリックし、コンテキスト・
メニューから「削除」を選択します。勘定科目を削除すると、その子も削除されます。

ノート:
メイン勘定科目はモデルの勘定科目の整合性を推進するため、削除できませ
ん。メイン勘定科目は、vxxxx という勘定科目 ID により識別できます。

サブ勘定科目の管理および編集
サブ勘定科目を編集するには:
1.

勘定科目ビューで、編集するサブ勘定科目を選択し、
「アクション」メニューから
サブ勘定科目を選択します。
また、セルを右クリックし、「サブ勘定科目」をクリックすることもできます。

2.

必要に応じて、メンバー名(サブ勘定科目 ID)および説明を編集します。

ノート:
フィールドが使用不可(グレーアウト表示)の場合、そのサブ勘定科目は編
集できません。たとえば、そのサブ勘定科目を編集するためのアクセス
権限がない場合などは、そうなります。
メイン勘定科目の場合、モデルの勘定科目の整合性を保つために、名前
は編集できますが、他のフィールドは編集できません。
3. 「タイプ」で、このサブ勘定科目のロールアップ・オプションを選択します。
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4.

関連勘定科目を編集するには:
a. 「関連勘定科目」の横の「編集」をクリックします。
b.

関連勘定科目のリストで、「編集」

c.

勘定科目のグループはすべて 一度に変更できます。「検索」ボックスに検索テキスト
を入力し、
「検索/置換」をクリックして置換テキストを入力し、
「すべて 置換」をクリ
ックします。あるいは、「追加」をクリックし、追加するテキストを入力して、名前
の「前」か「終了」のどちらに追加するかを選択します。次に、「すべて 追加」をク
リックします。

d.

勘定科目を 1 つずつ変更するには、関連勘定科目の右側のパネルで勘定科目名をクリ
ックまたはタップし、「名前」ボックスで変更を加えます。

をクリックします。

e. 「保存」をクリックします。
5. 「適用」をクリックして変更を保存します。

勘定科目の予測方法の定義
各勘定科目では、将来(予測)期間の勘定科目値を予測する独自の予測方法が使用されます。勘
定科目の予測方法を確認または定義するには、
「勘定科目の予測」を使用します。あらかじめ
組み込まれた予測方法を使用するか、独自のフリーフォームの式を構築できます。テンプレ
ート内の勘定科目の多くには事前定義済の予測方法があります。ビジネス上必要な場合は、
そのメソッドを改訂できます。(入力が許可されるすべての 勘定科目には、デフォルトの予測
方法が定義されています。)
勘定科目の予測方法を定義するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、確認または変更する勘定科目のセルをクリックします。

ヒント:
勘定科目をすばやく見つけるには、
「アクション」メニューから「勘定科目の検
索」をクリックし、名前またはサブ勘定科目識別子番号を入力します。
3. 「アクション」メニューから、
「勘定科目の予測」をクリックします。
「予測」ページには、

予測値の算出に使用される計算が表示されます。
また、セルを右クリックし、
「勘定科目の予測」をクリックすることもできます。

この例では、「Unit Volume」で標準式が使用されています:
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この例では、「OFS_Product Revenue」でフリーフォーム式が使用されています:

4.

標準式オプションを編集するか、フリーフォーム式およびオプションを編集して、
「適用」をクリックしてください。
「適用先」をクリックして、現在の勘定科目の選
択済サブ勘定科目または子に式を適用します。
標準予測式の編集の詳細は、勘定科目予測方法の標準式の作成を参照してくださ
い。
フリーフォーム予測式の編集の詳細は、勘定科目予測方法のフリーフォーム予測式
の作成を参照してください。

勘定科目予測方法の標準式の作成
標準式を編集するには:
1. 「勘定科目の予測」ページの「予測タイプ」で、
「標準」を選択します。
2.

次のオプションの値を指定します:

7-14

第7章

モデルの操作
表 7-3 予測方法の標準式の定義オプション
オプション

説明

予測

予測する勘定科目を選択します。選択した勘定
科目の名前を一般的に使用しますが、関連勘定
科目を選択する場合もあります。たとえば、キ
ャッシュを予測する場合、キャッシュではなく、
キャッシュの増加の予測を選択できます。
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表 7-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション
オプション

説明

メソッド

使用する予測方法を選択します。メソッドによ
って、入力データのフォーマットが決まります。
•

•

•

•

•

•

•

•

実績値 - デフォルト通貨単位で定義された
実績値のデータを入力します。これはデフ
ォルト・メソッドであり、基本通貨が使用
されます。
成長率 - 年間または定期的な成長率を入力
します。たとえば、売上高成長率が年 10%
の場合は、予測期間の入力値として「10」
と入力します。
成長率(前年同期比) - 前年の同期間と比較
した成長率のデータを入力します。たとえ
ば、2020 年 1 月の売上高が 2019 年 1 月よ
り 5%高い場合、1 月に「5」と入力します。
別の勘定科目の% - 同じ期間に別の勘定科
目(関連勘定科目)のパーセンテージとして、
1 つの勘定科目にデータを入力します。こ
のオプションを選択した場合、
「関連付けら
れた勘定科目」を指定する必要があります。
日 - このアイテムが表す日数(通常は売上高
または売上原価)として勘定科目のデータを
入力します。売掛金と買掛金の予測など、
運転資本の残高として使用するのが一般的
です。このオプションを選択した場合、
「関
連付けられた勘定科目」を指定する必要が
あります。
回転 - このアイテムが 表す回転数(1 回転す
る頻度)として勘定科目のデータを入力しま
す。このメソッドを主に適用するのは、在
庫予測です。このオプションを選択した場
合、
「関連付けられた勘定科目」を指定する
必要があります。
別の勘定科目の絶対倍数 - 同じ期間に別の
勘定科目(関連勘定科目)の絶対倍数として
1 つの勘定科目のデータを入力します。こ
のメソッドは主に価格/数量の予測に使用し
ます。たとえば、メモ勘定科目(v300)の単
位量(1 億単位)を予測し、$50 の単位価格(絶
対倍数)とメモ勘定科目(v300)の単位量を乗
算したものとして収益を計算します。この
オプションを選択した場合、
「関連付けられ
た勘定科目」を指定する必要があります。
別の勘定科目のデフォルト倍数 - 同じ期間
に別の勘定科目(関連勘定科目)のデフォル
トの通貨単位の倍数として 1 つの勘定科目
のデータを入力します。このメソッドも主
に価格/数量の予測に使用します。たとえ
ば、メモ勘定科目(v300)の単位量(10 単位)
を予測し、$20 百万の単位価格(デフォルト
の倍数)とメモ勘定科目(v300)の単位量を乗
算したものとして収益を計算します。この
オプションを選択した場合、
「関連付けられ
た勘定科目」を指定する必要があります。
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表 7-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション
オプション

説明

入力

入力メソッドを選択します。使用可能なオプシ
ョンは、選択した予測方法に応じて異なります。

関連付けられた勘定科目 - 勘定科目

関連勘定科目を必要とするメソッドに使用する
勘定科目を選択します。

出力値の取得元

予測方法に、関連勘定科目が必要な場合、関連
勘定科目の出力(「現在の期間」、「前期間」、「変
更」または「平均」)に使用する値を選択します。

ディメンションと一致させる

予測方法で、関連勘定科目が必要な場合、
「ディ
メンションと一致させる」を選択し、関連勘定
科目の次元と予測される勘定科目の次元を一致
させます。
たとえば、売上高/製品 XX/領域 YY のパーセント
として売上原価/製品 XX/領域 YY を予測するに
は、関連勘定科目として「売上高」を選択し、
「ディメンションと一致させる」チェック・ボッ
クスを選択します。

前入力期間より遅らせる

予測方法で関連勘定科目が必要で、残高勘定を
予測する場合、期末残高または前期間からの期
末残高の増減を予測できます。
前の期間の値を使用しない場合、このオプショ
ンを使用します。このオプションは、(計算され
た値ではなく)入力値を含む前の期間を検索し、
その値を使用します。
たとえば、7 月までの年次累計値があるが、実績
は 1 月にしかない状況で 7 月を予測する場合、
このオプションを選択すると、実績値のある 1
月の値が使用されます。

関連付けられた勘定科目の値

予測方法に応じて、適切な値を選択します:
未調整 - 変更は行われません
年間 - 値を取得し分析します
正規化 - 既存の前の値を取得し、別の長さの
期間用に正規化します
予測方法が「日」または「回転」の場合、この
オプションは使用できません。
•
•
•

予測入力期間の値

予測方法に関連勘定科目が必要な場合、次から
選択します:
•
•
•

グリッド価格設定の使用

各期間の変数 - 各期間に異なる値を入力で
きます
すべての 期間に対する定数 - すべての 予測
期間で同じ値が使用されます
履歴平均と同等 - 入力は必要ありません。
履歴平均はすべての 予測期間に適用されま
す

このフィールドの入力は様々であることを示し
ます。入力値は、別の勘定科目の値に応じて調
整されます。たとえば、選択した条件に基づい
て契約金利を増減できます。
「追加」をクリック
し、グリッド価格オプションまたは価格条件を
指定します。値をいつ変更するか、およびどの
ように変更するかの条件を定義します(通常、加
法型または積乗型)
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表 7-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション
オプション

説明

別の勘定科目にスプレッド

別の勘定科目の出力値に入力値を追加して最終
入力値を計算します。チェック・ボックスを選
択し、分散させる勘定科目を選択します。
通常、利率の予測に使用します。

勘定科目にスプレッド

スプレッドする対象の勘定科目を選択します。

勘定科目予測方法のフリーフォーム予測式の作成
フリーフォームの式を編集するには:
1. 「勘定科目の予測」ページの「予測タイプ」で、
「フリー・フォーム」を選択しま

す。

2.

フリーフォーム式を編集するには、テキスト・ボックスに入力するか、「編集」を
クリックして式ビルダーを開きます。

3.

式ビルダーで、勘定科目、関数および演算子から選択し式を構築して、選択済勘定
科目の出力値を計算し、次に「保存」をクリックします。
関数および引数の詳細は、Smart View での戦略モデリングの操作 のフリーフォー
ムの式の使用に関する項を参照してください。式は、保存時に検証されます。

4.

