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1
Tax Reportingへようこそ

Tax Reportingは、包括的な税務ソリューションで、財務データを使用した連邦および地方レ
ベルでの当期税金と繰延税金の計算、レポートおよび承認を行い、US GAAPや IFRSレポー
トなどの会計基準に準拠することができます。
Tax Reportingには、税引当を特定、計算、管理および承認し、CbCR (国別)レポートを準備
するための即時利用可能なフォーム、ロジック、引当パッケージ、ワークフローおよび分析
のダッシュボードが用意されています。
すべての納税準備アクティビティ (永久調整、一時差異および有効税率の確認など)に対して、
論理的にグループ化された順次タスクを定義できます。
• 国の税引当パッケージを使用して、次の操作を実行します。

– ダッシュボードを使用してエンティティの今年度および前年度の税金費用を確認し、
法定および有効税率を確認します。

– エンティティ固有の引当パッケージを使用して、現在および将来の税金費用と負債を
特定します。

• 国または地域の引当パッケージの法定有効税率分析を使用して、税引前利益に対する支払
済税金の有効レートを特定します。

• 地域の引当金は、米国の特定の州(地域)における既存および繰延の課税要件を特定して分
析するために使用されます。

• 繰延税金を使用して将来の費用および負債を表示します。期末残高でドリル・ダウンし、
今年度の増減、申告額の未払処理調整などの追加詳細にアクセスできます。

• タスクを参照して、優先度と負荷を確認します。
• ビジネス法的エンティティ階層を反映した承認ユニットによって、税金監査役および企業
の財務部門のメンバーは、法的エンティティおよび連結レベルで送信された税引当パッケ
ージを確認し、承認できます。多国籍ビジネスでは、一部の管轄において合算レベルでの
納税申告となることがあり、集約レベルでの確認と承認が要求されます。

• CbCRレポートを使用して、株主資本利益率や従業員別収益などの要因を含め、各管轄に
わたる税金費用を分析します。

Tax Reportingのツアーは、次のビデオを参照してください: : 概要: Tax Reporting Cloud
のツアー。

ノート:

アプリケーションは、その他のクラウド・ビジネス・プロセスからの接続や機能を
含め、各社の管理者がカスタマイズできますので、実際の機能はこのガイドに記載
されているものと異なる可能性があります。EPM Cloudビジネス・プロセス間の移
動を参照してください。
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税引当プロセス
Tax Reportingプロセスでは、当会計年度の初めから今日までの数字に基づいて完全な
税引当の準備を行えます。グローバル引当金プロセスは、適切なレポート標準(US
GAAPや IFRSなど)および現地通貨を使用して法的エンティティ・レベルで開始しま
す。
次のフローチャートは、Tax Reportingの税金プロセスの詳細を示しています。
 

 

• Tax Reportingに法的エンティティ別の試算表データをインポートします
• 連結を実行して引当金明細表をロードし、試算表のデータを移入します(税引前純
利益や、選択した永久差異と一時差異など)。このステップによって、当期引当金
の開始点が法的エンティティの財務諸表の税引前利益に等しいことを確認します。

• 事前作成されたデータ・フォームを使用して、または Oracle Smart View for Office
からの送信を通じて、残りのデータを入力します。このデータには次のようなもの
があります。
– 国および地域の税率
– 税引前利益調整または組替えの非自動化金額
– 永久差異および一時差異の非自動化金額
– その他の引当項目
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– 申告額の未払処理調整金額
– 税金勘定科目ロールフォワードの手動アクティビティ (たとえば、支払、払戻、組替
えなど)

– 試算表内にある可能性のある差異(たとえば、食事接待費に含まれる出張費用)を除去
するための自動化金額に対する調整

• 次の結果がシステムによって計算されます。
– 当期引当
– 繰延引当
– 繰延税金ロールフォワード
– レポート通貨と現地通貨での法定および連結有効税率
– 税金勘定科目ロールフォワード

• 税引当(国)クラスタで次のフォームを確認します。
– 当期引当
– 一時差異
– 繰延税金
– 連結 ETR

– 国の ETR

– TAR

• Smart Viewを使用して次の入力および注記を作成します
– 税金仕訳入力(税金勘定ロールフォワードに基づく)

– 税金の注記(当期引当金および繰延税金ロールフォワードに基づく)

最初に行うタスク
すべてのユーザーは、Tax Reportingを使用してタスクを実行する前に、このトピックを熟読
する必要があります。
• Oracle Enterprise Performance Management Cloudユーザーのためのスタート・ガイドの
内容をよく理解します。

• Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者のためのスタート・ガイドの
EPM Cloudコンポーネントの操作に関する項の、ブラウザおよびその他の要件を満たし
ます。

• 「アカデミ」にアクセスして次のようなビデオを視聴し、Tax Reportingの知識を得ます。
– 概要: Tax Reporting Cloudスタート・ガイド
– 概要: Tax Reporting Cloudのツアー
– Oracle Tax Reporting Cloudでの税レポート・アプリケーションの作成
– 概要: 税レポート・アプリケーションの構成
– 概要: Tax Reporting Cloudでのセキュリティの理解
– 概要: Tax Reporting Cloudでのメタデータの処理
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– 概要: Tax Reporting Cloudでのデータのロード
– Tax Reporting Cloudでのエンティティおよび管轄の構成
– Tax Reporting Cloudでの永久差異の構成
– Tax Reporting Cloudでの一時差異の構成
– 概要: Tax Reporting Cloudの補足データ
– 概要: Oracle EPM Cloudでの国別レポート.

事前定義されたユーザーの役割
役割によってユーザーは、Tax Reporting内での実行を許可されているビジネス・アク
ティビティと、そのユーザーがアクセスできるデータにリンクされます。
Tax Reportingインスタンスへのアクセス権は、ユーザーを役割に割り当てることによ
って付与されます。たとえば、アプリケーションに属するレポートの表示をユーザー
に許可する場合は、そのインスタンスの参照者の役割に割り当てる必要があります。
アイデンティティ・ドメイン管理者の役割を除き、Tax Reportingの役割は階層的で
す。アイデンティティ・ドメイン管理者は、ユーザーを作成し、ビジネス機能および
関連データへのアクセス権を付与する事前定義済の役割にユーザーを割り当てます。
下位レベルの役割を介して付与されたアクセス権は、上位レベルの役割によって継承
されます。たとえば、サービス管理者は、パワー・ユーザーと参照者の役割を介して
付与されたアクセス権も継承します。

ノート:

アプリケーションに対する別のアクセス権または追加のアクセス権が必要な
場合、サービス管理者に連絡してください。

あらかじめ定義された次の役割を使用できます。
表 1-1 Tax Reporting

役割 説明
アイデンティティ・ドメイン管理者 マイ・サービスの「セキュリティ」ページを使

用して、ユーザーの作成およびその役割への割
当てを含む、すべてのアイデンティティ・ドメ
イン管理タスクを実行します。
アイデンティティ・ドメイン管理者は機能役割
ではなく、機能役割を介して付与されたアクセ
ス権を継承しません。サービス機能にアクセ
スするには、アイデンティティ・ドメイン管理
者は Tax Reportingの 4つの機能役割のいず
れかを付与されている必要があります。
この役割の詳細は、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud管理者のためのスタート・ガイドの事前定義済役割の理解
に関する項を参照してください。
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表 1-1 (続き) Tax Reporting

役割 説明
サービス管理者 すべてのエンティティまたはエンティティの

特定のグループを対象に、メタデータやデータ
など、アプリケーション内のすべての項目の読
取り、書込みおよび更新を行います。サービス
管理者には、承認カードへのアクセス権が自動
的に割り当てられています。税金自動化も行
います。

パワー・ユーザー データを表示して対話します。この役割では、
いくつかの Tax Reporting機能領域への上位
アクセスが付与されます。パワー・ユーザーに
は、承認カードへのアクセス権が自動的に割り
当てられています。税金自動化も行います。

ユーザー アクセス権が割り当てられた税金関連フォー
ムの読取り、書込みおよび更新のみを行いま
す。次のタスクを含みます。
• 承認用のデータを入力および送信します
ユーザーには、承認カードへのアクセス権
が自動的に割り当てられています。

• アド・ホック機能を使用してフォームを分
析します。

• アクセス権を持っているエンティティの
データを必要に応じて連結します

参照者 指定されたフォームに読取り専用アクセスし、
フォームや任意のデータ・アクセス・ツールを
使用してデータを表示および分析します。デ
ータ・アクセス・ツールには、レポートおよび
アド・ホック・グリッドなどがあります。

ノート:

参照者の役割を
持つユーザーに、
書込みアクセス
権が付与される
ことはありませ
ん。

ホーム・ページについて
ビジネス・プロセスを作成した後は、ホーム・ページがビジネス・プロセス・タスクにアク
セスするための起動ポイントとなります。
インタフェースにより、直感的なユーザー操作と、よく使用される機能へのクイック・アク
セスの概要が提供されます。たとえば、ユーザーは、タスクへのアクセス、データの操作、
予算の承認、レポートの表示および設定の制御を行うことができます。サービス管理者は、
ビジネス・プロセスの管理とカスタマイズ、フォームやダッシュボード、インフォレットの
作成、データおよびメタデータのインポートとエクスポート、ジョブのスケジュール、有効
な交差の定義、通知の作成、環境間接続の作成などを行うことができます。
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Oracle Enterprise Performance Management Cloud環境の全般的なルック・アンド・
フィールは、「外観」ページで変更できます。外観ページで、レッドウッド・エクスペ
リエンスまたはクラシック・テーマを選択できます。テーマごとに、異なる背景色、
アイコン・スタイルなどが提供されます。ブランド・ロゴと背景イメージをホーム・
ページに追加することもできます。環境の全般的なルック・アンド・フィールを変更
するには、 Tax Reportingの管理 のアプリケーションの外観のカスタマイズを参照し
てください。
デフォルトのレッドウッド・テーマを表示するホーム・ページの例
 

 

グローバル・ヘッダー
グローバル・ヘッダーは、ユーザー・インタフェース最上部に広がる領域です。ナビ
ゲーション・アイコンに加えて、アクセシビリティ設定および「設定およびアクショ
ン」メニューへのアクセスが含まれています。グローバル・ヘッダーからナビゲーシ
ョン・フローを切り替えることもできます。
グローバル・ヘッダーの左から右までの部分には次のものがあります:
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グローバル・ヘッダーの部分 説明
「ナビゲータ」アイコンで、「ナビゲータ」メニュ
ーを開きます。このメニューは、ビジネス・プロ
セスのサイトマップとして機能し、アクセスでき
るすべてのビジネス・プロセス・ページへのリン
クが表示されます。

ノート:

「ナビゲータ」メニュ
ーの一部のリンク
は、デスクトップか
らビジネス・プロセ
スにアクセスしてい
る場合にのみ使用可
能です。

ビジネス・プロセスの他の場所で作業していると
きに、Oracleロゴをクリックしてホーム・ページ
に戻ります。外観ページで「ロゴ・イメージ」を
選択して、Oracleロゴのかわりにカスタム・ロゴ
を表示できます。

ビジネス・プロセス名 現在のビジネス・プロセスの名前。外観ページで
「ビジネス・プロセス名の表示」オプションに対し
て「いいえ」を選択すると、ビジネス・プロセス
名を非表示にできます。
ホーム・アイコンで、ホーム・ページを更新した
り、ビジネス・プロセスの他の場所で作業してい
るときにホーム・ページに戻ります。
「アクセシビリティ設定」アイコンをクリックし
て、アクセシビリティ機能を有効にします。
複数のグループに属している場合、またはナビゲ
ーション・フローが役割に割り当てられている場
合は、ナビゲーション・フロー・アイコンをクリ
ックして実行時にナビゲーション・フローを切り
替えます。
ユーザー名をクリックして「設定およびアクショ
ン」メニューにアクセスします。

作業領域
ホーム・ページの作業領域には、アクセスできるビジネス・プロセスの各機能領域(例: 「財
務」、「ダッシュボード」、「データ」、「承認」)にリンクするアイコンが表示されます。アイコ
ン・ラベルの上にある 3つのドットは、アイコンによってクラスタと呼ばれるサブ・アイコ
ンのグループが開くことを示します。
「アカデミ」アイコンは、ビジネス・プロセスの使用に関する様々なリソースにリンクしてい
ます。
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インフォレットのナビゲーション
ビジネス・プロセスでインフォレットを使用して概要レベルの必須情報を示す場合は、
グローバル・ヘッダーの下に表示されるドットをクリックして調べることができます。
ホーム・ページの側面にも矢印があり、ホーム・ページとインフォレット・ダッシュ
ボード・ページとの間を簡単に移動できます。
「お知らせ」パネル
「お知らせ」パネルには、ユーザー名とプロファイル・ピクチャ(設定されている場合)、
サービス管理者によって入力されたシステムに関するお知らせが表示され、自分のア
クティビティを追跡できます。
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• ホーム・ページの「お知らせ」パネル上部に表示されるプロファイル・ピクチャを設定で
きます。プロファイル・ピクチャを設定するには、「ツール」、「ユーザー・プリファレン
ス」の順にクリックします。詳細は、.プロファイル・ピクチャの設定を参照してくださ
い。

• アクティビティ  - システムのお知らせが要約され(発効日でソートした最新のお知らせが
一番上に表示されます)、オープン・タスクがリストされます「お知らせ」をクリックす
ると、パネルが切り替わり、お知らせが表示されます。「本日期限のタスク」をクリック
すると、パネルが切り替わり、自分のタスクが表示されます。

• 最新 - 最近アクセスしたフォームとダッシュボード(最大 15アイテム )へのリンクのリス
トが表示されます。リンクをクリックすると、アイテムがセカンダリ・ウィンドウで起動
します。リンクの横の星をクリックすると、お気に入りとしてタグ付けされます。

• お気に入り - お気に入りとしてタグ付けされたフォームまたはダッシュボードへのリン
クのリストが表示され、それらが上書きされないようにします。「お気に入り」のリンク
をクリックして、アイテムをセカンダリ・ウィンドウで起動します。「お気に入り」にア
イテムを追加するには、「最新」をクリックして最近のユーザー・アクティビティを表示
し、アイテムの右側にある星をクリックします。

•  - 「ツアー」アイコンをクリックして、ビジネス・プロセスの主要機能に関するビデ
オを起動します。

表 1-2 ホームのカード

カード名 説明
タスク ホーム・ページの「タスク」から、次のタスクと

その詳細を表示できます。
• 「ワークリスト」には、指定した POVのタス

クのうち、自分に表示権限があるすべてのタ
スクが表示されます。

• 「タスク」には、タスク・マネージャのタスク
が表示されます

• 「補足データ・タスク」には、補足データ・マ
ネージャ用のタスクが表示されます。

• 「補足データ分析」には、補足データ・マネー
ジャ用のデータ・セットのうち、選択したフ
ィルタに当てはまるデータ・セットが表示さ
れます

タスクの操作を参照してください
業務 業務の概要ダッシュボードでは、すべてのタスク

のステータスとデプロイされた補足データ・フォ
ームに関するメトリックが提供され、予定どおり
完了したタスクと遅延しているタスクが区別さ
れ、それらのタスクの数が表示されます。

税引当(国) 国の管轄では、連邦または国レベルで法人税の引
当が分類されます。
国税プロセスの操作を参照してください。

税引当(地域) 地域の管轄は、州、県、地域やその他の区域を表
せます。控除のため、地域税額が国税の計算に自
動的に引き継がれるよう設定できます。
地域税プロセスの操作を参照してください。
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表 1-2 (続き) ホームのカード

カード名 説明
税引当(中間) 税率は、四半期、年などのサマリー期間について

年初に生成されます。管理者またはパワー・ユー
ザーは、月次や非年末などの中間税期間を作成し、
年間推定有効税率(AEETR)に基づいて中間期間の
当期税金および繰延税金を見積もることもできま
す。
中間税引当の概要を参照してください。

税金合計 税金合計ダッシュボードでは、エンティティ別と
管轄別の連結有効税率および支払税金に関する分
析が提供されます。各エンティティまたは管轄の
詳細にドリルダウンすることもできます。
税金合計ダッシュボードの確認を参照してくださ
い。

CbCR 国別レポートにより、大規模多国籍企業は、管轄
別財務諸表の年次報告書の詳細なキー要素を提供
できます。このレポートによって、各地の税務当
局は、収益、利益、支払済と未払の税金、雇用、
資本、利益剰余金、有形資産およびアクティビテ
ィを確認できます。
国別レポート(CbCR)の操作を参照してください。

承認 管理者は、承認プロセスを設定して、データの所
有権を移動したり、確認制御を実現したり、デー
タ・プライバシを保証したりできます。サービス
管理者、パワー・ユーザーおよびユーザーには、
承認カードへのアクセス権が自動的に割り当てら
れています。
データの確認および承認を参照してください。

ライブラリ ライブラリは、Tax Reporting内の様々なフォーム
およびレポートに直接アクセスできる集中管理用
の場所です。ライブラリから、フォームとダッシ
ュボードへの権限の割当て、レポートの編集と生
成など、複数のタスクを実行できます。
ライブラリの操作を参照してください。

アプリケーション 「アプリケーション」では、連結、ルール、構成、
設定の設定、タスク・マネージャと補足データの
操作、有効な交差の設定、ジョブの実行、サービ
スのモニター、レポートの実行を行うことができ
ます。
Tax Reportingの管理ガイドの次のセクションを
参照してください。
• アプリケーションおよびシステムの設定の管
理

• アプリケーションの管理
ツール 「ツール」は Tax Reportingをサポートします。外

観、変数、お知らせ、アーティファクト・ラベル、
アクセス制御、日次メンテナンス、ナビゲーショ
ン・フロー、ユーザー・プリファレンス、接続、
監査および移行を設定できます。Tax Reportingの管理ガイドを参照してください。
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表 1-2 (続き) ホームのカード

カード名 説明
アカデミ 「アカデミ」はトレーニングの概要ビデオおよびチ

ュートリアルにリンクしています。アカデミにア
クセスするには、ホーム・ページで「アカデミ」
アイコンを選択します。すべてのユーザーが使用
できます。

ビデオ

目的 参照するビデオ
デフォルトのレッドウッド・テーマを調べます。

 概要: Oracle Cloud EPM - 新しいレッドウ
ッド・テーマのお知らせ

インタフェースをカスタマイズしてワークフロー
を合理化する方法を学習します。

 概要: Enterprise Performance
Management Cloudのワークフローのカスタマイ
ズ

「設定およびアクション」メニュー
「設定およびアクション」メニューから作業を行えます。ユーザー名の横にあるキャレット
を選択して、メニューを表示します。オプションは、割り当てられた役割によって異なる場
合があります。
 

 

ナビゲーション・フローのリロード
ナビゲーション・フローによって、ホーム・ページでユーザーに表示するタスクを制御しま
す。使用可能なタスクは、個別のカード(特定のタスクを表す)、またはアプリケーションや税
引当(国)などのクラスタ(開くと、グループ内の追加タスクが表示される)で示されます。シス
テム管理者は、デフォルト設定を変更して代替ナビゲーション・フローを作成できます。こ
のオプションを使用して、アクティブなナビゲーション・フローをリロードします。
ダウンロード
クラウドで使用可能な次のようなユーティリティをダウンロードする場合、このオプション
を選択します。
• 「EPM自動化」ユーティリティでは、管理者は、アプリケーション・インスタンス内のタ
スクをリモートで実行し、多くの反復可能なタスク(メタデータとデータのインポートお
よびエクスポートなど)を自動化できます。

• Smart Viewでは、Oracleの Enterprise Performance Management (EPM)および
Business Intelligence専用に設計された共通の Microsoft Officeインタフェースが提供さ
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れます。「Smart View」で、「Oracle Technology Networkからダウンロード」、
「今すぐダウンロード」の順にクリックします。