次のオプションの値を指定します:
表 7-4 予測方法のフリーフォーム式の定義オプション
オプション

説明

予測

予測する勘定科目を選択します。選択した
勘定科目の名前を一般的に使用しますが、関
連勘定科目を選択する場合もあります。

メソッドの説明

式の説明を入力します。

入力

オプション: @input を使用する式では、「入
力」から入力データのフォーマットを選択し
ます。
•
•
•
•
•
•

単位

通貨 - 「単位」に設定されたオプション
を使用して入力データを入力します。
項目 - 「単位」に設定されたオプション
を使用して入力データを入力します。
パーセント - 入力データをパーセンテ
ージとして入力します。税率の式に有
用です。
割合 - 割合として入力データを入力し
ます。
日数 - 日数として入力データを入力し
ます。入力は、出力値を生成する別の勘
定科目の倍数である必要があります。
回転 - 回転数として入力データを入力
します。入力は、出力値を生成する別の
勘定科目の倍数である必要があります。

@input,を使用する式については、入力デー
タの単位(千、百万など)を選択します。
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表 7-4 (続き) 予測方法のフリーフォーム式の定義オプション
オプション

説明

履歴で使用

履歴レコードのフリーフォーム式を使用す
る場合に選択します。
たとえば、履歴期間と予測期間の両方で、価
格 x 数量で売上を計算する場合があります。
このオプションが選択されていない場合、フ
リーフォームの式は予測期間にのみ使用さ
れ、履歴データは別に入力する必要がありま
す。

前入力期間より遅らせる

ラグ期間を使用する式用。

上書きの許可

式を使用するのではなく値の入力をユーザ
ーに許可する場合に選択します。
入力期間で、選択した入力メソッドを上書き
して、デフォルトの通貨/アイテムとして 該
当期間の値の入力を有効にできます。入力
メソッドをオーバーライドするには、数値の
前または後にシャープ(#)を入力します。

5. 「適用」をクリックします。

勘定科目のターゲット値の指定
「ゴール・シーク」を使用して、勘定科目のターゲット値を指定し、その結果の推進に必要な
値を判別します。ゴール・シークを使用するには、変更する勘定科目値、変更を推進する関
連勘定科目、および変更する時間範囲を選択します。
たとえば、2017 年の予算の給与計算パーセンテージ合計が 16.69%であり、それを 16.18%に
減らすとします。2017 年 1 月から 12 月までの時間範囲における販売時間生産性を変更する
ことにより、合計パーセンテージを減らすことを決定します。ゴール・シーク・パネルでシ
ークを選択すると、戦略モデリングによって、2017 年の給与計算パーセンテージ合計ターゲ
ットを達成するために販売時間生産性で必要な変更が計算され、ターゲット値を達成するよ
うに販売時間生産性の調整が(選択した内容に応じてパーセンテージか金額のどちらかで)
2017 年の 1 月から 12 月までの期間に分散されます。ゴール・シークを使用する場合、手動
で勘定科目を調整したり、複雑なビジネス・ルールを作成してターゲットの達成方法を調べ
る必要はありません。
ビデオ
目的
ゴール・シークについて学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の戦略モ
デリングでの目標の設定

勘定科目のターゲット値を指定するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、変更する勘定科目のセルをクリックします。
3. 「アクション」メニューから、
「ゴール・シーク」をクリックします。

また、セルを右クリックし、
「ゴール・シーク」をクリックすることもできます。
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4. 「目標の設定」領域で、必要に応じて勘定科目、シナリオまたは期間を変更し、
「目

標」でこの勘定科目のターゲット値を入力します。

5. 「調整」領域で、ターゲット勘定科目で目標を達成するために調整する勘定科目、

変更を適用する期間、およびパーセンテージか金額のどちらで調整するかを指定し
ます。
変更勘定科目は、式によって目標勘定科目に関連させる必要があります。そうしな
い場合、ゴール・シークは失敗します。

たとえば、このイメージでは、2020 年の製品販売の現在の値は 819.3 です。これ
を 900 に増やすとします。製品販売は、(単位ボリュームを含む)複数の勘定科目か
ら計算されます。単位ボリュームを 2017 年から 2020 年までの各期間に対して同
じパーセンテージで調整することにより、製品販売の目標を達成します。ゴール・
シークを使用すると、単位販売が 2020 年の製品販売ターゲット 900 を達成するよ
うに調整されます。

6. 「シーク」をクリックします。

目標勘定科目のターゲットを達成するために、変更勘定科目の値が、指定した期間
に対して同じ金額またはパーセンテージで再計算されて更新されます。モデルが
新しい値で更新および計算されるため、勘定体系全体の結果を確認できます。

7. 「ゴール・シーク結果」パネルで、目標勘定科目および変更勘定科目に対する変更

の結果を確認します。また、
「ゴール・シーク」
・パネルで、調整されたパーセンテ
ージまたは金額を確認することもできます。
この例では、2020 年の製品販売目標 900 を達成するために、2017 年から 2020 年
までの単位ボリュームが 49.96%調整されたことがわかります。
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8.

モデルの変更を保存する場合は、「ゴール・シーク結果」パネルで「適用」をクリックし
ます。ゴール・シークの結果を破棄する場合は、
「取消し」をクリックします。

9.

モデルをチェック・アウトした場合は、モデルを保存してからチェック・インします。

シナリオを使用した What-If 分析の実行
シナリオを定義することにより、様々なビジネス結果をモデリングし、様々な予測仮定セッ
トを評価できます。シナリオ・マネージャを使用して、シナリオを作成し、含める勘定科目
(勘定体系全部、勘定科目のサブセット、または 1 つの勘定科目のみ)を定義します。基本シナ
リオ内にはすべての 勘定科目があります。値を基本シナリオ(または他のスタンドアロン・シ
ナリオ)ではなく新しいシナリオから取り込む場合は、勘定科目をシナリオに追加します。
What-If 分析を実行するには、様々なシナリオを作成し、シナリオ内の各種の勘定科目に対す
る入力値(予測方法を含む)を変更します。次に、これらの変更が勘定科目内の出力に与える影
響を確認します。
すべてのモデルに 、デフォルトで 2 つのシナリオが含まれています:
•

基本 - すべての 勘定科目が含まれ、各勘定科目の元の入力が含まれます。他のシナリオか
ら値を継承することはありません。継承されたシナリオではすべて 、その継承順序の最後
が基本シナリオまたは別のスタンドアロン・シナリオになります。他のシナリオがデータ
を提供しない場合は常に、基本シナリオが最終的なデータ・ソースとなります。

•

実績 - 実績値が含まれます

基本シナリオと実績シナリオの勘定科目は削除できません。
シナリオ継承について
他のシナリオから勘定科目、入力値および予測方法を継承するシナリオを定義できます。現
在のシナリオにない値については、戦略モデリングによってその 継承元のシナリオからの値
が使用されます。また、継承順序の最下位レベルのシナリオの値がまず検索されるように複
数継承シナリオを設定することもできます。そのシナリオにない値については、継承順序内
の次のシナリオが検索され、最終的にスタンドアロン・シナリオ(基本シナリオなど)になるま
で順に検索されます。継承されたシナリオを使用すると、データ入力の時間を節約でき、モ
デル内の関係を壊すことなくシナリオ内の値の変更を試すことができます。複数継承を使用
すると、関係を壊すことなく変更のセットを組み合せたり一致させることができます。
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新規シナリオの作成
新規シナリオを定義する場合は、既存のシナリオからシナリオを作成します。
What-If 分析用の新規シナリオを定義するには:
1.

モデルをチェック・アウトするか、コピーとして開くことにより、モデルを開きま
す。

2.

勘定科目ビューで、新規シナリオの基礎として使用するシナリオを選択します。
新規シナリオを作成する場合のプロパティおよび勘定科目の選択項目は、モデル内
の現在アクティブなシナリオに 基づいています(継承順序を除く)。

3. 「アクション」メニューから、
「シナリオ・マネージャ」をクリックします。

また、セルを右クリックし、「シナリオ・マネージャ」をクリックすることもでき
ます。

4. 「新規シナリオ」

をクリックします。

5.

シナリオの名前と説明を入力します。

6.

作成するシナリオのタイプを選択します:
•

スタンドアロン - 子シナリオから値を継承しない、モデル内のすべての 勘定科
目が含まれるシナリオが作成されます。

•

継承 - 現在のシナリオに値が存在しない場合に、現在のシナリオが「継承元」
シナリオ(複数可)からの値および予測方法を継承することを指定します。

•

入力のみ - 出力を生成しない入力のみ勘定科目のシナリオが作成されます。
このオプションは、入力のみのシナリオで指定された勘定科目の子からデータ
を取得するかわりに、親がシナリオ・ロールアップにデータを提供する場合の
シナリオ・ロールアップにとって役立ちます。入力のみのシナリオに勘定科目
を追加することで、シナリオ・ロールアップ中に子ノードからデータが取得さ
れることがなくなります。シナリオ・ロールアップで入力のみのシナリオを使
用する方法の詳細は、シナリオ・ロールアップでの入力のみのシナリオの使用
についてを参照してください。

7.

継承を選択した場合、このシナリオが値および予測方法を継承する元のシナリオ
(複数可)を選択します。
複数のシナリオを選択した場合、それらのシナリオをドラッグ・アンド・ドロップ
して継承順序を指定します。継承シナリオからの値が重複していない場合、継承順
序は関係ありません。

8.

実績の使用で、どのような場合に実績値を使用するかを選択します:
•

なし

•

使用可能な場合 - この期間に実績値があれば、それを使用します。

•

履歴 - 履歴期間で実績値を使用します。

たとえば、予算が静的な場合は、予算シナリオに履歴を選択します。ただし、実績
の場合は、後で実績値が使用可能になったときに使用するように、「使用可能な場
合」を選択します。
9. 「勘定科目」で、このシナリオに含める勘定科目を選択するために「追加」をクリ

ックし、勘定科目を選択して、「追加」をクリックします。
「検索」ボックスを使用して、勘定科目のリストをフィルタ処理できます。複数の
勘定科目を選択する場合は、[Ctrl]を押しながらクリックします。
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10. 「適用」をクリックします。

シナリオがモデルに追加されます。
シナリオの作成後、必要に応じて値または予測方法を更新し、モデルを計算します。
シナリオの管理
シナリオの編集または削除、シナリオの表示のフィルタ処理、またはシナリオ順序の変更を
実行できます。
シナリオを削除するには、シナリオをクリックし、次に「削除」

をクリックします。

シナリオの表示をフィルタ処理するには(デフォルトではすべてのシナリオが 表示されます)、
「すべてのシナリオ 」をクリックし、表示するシナリオ(
「継承シナリオ」、「スタンドアロン・
シナリオ」
、
「入力のみのシナリオ」、(通貨換算からの)「出力のみのシナリオ」)を選択します。
シナリオ・マネージャ・パネルでシナリオの順序を変更するには、シナリオをドラッグ・ア
ンド・ドロップしてリスト内で並べ替えます。シナリオを並べ替えできるのは、すべてのシ
ナリオが表示されている場合のみです。基本シナリオと実績シナリオの並べ替えはできず、
これらは常にリスト内の最初と 2 番目のシナリオになります。シナリオの順序を変更する
と、勘定科目ビューの「POV」の「シナリオ」リストのシナリオ順序が変更されます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
シナリオの操作について学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud の戦略モ
デリングでのシナリオの作成

値の計算方法の判別
値の計算方法を判別するには、
「監査証跡」を使用します。任意のセルからドリルダウンする
と、そのセル値に使用された値が表示されます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
「監査証跡」を使用した値の計算方法の決定につい
て学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud の戦略モ
デリングでの勘定科目の計算の分析

セルの値の計算方法を判別するには:
1.

勘定科目ビューで出力セルをクリックし、
「アクション」メニューから「監査証跡」をク
リックします。
また、セルを右クリックし、「監査証跡」をクリックすることもできます。
そのセル値の監査証跡に、値の計算に使用された計算式が表示されます。

2. 「監査証跡」ウィンドウで、次のいずれかのタスクを実行します:

•

計算式の要素にドリルダウンして、値の詳細を取得します。ドリルできる値は、青色
のハイパーリンクとして表示されます。

•

期間またはシナリオを変更して、別のセル値の監査証跡を表示します。
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•

3.

監査証跡
の横の矢印をクリックすると、監査ステップの履歴が
表示されます。いずれかのステップをクリックして、監査内のその地点に戻り
ます。期間、シナリオまたは勘定科目を変更すると、監査証跡がクリアされて
再起動されます。

入力値を変更してデータへの影響を確認するには:
a.

入力値を変更します。影響を受けるセルは黄色でハイライト表示されます。

b. 「更新」をクリックして更新した値を保存するか、
「破棄」をクリックします。
c. 「保存」をクリックして、データをモデルに保存します。

シミュレーションの使用による予測精度の向上
シミュレーションでは自動 what-if 分析を戦略モデリングのモデルに対して実行し、こ
れによって意思決定を最適化できます。
シミュレーションでは使用可能な値の範囲を不確定な入力値に割り当てて、その不確
実性が関連勘定科目にどのように影響するかを分析します。次を行えます:
•

起こりうる何百もの結果とそれが起こる尤度の迅速な計算および確認

•

ベスト・ケースおよびワースト・ケースのシナリオの分析

•

ターゲット目標達成の尤度の評価

•

主要な不確実入力が最終損益にどのように影響するかの表示

たとえば、シミュレーションを使用して販売部門の拡大シナリオを評価できます。次
年度の総売上高の予測および目標達成の尤度の識別の一環として、小売店をさらに増
やす拡張シナリオの収益性を調査できます。シミュレーションなしの場合、単位ボリ
ュームやサービス収益、メンテナンス収益といった不確実入力勘定科目について、一
度に 1 つのセルに最も有力な推定を入力してそれが総売上収益にもたらす影響を評価
するという簡単で誤りも多い what-if 分析を実行できるにすぎません。これらの入力
勘定科目について仮定の範囲を使用してシミュレーションを実行することで、入力仮
定から作成されたランダム・シナリオを使用してモデルが何百回も計算されます。シ
ミュレーション結果には、予測売上の範囲とその尤度が表示されます。
戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションを使用して、定義する仮定の
値の範囲をランダムに生成します。モンテ・カルロ・シミュレーションの詳細は、モ
ンテ・カルロ・シミュレーションとシミュレーションの精度についてを参照してくだ
さい。
シミュレーションの定義および実行のステップの概要:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
をクリックし、
「モデル」
リックして、分析するモデルを開いてチェック・アウトします。

をク

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「シミュレーション」をクリッ

クします。

モデラー権限があるユーザーがシミュレーションを実行できます。
3.

キー入力セルを決定し、それを仮定として定義します。仮定の定義を参照してくだ
さい。
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4.

分析のターゲットである出力セルを選択し、それを予測として定義します。予測の定義を
参照してください。

5.

必要に応じて、シミュレーション設定を調整します。シミュレーション設定の調整を参照
してください。

6. 「実行」

をクリックしてシミュレーションを実行します。

ノート:

7.

•

入力仮定から作成されたランダム・シナリオを使用してモデルが何百回も計
算されます。

•

シミュレーションが試行されるたびに、仮定内の値および予測セルが再計算
されます。

•

現在の勘定科目ビュー内の仮定と予測のみでなく、モデル内の仮定と予測が
シミュレーションされます。

•

サーバーで一度に実行できるのは 1 つのシミュレーションのみです。

結果を確認します。
シミュレーション・チャートには、生じうる結果の範囲とその尤度が表示されます。
シミュレーション結果は、モデルが開いていてかつセッションが失効していないかぎり表
示できます。
シミュレーションは特定のシナリオにではなくモデルに関連付けられています。

8.

他のメトリックを確認するには、情報パネルで「メトリックの追加」
をクリックし、
追加するメトリックをクリックしてから必要なパラメータを入力します。
情報ボックスが追加され、メトリックの達成の信頼度が表示されます。
たとえば、ターゲット値を追加するには、「ターゲット値」をクリックしてから「ストレ
ッチ・ターゲット」などのラベルとターゲット値を入力します。情報ボックスは、ターゲ
ット値を達成する信頼度を示すように更新されます。予測チャートはターゲット値を示
す縦線を表示するように更新され、ターゲット値を達成または超過した値を強調するよう
に網掛け表示されます。
メトリックのパラメータの調整、情報ボックスのラベルの変更、または情報ボックスの表
示の順序の変更を行うには、情報ボックスの「メトリック・アイテム・メニュー」
クリックします。

を

以前に定義したシミュレーションについて後から作業することもできます。モデルを保存ま
たはチェック・インすると予測および仮定は保存されますが、シミュレーション結果は保存
されていない点に注意してください。シミュレーション・オブジェクトの操作を参照してく
ださい。
ビデオ
目的
戦略モデリングでのシミュレーションの使用につ
いて学習します。

視聴するビデオ
概要: 戦略モデリングのシミュレーション
での拡張された範囲ベースの確率分析
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仮定の定義
シミュレーションを定義するには、まずキー入力セルを特定し、それを仮定として定
義します。
仮定は、不確実入力の結果の範囲とその発生の尤度を示す確率分布です。
1. 「勘定科目ビュー」で入力行のセルを選択します。このセルには、評価する勘定科

目の値を促進する不確実な値が含まれます。
たとえば、仮定として単位ボリュームを定義して、それが総売上収益にもたらす影
響を評価できます。

2. 「シミュレーション」パネルで、
「仮定の設定」をクリックします。
3.

仮定に使用する分布タイプをクリックします。不確実入力についてのナレッジを
最もよく表す分布タイプを選択します。

ヒント:
分布にカーソルを合わせると、それについてさらに学習できます。詳細
は、次を参照してください。
戦略モデリング・シミュレーションの確率分布の説明.
4.

選択した分布タイプの必須パラメータを入力します。現在のセル値が開始点とし
て使用されます。

5.

必要なすべての 入力セルについて仮定を定義します。

予測の定義
予測セルは、1 つ以上の仮定セルを参照する式が含まれる出力セルです。これらは不確
実性の効果を確認する勘定科目です。
1. 「勘定科目ビュー」で出力行を選択します。
2. 「シミュレーション」パネルで、
「予測の設定」をクリックします。

シミュレーションを実行したら、
「予測」結果領域に、予測セルとして定義したセ
ルのシミュレーションの結果が表示されます。

シミュレーション設定の調整
シミュレーションの設定を調整できます。
1. 「シミュレーション」パネルの「シミュレーション・メイン・メニュー」

ューで、「設定」をクリックします。

2.

メニ

実行する試行回数を入力します。
最大で 1,000 まで入力できます。実行する試行回数が多いほど、結果の精度が向上
します。

3. 「乱数」で、シーケンスおよび方法に使用するオプションを指定します。

•

シーケンス - 乱数ジェネレータをどのように設定するかを定義します。
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–

毎回同じシーケンス - シミュレーションを実行するたびに同じ乱数セットを生成
するため、シミュレーション結果を繰り返すことができます。

–

毎回異なるシーケンス - 生成される乱数のセットを変えます。

•

手法 - サンプリングの手法を定義します。

•

モンテ・カルロ - よりランダムになります。モデルの不確実性の効果を測定するのに
乱数を使用します。デフォルトです。
モンテ・カルロ・サンプリングは、実世界におけるモデルの what-if シナリオをシミ
ュレーションするのに使用します。

•

ラテン・ハイパーキューブ - より均一になります。仮定の確率分布を等しい確率の区
間に分割することにより、ビンを使用してより均一にサンプリングします。分布全体
にわたって値がより均一に一貫して生成され、より滑らかで均一な結果チャートが生
成されます。
シミュレーション統計の精度を重視する場合は、ラテン・ハイパーキューブ・サンプ
リングを使用してください。

シミュレーション・オブジェクトの操作
以前に定義したシミュレーションを使用できます。
以前に定義したシミュレーションはモデルに保存されており、後から使用できます。
既存のシミュレーション・オブジェクトを使用するには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
をクリックし、
「モデル」
して、分析するモデルを開いてチェック・アウトします。

をクリック

2. 「アクション」メニューから、
「シミュレーション」をクリックします。

「シミュレーション」パネルが開いたら、予測または仮定が定義されているセルは青(予
測)または緑(仮定)で囲んで示されます。
3. 「勘定科目ビュー」で、
「シミュレーション」パネルの「シミュレーション・メイン・メニ

ュー」

メニューから、
「シミュレーション・オブジェクトの選択」をクリックします。

4.

リストから選択するか、「検索」ボックスに勘定科目の番号または名前を入力して、既存
の予測または仮定から選択します。
現在の勘定科目グループのシミュレーション・オブジェクトのみが表示されます。

5.

既存の仮定について、
「仮定」メニュー

6.

をクリックして仮定オプションを変更します。

•

仮定の削除 - 選択したセルから仮定定義を削除します。

•

ギャラリの表示 - 仮定の分布タイプを確認または変更します。

•

オーバーレイ・データ - 選択すると、予測チャートの分布に重ねてシミュレーション
の試行を表示します。

既存の予測について、
「予測」メニュー

をクリックして予測オプションを変更します。

•

予測の削除 - 選択したセルから予測定義を削除します。

•

費用アイテム - 予測セルについて、セルが費用勘定科目と収益勘定科目のどちらとし
て扱われているかを判別し、シミュレーションの結果がどのように解釈されるかを制
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御します。このオプションは勘定科目タイプに基づいて自動的に選択されま
すが、この設定は特別な勘定科目を処理するために上書きできます。

モンテ・カルロ・シミュレーションとシミュレーションの精度に
ついて
戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションを使用して、定義する仮定の
値の範囲をランダムに生成します。
仮定として入力セルを、予測として出力セルを定義したら、シミュレーションを実行
します。戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションが使用され、このシ
ミュレーションでは乱数を使用してモデルの不確実性による影響が測定されます。
シミュレーションでは次のステップが繰り返し実行されます:
1.

仮定セルごとに、定義した範囲に応じて乱数が生成され、モデルに配置されます。
戦略モデリングにより、乗法合同数生成法を使用して乱数が生成されます。

2.

モデルが再計算されます。

3.