• 管理者用 Smart Viewアドオンでは、アプリケーション管理アクティビティ (ディ
メンション管理など)を Excelインタフェース内から実行できます。

• 決算および補足データ管理の Smart View拡張機能では、Excelインタフェースか
らアプリケーションおよび補足データの管理を実行できます。

ヘルプ
製品のドキュメントとビデオ、およびその他のタスク関連のトピックにアクセスでき
る、Tax Reportingの「スタート・ガイド」ページを表示する場合、このオプションを
選択します。
ヘルプ
このオプションは、現在のトピック(使用可能な場合)のオンライン・ヘルプを表示しま
す。
クラウド・カスタマ・コネクト
クラウド・カスタマ・コネクトは、メンバーが他のメンバーと結び付き、問題を話し
合ったり、アイデアを共有するための専用のコミュニティです。クラウド・カスタマ・
コネクトへの直接リンクでアクセスするには、このオプションを選択します。
• ディスカッション・フォーラムでは、質問の投稿、アイデアの検索および Oracle

Applicationsに関するディスカッションへの参加を行います。
• 今後のイベントに関するニュースでは、新規リリースの機能、業界のベスト・プラ
クティスなどを紹介します。

• ドキュメンテーションおよびビデオは、最新リリースへスムーズに移行するための
準備に役立ちます。

• アイデア・ラボでは、製品の拡張機能、投票、お気に入りへのコメントに関するア
イデアを共有できます。

サインイン後、「Enterprise Performance Management」を選択すると、Cloud製品
に直接移動して、リリース情報、ヒントや秘訣、およびその他の投稿を表示できます。
フィードバックの提供
アプリケーションの使用中に問題が発生した場合、「フィードバックの送信」オプショ
ンを使用して、問題および再現するステップを記述します。アプリケーションで見つ
かった問題の解決を容易にするため、フィードバックの送信に複数のスクリーンショ
ットを追加することをお薦めします。タスク全体の進行状況を示した一連のスクリー
ンショットを追加することで、オラクル社がユーザーの問題を再現する方法を示した
ストーリーボードを作成できます。
ユーザーがオラクル社にフィードバックを送信するたびに、フィードバック通知、ま
たは「フィードバックの提供」機能を使用してユーザーが送信した情報のサブセット
がサービス管理者およびフィードバックを送信したユーザーに送信されます。これら
の通知を使用すると、サービス管理者は送信された問題を確認し、修正アクションを
提案できます。フィードバック通知は、デフォルトで有効になっています。各サービ
ス管理者は、電子メールに含まれている「サブスクライブ解除」リンクをクリックし
て、通知をオフにできます。フィードバック通知の無効化を参照してください。サブ
スクライブ・ステータスに関係なく、通知は常にフィードバックを送信したユーザー
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に送信されます。フィードバックを提供する前に、問題が検出されたときのプロセスの段階
にあることを確認します。

ノート:

このオプションを使用してフィードバックを提供するとオラクルに送信されます
が、サービス・リクエストは作成されません。サービス管理者が問題を解決できな
い場合、送信した情報を使用してサービス・リクエストを作成できます。
1. 任意のページで「フィードバックの提供」を選択します。
2. 「フィードバック」で、発生した問題を記述します。
3. オプション: 次の 2つのステップで画面の領域を強調表示または暗くするオプ
ションを選択します。
a. 「強調表示」を選択して、画面上をクリック・アンド・ドラッグして画面の
一部を強調表示します。たとえば、エラーや問題を強調表示します。

b. 「暗くする」を選択し、画面上をクリック・アンド・ドラッグして画面の一
部を非表示にします。スクリーンショットで機密データを非表示にする場
合、このオプションを使用します。

4. をクリックしてスクリーンショットを取得します。

5. 別のページに移動し、 を選択して別の画面を取得します。取得されたイメ
ージは、スクリーンショットごとに増分されます。

6. 追加の取得を行う場合、前述のステップを繰り返します。
7. すべての画面キャプチャを追加したら、「送信」をクリックします。
8. ブラウザ、環境およびプラグイン情報を確認します。右矢印をクリックしてス
クリーンショットを確認します。

9. 「送信」をクリックします。
10.「閉じる」をクリックします。

Oracleサポート
ソリューションを検索し、パッチおよび更新をダウンロードし、サービス・リクエストを作
成する場合、このオプションを選択して My Oracle Supportサイトに直接移動します。
情報
Tax Reportingの告知およびバージョン情報が含まれています。
サインアウト
Tax Reportingを終了します。

アカデミ
「アカデミ」はトレーニングの概要ビデオおよびチュートリアルにリンクしています。
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アカデミにアクセスするには、ホーム・ページで「アカデミ」アイコンを選択します。
 

 

ナビゲータ
「ナビゲータ」メニューには、詳細設定と管理タスクへのリンク(別名表、ディメンショ
ン、アプリケーション・タスク、補足データの管理やデータ管理を含む)があります。
ナビゲータにアクセスするには、ホーム・ページの製品名の横にある「ナビゲータ」
アイコン を選択します。
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「ようこそ」パネル
ホーム・ページには、「ようこそ」パネルがあり、自分に割り当てられたタスクのステータス
を確認できる「タスク」ページに迅速にアクセスできます。
• オープン
• 遅延
• (期限)今日
• 7日間(遅滞)

 

第 1章
「ようこそ」パネル

1-15



 

 「ツアー」をクリックして、「ようこそ」パネルからアプリケーションのツアー
を実行できます。

ユーザー支援
「ユーザー支援」アイコン は特定のフォームに用意されています。アイコンをク
リックして使用可能なオプションを表示します。
 

 

ヘルプ
製品のドキュメントとビデオ、およびその他のタスク関連のトピックにアクセスでき
る、Tax Reportingの「スタート・ガイド」ページを表示する場合、このオプションを
選択します。
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ヘルプ
このオプションは、現在のトピック(使用可能な場合)のオンライン・ヘルプを表示します。
フィードバックの提供
アプリケーションの使用中に問題が発生した場合、「フィードバックの送信」オプションを使
用して、問題および再現するステップを記述します。アプリケーションで見つかった問題の
解決を容易にするため、フィードバックの送信に複数のスクリーンショットを追加すること
をお薦めします。タスク全体の進行状況を示した一連のスクリーンショットを追加すること
で、オラクル社がユーザーの問題を再現する方法を示したストーリーボードを作成できます。
ユーザーがオラクル社にフィードバックを送信するたびに、フィードバック通知、または「フ
ィードバックの提供」機能を使用してユーザーが送信した情報のサブセットがサービス管理
者およびフィードバックを送信したユーザーに送信されます。これらの通知を使用すると、
サービス管理者は送信された問題を確認し、修正アクションを提案できます。フィードバッ
ク通知は、デフォルトで有効になっています。各サービス管理者は、電子メールに含まれて
いる「サブスクライブ解除」リンクをクリックして、通知をオフにできます。フィードバッ
ク通知の無効化を参照してください。サブスクライブ・ステータスに関係なく、通知は常に
フィードバックを送信したユーザーに送信されます。フィードバックを提供する前に、問題
が検出されたときのプロセスの段階にあることを確認します。
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ノート:

このオプションを使用してフィードバックを提供するとオラクルに送信され
ますが、サービス・リクエストは作成されません。サービス管理者が問題を
解決できない場合、送信した情報を使用してサービス・リクエストを作成で
きます。
1. 任意のページで「フィードバックの提供」を選択します。
2. 「フィードバック」で、発生した問題を記述します。
3. オプション: 次の 2つのステップで画面の領域を強調表示または暗くす
るオプションを選択します。
a. 「強調表示」を選択して、画面上をクリック・アンド・ドラッグして
画面の一部を強調表示します。たとえば、エラーや問題を強調表示し
ます。

b. 「暗くする」を選択し、画面上をクリック・アンド・ドラッグして画
面の一部を非表示にします。スクリーンショットで機密データを非
表示にする場合、このオプションを使用します。

4. をクリックしてスクリーンショットを取得します。

5. 別のページに移動し、 を選択して別の画面を取得します。取得され
たイメージは、スクリーンショットごとに増分されます。

6. 追加の取得を行う場合、前述のステップを繰り返します。
7. すべての画面キャプチャを追加したら、「送信」をクリックします。
8. ブラウザ、環境およびプラグイン情報を確認します。右矢印をクリック
してスクリーンショットを確認します。

9. 「送信」をクリックします。
10.「閉じる」をクリックします。

Oracleサポート
ソリューションを検索し、パッチおよび更新をダウンロードし、サービス・リクエス
トを作成する場合、このオプションを選択して My Oracle Supportサイトに直接移動し
ます。
クラウド・カスタマ・コネクト
クラウド・カスタマ・コネクトは、メンバーが他のメンバーと結び付き、問題を話し
合ったり、アイデアを共有するための専用のコミュニティです。クラウド・カスタマ・
コネクトへの直接リンクでアクセスするには、このオプションを選択します。
• ディスカッション・フォーラムでは、質問の投稿、アイデアの検索および Oracle

Applicationsに関するディスカッションへの参加を行います。
• 今後のイベントに関するニュースでは、新規リリースの機能、業界のベスト・プラ
クティスなどを紹介します。
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• ドキュメンテーションおよびビデオは、最新リリースへスムーズに移行するための準備に
役立ちます。

• アイデア・ラボでは、製品の拡張機能、投票、お気に入りへのコメントに関するアイデア
を共有できます。

サインイン後、「Enterprise Performance Management」を選択すると、Cloud製品に直接
移動して、リリース情報、ヒントや秘訣、およびその他の投稿を表示できます。

EPM Cloudビジネス・プロセス間の移動
管理者が他の EPM Cloudビジネス・プロセスへの接続を作成すると、その接続は「ナビゲー
タ」の「自分の接続」ペインにリストされます。

この場所からビジネス・プロセスを切り替えることができます。他のビジネス・プロセスを
開くには、これらのビジネス・プロセスに対するアクセス権が必要です。アーティファクト
は、役割に応じてアクセス可能です。
別の Oracle Enterprise Performance Management Cloudビジネス・プロセスを開くには:

1. ホーム・ページで、ナビゲータ をクリックします。
2. ビジネス・プロセスが接続されており、それらのビジネス・プロセスにアクセスできる場
合は、接続されているビジネス・プロセスのリストが「自分の接続」ペインに表示されま
す。ビジネス・プロセスをクリックして開きます。

ノート:

ビジネス・プロセスを新しいウィンドウで開くには、ビジネス・プロセス名の右側
にあるアイコンをクリックします。

フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの
検索

リスト・ページから特定のフォーム、ダッシュボードおよびインフォレットを簡単に検索で
きます。

リスト・ページの「検索」アイコン では、フラット・ビューまたはツリー・ビューのオ
プションを使用してこれらのアーティファクトの検索を切り替えることができます。

• フラット・ビュー  - フラット・ビューでは、検索条件を満たすアーティファクトの
みが表示され、それらを含むフォルダは表示されません。

• ツリー・ビュー  - ツリー(または階層)・ビューでは、アーティファクトがそれらを
含むフォルダのコンテキストで表示されます。
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別のキーワードで検索するには、「検索」ボックスの「X」をクリックして検索条件を
クリアします。
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2
プリファレンスの設定

関連リンク:

• プリファレンスの設定
• 一般プリファレンスの設定
• 表示プリファレンスの設定
• 通知用電子メールの設定
• アド・ホック・オプションの設定
• ユーザー変数の設定
• レポート・プリファレンスの設定
• 印刷プリファレンスの設定

プリファレンスの設定
プリファレンスを設定し、プロファイル写真やアプリケーションでの数値の表示方法など、
アプリケーションの様々な側面を制御できます。

ノート:

設定したプリファレンスは、管理者が設定したプリファレンスより優先されます。
「管理者の設定を使用」をクリックすると、管理者が設定したシステム設定を適用で
きます。

プリファレンスを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 左側のタブをクリックしてアプリケーションのプリファレンスを設定します。

• 一般: プロファイル写真に加え、タイム・ゾーン、言語、使用する別名表、メンバー
名と別名の表示といったプリファレンス、および不在メッセージなどの承認オプショ
ンを設定します。一般プリファレンスの設定を参照してください

• 表示: 数値のフォーマット方法、「ページ」ドロップダウン・リストでのメンバーの表
示方法、集計演算子を表示するかどうか、および日付フォーマットのプリファレンス
を設定します。表示プリファレンスの設定を参照してください

• 通知: 電子メール・アドレスを設定し、通知を受けるアクティビティ (「タスク・リス
ト」、承認、「ジョブ・コンソール」)を選択します。通知用電子メールの設定を参照し
てください。

• アド・ホック・オプション: アド・ホック・グリッドの操作に関するオプションを設
定します。アド・ホック・オプションの設定を参照してください。
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• ユーザー変数: 管理者が設定したユーザー変数のメンバーを選択します。ユー
ザー変数の設定を参照してください。

• レポート: レポートの表示に関するプリファレンスを設定します。レポート・
プリファレンスの設定を参照してください。

• フォームの印刷: フォームのデータを PDFファイルとして出力する方法に関
するプリファレンスを設定します。印刷プリファレンスの設定を参照してく
ださい

一般プリファレンスの設定
「一般」タブで、優先タイムゾーン、言語、プロファイル写真、不在アシスタントなど
を設定できます。
全般プリファレンスを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「一般」をクリックします。
 

 

3. 次のプリファレンスを設定します。
• タイム・ゾーン。頭文字を入力できます。たとえば、太平洋標準時(Pacific

Time)の場合は「PT」と入力します。指定した時間書式は、アプリケーション
全体で使用されます。新規ユーザーのデフォルトのタイム・ゾーンは、(UTC)
レイキャビク - グリニッジ標準時間です。

• 言語。サインアウトしてからサインインしなおすと、選択した言語でユーザ
ー・インタフェースが表示されます。言語を選択しなかった場合は、ブラウザ
のロケールが使用されます。

• プロファイル写真。プロファイル・ピクチャの設定を参照してください。
• 使用する別名表およびメンバーまたはその別名の表示方法。メンバー名また
は別名の表示の設定を参照してください。
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• 承認のプリファレンス(別名を表示するかどうか、まだ開始されていない承認ユニッ
トを表示するかどうかなど)不在アシスタントを設定し、不在時に有効になる承認ア
クションを設定することもできます。承認オプションの設定を参照してください。

4. 「保存」をクリックします。

プロファイル・ピクチャの設定
ホーム・ページの「お知らせ」パネルに表示するプロファイル写真を設定できます。
ホーム・ページのプロファイル写真のイメージを追加するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 「プロファイル・イメージ」の近くにある「参照」をクリックし、イメージ・ファイルを
参照して開きます。
イメージのタイプは、.png、.jpg、.jpegまたは.gifです。

3. 「保存」をクリックします。
アプリケーションからサイン・アウトした後で再びサイン・インすると、プロファイル写
真が表示されます。

メンバー名または別名の表示の設定
「一般」ページで、使用する別名表とメンバー名または別名の表示方法を設定できます。
別名は、多くの場合、より説明的なもう 1つのメンバー名です。別名のセットは、管理者が
作成した別名表に格納されます。たとえばアプリケーションで英語のメンバー名の別名表を
持ち、それとは別にドイツ語のメンバー名の別名表を持つ、といったことができます。
1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 「一般」タブをクリックし、「別名表」で別名表を選択します。
3. 「メンバーのラベルの表示形式」で、アプリケーションでのメンバー名の表示方法を選択
します。
• メンバー名
• 別名
• メンバー名:別名
• 別名:メンバー名
• デフォルト。「デフォルト」を選択すると、フォーム、グリッドまたはディメンショ
ンの設定でメンバー名の表示方法が決まります。

4. 「保存」をクリックします。

承認オプションの設定
不在時の承認ユニットに対するアクションなど、承認のプリファレンスを設定します。代替
確認者を委任することもできます。
承認オプションを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 「一般」タブの「承認」でプリファレンスを選択します。
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• 別名の表示: 別名を表示する場合に選択します。このオプションは、メンバー
名がわかりにくい場合に有用です。

• 未開始承認ユニットの表示: 開始されている承認ユニットとともに、開始され
ていない承認ユニットを表示する場合に選択します。

• 承認通知に承認ユニットを別名として表示: 「通知」で「承認」が有効な場合
に、承認ユニットを別名として表示する場合に選択します。

3. オプション: 不在にする場合、「現在不在です」を選択して不在中の承認ユニット
に対するアクションを設定します。そうすることで、不在中もビジネス・プロセス
が進められます。
「不在」オプションを選択したり、選択解除すると、オープンしているタスク・マ
ネージャ・タスクや補足データ・フォーム・エントリのプライマリおよびバックア
ップ担当者が影響を受けます。タスクに担当者とバックアップ担当者がいる場合、
担当者が不在オプションを選択すると、バックアップ担当者がタスクの責任者にな
ります。バックアップ担当者は、タスクの発行などの通常は担当者用である機能を
すべて実行できます。
不在中のアクションを設定します。
• 上位へ移動: 承認ユニットを次の段階に進めます。
• 却下: 承認ユニットを却下します。
• 送信: 承認ユニットを送信します。
• 委任: 不在中にレビューの職務を行う代替確認者を指定する場合に選択しま
す。「メッセージ」テキスト・ボックスに確認者向けのメッセージを含めるこ
ともできます。

表示プリファレンスの設定
数値のフォーマット、「ページ」ドロップダウン・リストに表示するメンバーの数、メ
ンバーのインデント、日付のフォーマットおよび集計演算子を表示するかどうかを設
定できます。
表示プリファレンスを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「表示」をクリックします。
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3. プリファレンスを設定します。
• 「数値のフォーマット」で、数値のフォーマット方法を設定します。選択は、アクセ
ス権のあるすべてのフォームのすべての通貨に適用されます。「3桁ごとの区切り文
字」と「小数点」に同じオプションは選択できません。
表 2-1 数値のフォーマット・オプション

オプション 例
3桁ごとの区切り文字 なし: 1000

カンマ: 1,000
ドット: 1.000
スペース : 1 000
入力値には、3桁ごとの区切り文字を付けるこ
とも省略することもできます。

小数点 ドット: 1000.00
カンマ: 1000,00
入力値には小数点を付けることも省略するこ
ともできます。

負数の符号 先頭のマイナス: -1000
末尾のマイナス: 1000-
括弧: (1000)

負数の色 黒: 負数は黒く表示されます
赤: 負数は赤で表示されます

• 「ページ・オプション」の「メンバーのインデント」で、ページでのメンバーのイン
デントおよび「ページ」ドロップダウン・リストに表示されるアイテム数を設定しま
す。「インデントしない」を選択すると、メンバーはフラットな順次リストとして表
示されます。「ページ」ドロップダウン・リストに表示される項目数が多く、リスト
をスクロールする必要がある場合、「「ページ」ドロップダウンの項目数」で表示され
る項目数を少なく設定できます。

• 「その他オプション」で、集計演算子を表示するかどうかを設定します(「はい」、「い
いえ」、「フォーム設定」など)。「日付フォーマット」(dd/MM/yyyyなど)も設定しま
す。「自動検出」を選択すると、ブラウザのロケールに基づいて日付フォーマットが
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設定されます。選択したフォーマットは、レポートを含め、ユーザー・インタ
フェース全体で使用されます。

4. 「保存」をクリックします。

通知用電子メールの設定
タスク・リスト、承認およびジョブ・コンソールに変更があった場合に、アプリケー
ション・アクティビティの通知を受け取るようにする電子メールを設定できます。
タスク・マネージャの通知は、通知を起動するイベントの発生した翌日に、まとめて
ユーザーに送信されます。Financial Consolidation and Closeの管理の「通知の有効化」
も参照してください。
電子メール通知を設定して使用可能にするには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「通知」をクリックします。
3. オプション: 管理者の場合は、「管理者の設定を使用」を選択できます。
4. 電子メール・アドレスに、電子メール・アドレスを入力します。
5. 「通知」で、通知を送信するアプリケーション更新を選択します。