値がすべての 予測セルから取得され、予測結果領域内のチャートに追加されます。

これは、試行回数に達するかシミュレーションを停止するまで継続される反復プロセ
スです。
最終的な予測チャートには、予測セルにおける仮定セルの不確実性の組合せが反映さ
れます。
シミュレーションの精度は主に次の 2 つの要素によって決まります。
•

シミュレーションの試行回数、つまり長さ - 一般的に、シミュレーションで実行さ
れる試行回数が多いとそれだけ統計およびパーセンタイル情報の精度が上がりま
す。指定された試行回数について、統計およびパーセンタイルの精度は予測分布の
形状および種類に大きく依存します。

•

サンプリング手法 - モンテ・カルロ・サンプリングでは自然な what-if タイプのシ
ナリオが生成されるのに対し、ラテン・ハイパーキューブのサンプリングは 制約さ
れているものの、より高い精度が得られます。

カスタム・ディメンションの使用
戦略モデリングで、カスタムの疎ディメンションの作成、管理および割当ができるよ
うになりました。
カスタムの疎ディメンションを使用すると、戦略モデリング・モデルを設計するとき
に柔軟性が大幅に向上します。ディメンション・メンバーを個別に勘定科目に割り当
てることができますが、無関係なメンバーは除外できます。このことは、モデルのサ
イズを縮小してパフォーマンスを高め、モデルの勘定科目構造のビジネス・ニーズへ
の関連性を高めるために役立ちます。
カスタム・ディメンションは、外部の.xlsx ファイルまたは.csv ファイルからインポー
トできます。必要に応じて、カスタム・ディメンションとそのメンバーを割り当てた
り、フィルタ処理することができます。
この処理の概要は次のとおりです。
1.

カスタム・ディメンションを作成します。カスタム・ディメンションの作成を参照
してください。
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2.

カスタム・ディメンションを割り当てます。カスタム・ディメンションの割当を参照して
ください。

カスタム・ディメンションの作成
カスタム・ディメンションを定義またはアップロードできます。.xlsx および.csv 形式のファ
イルがサポートされています。
カスタム・ディメンションを作成するには:
1. 「モデル」リスト・ページを開きます。
2.

開くモデルをクリックし、「アクション」メニューから「開く - チェック・アウト」を選
択します。

3. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューの「カスタム・ディメンションの作成」を

クリックします。

カスタム・ディメンション・ページが表示されます。

ノート:
最大 1500 個のメンバーおよび 10 個のディメンションを追加できます。
4.

オプションを選択します:

•

をクリックし、ファイルを選択してカスタム・ディメンション・ファイルをア
ップロードします。
「ディメンションのアップロードの結果」ダイアログが表示されます。確認して
「OK」をクリックします。

• 「カスタム・ディメンションの作成」をクリックします。
オプションは次のとおりです:
オプション

説明
新しいカスタム・ディメンションを作成する
場合にクリックします。
子メンバーを追加する場合にクリックしま
す。
ノート: 複数の子を追加するには、コンテキス
ト・メニューから「子の挿入」を選択します。
兄弟を追加する場合にクリックします。
ノート: 複数の兄弟を追加するには、コンテキ
スト・メニューから「兄弟の挿入」を選択し
ます。
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オプション

説明
ディメンションまたはメンバーを上に移動す
る場合にクリックします。
ディメンションまたはメンバーを下に移動す
る場合にクリックします。
ディメンションまたはメンバーを削除する場
合にクリックします。
選択項目を展開する場合にクリックします。
選択項目を縮小する場合にクリックします。

ノート:
コンテキスト・メニューのオプションを使用することもできます。
5.

オプション: 「別のディメンション・ファイルの選択」をクリックして、カスタ
ム・ディメンションを既存のファイルに追加します。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。

ノート:
「カスタム・ディメンション・フィルタ」
ジでアクティブです 。

は、勘定科目ビュー・ペー

Planning の管理 で、次を参照してください:
•

ディメンションとメンバーについて

•

疎ディメンションおよび密ディメンションについて

カスタム・ディメンションの割当
カスタム・ディメンションを複数の勘定科目に割り当てたり、コピーしたり、勘定科
目に対して作成したカスタム・ディメンションを削除することができます。

ノート:
ディメンション・メンバーを個別に勘定科目に割り当てることができますが、
無関係なメンバーは除外できます。

カスタム・ディメンションを勘定科目に割り当てるには:
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1. 「モデル」リスト・ページを開きます。
2.

カスタム・ディメンションを作成したモデルをクリックし、「アクション」メニューから
「開く - チェック・アウト」を選択します。

3. 「勘定科目ビュー」で、カスタム・ディメンションを割り当てる勘定科目を選択し、
「アク

ション」メニューの「カスタム・ディメンションの割当」をクリックします。
選択した勘定科目ページが表示されます。

4.

をクリックして、カスタム・ディメンションを勘定科目に追加します。

5.

リストからカスタム・ディメンションを選択し、「OK」をクリックします。
選択したカスタム・ディメンションが POV に表示され、勘定科目に関連付ける準備がで
きました。

6.

必要に応じて、「メンバーの選択」ドロップダウンからメンバーを選択し、「追加」
をクリックします。

ノート:
POV には、選択したメンバーが表示されます。
7. 「メンバーの関連付け」をクリックして、選択したメンバーを勘定科目に関連付けます。
8. 「保存して閉じる」をクリックします。

関連付けられたメンバーは、データをロードすると、勘定科目ビューに表示されます。
関連付けの削除
関連付けを削除するには:
1.

2.

選択した勘定科目のカスタム・ディメンションの割当ページで、「ディメンションの関連
付け」メニュー
をクリックします
を選択します。
警告メッセージが表示されます。

3. 「OK」をクリックします。

必要に応じて、個々の関連付けを削除することもできます。
複数の勘定科目へのカスタム・ディメンションのコピー
カスタム・ディメンションを複数の勘定科目にコピーするには:
1.

選択した勘定科目のカスタム・ディメンションの割当ページで、「ディメンションの関連
付け」メニュー
をクリックします。

2.

をクリックします。
「勘定科目の選択」ダイアログが表示されます。

3.

メンバーのコピー先の勘定科目を選択します。
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4. 「コピー」をクリックします。
5. 「保存して閉じる」をクリックします。

コピーしたカスタム・ディメンションが、選択した勘定科目の下に表示されます。
カスタム・ディメンション・フィルタの有効化
カスタム・ディメンション・フィルタは、勘定科目ビュー・ページで使用できます。
このフィルタは、カスタム・ディメンションを作成するとアクティブになります 。必
要に応じて、カスタム・ディメンション・フィルタを使用して、ディメンションをフ
ィルタ処理します。
カスタム・ディメンション・フィルタを有効化するには:
1.

勘定科目ビュー・ページで「カスタム・ディメンション・フィルタ」をクリックし
ます。
「カスタム・ディメンションのフィルタ」ダイアログが表示されます。

2.

必要に応じて、メンバーを選択します。

3. 「適用」をクリックします。

ノート:
「カスタム・ディメンション・フィルタ」
ム・ディメンション・フィルタのクリア」
ム・ディメンションを削除します。

が有効化されます。
「カスタ
をクリックして、カスタ

期間の操作
財務モデルに必要な詳細を含めるように期間を管理できます。
モデルを作成すると、階層勘定体系、期間構造、レポート、データ・ビュー、勘定科
目グループ、および作成元のテンプレートやモデルからのすべてのメタデータがその
モデルに移入されます。
モデルの時間構造は各年の各詳細度レベルに基づいて定義できます。たとえば、予測
期間の最後のほうの年については年間値のみを表示するように設定し、5 年予測の各年
については四半期ごとや月次など、より細かい粒度で表示できるように設定できます。
モデルの作成後に、期間構造と設定を変更できます。期間詳細の管理を参照してくだ
さい。
合併および買収を反映するように、貸借対照表が再更新される取引期間を作成できま
す。取引期間の操作を参照してください。
さらに、実績期間および会計年度末を変更できます。実績期間および会計年度末の変
更を参照してください。
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ビデオ
目的

視聴するビデオ

期間の管理について学習します。

戦略モデリングでの期間の管理

期間詳細の管理
開始年と終了年、最後の履歴期間、履歴平均の年数、およびモデルの基本期間を定義できま
す。さらに、財務モデルに必要な詳細を含めるように期間を構成することもできます。
期間詳細を管理するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それから「詳

細の管理」をクリックします。

3.

4.
5.

次のタスクを実行します:
•

期間パラメータを定義します。期間パラメータの定義を参照してください。

•

期間を構成します。期間の構成を参照してください。

•

サブ期間を追加します。サブ期間の追加を参照してください。

•

証跡期間を追加します。証跡期間の追加を参照してください。

•

当期間初めからの累計を追加します。当期間初めからの累計の追加を参照してくだ
さい。

期間の管理が終了したら、「期間詳細の管理」で「適用」をクリックします。
変更を適用したら、すべてのシナリオの 入力を計算するか、現在のシナリオについてのみ
計算するか、入力をまったく計算しないかを選択できます。計算オプションを選択し、
「OK」をクリックします。
更新された期間に基づいて算出データが表示されます。

ヒント:
期間プロパティを表示するには、「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューか
ら「期間」をクリックし、それから「プロパティの表示」をクリックします。
「期間
プロパティ」に、モデルで利用可能な最小期間、カレンダ・タイプ、年間の月数、
および会計年度の終了月が表示されます。
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ノート:
戦略モデリングでは、モデルの最初の期間が、残高勘定科目の初期値を保持
するために設計された期首残高期間であることが必要になりました。そのた
め、モデルの最初の年というラベルが付きますが、長さのないスナップショ
ット期間です。したがって、フロー勘定科目では、一定期間にわたって累計
された値を測定する際に、期首残高期間の値が保持されません(または計算さ
れません)。
たとえば、現金(v2000)と、その関連付けられた資金フロー勘定科目の現金の
増加(v2000.01)の場合。現金に関連する他のすべての 勘定科目を無視する
と、現金の増加はどの期間でも次のように計算されます:
Increase in Cash = Cash in the current period - Cash in the prior
period
モデルの期首残高期間より前の現金の値は不明であるため、期首残高期間の
現金の増加を計算する方法はありません。ただし、期首残高期間に続くどの
期間でも、現金の増加の値を見つけることができます。

期間パラメータの定義
モデルの期間パラメータを定義するには:
1. 「期間詳細の管理」の「パラメータ」セクションで、
「編集」

す。

2.

をクリックしま

パラメータを定義し、「OK」をクリックします。
a. 「開始年」および「終了年」を選択してモデルの年の追加や削除を行います。
b. 「最後の履歴期間」で、モデルの最後の履歴年度にする年を選択します。
c. 「履歴平均の年数」で、数値を入力してモデルの履歴年数を定義します。
d. 「基本期間」で、モデルの基本期間にする年を選択します。
e. 「適用」をクリックします。

期間の構成
モデルの期間を構成するには:
1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、
「期間」列で、構成する年をクリ

ックします。

2.