• タスク・リスト
• 承認
• ジョブ・コンソール

6. タスク・マネージャ通知の詳細を入力します。
a. オプション: ユーザーによる電子メール通知設定のカスタマイズを禁止するに
は、「管理者の設定を使用」を選択します。このチェック・ボックスが選択さ
れると、すべてのユーザー・プリファレンス設定は管理者の設定で上書きされ
ます。つまり、ユーザーは管理者が設定したプリファレンスを継承します。

b. 「電子メール開始時間」および「電子メール終了時間」を選択します。
c. 「通知タイプ」で通知のタイプを選択し、ビジネス・プロセスを展開して、通
知を受け取るユーザーのオプション(例: あなたはタスク承認者です。タスク
承認者が遅延しています)を選択します。

d. 「通知する」で、ドロップダウン・リストから通知の送信頻度を選択します:

• 即時: 「通知する」を「即時」に設定した場合、電子メール通知は、ユーザー
の電子メール開始/終了時間外であっても、即時に送信されます。

• 1日に 1回
• 2時間ごと
• 3時間ごと
• 4時間ごと
• 6時間ごと
• 混在
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• なし: 通知を非アクティブにするには、このオプションを選択します。「通知」チェッ
ク・ボックスの選択を解除し、「通知する」の下で「なし」を選択します。

サービス管理者がユーザーによる電子メール通知プリファレンスのカスタマイズを許可
していない場合、このタブのすべての設定は無効になります。

新規ユーザーには、サービス管理者が定義したデフォルトの電子メール通知設定が継承さ
れます。これには、遅延通知、ステータス変更通知、期限日リマインダ通知の設定が含ま
れます。サービス管理者がユーザーに独自の電子メール通知設定の定義を許可した場合、
ユーザーは次のいずれかを実行できます:

• サービス管理者によって定義されたデフォルト設定を引き続き使用します。その後、
サービス管理者が電子メール通知設定に加えた更新は、ユーザーの設定に反映されま
す。

• 1つ以上の電子メール通知設定をカスタマイズします。特定のプリファレンスに値
が設定されていない場合は、サービス管理者によって設定されたデフォルト値が引き
続き使用されます。

通知は、次の場合に送信されます:

• 遅延通知: 遅延通知は、タスクの期限日の翌日にユーザーに送信されます。
• ステータス変更通知: タスクの作業準備が完了したという通知が、タスク・ステータ
スの変更時に送信されます。

• 期限日リマインダ: リマインダは、タスクの期限日の指定した日数前にユーザーに送
信されます。

7. 「保存」をクリックします。ユーザー・プリファレンスが設定されたという通知を受け取
ります。

アド・ホック・オプションの設定
アド・ホック・グリッドの表示および動作は、プリファレンスを設定して制御します。
アド・ホック・オプションを設定するには:
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1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「アド・ホック・オプション」をクリックします。
 

 

3. 「アド・ホック・オプション」セクションで、メンバーの表示方法を設定します。
• 含めるメンバー:

– 選択を含める: 選択したメンバーと操作の結果として取得されたメンバー
の両方を表示する場合に選択します。たとえば、選択したメンバー Qtr1に
ズーム・インすると、Qtr1 (1月、2月、3月)のデータが表示されます。

– 選択されたグループ内: 選択したメンバー・グループのみを対象としてズ
ームなどの操作を実行し、選択しなかったセルはそのままにする場合に選
択します。この設定が有意義なのは、グリッドの下位の行として、または
グリッド全体にわたる列として 2つ以上のディメンションがある場合で
す。このオプションは、「ズーム」、「選択項目のみ保持」および「選択項目
のみ削除」に適用されます。

• ズーム・イン: ズーム・インするレベルを選択します。
– 次のレベル: 選択したメンバーの子のデータを取得する場合に選択しま
す。

– すべてのレベル : 選択したメンバーのすべての子孫のデータを取得する場
合に選択します。

– 最下位レベル: ディメンションの最下位レベルのメンバーのデータを取得
する場合に選択します。
Oracle Smart View for Officeの操作の EPM Cloudの共有メンバーのズー
ム・インも参照してください。

• 祖先の位置: 階層での祖先の表示方法を設定します。
– 最上位: メンバー階層を最上位レベルから最下位レベルに向かって表示す
る場合に選択します。

– 最下位: メンバー階層を最下位レベルから最上位レベルに向かって表示す
る場合に選択します。
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• メンバーのラベルの表示形式: メンバー名、別名、またはその両方のいずれを表示す
るかを設定します。

• 別名表: 使用する別名表を選択します。
• インデント: メンバー階層レベルのインデント方法を設定します。

– なし: インデントを使用しない場合に選択します。
– サブアイテム : 子孫をインデントする場合に選択します。祖先は列で左揃えにな
ります。

– 合計: 祖先をインデントする場合に選択します。子孫は列で左揃えになります。
• データをリフレッシュせずにナビゲート: このオプションを選択すると、グリッドを
ナビゲートする際のパフォーマンスが向上します。(データはデフォルトではリフレ
ッシュされます。)

4. データの表示を簡潔にするには、「抑制」にあるオプションを選択して、グリッドの要素
を抑制にします。たとえば、ゼロを含む行または列を非表示にできます。
• ゼロ:

– 行: ゼロのみを含む行を非表示にする場合に選択します。
– 列: ゼロのみを含む列を非表示にする場合に選択します。

• 抑制:

– 繰返しのメンバー: グリッドの方向に関係なく、繰返しのメンバー名を含む行を
非表示にする場合に選択します。

– 行で欠落しているブロック: データが欠落している行のセル・ブロックを非表示
にする場合に選択します。

• 欠落データ: ゼロを含むか、データが欠落している行または列を非表示にする場合に
選択します。

• アクセス権なし: 自分にアクセス権がない行または列を非表示にする場合に選択しま
す。

ノート:

アド・ホック・グリッドを開こうとしたときに、「有効なデータ行がないため、
アド・ホック・グリッドを開けません。」というエラーが表示された場合は、前
述の「抑制」のオプションをクリアしてください。

5. 「精度」で、次のように設定します。
• 通貨メンバーの設定の使用: 通貨メンバーの精度設定を適用する場合に選択します。
• 通貨の値、通貨以外の値およびパーセンテージ値について、セルに表示される小数部
の最小桁数と最大桁数を設定します。
たとえば、セルの値が 100で、「最小」精度"2"を選択した場合、値は"100.00"と表示
されます。

6. 「置換」で、データが欠落しているセル、自分に表示アクセス権限がないセルまたは無効
なデータを含むセルに表示するラベルを設定します。
• データなし: 「#Missing」または「#NoData」という値を含むセルに表示するテキス
トを入力します。
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• アクセス権なし: 自分に表示アクセス権限がないセルに表示するテキストを入
力します。

• ゼロを送信: 「データなし」または「アクセス権なし」置換オプションでテキ
ストとして「#NumericZero」を指定したときに、ゼロをアプリケーションに
送信する場合に選択します。

関連項目:

• アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
• データ入力および分析に対するアド・ホックの使用

ユーザー変数の設定
ユーザー変数はフォームでフィルタとして機能し、ユーザーは部署、特定の時間枠、
勘定科目などの特定のメンバーのみに集中できます。許可されたユーザーであれば、
デフォルト変数を必要なメンバーに再設定できます。
フォームを開く前に、管理者が設定したユーザー変数のプリファレンスを設定する必
要があります。たとえば、CbCR親エンティティの場合、デフォルトの
FCCS_Total_Geographyメンバーを United Statesなどの特定のメンバーに変更でき
ます。新しいメンバーは、すべてのダッシュボードとフォームに適用され、選択した
ユーザー変数のメンバーに基づいてデータが移入されます。
ユーザー変数のメンバーを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。
「プリファレンス」ページに、管理者がディメンションごとに設定したユーザー変
数がリストされます。「メンバー」に、各変数で現在選択されているメンバーが表
示されます。
 

 

2. 変更する変数の横にある「メンバー・セレクタ」 をクリックします。ディメ
ンションの「メンバー」列にメンバー名を直接入力することもできます。

3. メンバーまたはメンバーの先頭にあるチェックマークをクリックして、新しいメン
バー値を選択します。

4. 「保存」をクリックします。
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レポート・プリファレンスの設定
レポートを表示および操作するためのユーザー・プリファレンスを設定できます。
Reportsおよび Financial Reportingのレポートをプレビュー、表示および操作するためのプリ
ファレンスを設定できます。
詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloudレポートでの設計および Oracle
Enterprise Performance Management Cloud財務レポートの管理を参照してください。
レポート・プリファレンスを設定するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 「レポート」をクリックします。

3. レポートを操作するためのプリファレンスを設定するには、ページ上部の「レポート」タ
ブをクリックし、プリファレンスを設定します:

• POVのプレビュー - レポートの POVで使用されるディメンション・メンバーをプレ
ビューするには、このオプションを選択します。

• 単位 - ドロップダウン・リストから、ページのマージン・サイズを「インチ」または
「センチメートル」で表示するように選択します。デフォルトの単位は「インチ」で
す。

第 2章
レポート・プリファレンスの設定

2-11



4. ページ上部の「レポート」の下の「注釈印刷のプリファレンス」をクリックし、レ
ポートでの注釈の出力方法を定義します。

• 「注釈印刷のプリファレンス」の隣で、「詳細」を選択し、「脚注の詳細を使用」
でシステム定義の脚注を作成するためのオプションを選択します。汎用フォ
ーマットが適用され、システム定義のサイズとフォントが使用されます。たと
えば、「タイトル」、「説明」、「カテゴリ」、「日付」、「作成者」、「添付」および
「返答を含める」を選択します。

ノート:

「返答を含める」を選択した場合、すべての返答を含めるか、「上」で
指定した数(最初の返答から数えた数)の返答を含めるか、「下」で指
定した数の返答(最初の注釈および最後の返答から数えた数の返答)
を含めるかを選択します。所定の領域に印刷する返答の数を入力し
ます。

• 「注釈印刷のプリファレンス」の隣で「テキスト・オブジェクト」を選択し、
Financial Reportingのテキスト関数 Footnoteが含まれる、リポジトリに保存
されたテキスト・ボックスを選択します。「脚注のテキスト・オブジェクトを
使用」のテキスト・ボックスに、レポートのテキスト・オブジェクトの脚注機
能で注釈を印刷するために使用するテキストを入力します。脚注機能は、レポ
ート・デザイナが作成します。このオプションは、注釈のフォーマットおよび
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印刷に関してより柔軟性に富んでいます。たとえば、脚注機能を指定して見出しとコ
ンテンツに異なるサイズ、フォント、および色を適用したグリッド注釈のみを印刷で
きます。

• 「注釈印刷のプリファレンス」の隣で「なし」を選択し、注釈を出力しません。
5. 「OK」をクリックして、ダイアログ・ボックスを閉じます。
6. 「同じタイプのプロンプトをマージする」を選択し、1回のみ返答するか、複数回繰り返
されるプロンプトおよび変数に続けて返答します。

7. 「注釈の表示」を選択し、レポートに注釈を含めます。
8. 「問合せ対応エクスポート」で、レポートの Excelへのエクスポート方法に関するプリフ
ァレンスを設定します。
• 「Smart View」: レポートを Oracle Smart View for Officeファイルとしてエクスポー
トします。

• Excelグリッド: エクスポートされたレポートを Microsoft Excelで開きます。「エク
スポート先」で次のいずれかを選択します。
– 新規ワークシート: エクスポートされたレポートを既存の Excelワークブック内
の新しいシートとして開きます。

– 新規ワークブック: エクスポートされたレポートを新しい Excelワークブック内
のシート 1として開きます。

• 「使用不可」:では、レポートが HTMLプレビューを使用して表示されている場合に問
合せ対応リンクを非表示にします。

9. 「エクスポート先」で、次のいずれかを選択します。
• 新規ワークシート: エクスポートされたレポートを既存の Excelワークブック内の新
しいシートとして開きます。

• 新規ワークブック: エクスポートされたレポートを新しい Excelワークブック内のシ
ート 1として開きます。

10.「保存」をクリックします。

印刷プリファレンスの設定
フォームとそのデータの PDFファイルとしての出力方法に関するプリファレンスを設定で
きます。
フォームの設計時、管理者はフォームの印刷オプションを設定します。PDFファイルに出力
する場合、このデフォルト設定をそのまま使用することも、独自のプリファレンスを設定す
ることもできます。

ノート:

PDFファイルに出力するには、Adobe Acrobat Readerがインストールされている
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」の順にクリックします。
2. 「フォームの印刷」をクリックします。
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3. ページ設定で、用紙サイズ、レイアウト、サイズ合せおよびフローを設定します。
白黒で印刷するかどうかも選択できます。

4. 「オプション」で、次の項目を適用するかどうかを設定します。
• フォーマット
• コメント(セルに関連付けられたテキスト・ノート)

• 属性メンバー(フォームで選択されている場合)

• 通貨コード(フォームで各エンティティに対して複数通貨がサポートされてい
る場合)

• フォーム名
• ページ間で繰り返される行および列ヘッダー
• POV/ページ
• グリッド線
• フッター

5. 「保存」をクリックします。

第 2章
印刷プリファレンスの設定

2-14



3
業務の操作

関連リンク:

• 業務の概要の表示
• 連結プロセス
• 外貨換算

業務の概要の表示
業務の概要ダッシュボードでは、すべてのタスクのステータスとデプロイされた補足データ・
フォームに関するメトリックが提供され、予定どおり完了したタスクと遅延しているタスク
が区別され、それらのタスクの数が表示されます。優先度、スケジュール、タスク・タイプ
または組織単位別にタスクを表示できます。

すべてのタスクの表示
すべてのタスクを表示するには:

1. ホーム・ページで、「業務」をクリックし、次に「概要」をクリックします。
2. 「すべて」タブを選択してすべてのタスクを表示します。

 

 

3. POVを選択します。
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4. ステータスを表示するタスクのグループをクリックします。
• オープン・タスク
• 遅延
• 予定どおり

5. 「ソート基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します。
• 件数(降順)

• 件数(昇順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

• 属性順序(昇順)

• 属性順序(降順)

タスクの表示
ホーム・ページからのタスクの表示
Oracle Tax Reporting Cloudを起動すると、ホーム・ページに、自分に割り当てられて
いるタスクとそのステータス(オープン、遅延、今日が期限、または 7日で期限)のサマ
リーが表示されます。ステータスの左側の数は、そのステータスのタスクの数を示し
ます。年や期間でタスクのリストをフィルタできます。「タスクのサマリー」パネルの
リンクをクリックすると、「タスク」ページが開き、そこでタスクのリストをさらにフ
ィルタできます。
「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
「タスク」タブで、タスクの検索やタスクのリストのフィルタ、リストの保存を行えま
す。ビューを変更して、表示する列数または行数を増やすことができます。
「タスク」ページにタスクを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「スケジュール・タスク」タブをクリックします。
3. ページの右側のビュー・セレクタ を使用して、ビュー間を移動します。
• リスト・ビュー
リスト・ビューには、スケジュールまたはテンプレート内のすべてのタスクがリス
トされます。タスクの階層(親子)ビューが提供されます。タスクのリストをフィ
ルタ処理して、関心のあるタスクのみを表示できます。
デフォルトでは、リストは「開始日」列でソートされます。列見出しをクリックす
ると、その列でソートできます。親タスクは矢印で示され、この矢印をクリックし
て子の表示を展開または縮小できます。

• 「ガント」ビュー
タスクの期間とそれらの依存関係をグラフィカルに表す、スケジュールまたはテン
プレートの時系列が表示されます。棒は期間を表し、矢印は依存関係を表します。
タスク Aがタスク Bより前に完了する必要がある場合などにタスク間の先行関係
を表示したり、先行タスクのステータスを表示したりできます。タスク Aはタス
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ク Bおよびタスク Cという 2つのサブタスクから構成されるなど、親子タスク関係(集
約)も階層で参照できます。
テンプレートを作成する際に「ガント」ビューを使用することを選択し、タスク間の先行
関係を表示したり、スケジュールにタスクを追加した後で優先順序を確認したりできま
す。「ガント」ビューを使用して、他のタスクの先行タスクのステータスを参照したり、
他のグループ・メンバーのタスクに先行するタスクのステータスを参照したりできます。

ノート:

「ガント・チャート」ビューで、多数のタスクを含むスケジュールまたはテンプ
レートを表示すると、ビューの表示に時間がかかります。これらのビューでス
ケジュールまたはテンプレートを確認する場合は、タスクの数が少なくなるよ
うにビューにフィルタをかけることをお薦めします。

「ガント」ビューに新しいタスクをドラッグしたり、ダブルクリックまたはメニュー・オ
プションを使用してタスクを更新したりできます。タスクを新しい開始日にドラッグし
たり、タスク期間を延長したりできます。タスク階層をフィルタ処理してフラット化した
り、タスク・ステータスでソートしたりできます。子タスクがあるタスクは矢印で示さ
れ、この矢印をクリックしてタスク階層を展開または縮小できます。

• グループ・ビュー
数値属性データの属性値ごとのサマリーを作成できます。

• コンパクト
オン/オフの切替えスイッチとして機能します。「コンパクト・ビュー」には、「リスト・
ビュー」や「グループ・ビュー」より、表示される情報の行が増えます。

「ワークリスト」ページからのタスクの表示
「ワークリスト」には、作業中のタスクのリストおよびステータスが表示されます。ワークリ
ストから、タスクの検索やタスクのリストのフィルタを行えます。
管理者が今後のタスク・オプションを有効にしている場合、現在使用可能なアイテムだけで
なく、今後のワークフローのアイテムも表示できます。
進行中のタスクに関する情報を簡単に取得する方法は次のとおりです。
• 「すべて」、「遅延」,、「本日期限」、7日後に期限のステータスのサマリーが表示されます。
• 「フィルタ」バーを使用して、名前やタイプ、ステータスなどの属性でフィルタできます。
その後、タスクの横にある「アクション」アイコンをクリックしてリストにあるタスクを開
くことができます。
「タスク」ページからタスクを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「タスク」タブをクリックしてワークリストを表示します。

3. 自分のタスクのみを表示するには、自分のタスクの表示 をクリックします。
目的のタスクに簡単にアクセスする方法は、「検索」フィールドを使用することです。ワーク
リストの日付以外の任意のフィールド(テキストまたは数値)で検索できます。たとえば、
"Accounts"という語で検索すると、名前に Accountsが含まれるすべてのタスク (Accounts
Payable、Accounts Receivableなど)が表示されます。フィルタ機能を使用して特定のタスク
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のリストにアクセスすることもできます。「検索」フィールドの隣にある「フィルタ」
アイコンをクリックしてフィルタを設定します。
「タスク・アクション」ページからのタスクの表示
電子メール通知のリンクから起動できる「タスク・アクション」ページから、タスク
を表示および更新できます。

補足データ・タスクの表示
補足データ・タスクを表示するには:

1. ホーム・ページで、「業務」をクリックします。
2. 「概要」をクリックします。
3. 「補足データ」タブを選択してすべてのタスクを表示します。

 

 

4. 視点で、年、期間およびシナリオを選択します。
5. 円グラフで、タスクの異なるステータス・スライスをクリックします。円グラフ
に、タスクの次のステータスが表示されます。
• 完了したタスクの数
• 予定どおり準備済のタスクのパーセンテージ
• 予定どおり承認済のタスクのパーセンテージ
• 却下されたタスク
• アラート

6. 「表示基準」を選択してエンティティのタイプをフィルタし、オプションを選択し
ます。
• エンティティ
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• フォーム
• データセット
• 頻度

7. 「ソート基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します。
• 件数(昇順)

• 件数(降順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

8. ステータスを表示するタスクのグループをクリックします。
• オープン・タスク
• 遅延
• 予定どおり
「タスク」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 

 

9. 各タスクの情報を確認します。
• 名前
• タスク・コード
• スケジュール
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• 説明
10. オプション: 「エクスポート」をクリックしてファイルを Excelにエクスポートし
ます。

11.「閉じる」をクリックします。

連結プロセス
連結は、複数の子孫エンティティのデータを、親エンティティの単一で一貫した全体
に結合するプロセスです。
連結は、次のような多くのフォームから実行できます。
• CbCRサマリー
• CbCR詳細
• 当期引当金(国と地域)

• 一時差異(国と地域)

• 繰延税金(国と地域)

• RTA (国と地域)

• TAR (国と地域)

連結を実行するには:

1. 連結を必要とするレポートを選択します。
2. 「アクション」で、「連結」を選択します。

 

 

3. エンティティの入力の横にあるメンバー・セレクタ をクリックします。現在
の選択が「選択」の下に表示されます。
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4. エンティティの検索で、使用する連結のレベルをクリックします。
5. 作成する連結に達するまでメンバーの選択を続け、「OK」をクリックします。

 

 

6. 「起動」をクリックします。
確認メッセージで、連結が成功したことを確認します。

外貨換算
多国籍グループの一員である企業は、通常、現地通貨で事業を行います。すべての子会社の
財務諸表が親会社の財務諸表に連結される場合、これらの複数の通貨は、親のレポート通貨
に換算される必要があります。
複数通貨のアプリケーションが有効な場合、そのアプリケーションで有効な任意のレポート
通貨に換算できます。この通貨換算は、指定した為替レートを使用して実行されます。
親エンティティがまだ連結されていないか、ステータスが「影響」の場合、システムでは常
に先に親の連結が実行されるため、レポート通貨に換算を適用する前にデータの正確性が保
証されます。税金勘定科目の期首残高は、前年度の P12の期末レートを使用して変換される
必要があります。
換算は、次のような多くのフォームから実行できます。
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• CbCRサマリー
• CbCR詳細
• 当期引当金(国と地域)

• 一時差異(国と地域)

• 繰延税金(国と地域)

• RTA (国と地域)

• TAR (国と地域)

詳細は、次のビデオを参照してください:  Tax Reporting Cloudでの外貨換算の実
行
レポート通貨に換算するには:

1. 換算を必要とするフォームを選択します。
2. 「アクション」で、「換算」を選択します。

 

 

3. レポート通貨の入力の横にあるメンバー・セレクタ をクリックします。
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4. 「レポート通貨」で、換算するレポート通貨を選択してから「OK」をクリックします。
 

 

5. 「起動」をクリックします。
確認メッセージで、換算が成功したことを確認します。通貨の値は、選択したレポート通
貨に換算されます。
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4
フォームの操作

関連リンク:

• フォームの概要
• データ入力フォームへのアクセス
• データ入力フォームへのアクセス権の割当て
• フォームのカスタマイズ
• レッドウッド・エクスペリエンスでの動的タブの使用

フォームの概要
Tax Reportingでは、すぐに使用可能な各種のフォームが提供されており、計算、調整の入
力、財務データを使用した連邦および地方レベルでの当期税金と繰延税金の承認に必要なタ
スクを迅速かつ容易に実行し、US GAAPや IFRSレポートなどの会計基準に準拠することが
できます。
「税引当(国)」と「税引当(地域)」の両方のクラスタで、「フォーム」カードを使用してフォー
ムのリストにアクセスし、リストから必要なフォームを直接開くことができます。
許可されたユーザーおよびグループに、選択されたフォームにアクセスする権限を割り当て
ることができます。手順については、データ入力フォームへのアクセス権の割当てを参照し
てください。

ノート:

書込みアクセス権のあるセル(白の背景のセル)でのみデータを入力したり、変更で
きます。サービス管理者は、どのユーザーがどのデータを表示したり、変更できる
かを設定します。

フォームのリストにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「フォーム」タブを選択すると、使用可能なフォームが表示されます。フォームはフォル
ダに編成されています。

ノート:

管理者でないかぎり、最上位フォルダにファイルを追加することはできません。
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3. フォームを展開するとその内容が表示されます。
次のフォームを使用できます。
表 4-1 使用可能なフォーム

フォーム・フォルダ タブ
帳簿データ 貸借対照表

データは、「データ入力」データ・ソースから表示されます。
ソース別貸借対照表
管理対象データ、補足データ、データ入力を含むデータ・ソース合
計を提供します。データはロードまたは手動で入力できます。
損益計算書
データは、「データ入力」データ・ソースから表示されます。
ソース別損益計算書
管理対象データ、補足データ、データ入力を含むデータ・ソース合
計を提供します。データはロードまたは手動で入力できます。

CbCR(国別) ファイリング
• 表 3の情報
• 構成エンティティ情報
• 管轄ドキュメント仕様
• メッセージ仕様
• レポート・エンティティ情報
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表 4-1 (続き) 使用可能なフォーム

フォーム・フォルダ タブ
リスク評価
• 資産比率

– 管轄別資産比率 YoY
– 資産比率 YoY

• 従業員比率
– 管轄別従業員比率 YoY
– 従業員比率 YoY

• 株主資本比率
– 管轄別株主資本比率 YoY
– 株主資本比率 YoY

• 未払所得税比率
– 管轄別未払所得税比率 YoY
– 未払所得税比率 YoY

• 支払済所得税比率
– 管轄別支払済所得税比率 YoY
– 支払済所得税比率 YoY

• 利益率
– 管轄別利益率 YoY
– 利益率 YoY

• 収益率
– 管轄別収益率 YoY
– 収益率 YoY

表 1
• 表 1
• 表 1管轄別
• 表 1のデータ入力
表 2
• 表 2
• 表 2のデータ入力
表 3
• 表 3
• 詳細

当期税引当 - 現在の引当金
当期引当
現在の引当金(地域)

税額控除
税額控除(地域)

課税損失
課税損失(地域)

繰延税引当 - 貸借対照表方式
- 固定資産
- 繰延引当
• 繰延税金
• 繰延税金(地域)
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表 4-1 (続き) 使用可能なフォーム

フォーム・フォルダ タブ
- 繰延引当 IFRS
• 繰延税金転記 DTNR
• DTNR

- 一時差異 - 一時差異
• 一時差異(国)
• 一時差異(地域)

ETR - 支払税金 ETR
• エンティティ別支払税金前年同期比%
• エンティティ別支払税金前年同期比金額
• 管轄別支払税金前年同期比%
• 管轄別支払税金前年同期比金額
- 連結 ETR
• エンティティ別 CETR前年同期比
• エンティティ別 CETR前年同期比金額
• 管轄別 CETR前年同期比
• 管轄別 CETR前年同期比金額
• 連結 ETR
• エンティティ別外国レート差異前年同期比
• エンティティ別外国レート差異前年同期比金額
• 管轄別外国レート差異前年同期比
• 管轄別外国レート差異前年同期比金額
- 連結 ETR IFRS
• エンティティ別 CETR IFRS前年同期比
• 連結 ETR IFRS
• エンティティ別外国レート IFRS前年同期比
- 国の ETR
• 法定 ETR(国)前年同期比
• 法定税率 vs法定 ETR (国)
• 法定 ETR(国)
- 地域の ETR
• 法定 ETR(地域)前年同期比
• 法定税率 vs法定 ETR(地域)
• 法定 ETR(地域)

申告額の未払処理調整 • RTA (申告額の未払処理調整(国))
• RTA (地域) (申告額の未払処理調整(地域))

TAR • 現在の未払税
• 現在の未払税(地域)
• TARの繰延税金
• TAR(地域)の繰延税金
• TAR (税金勘定科目ロールフォワード(国))
• TAR (地域) (税金勘定科目ロールフォワード(地域))
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表 4-1 (続き) 使用可能なフォーム

フォーム・フォルダ タブ
税金管理 • CbCR自動化

• 連結税率
• 連結税率 IFRS
• データ・ステータス
• データ・ステータス CbCR
• FXレート全年
• FXレート・オーバーライド
• FXレート確認
• FXレート単一期間
• NIBT FXレート・オーバーライド
• パーセンテージ集計
• RTA自動化
• 税金自動化(法定住所)
• 税金自動化(法定住所地域)
• 税金自動化エンティティ
• 税金自動化エンティティ (全地域)
• 税金自動化エンティティ (地域)
• 税金自動化(グローバル)
• 税金自動化(グローバル地域)
• 税率
• TRCS_期首残高オーバーライド構成フォーム
• TRCS_出資比率詳細
• CbCR FXレート・オーバーライド
• 損失エンティティ
• TRCS_NIBT FXレート・オーバーライド - WAR
• TRCS期首残高オーバーライド
• TAR自動化
• FXレート計算済加重平均

検証 • 税金合計の検証
• 税金合計(国)の検証
• 税金合計(地域)の検証

関連項目: Oracle Smart View for Office (Mac and Browser)の使用 のフレックス・フォーム

データ入力フォームへのアクセス
データ入力フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページから、次のいずれかのオプションを使用してフォームにアクセスします。
• 「ライブラリ」、「フォーム」の順に選択します
• 「税引当(国)」、「フォーム」の順に選択します。
• 「税引当(地域)」、「フォーム」の順に選択します。
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2. リストを展開して、開くフォームを選択します。
フォームが直接開かれ、入力または確認のために使用可能になります。

3. 「OK」をクリックして、「閉じる」をクリックします。

データ入力フォームへのアクセス権の割当て
データ入力フォームにアクセス権を割り当てるには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「フォーム」を選択します。

2. アクセス権を割り当てるフォームを強調表示して、「アクション」 をクリック
し、「権限の割当て」を選択します。
 

 

3. 「権限」タブをクリックします。
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4. オプション: 既存のユーザーまたはグループに対して、適切な権限を選択します。
• 読取り
• 書込み
• なし

5. オプション: ユーザーまたはグループを追加するには、次のステップを実行して「OK」
をクリックします。
a. 「ユーザー/グループの追加」をクリックします。
b. 「ユーザー」または「グループ」タブを選択します。
c. アクセス権を割り当てるユーザーまたはグループを選択します。
d. 「OK」をクリックして、「閉じる」をクリックします。
e. 選択したユーザーまたはグループに適切な権限を選択します。
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6. 「OK」をクリックして、「閉じる」をクリックします。

フォームのカスタマイズ
視点の選択

Tax Reportingアプリケーションでは、データ入力フォームおよび財務レポートは、税
金勘定科目ごとに有効な視点(POV)を持つように構成されます。ただし、追加の分析が
必要な場合は、ナビゲーション用にカスタマイズされたグリッドを定義できます。ま
た、Oracle Smart View for Officeを使用してデータにアクセスする場合、カスタマイズ
されたグリッドを定義できます。
視点には次のメンバーが含まれます。
• シナリオ
• 年
• 期間
• エンティティ
• 連結
• 管轄
• 複数 GAAP
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• 通貨
視点を変更する場合、次の 2つのオプションを使用できます。
• POVオプションを個別に変更
• 複数の POVオプションを一度に変更
POVオプションを個別に変更するには:

1. データ入力フォームまたは財務レポートを選択します。
2. 表示されている POVで、シナリオや期間などの選択済オプションをクリックします。

 

 

3. メンバー・セレクタで、異なる年などの POVの新しいメンバーを選択してから、「OK」
をクリックします。

4. 「実行」 をクリックして POVを再設定します。
複数の POVオプションを一度に変更するには:

1. データ入力フォームまたは財務レポートを選択します。

2. 「メンバーの編集」 をクリックします。
 

 

3. 異なる年などの POVで変更するメンバーを選択してから、「適用」をクリックして POV
を再設定します。

フォーマットによるデータの強調
単一のフォームとアド・ホック・グリッドでは、様々なフォーマット・オプションによって
特定のデータを強調できます。たとえば、フォント・サイズを増減したり、フォントの色お
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よび背景を設定できます。顧客の色を選択したり、設定したフォーマットを保存また
はクリアすることもできます。また、テキスト・セルでテキストをラップできます。
 

 
フォーマット用に次のオプションを選択できます。
• デフォルト - アプリケーションで適用されるフォーマットで、状態が示されます

(セルに「サポート詳細」があるなど)。
• ユーザー定義 - ユーザーが適用したフォーマット。

ノート:

フォーマット・スタイルが競合する場合、デフォルト・フォーマットが優先
されます。たとえば、セルをフォーマットした後、その値を変更するとしま
す。変更したが、まだ保存していない値のデフォルト・フォーマットが、そ
のセルに適用したフォーマットより優先されます。

データのフォーマット
「データ」ダイアログ・ボックスのオプションを使用して、データ入力フォームまたは
財務レポートのデータをフォーマットできます。アド・ホック・グリッドの「データ」
タブをクリックして、データの操作、注釈付けおよびフィルタを行います。
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たとえば、表示するデータをフィルタするには、行または列を選択します。次に、「フィル
タ」で演算子を選択して値を入力し、「保持」または「除外」をクリックします。
次のオプションから選択します。
• 「編集」で、エントリの切取り、コピー、貼付けまたはクリアを行うことができます。
• 「詳細」で、添付の追加、コメントの作成、または変更履歴の表示を行うことができます。
• 「アクション」で、次の変更を行うことができます。

– パーセンテージまたはプラス/マイナス値による値の調整
– グリッド分散の設定による特定のセル値の調整または新しい値の入力。
– 配賦
– セルのロックまたはロック解除
– エントリを元に戻す
– フォームまたはレポートの印刷

• 「フィルタ」で、保持または除外するセルを制御できます。フィルタのフィルタ比較値も
設定できます。

• 「ソート」で、昇順または降順ソートを選択できます。
• ソートの「階層無視」を選択できます。
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増減ディメンション階層のカスタマイズ
増減ディメンション下に追加のユーザー定義メンバーを作成し、これらのメンバーに
対して連結や換算を行えます。
開始時の期首残高の増減や CTA (通貨換算調整)の計算は提供されていません。
カスタマイズした増減ディメンション・メンバーを作成するには:

1. ホーム・ページで「ナビゲータ」 を選択し、「作成および管理」で「ディメン
ション」を選択します。

2. 「ディメンション」で「増減」を選択します。
 

 

3. 「FCCS_Movements」を展開し、「子の追加」 をクリックします。
4. 「子の追加」画面で、新しい増減メンバーの名前(たとえば、IncomeSegmentsTotal)
を入力します。
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5. 「子の追加」画面で、次の制限に基づき、新しいカスタム増減メンバーのフィールドに入
力します。
表 4-2 増減メンバーのプロパティの制限

プロパティ 基本メンバー 親メンバー コメント
名前 名前は次の文字で始ま

りません。
• "TRCS_"
• "FCCS_"
• "PBCS_"

名前は次の文字で始ま
りません。
• "TRCS_"
• "FCCS_"
• "PBCS_"

予約語:
• "TRCS_"
• "FCCS_"
• "PBCS_"

別名 別名はディメンショ
ン・メンバー間で一意
です

別名はディメンショ
ン・メンバー間で一意
です

別名が一意でない場
合、レポートまたは
Smart Viewで別名を
使用すると、エラーに
なります。

データ・ストレージ 保管 次のいずれかを使用し
ます
• 保管
• 共有しない

動的計算を使用しませ
ん

2パス計算 選択解除 選択解除
プラン・タイプ 連結 連結 他のプラン・タイプを

選択解除します
データ型 未指定 未指定

第 4章
フォームのカスタマイズ

4-13



6. 「保存」をクリックし、「データベースのリフレッシュ」 をクリックします
7. ステップ 4から 6までを繰り返してすべてのメンバーを追加し、

FCCS_Movementsの下の増減階層を完成させます。例:

表 4-3 増減階層の例

FCCS_Movements 親エンティティ 子エンティティ
IncomeSegmentsTotal -
Income Segments - Total

• TBClosing (共有)
• RecExp - Recovered

Expenses
• UnExp - Unusual

Income and Expenses
• ProfitBrands - Profit

on Local Brands
• ProfitRelParties - Profit

from Related Parties

8. 「勘定科目」をディメンションとして選択し、「FCCS_Income Statement」を展開
して「子の追加」 をクリックします。勘定科目階層に必要な子を追加します。

9. ホーム・ページで「ナビゲータ」 を選択し、「作成および管理」で「フォーム」
を選択します。

10. 作成したメンバーを使用してカスタム・フォームを作成し、連結します。
a. 「フォーム」で、「追加」 をクリックし、新規カスタム・レポートの名前を
入力します。

b. 「プロパティ」タブで、レポートの名前を入力します。
c. 「レイアウト」タブで、レポートの「POV」、「行」および「列」を選択します。
d. 「ビジネス・ルール」タブで次のルールを追加します。

• Consol - Rule - Consolidate

• Consol - Rule - Translate

11. 新しいレポートに対して「保存」をクリックします。
12. ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックし、新しいフォームを選択します。
13. データを入力し、「保存」をクリックします。
14.「連結」をクリックします。親エンティティでデータを確認します。
15. オプション: 異なる通貨を使用する場合、「換算」をクリックします。親エンティ
ティでデータを確認します。
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レッドウッド・エクスペリエンスでの動的タブの使
用

親アーティファクトから移動せずに、タブ内の関連アーティファクトで作業します。
動的タブについて
動的タブを使用して、単一のページに複数のアーティファクトを表示できます。たとえば、
フォームを開いている場合は、他の関連するフォームやダッシュボードを開くことができま
す。これらの追加のアーティファクトは、ページの下部にある水平タブで示されます。これ
は、複数のアーティファクトを同時に表示する必要があるときに、複数のブラウザ・ウィン
ドウを開くことを望まないユーザーのための機能です。動的タブ機能は、「レッドウッド」テ
ーマでのみ使用できます。

Note:

ビジネス・プロセスの「外観」ページで、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud環境のテーマを「レッドウッド」に設定できます。

動的タブの用語:

• 動的タブ: 関連するアーティファクトが起動されたときに、ページ下部のソース・タブの
右側に追加されるタブ。閉じるアイコンが表示されるのは動的タブのみです。

• ソース・タブ: 動的タブを起動したページ。
EPM Cloud環境に別の EPM Cloud環境のタブが含まれている場合、それらの環境間のタブに
対して動的タブがサポートされます。
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動的タブを使用する場合の考慮事項
• 動的タブを使用するには、レッドウッド・テーマを使用する必要があります。ビジ
ネス・プロセスにレッドウッド以外のテーマを使用している場合は、動的タブを使
用できません。

• 1ページに最大 30個のタブを開くことができます。30個を超えるタブを開こう
とすると、新しいタブを開く前にいくつかのタブを閉じるように求めるメッセージ
が表示されます。

• 長いアーティファクト名は、切り捨てられてタブに表示されます。
動的タブの操作
作業しているページの下部には、ソース・タブと動的タブが表示されます。
既存のタブまたはリスト・ページから新しい動的タブを起動すると、新しいタブは、
既存のタブの右側に追加され、新しく起動されたタブにフォーカスが移動します。
動的タブは、現在のセッションでのみ保持されます。表示された最後のタブは、同じ
セッション内で次回ページにアクセスしたときに保持されています。ログアウトして
から再度ログインした場合、ナビゲーション・フローをリロードした場合、または別
のナビゲーション・フローに切り替えた場合、動的タブは保持されません。保存され
ていないデータがある場合は、続行する前に保存するように求められます。
新しいアクションを実行するたびに、新しい動的タブが開きます。たとえば、フォー
ム 1でドリルスルーを実行した後、フォーム 2でドリルスルーを実行すると、2つの
動的タブが開きます。フォーム 1で別のドリルスルーを実行すると、以前に開いたタ
ブが再起動されます。
動的タブに起動されたアーティファクトは、「お知らせ」パネルの最近の履歴にもリス
トされます。また、「お知らせ」パネルの「お気に入り」にも動的タブを追加できま
す。
動的タブには閉じるアイコンが表示されます。保存されていないデータがタブにある
場合は、タブを閉じる前に保存するように求められます。タブを閉じると、閉じたタ
ブの左側のタブにフォーカスが移動します。フォーカスされていないタブを閉じる
と、フォーカスは、現在表示されているタブにとどまります。動的タブをすべて閉じ
るには、ページの下部に表示されている水平タブを右クリックし、「すべてのタブを閉
じる」をクリックします。
ビデオ

目的 参照するビデオ
動的タブを使用して、様々なアーティファクト
を含む複数タスクに移動する方法を学習しま
す。動的タブを使用すると、元のアーティファ
クトを開いたまま、関連するアーティファクト
を開くことができます。

 動的タブを使用した移動
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5
ビジネス・ルールの操作

ビジネス・ルールは、コンポーネントにグループ化された計算で構成されます。ルールには
1つ以上のコンポーネント、テンプレートまたはルールが含まれます。
Tax Reportingには、アプリケーションのタスクまたは計算を簡単に実行できるように設計さ
れた複数のビジネス・ルールが用意されています。
ビジネス・ルールを表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」を選択し、「ルール」をクリックします。
 