期間に含める詳細のレベル(週、月、四半期または半期)をクリックし、「期間の構
成」セクションで「適用」をクリックします。
•

すべての 年について、「年次」がデフォルトで選択されています。

•

期首残高年を除く任意の年について、履歴および予測データでは、年、半期、
四半期、月および週(週次が有効になるようにモデルが作成されている場合)の
期間を組み合せることができます。

•

時間詳細を追加すると、上位レベルの期間の「入力」オプションはクリアにな
ります。その期間は集約になるためです。
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3. 「適用」をクリックします。
4.

期首残高年を除く各期間は、
「アクション」メニュー
から追加のカスタマイズができま
す。サブ期間、証跡期間、期間累計を追加できます。

サブ期間の追加
買収やレバレッジド・バイアウトなどのトランザクションが発生した場合、入力期間のサブ
期間を定義します。たとえば、年次期間の 4 月 15 日に行われたレバレッジド・バイアウトに
ついては、サブ期間の長さは 105 日です。
サブ期間を追加するには:
1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、
「期間」列で、サブ期間に追加する期間

をクリックします。
•

必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。

•

サブ期間は最下位レベル期間に対してのみ追加できます。たとえば、半期、四半期お
よび月を含めるように年を定義している場合、サブ期間は月に対してのみ追加できま
す。

2. 「アクション」メニュー

から、「サブ期間」をクリックします。

3. 「期間の追加」をクリックし、サブ期間の名前を入力して、サブ期間の日数を入力します。
4. 「未割当の日」がゼロになるまでサブ期間の追加を続行します。

•

サブ期間を削除するには、そのサブ期間の横の「削除」

•

サブ期間は、少なくとも 1 日以上にする必要があります。

をクリックします。

5. 「適用」をクリックします。

証跡期間の追加
証跡期間は、最新の期間が収集される期間のことです。証跡期間は、履歴期間および予測期
間のいずれかに対して設定できます。証跡期間により、特定の期間のビジネス・パフォーマ
ンスを測定できます。

ノート:
証跡期間の入力ステータスは、「オン」または「オフ」に切り替えることができま
す。オンの場合、値を集計として証跡期間に入力し、含まれる期間を導き出すこと
ができます。

証跡期間を追加するには:
1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、
「期間」列で、証跡期間を追加する期間

をクリックします。
•

必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。

•

証跡期間は最下位レベル期間に対してのみ追加できます。たとえば、半期、四半期お
よび月を含めるように年を定義している場合、証跡期間は月に対してのみ追加できま
す。
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2. 「アクション」メニュー

から、「証跡期間」をクリックします。

3. 「証跡期間の追加」をクリックし、証跡期間の長さを入力して、
「OK」をクリック

します。

4.

証跡期間を必要なだけ入力します。
証跡期間を削除するには、その証跡期間の横の「削除」

をクリックします。

5. 「適用」をクリックします。

当期間初めからの累計の追加
累計期間を使用して、当年初めからの累計、当半期初めからの累計、当四半期初めか
らの累計または当月初めからの累計などの期間を作成します。年を除くどの期間につ
いても期間累計を作成できます。たとえば、2020 年の期間詳細が月である場合、月の
期間累計を作成できます。
累計期間のすべての 財務勘定科目は、デフォルトで計算されます。累計期間は、
「勘定
科目」ビューまたはレポートで表示できます。
期間累計を追加するには:
1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、
「期間」列で、期間累計を追加す

る期間をクリックします。

ヒント:
必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。
2. 「アクション」メニュー

から、「期間累計」をクリックします。

3. 「期間累計の追加」をクリックします。

期間累計は、現在の期間、および年を除く定義済の各上位期間について作成されま
す。たとえば、半期、四半期および月を含めるように年を定義している場合、月に
対して期間累計を追加すると、四半期累計、半期累計および年次累計が作成されま
す。
•

必要に応じて期間累計の名前を入力します。

•

期間累計を削除するには、その期間累計の横の「削除」

•

期間累計を追加するには、「期間累計の追加」をクリックします。

をクリックします。

4. 「適用」をクリックします。

取引期間の操作
合併および買収を反映するように、貸借対照表が再更新される取引期間を作成できま
す。取引期間を追加することにより、合併や買収、会社分割が組織にもたらす効果を、
そのトランザクションのタイミングに基づいてシミュレーションできます。取引期間
は、トランザクション分析に使用されるゼロ日の期間です。
取引期間を使用するには:
1.

モデルを開きます。
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2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それから「取

引期間の追加」をクリックします。

3.

取引期間を追加する期間を選択し、「保存して閉じる」をクリックします。
取引期間を追加すると、元の期間は決算、取引、および両者の計算済合計の 3 つの期間に
分割されます。
決算期間には元の入力期間のデータが格納されます。
取引期間は取引情報の記録のみを目的とした追加の入力列です。

4.

取引期間を移動するには、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、
「取引期間
の移動」をクリックして、取引期間の移動先となる期間を選択してから「保存して閉じ
る」をクリックします。

5.

取引期間を削除するには、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、
「取引期間
の削除」をクリックして、取引期間のデータを削除するかそれとも保持するかのオプショ
ンを選択してから「OK」をクリックします。

実績期間および会計年度末の変更
最後の実績期間および会計年度が終了する月を変更できます。
会計年度末を変更して、モデルの会計年度末を指定します。
•

会計年度末を変更すると、モデルの開始および終了時に年が部分的になります。年の部分
データは、変換中に破棄されます。データを保持するには、モデルの終了または開始時
(あるいはその両方)に年を追加してください。

•

その年の履歴および予測のデータを保持するには、月次詳細の履歴の境界年前後の年度を
定義します。

•

当年初めからの累計、証跡期間など、集約値を含む年の整合性を維持するには、各年度に
十分な期間詳細が存在することを確認してください。

1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それから「実

績期間の変更」をクリックします。最後の実績期間を選択し、現在のシナリオのデータを
使用するかどうかを選択して、
「適用」をクリックします。

3. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それから「会

計年度末の変更」をクリックします。新しい会計年度終了月を選択し、「適用」をクリッ
クします。

資金調達オプションの操作
資金調達オプションを使用すると、モデルの予測期間の貸借対照表の貸借を一致させようと
したときにモデルがどのように動作するかを指定できます。
債務勘定科目の金額を余剰勘定科目の現金から返済できます。その場合、どの債務勘定科目
をどの余剰勘定科目で返済するか、および返済する順序を指定します。また、企業が赤字を
清算するための資金を借り入れる資金拠出元を指定できます。適正配当、普通株式と優先株
式の処理、および株式の発行や買い戻しも指定できます。
モデルの貸借を一致させるのに使用可能な項目を資金と呼びます。資金には様々なタイプが
あります。
•

配当金

•

資産
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•

資本の相手科目

•

債務(期間およびリボルビング)

•

優先

•

資本

配当金、資産、資本の相手科目の増加は資金の使用、債務、優先、資本の増加は資金
のソースです。様々なタイプの資金の減少については逆で、配当金、資産、および資
本の相手科目の減少は資金のソース、債務、優先、および資本の減少は資金の使用で
す。
貸借を一致させる際、資金の余剰があれば、モデルは貸借を一致させるために使用可
能な資金の使用を探します。資金の不足があれば、モデルは貸借を一致させるために
使用可能な資金のソースを探します。
貸借一致の成功を保証するには(必要な場合)、最大値がなく、かつ貸借を一致させるた
めに必要な規模の資金調達ソースまたは資金の使用を指定可能な、少なくとも 1 つの
資金のソースおよび資金の使用をモデルで指定する必要があります。付属のテンプレ
ートでは、これらの勘定科目は超過債務および「有価証券超過額」です。
資金調達オプションに使用される勘定科目の詳細は、資金調達オプション勘定科目、
債務勘定科目のタイプ、および資産勘定科目のタイプを参照してください。
この処理の概要は次のとおりです。
1.

資金調達勘定科目のオプションを設定します。資金調達勘定科目のオプションの
設定を参照してください。

2.

資金調達方法を設定します。資金調達方法の使用を参照してください。
•

標準の資金調達方法

•

ターゲットの資本構造資金調達方法

ビデオ
目的
資金調達オプションについて学習します。

視聴するビデオ
戦略モデリングでの資金調達オプショ
ンの設定

資金調達勘定科目のオプションの設定
資金調達オプションを設定すると、標準または目標資本構成の資金調達方法を設定す
る前に、資金調達勘定科目の情報を指定できます。
資金調達オプションを使用して、一部の勘定科目のタイプを変更したり、資金調達勘
定科目の属性(その勘定科目がゼロ・ベースであるか、最大額が無制限、資金調達の必
要額が最小限、または増減額が最小限に設定されているかなど)を指定できます。
資金調達勘定科目のオプションを設定するには:
1.

モデルを開きます。
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2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「資金調達オプション」をクリック

し、それから「資金調達オプション」ページで「設定を開く」

をクリックします。

3. 「実績値による上書き・既設定の資金調達方法の無効化」を選択またはクリアすると、

「##」が上書きする値を変更できます。
•

クリア - 「##」で勘定科目の最大値が上書きされます。

•

選択 - 「##」で勘定科目バランスが上書きされます。

4. 「タイプ」列でセルをクリックすると、必要に応じて、債務勘定科目およびサブ勘定科目

の勘定科目タイプ(「期間債務」または「リボルビング債務」)を変更できます。

5.

資金調達処理を開始する前に、ゼロに設定する勘定科目に「ゼロ・ベース」を選択しま
す。

6. 「最大値なし」を選択すると、その勘定科目の実行または資金調達は無制限になります。
7. 「最小値の指定」を選択して、この資金調達項目にユーザーが入力可能な最小値があるか

どうかを指定します。ない場合、最小値は 0 です。

8. 「最小値の変更」で、勘定科目の最少額を入力します。これは、資金のソースまたは使用

として使用するために必須です。

指定した最小増減額に満たない場合、その勘定科目は資金調達余剰の拠出または不足資金
の調達のためには使用されません。入力した値にはファイルのデフォルト通貨が反映さ
れます。たとえば、ファイルが千ドル単位である場合、10 は$10,000 という最小値の変
更を反映しています。
このオプションにより、少額の必要な資金調達に対してトランザクション・コストが極端
に高くなる特定の資金調達項目(「資本」など)を選択して貸借を一致させるのを防ぐこと
ができます。
をクリックして「資金調達オプション」に戻ります。

9.

10. オプションを設定したら、資金調達方法を設定します。資金調達方法の使用を参照してく

ださい。

資金調達方法の使用
標準の資金調達方法または目標資本構成の資金調達方法を使用できます。
資金調達方法を使用する前に、資金調達勘定科目のオプションが設定されていることを確認
します。資金調達勘定科目のオプションの設定を参照してください。
資金調達プランの詳細は、資金調達オプション戦略を参照してください。
資金調達方法を使用するには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「資金調達オプション」をクリックし

ます。

3.

使用する資金調達方法を選択します。デフォルトの場合、資金調達方法は「標準」です。
•

標準資金調達方法: 資金調達勘定科目のカテゴリ(債務、優先株式、普通株式)にかかわ
らず、その勘定科目の現金余剰の割当ておよび現金不足の調達が行われます。これに
より、すべての 資金調達勘定科目カテゴリにわたって、一貫した優先度プランに基づ
いて資金が調達および拠出されます。さらに、資金調達勘定科目のその他の特性や、
現金不足の資金調達または現金余剰の受取り方法を指定できます。
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•

目標資本構成の資金調達方法: 資金調達勘定科目のカテゴリ(
「債務」、「資本」、
「優先」)別に余剰資金が割り当てられます。目標レベル(たとえば、総資本合計
に対する目標債務比率など)を指定し、資金調達カテゴリの処理に優先度を設
定できます。戦略モデリングでは、各カテゴリの目標レベルを算定し、優先度
に従って各カテゴリの不足資金に余剰資金を割り当てられます。

「現金余剰の適用先」列と「現金不足の資金調達元」列には、勘定科目が処理され
る順序が表示されます。
資金(現金余剰および現金不足)の各セット内で、
「期首」、
「次」、および「期末」が
表示されます。
• 「期首」にはゼロ・ベースの勘定科目が表示され、これが減少してゼロになる
と資金の使用(余剰の場合)または資金のソース(不足の場合)です。
• 「次」にはユーザーが追加した勘定科目がリストされます。
• 「期末」には余剰勘定科目がリストされます。
4. 「目標資本構成」を選択した場合、資金調達勘定科目のカテゴリとして、
「債務」
、

「資本」または「優先」を選択します。
「優先株式を債務として割当」を選択した場
合、すべての 優先勘定科目は債務となり、「優先」はリストで選択できなくなりま
す。

5. 「現金余剰の適用先」および「現金不足の資金調達元」セクションの「次」カテゴ

リで勘定科目を追加、並べ替えまたは削除して、勘定科目を処理する順序を指定し
ます。詳細は、返済および資金調達の順序を参照してください。
•

勘定科目を追加するには、
をクリックします。

•

勘定科目を削除するには、リストから選択して

•

勘定科目を並べ替えるには、勘定科目を選択して
す。

をクリックし、勘定科目を選択してから「追加」
をクリックします。
または

をクリックしま

6. 「保存して閉じる」をクリックします。
7. 「勘定科目グループ」から、
「資金調達オプション」を選択して資金調達勘定科目を

表示します。

8. 「計算」をクリックします。
9. 「資金調達分析」レポートを使用して、資金調達戦略の結果を確認します。
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ノート:
「資金調達オプション」では、履歴期間または実質期間における資金調達の残高修正
は試行されません。したがって、履歴期間または実質期間の「純資金フロー・ソー
ス(使用)」(v3040)に、ゼロ以外の値が表示される場合があります。
「資金調達オプション」では、履歴期間と実質期間を除く、すべての 入力期間につい
て残高修正が行われます。通常、これらの期間を入力予測期間といいます。ただし、
通常の予測期間に実績期間が含まれる場合もあります。
累計期間または証跡期間からの入力値によって値が補完されているという理由で、
入力期間ではない予測リーフ期間(非集約期間)がある場合は、「資金調達オプショ
ン」によってその 期間の残高修正が行われます。ただしその期間が、その期間の値
を決定する入力累計期間または証跡期間より前の最後の期間である場合は除きま
す。

返済および資金調達の順序
「資金調達オプション」ダイアログ・ボックスの「現金余剰の適用先」または「現金不足の資
金調達元」で、余剰資金または不足資金が生じた場合に使用する勘定科目の順序を指定して
勘定科目を並べ替えることができます。
順序

現金余剰の適用先

順序

現金不足の資金調達元

最初

長期債務: 超過

最初

有価証券超過額

次

選択したその他の余剰
勘定科目

次

選択したその他の不足
勘定科目

最後

有価証券超過額

最後

長期債務: 超過

現金余剰については、デフォルトでは「長期債務: 超過」の金額が最初に控除されます(残高が
ある場合)。選択したその他の余剰勘定科目の金額が控除された後、残った資金は「有価証券
超過額」に累積額として計上されます。現金不足については、デフォルトでは「有価証券超
過額」が最初に資金拠出元として使用されます。選択したその他の資金調達勘定科目が予測
の上限まで使用された後、現金不足がまだ生じる場合は、「長期債務: 超過」により残りの現
金不足全体に対して資金が調達されます。

ノート:
「有価証券超過額」は、
「現金余剰の適用先」の順序では最後に使用され、
「現金不足
の資金調達元」の順序では、デフォルトで最初に使用されます。「長期債務: 超過」
は、
「現金余剰の適用先」の順序ではデフォルトで最初に使用され、「現金不足の資
金調達元」の順序では最後に使用されます。

戦略モデリング・モデルへのデータのインポートについて
フラット・ファイルから戦略モデリング・モデルにデータをインポートできるようになりま
した。
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インポート・データの操作
戦略モデリング・モデル・ページを使用して、データをインポートできます。
データをインポートするには:
1.

モデルを開きます。

2. 「勘定科目ビュー」で、
「アクション」メニューから「データのインポート」をクリ

ックします。

「データのインポート」ダイアログが表示されます。
3. 「ファイルの選択」をクリックします

インポートするファイルを選択します。

ノート:
*.csv フォーマットのみがサポートされています。
4. 「インポート」をクリックします。

正常にインポートされた行数と却下された行数および却下の理由を示す「データの
インポート・ステータス」ダイアログが表示されます。
5.

正常にインポートされたデータは、「勘定科目ビュー」でリフレッシュされて表示
されます。

有効なフラット・ファイル・フォーマット
一度に最大で 100000 個のセルをインポートできます。100000 個を超えるセルを含
むファイルをインポートするとエラーが表示されます。
行のインポートに失敗した場合、失敗のログを Excel ファイルにエクスポートするオ
プションが表示されます。
ヘッダーでは次のフィールドが受け入れられます:
•

勘定科目またはメジャー。(必須) - 勘定科目キー。たとえば、"v1080:010"また
は"v1000:020|Laptops|North"(勘定科目にカスタム・ディメンションが適用されて
いる場合)。

•

シナリオ(必須) - データのインポート先のシナリオの名前。

•

値(オプション) - "input"または"output"のいずれか(指定されていない場合は output
がデフォルト設定されます)。

•

期間(必須) - たとえば、"2017"または"Q419"。
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ノート:
ヘッダー・アイテムでは大小文字が区別されません。必須のヘッダーが欠落してい
る場合、ヘッダー検証が失敗します。モデルのデフォルトの単位(一、千、百万な
ど)に関係なく、インポートする.csv ファイルは「一」で表した値が含まれている必
要があります。

レポートの操作
組込みレポートを使用することも、Oracle Smart View for Office で作成したカスタム・レポー
トを使用することもできます。
表 7-5 レポートの操作
タスク

説明

詳細情報

組込みレポートを使用します。
組込みレポートはテンプレート
とともに提供されます。

レポートの確認

カスタム・レポートを使用しま
す。

•
•

勘定科目ビュー

カスタム・レポート

Smart View でレポートを作成お
よびカスタマイズし、戦略モデリ
ングで使用できるように Web 経
由でアップロードできます。

レポートの確認
Smart View での戦略モデリ

ングの操作

また、Smart View を使用して、
レポートを Oracle Hyperion
Strategic Finance から戦略モデ
リングに変換することもできま
す。

レポートの確認
レポートを確認するには:

をクリックし、次にモデルを開きます。モデル

1.

ホーム・ページから、
「モデル」
が勘定科目ビュー内に開きます。

2.

モデルに変更を加えた場合は、「計算」をクリックします。

3.

組込みレポートを確認するには、水平タブからレポートを選択します。

4.

カスタム・レポートを確認するには、
「カスタム・レポート」
タブからレポートを選択します。

をクリックし、水平
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5.

オプションで、「シナリオ」リストから別のシナリオを選択し、「リフレッシュ」
をクリックします。

シナリオ・ロールアップの作成および実行
シナリオ・ロールアップを作成すると、データを分析のための親エンティティにロー
ルアップできます。たとえば、データを複数のモデルに格納するとします(地理的範囲
など)。地理的範囲を親レベルにロールアップすると、エンタープライズ・レベルでビ
ジネス上の意思決定を行うことができます。
ビジネス・ケースについて
ビジネス・ケースは、子ノード・データが親にロールアップされる方法を定義します。
これを定義するには、ロールアップ時にデータを親モデルにロールアップするために
使用するシナリオを選択し、モデル特性を定義します。使用するビジネス・ケースや
モデル特性が違う、異なるシナリオ・ロールアップを定義することにより、これらの
異なるビジネス・ケースがビジネスに与える影響を、よりグローバルかつロールアッ
プされたレベルで分析できます。
シナリオ・ロールアップの作成および実行の概要
次の全体的なステップに従って、シナリオ・ロールアップを作成および実行します。
1.

シナリオ・ロールアップを作成し、シナリオ・ロールアップ構造を構築します。シ
ナリオ・ロールアップの作成を参照してください。

2.

1 つ以上のビジネス・ケースを作成して割り当てます。シナリオ・ロールアップの
ビジネス・ケースの定義を参照してください。

3.

モデル特性を定義します。モデル特性の定義を参照してください。

4.

シナリオ・ロールアップを実行します。シナリオ・ロールアップの実行を参照して
ください。

ビデオ
目的
シナリオ・ロールアップの作成および実行の作
成について学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の戦
略モデリングでのモデルの連結

シナリオ・ロールアップの作成
新しいシナリオ・ロールアップを作成するには:

1.

ホーム・ページで、「シナリオ・ロールアップ」

をクリックします。

2. 「追加」をクリックし、名前を入力します。
3. 「アクション」

メニューで、
「開く」をクリックしてシナリオ・ロールアップ構
造の構築を開始します。
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4.

をクリックして、シナリオ・ロールアップ構造にモデルを追加します。

5. 「使用可能なモデル」リストから、シナリオ・ロールアップ構造にモデルをドラッグ・ア

ンド・ドロップします。

6.

モデルを追加するには、「使用可能なモデル」リストからシナリオ・ロールアップ構造の
目的の場所にモデルをドラッグ・アンド・ドロップします。

7.