 

2. 「ビジネス・ルール」画面で、「すべてのキューブ」をクリックして、ビジネス・ルールを
適用するキューブを選択します。
• すべて
• 連結
• レート
• CbCR

3. 「すべてのルール・タイプ」をクリックして、使用するルールのタイプを選択し、「適用」
をクリックします。
• すべて
• スクリプト
• ルール
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• ルールセット
• テンプレート
 

 

4. 「連結」や「換算」など、適用するルールを選択します。参照

5. 「起動」 をクリックしてビジネス・ルールを適用します。

使用可能なビジネス・ルールのリスト
ビジネス・ルールは、アプリケーションでタスクや計算を簡単に実行できるように設
計されています。次に使用可能な Tax Reportingビジネス・ルールのリストを示しま
す。
使用可能なビジネス・ルールの多くには、"スタンドアロン実行用ではありません。"と
いうタグが付いています。この指定があるルールは自動的に呼び出され、システムに
よって内部的に使用されて操作が実行されます。これは内部ルールであるため、ユー
ザーが選択して単独で実行することはできません。"スタンドアロン実行"が可能なル
ールは、ユーザーがルールを選択して単独で実行できます(連結など)。
表 5-1 Tax Reportingのビジネス・ルール

ビジネス・ルール名 説明
連結 指定されたシナリオ、年、期間およびエンティ

ティの財務連結を実行します。エンティティ
の連結ステータスに基づいてインテリジェン
トに連結を実行します。

損失エンティティのコピー・ルール このルールは、損失エンティティのコピー設定
で使用されます。

税金自動化ルールのコピー このルールは、税金自動化ルール・マッピング
をコピーするためにロールオーバー・プロセス
で使用します。これにより、前の期間からター
ゲット期間にマッピングがコピーされます。
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表 5-1 (続き) Tax Reportingのビジネス・ルール

ビジネス・ルール名 説明
税率のコピー・ルール このルールは、税率をコピーするためにロール

オーバー・プロセスで使用します。これによ
り、前の期間からターゲット期間にデータがコ
ピーされます。詳細は、ユーザー・ガイドを参
照してください。

連結の強制 内部の処理フラグを無視して連結を実行しま
す。この操作は、管理ユーザーがシステムをな
んらかの正しくない状態から回復する目的で
使用されます。詳細は、ユーザー・ガイドを参
照してください。

換算の強制 内部の処理フラグを無視して換算を実行しま
す。この操作は、管理ユーザーがシステムをな
んらかの正しくない状態から回復する目的で
使用されます。詳細は、ユーザー・ガイドを参
照してください。

データのあるエンティティへの影響(廃止) このルールは非推奨になりました。以前にこ
のルールを使用していた場合は、かわりに
「Consolキューブでのデータのあるエンティ
ティへの影響」を使用できます。

換算 指定されたシナリオ、年、期間、エンティティ
およびその子孫の連結データを、選択されたレ
ポート通貨に換算します。エンティティが連
結されていない場合、最初にステータスに従っ
て連結された後に、レポート通貨に換算されま
す。

TAR自動化ルールのコピー このルールは、TAR自動化ルール・マッピング
をコピーするためにロールオーバー・プロセス
で使用します。これにより、前の期間からター
ゲット期間にマッピングがコピーされます。

課税損失/税額控除の期限切れの年 選択したターゲット POVに期限切れの年をコ
ピーします。

Consolキューブでのデータのあるエンティテ
ィへの影響

このルールは、税金自動化フォームでユーザー
が定義したマッピングに基づいてエンティテ
ィのデータ・ステータスを更新するために、シ
ステムによって内部的に使用されます。この
ルールはスタンドアロン実行用ではありませ
ん。

TAR自動化デフォルト・マッピング このルールは、デフォルトの TAR自動化ルー
ルを保存するために、システムによって内部的
に使用されます。このルールはスタンドアロ
ン実行用ではありません。

TAR自動化すべてのマッピング このルールは、デフォルトの TAR自動化ルー
ルを表示するために、システムによって内部的
に使用されます。このルールはスタンドアロ
ン実行用ではありません。

税金自動化空白ルールの追加 このルールは税金自動化空白ルールの追加用
です
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表 5-1 (続き) Tax Reportingのビジネス・ルール

ビジネス・ルール名 説明
税金自動化グローバル保存 このルールは、すべての基本エンティティのグ

ローバルな税金自動化データを保存するため
に、システムによって内部的に使用されます。
このルールはスタンドアロン実行用ではあり
ません。

TARマッピング検証 このルールは、税金自動化フォームでユーザー
が定義したマッピングに基づいてエンティテ
ィのデータ・ステータスを更新するために、シ
ステムによって内部的に使用されます。この
ルールはスタンドアロン実行用ではありませ
ん。

レートの計算 指定された通貨(元)と通貨(先)に対してシステ
ムに入力された直接レートに基づいて、特定の
シナリオ、期間および年の平均レートと期末レ
ートを計算します。直接レートが入力されな
い場合、アプリケーション通貨に基づいてトラ
イアンギュレーションを実行します。

FXレートのコピー・ルール このルールは、FXレート・データをコピーす
るためにロールオーバー・プロセスで使用しま
す。これにより、前の期間からターゲット期間
にデータがコピーされます。詳細は、ユーザ
ー・ガイドを参照してください。

SDM通貨レートのリフレッシュ データベース・リフレッシュ、データ・ロー
ド、フォーム保存の後処理操作の一部として実
行されるルール。このルールはスタンドアロ
ン実行用ではありません。

CbCR自動化フォーム検証 このルールは、税金自動化フォームでユーザー
が定義したマッピングに基づいてエンティテ
ィのデータ・ステータスを更新するために、シ
ステムによって内部的に使用されます。この
ルールはスタンドアロン実行用ではありませ
ん。

CbCRの連結 このルールは、データ・フォーム保存の前処理
操作の一部として実行されます。このルール
は、スタンドアロン計算用ではありません。

税金自動化ルールのコピー このルールは、CbCR自動化ルール・マッピン
グをコピーするためにロールオーバー・プロセ
スで使用します。これにより、前の期間からタ
ーゲット期間にマッピングがコピーされます。

CbCRデータのコピー このルールは、CbCRをコピーするためにロー
ルオーバー・プロセスで使用します。これによ
り、ユーザーの選択に基づいてターゲット期間
およびソース期間にデータがコピーされます。
詳細は、ユーザー・ガイドを参照してくださ
い。

連結の強制 CbCR 内部の処理フラグを無視して連結を実行しま
す。この操作は、管理ユーザーがシステムをな
んらかの正しくない状態から回復する目的で
使用されます。詳細は、ユーザー・ガイドを参
照してください。
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表 5-1 (続き) Tax Reportingのビジネス・ルール

ビジネス・ルール名 説明
換算の強制 CbCR 内部の処理フラグを無視して換算を実行しま

す。この操作は、管理ユーザーがシステムをな
んらかの正しくない状態から回復する目的で
使用されます。詳細は、ユーザー・ガイドを参
照してください。

CbCRキューブでのデータのあるエンティテ
ィへの影響

このルールは、CbCR自動化フォームでユーザ
ーが定義したマッピングに基づいてエンティ
ティのデータ・ステータスを更新するために、
システムによって内部的に使用されます。こ
のルールはスタンドアロン実行用ではありま
せん。

CbCRの換算 指定されたシナリオ、年、期間、エンティティ
およびその子孫の連結データを、選択されたレ
ポート通貨に換算します。エンティティが連
結されていない場合、最初にステータスに従っ
て連結された後に、レポート通貨に換算されま
す。

CbCR自動化空白ルールの追加 このルールは、空白の CbCR自動化ルールを追
加するために、システムによって内部的に使用
されます。このルールはスタンドアロン実行
用ではありません。

CbCR自動化ルールの追加 このルールは、CbCR自動化ルールを追加する
ために、システムによって内部的に使用されま
す。このルールはスタンドアロン実行用では
ありません。
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6
インフォレットでの主な情報の表示

インフォレットでは、意思決定と対処に有効なデータを迅速に見極めることができます。イ
ンフォレットには、概要レベルの集約された情報がビジュアルにわかりやすく示されます。
データを迅速に分析し、次のようなビジネス上の主要な問題を把握しやすくなります。
• 注意を向ける必要がある、特に重要な点は何ですか。
• 最近、クリティカルな情報のうち何が変更されましたか。
• 何件のオーダーが対応困難か、ステータス別にリストしますか。
重要な情報について概要をすぐに把握することで、状況の変化にすぐに対応できます。
管理者の設計次第で、インフォレットにはチャート、フォームのデータ・ポイント、フォー
ム全体を表示できます。管理者は、表示を切り替えたり展開したりして段階的に詳細を表示
するインフォレットも設計できます。(インフォレットを設計できるのは管理者のみです。)
重要なデータに注意が向くように、管理者は直接ホーム・ページに表示されるインフォレッ
ト・ページを設定できます。サンプルのインフォレット・ページ:

 

 
ホーム・ページ上部のドットをクリックしてインフォレットにアクセスすることもできます。
インフォレット・ドットについてを参照してください。インフォレットの内容に、ページの
表示より多くのスペースが必要な場合は、右側のスクロール・バーを使用します。
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ノート:

ナビゲータ・フロー・デザイナを使用して、管理者はホーム・ページに最大
7つのインフォレット・ドットを定義できます。管理者が他の EPM Cloudサ
ブスクリプションへの接続をすでに作成している場合は、インフォレットか
ら他の EPM Cloudサブスクリプションのインフォレット・ページにもリンク
できます。

インフォレット・ビューについて
管理者は、1つのインフォレットで最大 3つのビューを設計できます。前面ページでは
通常、主要な情報が示されます。例:

インフォレットに背面ビューがある場合は、右下隅にカーソルを置くと切替えの矢印
が表示されるので、それをクリックします。背面ビューには通常、グラフなどの分析
情報があります。例:

前面ビューに切り替えるには、左下矢印にカーソルを置いてクリックします。1つのイ
ンフォレットには、1つの展開ビューを設定し、さらに詳細な情報を示すことができま
す。その場合、展開ビューを表示するには、右下隅の二重矢印にカーソルを置いてク
リックします。例:

第 6章
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展開ビューから前面または背面ビューに戻るには、右下隅の二重矢印をクリックします。

ノート:

インフォレット・ビューでは、基礎となるフォームとディメンションに割り当てら
れているアクセス権が保持されます。したがって、インフォレット・ビューは、同
じインフォレットの他のユーザーのビューとは異なることがあります。

インフォレット・ドットについて
管理者によってアクセス権を付与されたインフォレットは、ホーム・ページの上部にあるド
ットをクリックすると開きます。

• 1つ目のドットは、ホーム・ページにリンクしています。
• 2つ目のドットは、自身のデフォルトまたはお気に入りのインフォレット・ページにリン
クしています。デフォルト・インフォレットの設定を参照してください。

• 3つ目から 9つ目までのドットは、管理者が作成した他のインフォレットにリンクしてい
ます。

デフォルト・インフォレットの設定
特に頻繁にアクセスするインフォレットをデフォルトとして設定できます。2つ目のドット
をクリックすると、デフォルトのインフォレットが表示されます。
デフォルトのインフォレットを設定するには:

1. ホーム・ページで、「インフォレット」をクリックします。
2. デフォルトにしたいインフォレットの「アクション」メニューで、「デフォルト」をクリ
ックします。
「デフォルト」 設定を元に戻す場合は、「マーク解除」をクリックします。

ダッシュボードとインフォレットの両方をデフォルトとしてマークできますが、有効になる
のは一度に 1つのみです。直前にデフォルトとして設定したほうが、現在のデフォルトです。
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7
国税プロセスの操作

関連リンク:

• 国の当期引当金
• 当期引当金(国)の税金自動化の使用
• 永久差異と一時差異の操作
• 取得の操作: 国
• 国の繰延税金の操作
• 税率の操作
• 国の FXレートの操作
• RTA (申告額の未払処理調整)の操作
• 税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
• 法定および連結有効税率の操作
• IFRSレポートを使用した法定および連結有効税率の操作
• 連結税率 IFRSの入力
• エンティティ別連結 ETR IFRS税率の上書き
• 固定資産フォームの操作
• データ・ステータスおよび検証
• 予測および予算の作成シナリオに対する期首残高のオーバーライド

国の当期引当金
国の税引当の概要ダッシュボードの確認

国の税引当の概要ダッシュボードには、次の棒グラフの結果が表示されます。
• 法定税率 vs法定 ETR - 選択したエンティティについて今年度の国の法定税率と有効税
率を比較します。

• 法定 ETR前年同期比 - 選択したエンティティについて今年度と前年度の国の法定 ETR
レートを比較します。
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概要ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「パッケージ」を選択します。
2. 「概要」タブで、法定税率 vs法定 ETRダッシュボードを確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、地域合計などの最上位レベル・エンティ
ティをクリックします。使用可能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続
けます。

3. 「概要」タブで、法定 ETR前年同期比ダッシュボードを確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、最上位レベル・エンティティをクリック
します。使用可能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続けます。

国の当期引当金フォームの操作
国の当期引当金フォームは、国の引当金に対する当期の税金費用を調整、確認および
計算するために使用されます。
フォームでは、追加の永久差異と一時差異の調整に加え、他の引当以外の金額も入力
できます。
フォームで作業をする前に、エンティティを連結して「自動」列に結果を生成し、当
期引当金の開始点が、法的エンティティの財務諸表の税引前利益に等しいことを確認
する必要があります。
IFRSについてのみ、期末残高の課税所得を繰延税金の認識から外すことができます。
次の項を参照してください:

• IFRSの未認識繰延税金(DTNR)の操作
• IFRSの繰延税金転記 DTNRの操作
国の引当金に対する当期の税金費用を計算するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「パッケージ」を選択します。
2. フォームで、「現在の引当金」タブを選択します。
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3. オプション: 「メンバーの編集」 をクリックして POVを変更します。
4. 「自動」列の下の自動値を表示します。自動値は、税金自動化プロセスの一環として連結
中にシステムによって計算されます。「自動」列の下に値が表示されない場合、帳簿デー
タのインポート後にエンティティが連結されていない可能性があります。

5. オプション: 「調整」の下で、自動金額に対する調整を入力します。
6. 「アクション」で、「連結」を選択して現在の引当金データ・フォームを再計算します。

ノート:

特定の勘定科目に対して税が計算されていない場合、プロパティが正しく設定
されない可能性があります。たとえば、次の属性が、永久差異と一時差異の勘
定科目で設定されていることを確認する必要があります。
• 税データ・タイプを PreTaxに設定します
• 税タイプを NationalAndRegionalに設定します
ディメンション・エディタでプロパティ設定を確認し、必要に応じて修正しま
す。簡易ディメンション・エディタを使用したメンバー・プロパティの編集を
参照してください。

7. 計算された国の当期の税金費用の結果を確認します。

税引前純利益
税引前純利益(NIBT)は、税金自動化プロセスを通じて現在の引当金フォームで自動的に移入
されます。システムでは、いくつかの既存の税引前純利益調整を準備するとともに、税引前
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純利益を調整する必要のある状況に対して調整を構成できます(遅延調整など)。シス
テムでは、次の税引前純利益調整が提供されます。
• 帳簿の調整
• 帳簿の組替え
税引前純利益の自動化プロセスによって、一般会計から現地通貨で当期引当金が移入
されます。自動構成により、税引前純利益が財務諸表に一致することが保証されます。

控除可能な地域税およびその他税
現在の引当金フォームのこのセクションでは、システムで控除可能に構成されている
地域税の自動控除と、国レベルで控除可能な他の税金の手動調整が提供されます。
• 地域の法人税 - 自動値は、地域の控除が国の引当金用に控除可能に構成されている
場合、地域の当期引当金から取得されます。たとえば、米国の各州は、連邦用に控
除可能です。

• 他の控除可能な法人税 - 国レベルの同等部分で控除可能な他の税金に対する手動
入力

• 控除可能な法人税

国の課税損失および税額控除の詳細
課税損失および税額控除では、ビジネス・エンティティが将来の課税所得または税金
負債(あるいはその両方)を相殺するために、課税損失および税額控除を繰越可能にする
メカニズムを提供します。損失および控除は詳細な課税損失および税額控除のフォー
ムに取得され、起算および期限切れの年別に詳細に記載されます。詳細な課税損失お
よび税額控除のフォームは、「現在の引当金」および「一時差異」フォームに統合され
ています。
繰越可能な期間は国ごとに税のルールが異なるため、「期限切れの年」で取得します。
この連結ベースのデータおよび詳細は、財務諸表の税の注記または開示の一部です。
課税損失および税額控除を取得するには、次のフォームを使用できます。
• 国の課税損失
• 国の税額控除

ノート:

アプリケーションで課税損失または税額控除の勘定科目が使用可能でない場
合、課税損失または税額控除のフォームは使用できません。

ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」の順に選択します。「課税損失」フォ
ームと「税額控除」フォームの列は両方とも同じです。各列の説明は、次の「課税損
失および税額控除の詳細スケジュール」表を参照してください。
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表 7-1 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
起算年 POVで選択した年に基づいて、

起算年に、実際の会計年(FY17、
FY18、FY19など)が表示されま
す。

期限切れの年 課税損失または税額控除の期限
が切れる年をドロップダウン・リ
ストから選択します。損失を繰
り越せる期間を指定する税のル
ールは国ごとに異なります。
連結が実行された後、次の状況で
は「期限切れの年」がデフォルト
設定されます。
• 「期限切れの年」が未選択で、
期末繰越に値がある場合、
「期限切れの年」は自動的に
「期限切れなし」に設定され
ます。

• 「期限切れの年」が選択され、
期末繰越に値がないかゼロ
に等しい場合、「期限切れの
年」はクリアされます。

期首繰越 期首繰越は読取り専用で、前年度
の期末繰越から移入されます。
この値は連結後に移入されます。
前年度の期末繰越の値がゼロに
等しい場合、今年度の期首繰越は
空白になります。
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表 7-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
前年度調整 - 損失および控除 前年度調整金額を入力します。

ノ
ー
ト
:

前
年
度
調
整
-
損
失
お
よ
び
控
除
は、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
年
に
は
編
集
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

次の場所に調整の合計がコピー
されます。
• 「課税損失」フォーム
• 「一時差異」フォームの前年

度調整 - 損失および控除の対
応する課税損失/税額控除勘
定科目。このフィールドは
読取り専用です。

• 期末繰越の値が翌年に移動
します。

調整された期首 この金額は、期首繰越と前年度調
整の合計の親です。
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表 7-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
作成された損失/控除 この金額は今年度の繰延課税損

失または繰延税額控除です。
今年度の繰延課税損失について、
調整が入力された場合は「現在の
引当金」フォームの調整済の課税
損失勘定科目から国の課税損失
合計 - 自動繰越勘定科目に、この
金額が振り替えられます。
ノート: 控除は今年度税額控除に
のみ入力できます。控除が「現在
の引当金」フォームから振り替え
らることはありません。
繰延課税損失は、「一時差異」の
「自動」列にコピーされます。
「課税損失」詳細スケジュールで
は、繰延金額はフォームの次の場
所に表示されます。
• 選択した年の作成された損
失/控除の下。