シナリオ・ロールアップ構造からモデルを削除するには、モデルを選択し、
「アクション」
メニューから「モデルの削除」をクリックします。選択したモデルと、その子および
ビジネス・ケースすべてが 、シナリオ・ロールアップ構造から削除されます。

ヒント:
モデル階層に基づいて、新しいシナリオ・ロールアップを作成することもできます。
「モデル」で、変換するモデルに対して「アクション」 メニューから「シナリオ・
ロールアップに変換」をクリックしてシナリオ・ロールアップ名を入力します。選
択したモデルとその子モデルが、同じ階層構造を持つシナリオ・ロールアップに変
換されます。
すでに実行したシナリオ・ロールアップを削除すると、構造内のすべてのモデルに 含まれる
関連ビジネス・ケースが削除されます。
シナリオ・ロールアップ構造を作成した後、子ノード・データを親にロールアップする方法
を定義するためのビジネス・ケースを作成する必要があります。シナリオ・ロールアップの
ビジネス・ケースの定義を参照してください。
有効なシナリオ・ロールアップ構造について
シナリオ・ロールアップ構造が有効であることを確認するために、シナリオ・ロールアップ
が失敗する次のような条件を回避します:
•

会計年度が一致しない

•

子に存在しないサブ期間が親に存在する

•

子の取引期間と一致しない取引期間が親に存在する

これらの条件は、シナリオ・ロールアップの実行は妨げませんが、意味のないデータが生成
される可能性があります:
•

親に存在しない年が子に存在する

•

親と子の履歴境界が異なっている

•

親と子に一致する期間が存在するが、その期間の日数が同じでない

•

実績期間境界が一致していない

•

ユーザー定義のディメンションに互換性がない

•

親と子で 1 年の月数または週数が異なっている、または年末が別の日に当たる

•

親の期間に子の時間詳細よりも多くの時間詳細が含まれている(たとえば、親の時間詳細
が月で、子の時間詳細が年の場合など)
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シナリオ・ロールアップのビジネス・ケースの定義
シナリオ・ロールアップ構造を構築したら、シナリオ・ロールアップ定義を完了する
ために 1 つ以上のビジネス・ケースを作成する必要があります。ビジネス・ケースは、
子ノード・データが親にロールアップされる方法を定義します。
ビジネス・ケースを作成するには:
1.

シナリオ・ロールアップ構造内のモデルを選択し、
「新規ビジネス・ケースの追加」
をクリックします。

2.

ビジネス・ケース名を入力します。

3. 「コントリビューションするリーフ・ノード・シナリオ」で、シナリオ・ロールア

ップ時にデータを親モデルにロールアップするためにこの構造内のリーフ・ノード
に使用するデフォルト・シナリオを選択し、
「追加」をクリックします。
個々のリーフ・ノードと関連付けられたシナリオは、後でシナリオ・ロールアッ
プ・ツリー構造リストの「シナリオ」列で変更できます。
ビジネス・ケースが追加され、現在アクティブなビジネス ・ケースとなります。

4.

さらにビジネス・ケースを追加するには、「ビジネス・ケース」の横のビジネス・
ケース名をクリックして、「ビジネス・ケースの追加」をクリックします。たとえ
ば、異なるデフォルト・シナリオを反映するビジネス・ケースや、異なるモデル特
性を持つビジネス・ケースを追加できます。

5.

あるモデルをロールアップ時にビジネス・ケースから除外するが、シナリオ・ロー
ルアップ構造には保持する場合は、そのモデルを選択し、「アクション」
メニ
ューからモデルの除外をクリックし、「親ビジネス・ケースから」または「すべて
の親ビジネス・ケースから」のどちらから除外するかを選択します。モデルが親ビ
ジネス・ケースから除外された場合、モデル名の横に[除外]が表示されます。モデ
ルがすべての 親ビジネス・ケースから除外された場合、モデル名の横に[すべてか
ら除外]が表示されます。
たとえば、ロールアップのための追加プロセスを適用しないモデルもあります。た
とえば、通貨以外の勘定科目(物価上昇率や価格/数量の関係など)をシナリオ・ロー
ルアップに含めても意味がありません。

6.

ビジネス・ケースを削除するには、「ビジネス・ケースの追加」リストでそのビジ
ネス・ケースを選択し、「アクション」
除」をクリックします。

メニューから「ビジネス・ケースの削

ノート:
ユーザーが Oracle Smart View for Office でも作業している場合は、
「リフレッ
シュ」をクリックすると、データベースから変更を取得できます。
ビジネス・ケースを追加した後、ビジネス・ケースをさらに定義するためにモデル特
性を定義します。モデル特性の定義を参照してください。
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モデル特性の定義
シナリオ・ロールアップにモデルを追加して、ビジネス・ケースを追加した後で、さらにモ
デルの特徴を定義して、シナリオ・ロールアップを定義できます。
1.

モデル特性を定義するには、シナリオ・ロールアップ構造からモデルを選択し、「アクシ
ョン」
メニューから「モデルの特徴」をクリックします。
使用可能な属性は、そのモデルが、シナリオ・ロールアップ構造内で子であるか親である
かに応じて異なります。

2.

子レベル・モデルのモデル特性を指定する場合は、子モデル属性の指定を参照してくださ
い。
親レベル・モデルのモデル特性を指定する場合は、親モデル属性の指定を参照してくださ
い。
シナリオ・ロールアップ構造内の中間ノードに対しては、子特性と親特性の両方を定義し
ます。

子モデル属性の指定
子モデル属性を指定するには:
1.

使用メソッドで、エンティティを 親にロールアップするためのメソッドを指定します:
「コスト」
、「資本」または「少数株主持分」メソッドを使用する場合、サブ勘定科目の構
造も同様にする必要があります。
•

完全シナリオ・ロールアップ—全勘定科目の 100%をロールアップする場合にこのメ
ソッドを使用します。

•

コスト - 企業の投資額が 20%未満であり、保有期間が 1 年以上の場合は、このメソッ
ドを使用します。

•

資本 - 企業の投資額が 20%以上 50%未満で、保有期間が 1 年以上の場合は、このメ
ソッドを使用します。事業部門の価値は、投資勘定科目から子会社配当金および投資
利益勘定科目へロールアップされ、親エンティティの 投資の計算に使用されます。

•

少数株主持分 - 投資額が企業の発行株式の 50%から 100%を保有する場合、このメソ
ッドを使用します。この方法でも、出力値をロールアップします。事業部門の 100%
がロールアップされても、次の計算では、事業外の利益が認識されます。

各メソッドで使用される計算の詳細は、 Smart View での戦略モデリングの操作 の デー
タ管理に関する項 を参照してください。
2.

メソッドに「資本」を指定した場合、「ターゲットのサブ勘定科目」で、子エンティティ
の値を受け取るサブ勘定科目を指定します。
このオプションは、親エンティティの 勘定科目 v2420 がサブ勘定科目を含むように設定
された場合にのみ使用可能になります。この方法では、v2420 を計算します。v2420 にサ
ブ勘定科目があれば、子エンティティの 価値を取得するサブ勘定科目を指定してくださ
い。

3.

メソッドに「資本」を指定した場合、
「資本グループ」で勘定科目グループを選択します。
ここで選択した勘定科目グループが親にロールアップされます。

4. 「所有権」で、ロールアップするエンティティの 比率を入力します。

たとえば、子エンティティの 最初の予測期間の売上が$200 で、出資が 100%の場合
は、$200 がロールアップされます。所有権が 80%の場合は、$160 がロールアップされ
ます。
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5.

親にロールアップする期間に、シナリオ・ロールアップを実行する「開始期間」と
「終了期間」を指定します。期間範囲は、ロールアップされた親の範囲内である必
要があります。特定の期間または次のいずれかを選択します:
•

ファイルの最初の期間 - モデル内の最初の期間に開始してロールアップしま
す。

•

<取引期間> - 取引期間(Oracle Smart View for Office の「期間」で定義)に開始
してロールアップします。

•

残余価額期間 - モデル内の最後の期間を使用します。最後の期間が子と親と
で一致しない場合は、残余価額期間が計算されます。

6. 「適用」をクリックすると、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、

現在選択されているビジネス・ケースに適用されます。すべて 適用をクリックする
と、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、このノードのすべての
ビジネス・ケースに適用されます。

親モデル属性の指定
親モデル属性を指定するには:
1. 「コントリビューション・シナリオ」で、使用可能な場合、
「入力のみのシナリオ」

リストから、親にロールアップしない勘定科目を含む入力のみのシナリオを選択し
ます。親モデルに含まれるすべての 入力のみのシナリオがリストされます。
ネストされたシナリオ・ロールアップで中間レベルにある親モデルに対して、入力
のみのシナリオを定義することもできます。
このオプションを使用するのは、入力のみのシナリオで指定された勘定科目の子か
ら値を取得するかわりに、親ノードがシナリオ・ロールアップにデータ値を提供す
る場合です。
シナリオ・ロールアップでの入力のみのシナリオの使用についてを参照してくださ
い。

2. 「基にする消去グループ」で、消去グループのソースを 選択します。消去グループ

により、シナリオ・ロールアップから消去する勘定科目が定義されます。「現在の
モデル」または「子モデル」を選択し、
「ユーザー定義消去グループ」から、シナ
リオ・ロールアップから消去する勘定科目グループを選択します。
消去された勘定科目は、処理中にシナリオ・ロールアップの親でゼロに設定されま
す。

3. 「データ保持」で、非ロールアップ期間でのデータの使用方法を定義します。

•

データを保持しない - ロールアップされない期間のデータは、連結からブロッ
クされて最終的に値がゼロになります。

•

入力の保持 - 入力セルを使用してデータが再計算されます。入力の保持は、次
の入力勘定科目では使用できません。ロールアップでは算出勘定科目(v5000
資本コスト(Kw)、v5005 長期資本コスト(%)、v5300 自己資本コスト(Ke)、
v5305 長期自己資本(%)、v5700 経済的利益 PROC(%)、および v5705 長期必
要収益(%))として処理されるためです。これらの勘定科目の値をシナリオ・ロ
ールアップ内に保持するには、シナリオ・ロールアップで使用される入力のみ
シナリオに値を追加します。

•

出力の保持 - 出力セルを使用してデータが再計算されます。

4. 「適用」をクリックすると、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、

現在選択されているビジネス・ケースに適用されます。すべて 適用をクリックする
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と、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、このノードのすべてのビジネ
ス・ケースに適用されます。

シナリオ・ロールアップでの入力のみのシナリオの使用について
モデルで入力のみのシナリオを作成済で、そのモデルがシナリオ・ロールアップの親モデル
である場合、シナリオ・ロールアップの親モデル属性を定義するときに入力のみのシナリオ
を指定できます。入力のみのシナリオで指定された勘定科目に対してシナリオ・ロールアッ
プを実行すると、子から値を取得するかわりに、親ノードがシナリオ・ロールアップにデー
タ値を提供します。
たとえば、ビジネスの財務を定義するシナリオを設定するとします。財務は、通常、事業部
門(子)レベルではなく親レベルで定義されます。親モデルで入力のみのシナリオのビジネ
ス・プランの財務に提供するデータが含まれる勘定科目を定義します。様々な入力のみのシ
ナリオで複数のバージョンのデータを保持し、シナリオ・ロールアップの異なるビジネス・
ケースに様々な入力のみのシナリオを提供できます。ロールアップする場合、異なるビジネ
ス・ケースの様々な財務オプションに応じて、異なる結果を分析できます。財務データは、
入力のみのシナリオで指定された勘定科目のシナリオ・ロールアップ中は、常に親モデルか
ら取得されます。
親モデルに複数の入力のみのシナリオが含まれる場合、1 つ以上のシナリオを選択できます。
たとえば、財務シナリオのみでなく営業シナリオもモデリングする場合、異なる結果セット
を分析できるように、異なる勘定科目に値を入力する複数のシナリオを結合できます。