• 期首繰越の下。

連結後、この金額は「一時差異」
フォームの「自動」列にコピーさ
れます。

申告額の未払処理調整 税金還付の充てん結果として、繰
延調整に返還するために現在の
期間に調整を入力します。

この金額は RTAスケジュールか
ら自動化されていないため、一時
差異に自動的には適用されませ
ん。

その他の調整 その他の調整の金額を入力しま
す。

連結後、その他の調整の合計はす
べて、「一時差異」フォームの他
の調整 - 自動(繰延のみ)に移動さ
れます。

使用可能な損失/控除 この列の合計は、次の要約になり
ます。
• 調整された期首
• 作成された損失/控除
• 申告額の未払処理調整
• 他の調整

今年度使用 この損失を今年度(CY)に使用す
る場合は負の金額を入力します。

CY合計が次のフォームに移動し
ます。
• 「現在の引当金」フォームの

課税損失 - 自動繰越の「自動」
列

• 「一時差異」フォームの課税
損失 - 自動繰越の「自動」列

調整済 この列には、次の各列の合計が表
示されます。
• 使用可能な損失/控除
• 今年度使用

期限切れ 今年度の特定の金額を期限切れ
にする場合は、その金額を入力し
ます。

課税損失または税額控除の期限
切れおよび「その他の調整」の合
計が、「一時差異」の他の調整(繰
延のみ)に移動します。
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表 7-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
外国為替 - 期首残高 この金額は、親通貨またはレポー

ト通貨への換算に起因する期首
残高の差異です。

外国為替 - 今年度 この金額は、親通貨またはレポー
ト通貨への換算に起因する今年
度の差異です。

外国為替 この金額は、外国為替期首残高と
今年度の外国為替の合計です。

これらの 3つの列は自動化され
た通貨換算の値で、「一時差異」
に表示される値と同様に動作し
ます。

出資比率 この金額は、出資比率期首残高と
今年度の出資比率の合計です。

出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変
更に起因する期首残高の差異で
す。

出資比率 - 今年度 この金額は、出資比率における親
への変更に起因する現在の年の
差異です。

期末繰越(a) 期末繰越には、期末繰越を生成す
るために、「期限切れの年」を除
くすべての列のサマリーが表示
されます。

一時差異期末残高(b) 一時差異期末残高(b)には、一時
差異の期末残高が表示されます。

差異(a - b) この金額には、次の値の差異が表
示されます。
• 期末繰越(a)
• - 一時差異期末残高(b)

国の課税損失
国の課税損失は、次のカテゴリの自動繰越で取得されます。
• 課税損失 - 今年度の課税所得に対する純営業損失繰越の利用を記録するために使
用されます

• 資本損失
• 寄付金
• 国の課税損失 - 繰り越す必要のある今年度の損失があるエンティティについて、課
税所得を最大で 0にするために使用されます

• 国の課税損失合計
「課税損失」フォームは課税損失の追跡に使用されます。損失を将来の期間に繰り延べ
る場合は、現在の引当金レポートにデータを入力します。連結後に繰延金額が「課税
損失」詳細スケジュールに移動します。
損失を将来の期間に繰り延べるには:
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1. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」の順にクリックします。
2. 「現在の引当金」フォームで、課税損失 - 自動繰越の「調整」列に、繰延損失の値を入力
します。

3. 「保存」をクリックします。
4. 「アクション」で、「連結」を選択します。
5. 現在の引当金レポートの「課税損失」タブをクリックします。
「課税損失」詳細スケジュールでは、繰延金額は期首繰越に表示されます。「課税損失」フ
ォームで実施したその他の調整は、連結後に「一時差異」フォームに移動されます。国の
一時差異の入力を参照してください。
 

 

6. 必要に応じて、選択した年の課税損失を入力します。「課税損失」フォームのすべての列
の説明について、国の課税損失および税額控除の詳細の「課税損失および税額控除の詳細
スケジュール」を参照し、データ入力を完了してください。一部の列は「現在の引当金」
フォームの詳細を使用して自動的に移入されます。

7. 「保存」をクリックします。
8. 「アクション」で「連結」を選択します。

国の税額控除
システムは、次のカテゴリを含む合計税額控除の税額控除の影響を追跡します。
• 今年度合計税額控除: 外国税額控除 - 今年度を含む
• 合計税額控除繰越

– 外国税額控除
– 一般事業税額控除
– 雇用税額控除
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ノート:

課税損失/税額控除の勘定科目が使用可能でない場合、課税損失および税額控
除のフォームは表示されません。

控除を将来の期間に繰り延べる場合は、「税額控除」フォームにデータを入力する必要
があります。連結後に繰延金額が「一時差異」フォームの他の調整 - 「自動」 - 繰延の
み列に移動します。一時差異ロールフォワードで税額控除の繰越が追跡されます。
控除を将来の期間に繰り延べるには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」の順にクリックします。
2. 「税額控除」フォームの「現在の年」の作成された損失/控除列に繰延控除の値を入
力します。この値は「現在の引当金」レポートから移入されません。
 

 

3. 「税額控除」フォームで次の列に値を入力します:

• 期限切れの年
• 作成された損失/控除
• その他の調整

ノート:

POVで選択した年に基づいて、起算年に、実際の会計年(FY19など)が表
示されます。

4. 「保存」をクリックします。
5. 「アクション」で、「連結」を選択します。
次の列の合計は、「一時差異」フォームの対応する税額控除勘定科目の「その他の
調整」 - 他の自動調整(繰延のみ)に表示されます:

• 作成された損失/控除
• 他の調整
• 有効期限
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国の一時差異の入力を参照してください。

追加の当期引当金の合計
システムには、手動で入力されるか、税効果に基づいて自動化される追加引当金項目があり
ます。これらの項目は、課税所得に基づかない税金や税率が掛けられない税金、または財務
諸表の当期引当金にレポートされる他の調整に対して使用されます(FIN48など)。これらの
追加引当金項目は、税引当合計に影響し、レート照合調整として有効税率(ETR)レポートに反
映されます。
追加引当金項目のリストは次のとおりです。
追加の当期引当金 - ソース
• 当期の税金の偶発引当金
• 源泉徴収税
追加の当期引当金 - 手動
• 監査調整 - 当期の税金費用
• テキサス州マージン税
• 当期の課税額
追加の当期引当金 - 計算
• 当期の税金費用(申告額の未払処理調整) - 自動
• 国の資本逆仕訳
• StockComp当期の税金費用 RTA調整

当期引当金(国)の税金自動化の使用
国の当期引当金プロセスは、税金自動化に依存して NIBT、永久差異および一時差異の自動金
額を移入します。国の引当金計算は、地域の引当金計算の前、連結プロセスの実行中に行わ
れます。税金自動化ロジックは、連結プロセスの一環として実行されます。
サービス管理者は、当期引当金表のソースと宛先のメンバーを定義し、連結を実行して、当
期引当金の開始点が、法的エンティティの財務諸表の税引前利益に等しいことを確認します。
連結が完了すると、結果が「現在の引当金」フォームの税引前純利益行にコピーされます。
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エンティティの損益計算書の税引前純利益(NIBT)が、現在の引当金フォームの税引前
純利益行にコピーされます。税金自動化プロセスを使用して、当期引当金に取得され
る税引前純利益調整の金額を自動化することもできます(たとえば、帳簿の調整や帳簿
の組替えなど)。

ノート:

「保管」または「共有しない」のプロパティを持つ子を NIBTの帳簿調整およ
び NIBTの合計台帳組替で追加する必要があります。これにより、税金自動
化を使用してデータを「現在の引当金」フォームに取り込むことができます。

貸借対照表および損益計算書データは、永久差異と一時差異に移入するために使用さ
れます(これは、照合時間を短縮して正確性を向上するために、一般会計から自動化で
きます)。
税金自動化の実行後に、NIBT、一時差異および永久差異の自動金額が表示されます。
 

 
Tax Reportingの管理 の「税金自動化トレースの操作」も参照してください。

永久差異と一時差異の操作
永久差異と一時差異は、エンティティの GAAPと法定間の差異のレポート要件に対応
するため、次の 2つのカテゴリに分類されます。
• GAAPと法定の調整 - 各地の税法で親のものとは異なる会計基準が要求される法
的エンティティは、GAAPと法定の調整を使用します。
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• 法定と税金の調整 - GAAPと法定の永久差異または一時差異を使用しないか、それらを保
持しないエンティティで、レポート標準と各地の税法が同じであるものは、法定と税金の
永久差異および一時差異のセクションを使用します。

ノート:

一時差異は、貸借対照表用としては非流動に分類されます。

次の項を参照してください:

• 永久差異
• 一時差異の操作
• 国の一時差異の入力

永久差異の構成についてさらに学習するには次のビデオを参照してください:  Tax
Reporting Cloudでの永久差異の構成。

永久差異
帳簿基準と税務基準間の永久差異は、解消されないため、課税所得に影響しません。
システムのセットアップ、実装または進行中の税レポート作成の一環として、永久差異の勘
定科目を追加して構成できます。永久差異は、連邦、地域または州の非課税控除や付加に起
因する国または地域の調整金額です。
たとえば、罰金や違約金、最大 50%の接待交際費、特定の生命保険の保険金などが当てはま
ります。これらの金額は、次のカテゴリの下にある TRCS勘定科目ディメンションのメンバ
ーに保管されます。
• TRCS_PermGSTotal (永久差異(GAAPと法定))

• TRCS_PermSTTotal (永久差異(法定と税金))
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永久差異を国レベルで調整する場合は、レポート標準または法定標準への調整時、あ
るいは法定標準から税レポート標準への調整時に差異が生じる可能性があることに留
意してください。たとえば、レポート標準が IFRSである場合、イギリスの納税申告基
準は UK GAAPになります。いずれの永久差異についても、GAAPと法定に関する親
の下にある勘定科目に入力されます。UK GAAPから課税所得に調整する場合は、これ
らの永久差異は法定と税金に関する親の下に入力されます。
永久差異の構成に関する詳細は、次のチュートリアル・ビデオを参照してください:

 Tax Reportingでの永久差異の構成 。

一時差異の操作
帳簿基準と税務基準間の一時差異は、解消されるため、将来のある時点で課税所得に
影響します。一時差異の例は、帳簿上の減価償却の超過による税務上の減価償却累計
額、貸倒引当金またはその他積立金などです。
システムのセットアップ、実装または進行中の税レポート作成の一環として、一時差
異の勘定科目を追加して構成します。一時差異とは、資産と負債の税および財務レポ
ート基準間の差異のうち、翌年度以降に課税対象または控除対象の金額になるすべて
の差異のことです。
一般的な期間的差異としては、減価償却方法、報酬繰延制度、契約、貸倒などに関連
する差異があげられます。
これらの金額は、次のカテゴリの下にある勘定科目ディメンションのメンバーに保管
されます。
• TRCS_TempGSTotal

• TRCS_TempSTTotal

一時差異を国レベルで調整する場合は、レポート標準から法定標準への調整時、ある
いは法定標準から税レポート標準への調整時に差異が生じる可能性があることに留意
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してください。たとえば、レポート標準が IFRSである場合、イギリスの納税申告基準は UK
GAAPになります。いずれの一時差異についても、GAAPと法定に関する親の下にある勘定
科目に入力されます。UK GAAPから課税所得に調整する場合は、これらの一時差異は法定と
税金に関する親の下に入力されます。

一時差異については、次のチュートリアル・ビデオを参照してください:  Tax Reporting
Cloudでの一時差異の構成

国の一時差異の入力
一時差異フォームは、システムで自動化されない一時差異を入力するために使用されます。
金額には、一時差異、課税損失、国または地域の控除、および関連する評価引当金が含まれ
ます。今年度と前年度の調整および非引当金や資本項目などのアクティビティも入力できま
す。
各一時差異は、貸借対照表の分類目的で非流動として設定されます。一時差異、課税損失お
よび評価引当金調整(非流動や課税損失など)は、税引前ベースで入力されます。税額控除およ
び評価引当金税額控除は、税効果ベースで入力されます。
次の評価引当金勘定科目が提供されます。
• 非流動一時差異
• 課税損失
• 税額控除
すべての評価引当金は、評価引当金を減少させる今年度または他の調整金額を除き、マイナ
ス値である必要があります。
 

 

表 7-2 国の一時差異

カテゴリ 説明
期首残高 前年度末の一時差異。この値は自動的に移入され

ます。
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表 7-2 (続き) 国の一時差異

カテゴリ 説明
期首残高調整 この列は、繰延税金資産/(負債)の期首残高が引当

金に影響することなく修正される必要がある場合
に使用されます。この調整は、繰延税金資産また
は(負債)の期首残高にのみ影響し、繰延引当金には
影響しません。金額は、手動で入力されます。

前年度調整 - 損失および控除 調整の合計は、「現在の引当金」フォームから「一
時差異」フォームの対応する課税損失/税額控除勘
定科目にコピーされます。このフィールドは読取
り専用です。

調整された期首残高 調整後の期首残高が計算されます。
自動 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の

差異。この金額は、一時差異ロールフォワードに
自動的に取得されます。この列の金額は、自動化
専用で、繰延税金費用に影響します。

自動逆仕訳 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の
差異の逆仕訳。この金額は、一時差異勘定科目の
資本逆仕訳設定に基づいて自動化されます。この
列の金額は、繰延税金費用に影響します。

自動合計 これは、「自動」と調整逆仕訳の合計です。
調整 当期引当金で入力された今年度の帳簿と税務の差

異。この金額は、一時差異ロールフォワードに自
動的に取得されます。この列の金額は、手動で入
力され、繰延税金費用に影響します。

調整逆仕訳 当期引当金で手動入力された今年度の帳簿と税務
の差異の逆仕訳。この金額は、一時差異勘定科目
の資本逆仕訳設定に基づいて自動化されます。こ
の列の金額は、繰延税金費用に影響します。

調整合計 これは、「調整」と調整逆仕訳の合計です。
CY合計 これは、自動合計と調整合計の合計です。
申告額の未払処理調整(繰延のみ) 申告額の未払処理調整フォームに基づく一時差異

に対する調整。この金額は、申告額の未払処理調
整フォームから自動化され、繰延税金費用に影響
します。

監査決済(繰延のみ) 監査決済による結果としての一時差異に対する調
整。この金額は、一時差異ロールフォワードに手
動で入力され、繰延税金費用に影響します。

他の調整 - 自動(繰延のみ) 「課税損失」詳細スケジュールの連結後に、有効期
限およびその他の調整の合計が「一時差異」フォ
ームに移動します。

他の調整(繰延のみ) 他のタイプの調整による結果としての一時差異に
対する調整。この金額は、一時差異ロールフォワ
ードに手動で入力され、繰延税金費用に影響しま
す。

他の調整合計(繰延のみ) これは、他の調整 - 自動と他の調整の合計です。
移転(繰延のみ) 資産/負債の移転および関連一時差異による結果と

しての一時差異に対する調整。この金額は、一時
差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延税
金費用に影響します。
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表 7-2 (続き) 国の一時差異

カテゴリ 説明
前年度調整(繰延のみ) 前年度調整による結果としての一時差異に対する

調整。この金額は、一時差異ロールフォワードに
手動で入力され、繰延税金費用に影響します。

偶発引当金(繰延のみ) 一時差異に関連する税金の偶発引当金による結果
としての一時差異に対する調整。この金額は、一
時差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延
税金費用に影響します。

損益計算書合計 これは、次のカテゴリの合計です。
• 調整
• 申告額の未払処理調整
• 監査決済
• 他の調整
• 異動
• 前年度調整
• 偶発引当金

取得 資産と負債の取得および関連一時差異による結果
としての一時差異に対する調整。金額は、繰延税
金費用に影響しません。

処分 資産/負債の処分および関連一時差異による結果と
しての一時差異に対する調整。この金額は、一時
差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延税
金費用に影響しません。

自動資本 資本トランザクションによる結果としての一時差
異に対する調整。この金額は、税金自動化ルール
に基づいて自動化され、繰延税金費用に影響しま
せん。

資本調整 資本トランザクションによる結果としての一時差
異に対する調整。この金額は、一時差異ロールフ
ォワードに手動で入力され、繰延税金費用に影響
しません。

資本合計 これは、自動資本と資本調整の合計です。
前年度資本 資本トランザクションと申告書提出による結果と

しての一時差異に対する調整。この金額は、勘定
科目レベルの資本一時差異設定に基づいて自動化
され、繰延税金費用に影響しません。

その他資本 他のすべての資本トランザクションによる結果と
しての一時差異に対する調整。この金額は、手動
で入力され、繰延税金費用には影響しません。

資本合計 これは、「資本合計」、前年度資本およびその他資
本の合計です。

貸借対照表合計 取得、処分および資本合計調整の合計。
外国為替期首残高 期首および期末の F/Xスポット・レートの差異と

して計算された一時差異の期首残高の換算変更。
外国為替 - 今年度 外国為替の今年度調整 - 平均および期末の F/Xス

ポット・レートの差異として計算された一時差異
の今年度調整の換算変更。

外国為替 これは、外国為替期首残高と外国為替 - 今年度の合
計です。
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表 7-2 (続き) 国の一時差異

カテゴリ 説明
出資比率 この金額は、出資比率期首残高と今年度の出資比

率の合計です。
出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変更に起因する期

首残高の差異です。
出資比率 - 今年度 これは、親への出資比率の変更に起因する期首残

高の差異です。
一時差異期末残高 一時差異の期末残高。

例: 一時差異の期首残高の入力
次の例を使用して、期首残高との一時差異をシードします。
開始年 FY17、P1の一時差異をシードするには:

1. FY15 (2015年)で始まるアプリケーションを作成します。
一時差異、繰延税金および換算値を正しくシードするには、開始年の前の 2年間が
必要です。この方法を使用すると、開始年の前年(2016年)の繰延税金費用があり
ません。

2. FY15、P12と FY16、P12の両方に、FY16の期末税率および FXレートを入力し
ます。

ノート:

FY15、P12と FY16、P12に同じレートを入力します。
3. 保存して、FY15、P12を連結します。
4. 「税引当(国)」の「一時差異」フォームで、期首残高調整列に、FY16、P12の一時
差異期末残高を入力します。
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5. 保存して、FY16、P12を連結します。
6. FY16、P12から FY17、P1に、税率および FXレートをロールオーバーします。
7. FY17、P1を連結します。

取得の操作: 国
Tax Reportingでは、国および地域の両方のレベルの一時差異を使用して税引前基準での取得
がすでに使用可能で(一時差異の操作および地域の一時差異の入力を参照)、ユーザーは税効果
基準でも取得を入力できるようになりました。税入力のない取得は、今年度の税率を使用す
る税効果となります。つまり、一時差異勘定科目に取得の税引前データのみを入力した場合
は、今年度の税率が適用されます。
取得の繰延税金の影響を管理するには、ユーザーは「取得」および「取得(地域)」フォームを
使用して、取得した繰延税金資産/負債の税率変更金額に対する税引前、税効果および利益と
損失(P&L)の調整を入力できます。この新機能により、取得した繰延税金資産/負債を取得した
税率で記録したり、税率変更を貸借対照表調整として記録できます(該当する場合)。
一時差異の取得増減に取得金額を入力する以前のプロセスは、デフォルトで繰延税金の税効
果を継続するか、または税率をオーバーライドします(どちらか該当する方)。
関連項目:

• 「取得」カードへのアクセス
• 取得(国)フォームの使用
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「取得」カードへのアクセス
ホーム・ページとナビゲータの両方から「取得」カードにアクセスできます。
「取得」カードにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」をクリックします。
2. 「取得」カードが表示されます。

3. 「取得」カードをクリックして、取得(国)フォームを開きます。
ナビゲータを介して「取得」カードにアクセスするには:

1. ナビゲータ・アイコン

をクリックして、「ナビゲータ」ウィンドウに移動します。
2. 税引当(国)の下の「取得」をクリックして、取得(国)フォームを開きます。

取得(国)フォームの使用
このフォームを使用して、取得した繰延税金資産/負債の税率変更金額に対する税引前、
税効果および利益と損失(P&L)の調整を入力できます。今年度の取得は、「取得」フォ
ームの「一時差異」および「繰延税金」列に入力できます。取得金額の結果であるす
べての税率変更は、システムで計算されます。
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システム内の税率変更調整は、利益と損失(P&L)費用として記録されます。P&Lに影響を与え
ない税率変更に対して P&Lを調整するには、「取得」フォームに変更を入力します。
シナリオ例
1. ホーム・ページで、「取得」カードをクリックして、取得(国)フォームを開きます。取得 -
税金入力および税率変更の影響 - 取得合計という新しい 2つの取得列が表示されます。

2. POVを定義します。「適用」をクリックします。
3. Temp 1シナリオで、税引前、税金入力および税率変更の列に取得値を入力します。Temp

2および Temp 3シナリオにも同様に値を入力するか、または空のままにすることもでき
ます。ユーザーが税引前金額にのみ値を入力し、税金入力に金額を入力しないと、同じ勘
定科目は繰延税金に影響を与える税金になりません。その場合、税率変更は、期末残高が
期末レートと一致するように計算されます。

4. 「保存」をクリックして、入力したデータを保存します。フォームの「アクション」で、
「連結」を選択してから「起動」をクリックします。

5. 「ナビゲータ」 > 「パッケージ」 > 「一時差異」の順にクリックします。
6. 必要な行と列を展開します。「取得」列にデータがあることを確認できます。
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7. 「繰延税金」タブをクリックして、税効果データおよび税率変更を表示します。

8. 「繰延税金転記 DTNR」タブをクリックして、同じ値を表示します。

9. 「ナビゲータ」ウィンドウで、「税引当(国)」の下にある「TAR」をクリックします。
次の点に注意してください:
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• 取得の税率変更の影響は繰延費用として表示される必要があり、繰延税金資産または
繰延税金負債として逆仕訳されます。

• 取得および取得の税率変更の調整は、繰延税金資産または繰延税金負債として開始
し、取得合計列で逆仕訳される必要があります。

10.「ナビゲータ」ウィンドウで、「ETR」 > 「税引当(国)」の下にある「国の ETR」をクリッ
クします。
a. 繰延税金費用合計行を展開します。
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b. 税率変更合計行を展開して、税率変更 - 取得のデータを確認します。

11. 同様に、「連結 ETR」タブをクリックして、税率変更 - 取得のデータを確認しま
す。

第 7章
取得の操作: 国

7-24



関連項目:

• 国の繰延税金の操作
• 税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
• 法定および連結有効税率の操作
• IFRSの繰延税金転記 DTNRの操作

国の繰延税金の操作
繰延税金フォームは、繰延税金の計算を表示するために使用します。
Tax Reportingでは、資産および負債に対する繰延税金が計算されます。この計算では、資産
および負債の帳簿基準と税務基準を入力する必要があります。Tax Reportingでは、帳簿基準
と税務基準間の差異が計算され、繰延税金資産および負債の金額を決定するための税率が適
用されます。
表 7-3 繰延税金の例

例: 物件、工場、設備
帳簿基準 1,000,000
税務基準 900,000
差異 (100,000)
税率 20%
繰延税金負債 (20,000)

ノート:

税務用の加速減価償却のため、繰延税金負債の増加を考慮して、税務基準は帳簿基
準よりも少なくなります。

繰延税金の設定を分類する場合、繰延税金資産および負債の分類を参照してください。
繰延税金(国)フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」をクリックします。
2. 「パッケージ」をクリックし、「繰延税金」を選択します。
3. 列および行見出しを展開して 、すべてのカテゴリを表示します。

ノート:

一部のカテゴリ内で次の頭字語が使用されます。
• DTNR - 未認識繰延税金(Deferred Tax Not Recognized)

• NBR - 地域の純利益(Net Benefit of Region)。米国の管轄では、この接頭辞は連
邦税から控除できる州税を示します。
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行見出しの説明を確認するには、国の繰延税金の行見出しを参照してください
フォームには、列全体に次の見出しが含まれます。
表 7-4 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
調整された期首残高 州税の連邦利益、未認識繰延税

金および前年度調整の期首残
高の税効果を含む前年度末一
時差異の税効果。

純前年度調整 前年度調整と前年度調整 -
NBRの合計。

前年度調整 - 損失および控除 調整の合計は、「現在の引当金」
フォームから「一時差異」フォ
ームの対応する課税損失/税額
控除勘定科目にコピーされま
す。このフィールドは読取り
専用です。

前年度調整 - NBR 地域の法人税(米国の州法人税
など)が連邦税に対して控除可
能である場合の、前年度調整に
おける地域の純利益繰延税金。

期首残高調整 合計期首残高と純前年度調整
の合計。

純期首残高 合計期首残高と期首残高 -
NBRの合計

期首残高 - NBR 地域の法人税(米国の州法人税
など)が連邦税に対して控除可
能である場合の、期首残高にお
ける地域の純利益(NBR)繰延
税金。

期首残高 前年度末一時差異の税効果。
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表 7-4 (続き) 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
今年度合計 「自動」と「調整」の合計

自動合計
調整合計

申告額の未払処理調整(繰延の
み)

申告額の未払処理調整フォー
ムに基づく一時差異に対する
調整の税効果。

監査決済(繰延のみ) 監査決済による結果としての
一時差異に対する調整の税効
果。

他の調整合計(繰延のみ) 他のタイプの調整による結果
としての一時差異に対する調
整の税効果。

他の調整(繰延のみ) 他のタイプの調整による結果
としての一時差異に対する調
整の税効果。

他の自動調整(繰延のみ) 税引当で自動化されている他
のタイプの調整による結果と
しての一時差異に対する調整
の税効果。

移転(繰延のみ) 資産/負債の移転および関連一
時差異による結果としての一
時差異に対する調整の税効果。

前年度調整(繰延のみ) 前年度調整による結果として
の一時差異に対する調整の税
効果。

偶発引当金(繰延のみ) 一時差異に関連する税金の偶
発引当金による結果としての
一時差異に対する調整の税効
果。

税率変更の影響 期首残高および今年度の変動
に対する税率変更の影響。

税率変更の影響 - 今年度合計 今年度アクティビティに関連
する税率変更の税効果。

税率変更の影響 - 取得合計
税率変更の影響 - NBR 計算:

NBRレート変更現行残高
(TRCS_NBRRCCY):
期末残高= 0の場合は 0
期末残高<> 0の場合は
繰延税金地域全体、今年度のす
べての変動
(TRCS_Mvmts_Subtotal) *
(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) -今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) * -1)
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表 7-4 (続き) 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
税率変更の影響 - RCCY 計算:

税率変更現行残高
(TRCS_RCCY):
期末残高= 0の場合は 0
期末残高<> 0の場合は
一時差異、今年度のすべての変
動(TRCS_Mvmts_Subtotal) *
(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) -今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) )

税率変更の影響 - 期首残高合
計

期首残高合計に関連する税率
変更の税効果。

税率変更の影響 - 期首残高
NBR

計算:
NBRレート変更期首残高
(TRCS_NBRRCOpening):
期末残高= 0の場合
繰延税金-地域全体、調整され
た期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY) ) * -1
期末残高<> 0の場合は
繰延税金-地域全体、調整され
た期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY) ) * -1

税率変更の影響 - 期首残高 計算:
税率変更期首残高
(TRCS_RCOpening):
期末残高= 0の場合
一時差異、調整された期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY) )
期末残高<> 0の場合は
一時差異、調整された期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY))
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表 7-4 (続き) 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
地域の純利益 今年度アクティビティに関連

する地域の純利益繰延税金費
用の税効果。

合計繰延税金費用 すべての繰延税金費用の合計。
取得 資産と負債の取得および関連

一時差異による結果としての
一時差異に対する調整の税効
果。

税率変更の調整 - 取得
処分 資産/負債の処分および関連一

時差異による結果としての一
時差異に対する調整の税効果。

資本合計 資本調整合計 資本トランザクションによる
結果としての一時差異に対す
る調整の税効果。

自動資本合計 資本トランザクションによる
結果としての一時差異に対す
る調整の税効果。

前年度資本 資本トランザクションと申告
書提出による結果としての一
時差異に対する調整の税効果。

その他資本 他のすべての資本トランザク
ションによる結果としての一
時差異に対する調整。この金
額は、手動で入力され、繰延税
金費用には影響しません。

資本における税率変更の影響 資本における税率変更の影響 -
今年度合計

計算:
税率変更現行残高
(TRCS_RCCY):
期末残高= 0の場合は 0
期末残高<> 0の場合は
一時差異、今年度のすべての変
動(TRCS_Mvmts_Subtotal) *
(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) -今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) )
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表 7-4 (続き) 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
資本における税率変更の影響 -
期首残高合計

計算:
税率変更期首残高
(TRCS_RCOpening):
期末残高= 0の場合
一時差異、調整された期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(今年度税率
(TRCS_TaxRateCY) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY) )
期末残高<> 0の場合は
一時差異、調整された期首残高
(FCCS_TotalOpeningBalance
) *(年度末税率
(TRCS_TaxRateNoncurrentCl
osing) –期首税率
(TRCS_TaxRatePY))

合計資本調整 「自動」と資本調整の合計。
非引当金 - NBR 州税の連邦利益調整から導出

される貸借対照表調整の税効
果。

貸借対照表合計
外国為替 外国為替 - 期首残高 期首残高における合計通貨換

算。
計算:
エンティティ通貨データ* (期
末 FXレート-期首 FXレート)

外国為替 - 今年度 今年度の変動における合計通
貨換算。
計算:
エンティティ通貨データ* (期
末 FXレート-平均 FXレート)

出資比率 出資比率` この金額は、出資比率期首残高
と今年度の出資比率の合計で
す。

出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の
変更に起因する期首残高の差
異です。

出資比率 - 今年度 この値は、現行税額の出資比率
を表します。

期末残高 - 税金 期首残高と当期変動の税効果
の合計。

期末残高 - 非流動資産 合計純繰延税金資産と繰延税
金負債の税効果の分類。合計
税効果がプラスまたは資産の
場合、すべての繰延税金資産お
よび負債は資産に分類されま
す。

第 7章
国の繰延税金の操作

7-30



表 7-4 (続き) 国の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
期末残高 - 非流動負債 合計純繰延税金資産と繰延税

金負債の税効果の分類。合計
税効果がマイナスまたは負債
の場合、すべての繰延税金資産
および負債は負債に分類され
ます。

国の繰延税金の行見出し
国の繰延税金フォームに表示される行の下には、次のエントリがリストされます。
表 7-5 国の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
合計一時差異(GAAPと法定) 実装時にユーザー定義。
合計一時差異(法定と税金) 実装時にユーザー定義。
合計一時差異
国の課税損失合計 繰り延べられる課税損失に使用

されます。これらはシステム定
義で、「現在の年」および繰越と
いう 2つの勘定科目が提供され
ます。

国の課税損失合計 - 自動繰越
合計税額控除繰越 繰り延べられる税額控除で使用

されるシステム提供の基本勘定
科目の親。

税額控除
一般事業税額控除
雇用税額控除

合計課税属性 実装時にユーザー定義。金額は、
一般的に、税効果ベースで一時差
異ロールフォワードに入力され、
繰延税金に対する調整とみなさ
れます。

繰延税金偶発引当金
国の課税属性 2

国の一時差異、損失、控除および
属性の合計
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表 7-5 (続き) 国の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
評価引当金合計 このカテゴリは、必要に応じて資

産に対する評価引当金を記録す
るために使用されます。非流動、
控除、課税損失という 3つの勘定
科目が提供されます。
控除は、税効果ベースで入力され
ますが、他の勘定科目に入力され
る金額は、税引前ベースで入力さ
れます。
フォームでは、次の繰延税金資産
および負債の分類も提供されま
す。
• 期末 - 流動負債
• 期末 - 非流動資産
• 期末 - 非流動負債

評価引当金 - 非流動
評価引当金 - 課税損失

繰延税金(国)

地域の一時差異合計
地域の課税損失合計 このカテゴリは、繰り延べられる

地域の課税損失に使用されます。
これらはシステム定義で、「現在
の年」および繰越という 2つの勘
定科目が提供されます。繰越は
課税損失フォームにリンクされ
ています。

地域の課税損失合計配賦前
地域の課税損失合計 - 自動繰越
地域の課税損失合計配賦前
地域の課税損失合計 - 配賦前繰
越

地域の税額控除合計 - 繰越 このカテゴリは、繰り延べられる
課税損失に使用されます。これ
らはシステム定義で、「現在の年」
および繰越という 2つの勘定科
目が提供されます。繰越は課税
損失フォームにリンクされてい
ます。

州税額控除
地域の税額控除 2

地域の税額控除 3

地域の課税属性 このカテゴリは、実装時にユーザ
ー定義されます。金額は、一般的
に、税効果ベースで一時差異ロー
ルフォワードに入力され、繰延税
金に対する調整とみなされます。

地域の課税属性 1
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表 7-5 (続き) 国の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
地域の課税属性 2

地域の評価引当金
地域の評価引当金 - 控除
地域の評価引当金 - 非流動
地域の評価引当金 - 課税損失

地域の繰延税金合計
合計繰延税金 - 国
合計繰延税金(国) - 評価引当金以
外

繰延税金資産および負債の分類
デフォルトでは、繰延税金により、合計繰延税金の金額(TRCS_NDefTaxNetVA)に基づいて一
時差異勘定科目が分類されます。
• 合計繰延税金がプラス(ゼロ以上)の場合、すべての一時差異勘定科目は非流動資産に分類
されます。

• 合計繰延税金の金額がマイナス(ゼロ未満)の場合、各一時差異勘定科目は、非流動負債に
分類されます。

追加の柔軟性が必要な場合、分類属性を使用して、国と地域両方の勘定科目の分類方法を定
義できます。
次の即時利用可能なシステム・メンバーが存在します。
•TRCS_Classify_ATACCOUNT: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた場合、その期
末残高の値に基づいて分類されます。
•TRCS_Classify_ASSET: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた場合、その期末残
高は無視されて常に非流動資産に分類されます。
•TRCS_Classify_LIABILITY: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた場合、その期末
残高は無視されて常に非流動負債に分類されます。
前述の即時利用可能な分類属性メンバー(「固定資産合計」など)に加え、追加のカスタム属性
メンバーを作成できます。カスタム属性が複数のレベル 0の一時差異勘定科目に割り当てら
れると、それらの勘定科目の合計期末残高によって、カスタム属性が割り当てられたすべて
の勘定科目の分類が決定されます。
繰延税金資産および負債を分類するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」、「概要」、「ディメンション」の順にクリックしま
す。

2. 「キューブ」で、「すべて」を選択します。これにより、「ディメンション」タブに分類が
表示されます。

3. 「名前」で、分類を選択します。
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4. 「メンバー・プロパティの編集: 分類(勘定科目)」で、即時利用可能な分類属性メン
バーを表示します。
•TRCS_Classify_ATACCOUNT: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた
場合、その期末残高の値に基づいて分類されます。
•TRCS_Classify_ASSET: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた場合、そ
の期末残高は無視されて常に非流動資産に分類されます。
•TRCS_Classify_LIABILITY: レベル 0の一時差異勘定科目に割り当てられた場
合、その期末残高は無視されて常に非流動負債に分類されます。
 

 

5. カスタム分類グループ名を作成するには、次のステップを実行します。

a. 「メンバー・プロパティの編集: 分類(勘定科目)」で、「子の追加」アイコン
をクリックします。

b. 「子の追加」ダイアログ・ボックスで、追加するメンバー数を入力し、「適用」
をクリックします。親メンバーが分類として表示されます。

c. カスタム分類グループの「メンバー名」を入力し、「保存」をクリックします。
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d. オプション: 「別名表」の名前を入力します。
6. 「アプリケーション」ページで、「ディメンション」をクリックし、「勘定科目」をクリッ
クします。

7. 「メンバー・プロパティの編集: 勘定科目」画面で、「メンバー名」に移動し、必要に応じ
て各列からオプションを選択して分類グループを構成します。
 

 

8. 分類列までスクロールし、メンバーを関連付けるレベル 0の一時差異勘定科目(デフォル
トまたはカスタム)を選択します。

9. 分類列で、適切な分類グループ名を選択し、それを勘定科目に割り当てます。
10.「保存」をクリックします。
11. 分類グループが割り当てられたら、「アクション」で「データベースのリフレッシュ」を
選択します。

12. ホーム・ページで、必要に応じて「税引当(国)」または「税引当(地域)」を選択します。
13.「アクション」で、「連結」を選択します。
14. ホーム・ページで、必要に応じて「税引当(国)」または「税引当(地域)」を選択し、「パッ
ケージ」、「一時差異」レポートの順に選択します。

15. 合計一時差異勘定科目を強調表示し、レポートの一番右側の一時差異期末残高列までスク
ロールして、期末残高を確認します。

16.「パッケージ」タブで「繰延税金」レポートを選択し、構成に基づいた繰延税金資産と繰
延税金負債の分類が正しいことを確認します。

17. ホーム・ページで「TAR」(税金勘定科目ロールフォワード・レポート)をクリックし、合
計繰延税金で、構成に基づいた繰延税金資産と繰延税金負債の分類が正しいことを確認し
ます。

IFRSの未認識繰延税金(DTNR)の操作
IFRSレポート標準についてのみ、Tax Reportingでは、未認識繰延税金の金額を税効果ベー
スで損益計算書金額または非損益計算書金額として入力できるようになっています。すべて
の値を負の値として入力する必要があります。
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「未認識繰延税金」フォームには、繰延税金の認識前の税額および調整済金額のロール
フォワードが表示されます。金額は、個々の一時差異勘定科目ごとに入力できます。
未認識繰延税金のロールフォワードの影響は、「繰延税金転記 DTNR」フォームで確認
できます。IFRSの繰延税金転記 DTNRの操作を参照してください
このオプションは地域の税金には適用されません。
これらの計算は次のフォームにも影響します。
• 「ETR」の連結 ETRおよび国の(法定) ETRのスケジュールでは、繰延税金費用合
計の下に DTNR今年度損益計算書合計が含まれており、税金の認識から外れる部
分の合計が控除済として表示されます。

• 「TAR」のスケジュールには、認識から外れる金額を示す未認識繰延税金損益計算
書および非損益計算書の行が含まれています。

列見出し を展開すると、すべてのカテゴリが表示されます。
フォームには、列全体に次の見出しが含まれます。
表 7-6 国の DTNRの列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
期末残高 州税の連邦利益、未認識繰延税

金および前年度調整の期首残
高の税効果を含む前年度末一
時差異の税効果。

期首残高 - DTNR 期首残高の未認識繰延税金
(DTNR)。

DTNR今年度損益計算書合計 今年度の損益計算書合計の未
認識繰延税金(DTNR)。

DTNR今年度損益計算書
DTNR今年度使用済損益計算
書

今年度の損益計算書に使用さ
れている未認識繰延税金
(DTNR)。

DTNR今年度非損益計算書合
計 DTNR今年度非損益計算書

DTNR今年度使用済非損益計
算書

外国為替 - DTNR 未認識繰延税金(DTNR)残高に
対する外国為替。

外国為替 - 期首残高 DTNR 未認識繰延税金(DTNR)期首残
高に対する外国為替。

外国為替 - 今年度 DTNR 今年度の未認識繰延税金
(DTNR)残高に対する外国為
替。

出資比率 出資比率 - 期首残高 この値は、未認識繰延税金
(DTNR)期首残高に対する出資
比率です。

出資比率 - 今年度 この値は、今年度の未認識繰延
税金(DTNR)に対する出資比率
です。

出資比率 - 変動出資比率 未認識繰延税金(DTNR)期首残
高に対する出資比率。
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表 7-6 (続き) 国の DTNRの列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
期末残高 DTNR 未認識繰延税金(DTNR)の期末

残高。この値は常に負の値に
なります。

DTNRを含む期末残高 未認識繰延税金(DTNR)および
すべての調整を含む期末残高。

IFRSの繰延税金転記 DTNRの操作
IFRSレポート標準についてのみ、「繰延税金転記 DTNR」フォームに繰延税金の金額、詳細
および変動が表示されます。繰延税金ロールフォワードは、DTNRとの連結ベースで表示さ
れます。
列見出し を展開すると、すべてのカテゴリが表示されます。
「繰延税金転記 DTNR」フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」、「繰延税金転記 DTNR」の順にクリッ
クします。

2. 繰延税金転記 DTNRの詳細を入力します。

フォームには、列全体に次の見出しが含まれます。
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表 7-7 国の繰延税金転記 DTNRの列見出し

カテゴリ サブカテゴリ
調整された期首残高
州税の連邦利益、未認識繰延税金および前年度
調整の期首残高の税効果を含む前年度末一時
差異の税効果。
純期首残高
期首残高の未認識繰延税金(DTNR)。