ノート:
シナリオ・ロールアップの親に対して複数の入力のみのシナリオを同時に選択する
場合、各シナリオがシナリオ・ロールアップの異なる勘定科目を提供先としている
ことを確認してください。
入力のみのシナリオについて:
•

出力値はなく、計算はできません。

•

メンバーとして選択された勘定科目に対してのみ入力値が格納されます。

•

これらは、シナリオ・ロールアップでビジネス・ケースへのデータとして使用できます。
複数のシナリオを同じビジネス・ケースに提供できます。

•

データ値と予測方法は、ロールアップ時に提供側の入力のみのシナリオからビジネス・ケ
ースに静的にコピーされるため、データは、シナリオ・ロールアップを実行するたびに元
のソースからリフレッシュされます。

•

提供先となっているビジネス・ケースの値のロールアップを自動的にブロックするメンバ
ー勘定科目を定義します。

シナリオ・ロールアップの実行
シナリオ・ロールアップ構造、ビジネス・ケースおよびオプションでモデルの特徴を定義し
たら、シナリオ・ロールアップを実行できます。
シナリオ・ロールアップを実行するには:
1. 「シナリオ・ロールアップ」からシナリオ・ロールアップを選択し、
「アクション」メニュ

ー

から、
「実行」または「データの実行およびプッシュ」を選択します。
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「データの実行およびプッシュ」を使用できるのは、管理者が「ロールアップ時に
実行」を選択したシナリオ・ロールアップに関連付けられたデータ・マップが少な
くとも 1 つある場合です。
2.

ロールアップするビジネス・ケースを選択するか、
「すべて 」をクリックしてすべ
てのビジネス・ケースをロールアップします。
デフォルトでは、現在選択されているビジネス・ケースが選択されます。

3. 「データの実行およびプッシュ」を選択した場合に、ロールアップを開始する前に

外部ソースからデータ・マップを実行する場合は、
「シナリオ・ロールアップ前に
外部ソースからデータ・マップを実行」を選択します。たとえば、シナリオ・ロー
ルアップに含まれない Planning モデルまたは別のモデルからのデータがあり、そ
のデータがシナリオ・ロールアップの開始前に更新されるようにプッシュする場合
を考えます。
このオプションは、シナリオ・ロールアップに関連付けられた外部ソースからのデ
ータ・マップがある場合にのみ使用できます。

4. 「実行」をクリックします。

シナリオ・ロールアップはジョブ・コンソールに送信されます。ここで、シナリオ・
ロールアップの進行状況をモニターできます。ホームページで「アプリケーション」、
「ジョブ」の順にクリックします。シナリオ・ロールアップ・プロセスにデータ・マッ
プが含まれる場合、これらのデータ・マップはシナリオ・ロールアップ・ジョブの子
ジョブとして表示されます。
シナリオ・ロールアップが完了したら、親モデルを開いて子モデルからロールアップ
されたデータを確認できます。
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戦略モデリング・シミュレーションの確率分布
の説明
この付録では確率および確率分布について説明し、戦略モデリング・シミュレーションにお
いて最も適した確率分布を選択するのに役立ちます。
シミュレーション内の不確実入力ごとに、確率分布で使用可能な値を定義します。選択する
分布のタイプは、入力に関する条件によって異なります。シミュレーションでは、不確実入
力の確率分布から値を繰り返し選択し、モデルを計算するのにこれらの値を使用することに
より、モデルのシナリオを多数計算します。
正しい確率分布を選択するには:
1.

考慮対象の入力を評価します。この入力を取り巻く状況について把握していることをす
べて列挙します。たとえば、不確実入力に関する有用情報を履歴データから収集できま
す。

2.

確率分布の説明を確認します。この付録では各分布の詳細について説明し、その分布の基
になる条件の概要を示します。これらの説明を確認する際に、この入力に関してリストし
た条件を備えた分布を探してください。

3.

この入力を特徴づける、分布の条件が入力の分布に一致する分布を選択します。

正規

正規分布は、資本利益率や資産収益率、インフレーション率または通貨の変動などの多くの
現象を示します。
意思決定者は正規分布を使用して、インフレーション率や定期的な資産収益率などの不確実
入力を表すことができます。
パラメータ
•

平均

•

標準偏差

ノート:
正規分布の値のうち、約 68%は平均値のいずれかの側の 1 標準偏差内にあります。
標準偏差は、平均値からの値の平均平方距離の平方根です。
条件
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正規分布は、次の条件下で使用します:
•

平均値が最も起こり得る値です。

•

平均値を軸に対称です。

•

平均値から離れるよりも平均値に近くなる可能性が高くなります。

三角

三角分布は、最小値、最大値、および最尤値が分かっている状況を示します。シミュ
レーションにおいて、最小値および最大値は確率がゼロであるため、実際には起こり
えません。
これは、販売見積、在庫数およびマーケティング・コストのような制限されたデータ
の場合に役立ちます。たとえば、過去の自動車販売で最小数、最大数、および通常の
数が判明している場合に週当たりの自動車販売数を示すことができます。
パラメータ
•

最小

•

最尤値

•

最大

条件
三角分布は、次の条件下で使用します:
•

最小および最大が固定されています。

•

最小および最大とともに三角形を形成する最尤値がこの範囲内にあります。

一様

一様分布は、最小値と最大値が判明していて、かつすべての 値は同様に起こり得るこ
とが判明している状況を示します。
パラメータ
•

最小

•

最大

条件
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一様分布は、次の条件下で使用します:
•

最小は固定されています。

•

最大は固定されています。

•

範囲内のすべての 値は同様に起こり得ます。

対数正規

対数正規分布は、資産や証券の価格など、値が正に歪んでいる(ほとんどの値が最小値の近く
に出現する)多くの状況を表します。このような数量は値がゼロを下回ることはなく、制限な
く増加する可能性があるため、このトレンドを示します。
パラメータ
•

場所

•

平均

•

標準偏差

ノート:
対数正規分布の定義に使用可能な履歴データがある場合、データの対数の平均値お
よび標準偏差を計算してからこれらの対数パラメータを入力することが重要です。
raw データ上で平均値および標準偏差を直接計算しても正しい対数正規分布を得る
ことはできません。
条件
対数正規分布は、次の条件下で使用します:
•

上限および下限は無制限ですが、不確実入力を場所パラメータの値より下位にすることは
できません。

•

分布は正に歪められ、ほとんどの値が下限の近くにあります。

•

分布の自然対数は正規分布です。

ベータ PERT
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シミュレーションのサンプリング・モデル
ベータ PERT 分布は一般的に、タスクの期間やコストに確率を割り当てるプロジェク
ト・リスク分析に使用される状況を示します。より滑らかな分布として三角分布のか
わりに使用される場合もあります。
これは、最小値、最大値、最尤値を把握している状況を示します。これは、データが
制限されている場合に役立ちます。たとえば、過去の自動車販売で最小数、最大数、
および通常の数が判明している場合に週当たりの自動車販売数を示すことができま
す。
パラメータ
•

最小

•

最尤値

•

最大

条件
ベータ PERT 分布は、次の条件下で使用します:
•

最小および最大が固定されています。

•

最小および最大とともに三角形を形成する最尤値がこの範囲内にあります: ベータ
PERT は、基礎となる三角形で平滑化された曲線を形成します。

Yes-No

Yes-No 分布は、はいまたはいいえ、成功または失敗、真または偽のように、2 つの値
のうち 1 つの値のみを持てる状況を示します。
パラメータ - Yes の確率
条件
Yes-No 分布は、次の条件下で使用します:
•

試行ごとに得られる結果は 2 つ(成功または失敗など)のみです; 確率入力は、2 つの
値(たとえば 0 と 1)のいずれかのみです。

•

平均値は、確率を表す p (0 < p < 1)です。

•

各試行は独立しています。確率はどの試行に対しても同じです。

シミュレーションのサンプリング・モデル
シミュレーションの各試行において、サンプリング手法に基づいてモデルの各仮定の
ランダム値が選択されます。
戦略モデリングのシミュレーションでは、次のいずれかのサンプリング方法を使用し
ます。
•

モンテ・カルロ - 各仮定の定義済分布から任意の値をランダムに選択します。
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シミュレーションのサンプリング・モデル

•

ラテン・ハイパーキューブ - 値をランダムに選択し、各仮定の定義済分布に均等に分散し
ます。

モンテ・カルロ・サンプリング
モンテ・カルロ・シミュレーションでは、不確実性変数の値をランダムに繰り返し生成して
モデルをシミュレーションします。各仮定の確率分布の値はランダムで完全に独立していま
す。言い換えると、1 つの試行のために選択されたランダム値は次に生成されるランダム値に
は影響しません。
モンテ・カルロ・シミュレーションの名前は、ルーレット、サイコロ、スロット・マシンと
いった、いずれもランダムな振る舞いをする運まかせのゲームを特徴とするカジノで有名な
モナコのモンテ・カルロに由来します。
このようなランダムな振る舞いは、モンテ・カルロ・シミュレーションで変数値をランダム
に選択してモデルをシミュレーションする方法に似ています。サイコロを振ると 1、2、3、
4、5 または 6 が出ることは分かっていますが、特定の試行でどれが出るかは分かりません。
これは、値の範囲は判明しているが特定の回または事象の値は不明である変数と同じです(金
利、必要な職員数、株価、在庫、1 分当たりの電話回数など)。
モンテ・カルロ・サンプリングの使用による分布の真の形状の概算には、ラテン・ハイパー
キューブより多くの試行が必要です。
モンテ・カルロ・サンプリングは、実世界におけるモデルの what-if シナリオをシミュレーシ
ョンするのに使用します。
ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
ラテン・ハイパーキューブ・サンプリングは、各仮定の確率分布を重複しない等しい確率の
セグメントに分割します。
シミュレーションの実行時に、ラテン・ハイパーキューブではセグメントの確率分布に基づ
いて各セグメントにランダムな仮定値を選択します。この値のコレクションによりラテン・
ハイパーキューブ・サンプルが形成されます。各セグメントが 1 回ずつサンプリングされた
ら、シミュレーションが停止するまでプロセスが繰り返されます。
シミュレーション統計を計算するとラテン・ハイパーキューブ・サンプリングの方が従来の
モンテ・カルロ・サンプリングと比較して精度は高くなります。これは、分布の全範囲がよ
り均等に一貫してサンプリングされるためです。ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
はモンテ・カルロ・サンプリングに比べ、少ない試行回数で同じレベルの統計精度を実現で
きます。この手法では、シミュレーションの実行と同時にどのセグメントがサンプリングさ
れているかが追跡されるため、さらにメモリーが必要となります。(ほとんどのシミュレーシ
ョン結果と比較して、この余分のオーバーヘッドは軽微です。)
シミュレーション統計の精度を重視する場合は、ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
を使用してください。
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