期首残高
期首残高 - NBR

期首残高 - DTNR

純前年度調整
期首残高調整
前年度調整 - NBR

前年度調整 - 損失および控除
今年度合計

自動合計
調整合計

申告額の未払処理調整(繰延のみ)

監査決済(繰延のみ)

他の調整合計(繰延のみ)

監査決済(繰延のみ)

他の調整 - 自動(繰延のみ)

他の調整(繰延のみ)

移転(繰延のみ)

前年度調整(繰延のみ)

偶発引当金(繰延のみ)

税率変更の影響
税率変更の影響 - 今年度合計
税率変更の影響 RCCY

税率変更の影響 - NBR

税率変更の影響 - 期首残高合計
税率変更の影響 - 期首残高 NBR

税率変更の影響 - 期首残高
税率変更の影響 - 取得合計

地域の純利益
DTNR今年度損益計算書合計

DTNR今年度使用済損益計算書
合計繰延税金費用
取得
税率変更の調整 - 取得
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表 7-7 (続き) 国の繰延税金転記 DTNRの列見出し

カテゴリ サブカテゴリ
処分
資本合計

自動資本合計
資本調整合計

前年度資本
その他資本
資本における税率変更の影響

資本における税率変更の影響 - 期首残高合計
資本における税率変更の影響 - 今年度合計

合計資本調整
非引当金 - NBR

DTNR今年度非損益計算書合計
DTNR今年度使用済非損益計算書
DTNR今年度非損益計算書

合計貸借対照表変動
外国為替からの合計効果

外国為替 - 期首残高合計
外国為替 - 今年度合計

期末残高(税金)

期末残高(非流動資産)

期末残高(非流動負債)

構成可能な遅延増減メンバーの操作
増減ディメンションでは、勘定科目の増減の詳細が取得されます。デフォルトで、増減ディ
メンションには、データを増減するメンバーが用意されています。アプリケーションを作成
すると、シード済メンバーを使用して増減ディメンションがデフォルトで作成され、オプシ
ョンで、有効にした機能に基づいてシステム・メンバーが追加されます。 Tax Reportingの管
理のシード済ディメンション・メンバーを参照してください。
増減ディメンション下に追加のユーザー定義メンバーを作成し、これらのメンバーに対して
連結や換算を行えます。詳細は、増減ディメンション階層のカスタマイズを参照してくださ
い。
遅延増減メンバーに新しい列を追加する次の例を参照してください:

1. 「ナビゲータ」 → 「作成および管理」 → 「ディメンション」 → 「増減」に移動します。
2. TRCS_CYDTNRTotal (損益計算書セクション)の下に、IntercompanyTransfersメンバー
を作成します。Tax Reportingの管理のメンバーの追加または編集を参照してください。
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3. IntercompanyTransfersの下に、IntercompanyTransfers1および
IntercompanyTransfers2を作成します。

4. TRCS_NPDTNRTotal (貸借対照表合計)の下に、AcquisitionsManualメンバーを
作成します。
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5. データベースをリフレッシュします。
6. IntercompanyTransfersの共有メンバーが、TRCS_TempDiffCYTotalおよび

TRCS_TempDiffCYTotalTRの下に作成されているかどうかを確認します。同様に、
AcquisionsManualの共有メンバーが、TRCS_TempDiffNPTotal、
TRCS_RegionalNPTotalおよび TRCS_NPTotalの下に作成されているかどうかを確認
します。
TRCS_CYDTNRTotalの下に新しく作成されたメンバーの共有メンバー

TRCS_NPDTNRTotalの下に新しく作成されたメンバーの共有メンバー
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Note:

TRCS_CYDTNRTotalおよび TRCS_NPDTNRTotalの各階層の内部また
は外部へ、メンバーを移動する(切り取って貼り付ける)ことは一切できま
せん。ただし、新しく作成した構成可能な遅延増減メンバーを作成/削除
することはできます(Tax Reportingの管理のメンバーの削除を参照)。

7. 会社間転送に対応する ETR勘定科目が、TRCS_DefTaxETRTotalの下に作成され
ているかどうかを確認します。同様に、対応する VA勘定科目が
TRCS_VAETRTotalの下に作成されています。

Note:

対応する ETR勘定科目と VA勘定科目は、TRCS_CYDTNRTotalの下の
増減メンバーについてのみ作成されます。

8. 「一時差異」フォームを開き、IntercompanyTransfers列を展開します。
IntercompanyTransfers1および IntercompanyTransfers2にデータを入力しま
す。保存します。
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9. 「一時差異」フォームで、「AcquisitionsManual」列に対してデータを入力します。保存
します。

10.「一時差異」フォームで、「評価引当金」の変更に対してデータを入力します。保存しま
す。

11. たとえば、エンティティ Montreal(CAD)の税率を確認します。今年度現行税率は 40%で、
今年度地域税金配賦は 5%です。

12.「一時差異」を選択して、連結を実行します(「アクション」 → 「連結」)。
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13.「繰延税金」をクリックします。「繰延税金」フォームの IntercompanyTransfers、
AcquisitionManualおよび「評価引当金」の変更について、データを確認します。
IntercompanyTransfers、AcquisitionManualおよび「評価引当金」の変更につい
て、計算された値が表示されます。次の例では、1000の 40%は 400というよう
に、同様にしてその他の値も計算されます。

同様に、(AcquisitionManualに対して入力した) 9000の 40%は 3,600となります。

評価引当金の控除と課税損失は非課税ですが、「評価引当金 - 非流動」は課税対象
であることに注意してください。「評価引当金 - 非流動」は、5000の 40%で 2000
となります。

14.「ETR」をクリックしてデータを検証します。
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15.「連結 ETR」フォームおよび「連結 ETR IFRS」フォームでデータを確認します。連結有
効税率の入力および連結 ETR IFRSの概要ダッシュボードも参照してください。
「連結 ETR」フォーム
IntercompanyTransfersの計算された値が-4000 (10,000の 40%の負の値)であることを確
認します。

同様に、評価引当金の変更が負の値-2400 (400+5000の 40%)であることに注意してくだ
さい。
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「連結 ETR IFRS」フォーム
国全体の計算値が 4000、地域全体の計算値が-100であることに注意してください
CA_Blendedの今年度の税率は 10%で、今年度地域配賦税率は 5%であるため、計
算は 10,000*10%*5%=50となります
これは地域全体を対象とするため、50+50=100となります

16. 税率変更合計を確認します。遅延税金合計評価引当金(国)なし勘定科目の税率変
更の影響 - 今年度合計は、「連結 ETR」フォームの税率変更合計と一致する必要が
あります。次の例では、「繰延税金」フォームと「連結 ETR」フォームの計算値

第 7章
構成可能な遅延増減メンバーの操作

7-46



(14398)に注意してください。国の繰延税金の操作および連結有効税率の入力も参照して
ください。
「繰延税金」フォーム

「連結 ETR」フォーム

17.「税金合計の検証」フォームを確認します。「ライブラリ」 → 「検証」 → 「税金合計」
に移動します。差異値が 0であることに注意してください。

第 7章
構成可能な遅延増減メンバーの操作

7-47



18. ここで、地域フォームの場合は、IntercompanyTransfers1 (MACRS – 連邦逆仕訳
勘定科目)に対して「一時差異(地域)」フォームにデータを入力します。保存しま
す。地域の一時差異の入力も参照してください。

19. たとえば、エンティティ Montreal(CAD)の税率を確認します。CA Blendedの今年
度の税率は 10%で、今年度地域税金配賦は 5%です。地域の税率の操作も参照して
ください。

20.「繰延税金(地域)」フォームを確認します。計算値は 5000*10%*5% (つまり 25)で
あることに注意してください。地域の繰延税金の操作も参照してください。

21.「地域の ETR」フォームを確認します。地域の法定有効税率の操作も参照してくだ
さい。
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22.「税金合計(地域)の検証」フォームを確認します。「ライブラリ」 → 「検証」 → 「税金合
計(地域)」に移動します。差異値が 0であることに注意してください。

ユーザー構成の遅延増減の税金自動化のサポート
税金自動化を使用して帳簿データや固定資産データを新しく構成された遅延増減にプルでき
ます。新しく構成された遅延増減メンバーを追加した後、増減メンバーが税金自動化をサポ
ートするようにできる機能を使用できます。次のことが可能です:

• 構成された遅延増減を税金自動化ターゲット増減に指定します。カスタム属性を使用す
ると、カスタマイズされた遅延増減とその属性をユーザーが関連付けることができます。
これにより、「税金自動化」フォームで、カスタマイズされた遅延増減が税金自動化ター
ゲット増減として表示されるようにできます。

• 使用可能なすべての税金自動化ロジック(つまり、プル、移動、圧縮、年換算、年換算解
除)を指定します

前年/調整(国)の税金自動化ルールは構成された遅延増減では許可されません。
構成可能な遅延増減メンバーの操作も参照してください
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ユース・ケース例
次の例では、遅延増減"PYAutomated"を作成して構成し、税金自動化がサポートされる
ようにします。
1. 「ナビゲータ」 → 「作成および管理」 → 「ディメンション」 → 「増減」に移動
します。

2. TRCS_CYDTNRTOTALの下に 2つの子メンバーを作成します。名前
(PYAutomated (税金自動化用)と PYnoAuto (データ入力用))と別名を入力します。
Tax Reportingの管理のメンバーの追加または編集を参照してください

3. 「属性値」タブに切り替え、新しい属性 TaxAutoTargetMovementが作成されてい
ることを確認します。

4. 追加(>)アイコンをクリックして TaxAutoTargetMovementを割り当てます。

属性は増減メンバーに割り当てられます。PYnoAutoはデータ入力用であるため
属性は割り当てません。
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Note:

増減メンバーは自動増減とデータ入力のどちらにもできます。
5. 「保存」をクリックします。
6. 続行してデータベースをリフレッシュします。
7. 「構成」カードに移動します。
8. 「税金自動化」をクリックします。
9. 「グローバル・ルール」タブをクリックします。これで、「税金自動化」フォームに、

"PYAutomated"が税金自動化の「ターゲット増減」として表示されるようになります。こ
のことは、法定住所ルール、エンティティ・ルールおよび税金自動化(地域)についても同
じです。例で適用されたロジックが「年換算」であることに注意してください。

10. ルールを保存して連結を実行します。
11. 帳簿フォームを開き、値を参照します。ホーム・ページ -> 「ライブラリ」 -> 「帳簿デー
タ」で、
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年間値は P1value * 12です。

このため、前述の例では、「一時差異」の年間値は 20000*12=240000になります。
12.「一時差異」フォームを開きます。
13. 列"PYAutomated"に、帳簿勘定科目からプルされた値が移入されています。

PYAutomatedと PYnoAuto (自動化なし)の 2つの列があります。PYAutomatedは
自動としてタグ付けされ、税金自動化にのみ使用されるため、読取り専用列として
表示されます。一方、PYnoAutoは編集可能な列となり、ユーザーが任意のデー
タ・エントリを調整できます。
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この例では 240000は年換算のプルのルールです。

Note:

PYAutomated増減の税金自動化ターゲット増減属性を削除(ディメンション >
増減メンバー > メンバーの選択 > 属性値 > 削除)し、「データベースのリフレッ
シュ」を実行すると、関連付けられたルールは無効になり、データがクリアさ
れなくなります。

増減メンバーから税金自動化ターゲット増減属性を削除する前に、そのメンバ
ーに関連付けられたすべての税金自動化ルールを削除する必要があります。

税率の操作
Tax Reportingでは、法的エンティティ・レベルで適切な国の法人税率と地域の法人税率およ
び配賦率を入力する必要があります。
税率フォームには、特定のエンティティの国および地域の引当金をシステムが計算するため
に必要な国および地域の税率と配賦率が含まれます。
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各管轄で次のレート・タイプを使用できます。
表 7-8 税率タイプ

税率タイプ 説明
前年度現行税率 前年の国の法定税率。このレートは、情報目的

で使用されます。
今年度現行税率 当期の国の法定税率。このレートは、次の計算

で使用されます。
• 当期引当金
• 繰延税金ロールフォワードの今年度アク
ティビティ

• 連結有効税率レポートの外国レート差額
• 繰延税金ロールフォワードの今年度税率
変更コンポーネント

期首繰延税率 - 非流動 流動として分類される一時差異で使用される
期首繰延税率。このレートは、次の計算で使用
されます。
• 期首繰延税金の資産と負債
• 繰延税金ロールフォワードの期首レート
変更コンポーネント

期末繰延税率 - 非流動 非流動として分類される一時差異で使用され
る期末繰延税率。期末繰延税金の資産/負債
と、繰延税金ロールフォワードの期首および今
年度のレート変更コンポーネントの計算で使
用されます。

期首地域税金配賦 繰延引当金の期首税金残高の計算でシステム
に使用される前年度配賦パーセンテージ。

今年度地域税金配賦 繰延引当金の今年度アクティビティに基づい
た当期引当金および税金の配賦利益の計算で
システムに使用される今年度配賦パーセンテ
ージ。

期末地域税金配賦 繰延引当金の期末税金残高の計算でシステム
に使用される期末配賦パーセンテージ。
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表 7-8 (続き) 税率タイプ

税率タイプ 説明
アクティブな地域フラグ 法人税引当金を計算する必要のある地域(米国

の州など)を指定します。

ヒント:

国と地域の管轄
の間でデータが
正しく流れるよ
うにするには、国
の税率で、アクテ
ィブな各管轄に
対してアクティ
ブな地域フラグ
を「アクティブ」
に設定する必要
があります。

税率の入力
税率フォームには、特定のエンティティの国および地域の引当金をシステムが計算するため
に必要な国および地域の税率と配賦率が含まれます。
税率を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「パッケージ」を選択します。
2. フォームで、「税率」タブを選択します。
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3. オプション: 「メンバーの編集」 をクリックし、シナリオ、年、期間およびエ
ンティティ・ディメンションのメンバーを選択して視点を設定します。
使用可能な場合、選択したエンティティの国内所在地と任意の地域の行が表示され
ます。デフォルトで、法人税引当金は、地域管轄では計算されません。

4. アクティブな地域フラグ列で、「アクティブ」を選択して、選択したエンティティ・
メンバーのその地域での税引当計算をアクティブ化します。
 

 

ヒント:

国と地域の管轄の間でデータが正しく流れるようにするには、「税率」
で、アクティブな各管轄に対してアクティブな地域フラグを「アクティ
ブ」に設定する必要があります。

5. 各タイプの税率を入力します。
パーセンテージの税率を小数点形式で入力し、[Enter]を押します。たとえば、.05
を入力すると、5%と表示されます。

6. 「保存」をクリックします。
7. エンティティを連結して変更後の税率を適用し、税引当で新しいレートを使用しま
す。

国および地域の親の税金計算
親の税率またはエンティティの基本レベルを使用して、税金計算を親レベルで実行で
きます。親の税金計算は、単一および複数通貨のアプリケーションと、疎および密の
パフォーマンス設定の両方に対して機能します。親の税金計算は Consolキューブに
対してのみ適用されます。

第 7章
税率の操作

7-56



ノート:

親の税金計算は CbCRに対してはサポートされていません。

国の税金計算では、様々なレベルに様々な法定住所を設定できますが、地域の税金計算では、
地域の親のすべての子には親と同じ法定住所を設定する必要があります。
親の税金計算は、複数の親の階層では有効にできません。また、SDMおよび FDMのデータ
は親メンバーに直接転記できません。
親エンティティの税金計算を構成するには:

1. ホーム・ページで「ナビゲータ」アイコン をクリックし、「作成および管理」、「ディ
メンション」の順に選択します。

2. 「ディメンション」タブの「ディメンション」で、「エンティティ」ディメンションを選択
します。

3. 「エンティティ」で、税金計算を有効にする親エンティティを選択します。必要に応じて
親エンティティを作成します。
 

 

4. 「編集」 をクリックします。
5. 「メンバーのプロパティ」タブで、親エンティティに対して次の詳細を入力します。

• 親エンティティに対して「上位レベルのエンティティ入力を許可」オプションを選択
します。

• 「データ・ストレージ」を「共有しない」に設定します。
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6. 「属性値」タブで、次のオプションを選択します:

• 親エンティティに対して属性「TaxCalcYes」を選択します。
• 税金計算が必要な親エンティティで法定住所属性を設定します。
• 地域のアプリケーションに対してのみ地域控除を割り当てます。
 

 

7. 「保存」をクリックします。
8. 必要に応じて、子メンバーを親エンティティに追加し、「保存」をクリックします。
地域の親の税金計算の場合、子エンティティには親エンティティと同じ法定住所を
設定する必要があります。

第 7章
税率の操作

7-58



9. 「ディメンション」タブで、「アクション」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択し
ます。

10. ホーム・ページで、「税引当(国)」または「税引当(地域)」をクリックし、次に「パッケー
ジ」、「税率」タブの順にクリックします。

11. POVの「エンティティ」で、「ParentEntity」を選択します。
 

 

12. 親エンティティの有効な法定住所(例: United States)に対して税率を入力します。無効な
法定住所は非表示になります。
国の場合は、各子について次のレートを入力します:

• 前年度現行税率(前年度からのロールオーバー)

• 今年度現行税率
• 期首繰延税率 - 非流動(前年度からのロールオーバー)

• 期末繰延税率 - 非流動
地域の場合は、各子について次のレートを入力します:

• 期首地域税金配賦(前年度からのロールオーバー)

• 今年度地域税金配賦
• 期末地域税金配賦
• アクティブな地域フラグで、エンティティの各子について「アクティブ」を選択する
と、データが地域に引き継がれます。

13.「保存」をクリックします。
14. ホーム・ページで、「税引当(国)」または「税引当(地域)」をクリックし、次に「パッケー
ジ」、「現在の引当金」の順にクリックします。

15.「編集」 をクリックして、POVを設定します:

• 「エンティティ」に対して「親エンティティ」を選択します
• 「連結」に対してエンティティ合計を選択します

16. 基本エンティティまたは親エンティティに対してデータを入力します。
17. 親レベルで連結します。基本の税引前データは親にロールアップされ、親に設定されたレ
ートに基づいた税効果となります。
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18. オプション: 必要に応じて、親エンティティに対する税金自動化ルールを作成しま
す。

19. オプション: 親の税金計算のロールオーバーを準備します。親税金対応のエンテ
ィティに対して次のロールオーバー・ルールがサポートされています:

• 税金自動化ルール
• 税率
• FXレート
• 課税損失/税額控除の期限切れの年

国の FXレートの操作
外国為替レート(FXレート)とは、2つの通貨を相互に交換するときに使用される値で
す。レート値は小数フォーマットで入力します。
同じ通貨を使用するすべての基本および親エンティティに 1つの FXレートを適用す
ることも、基本または親エンティティごとにレートを変えることもできます。1つの通
貨に複数のエンティティを設定することもできます。たとえば、USDに対してニュー
ヨーク、ロサンゼルスおよびシカゴのエンティティを設定できます。
• 地域の FXレートの使用の詳細は、地域の FXレートの操作に関する項を参照して
ください。

• CbCR FXレートの使用の詳細は、CbCR FXオーバーライド・レートの入力を参照
してください。

第 7章
国の FXレートの操作

7-60



ノート:

CbCR FXレートのための個別のレート入力フォームはありません。FXレート
単一期間と FXレート全年で入力されたレートが CbCRにも使用されます。

• 詳細は、次のビデオを参照してください:  Tax Reporting Cloudでの外貨換算レート
の構成

FXレート単一期間
「FXレート単一期間」画面では、選択した基本または親エンティティで指定期間中に使用さ
れるすべての通貨の平均 FXレートと期末 FXレートを入力できます。
単一期間の FXレートを入力するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「データの入力」画面で、「税金管理」を展開し、「FXレート単一期間」をクリックしま
す。
 

 

3. 「編集」アイコン をクリックして、POVを選択します。
• 期間(この期間で必要となる通貨を入力することになります)

• 年
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• シナリオ
• エンティティ (基本または親エンティティ )

4. アプリケーション通貨の列をクリックします。フォームにアプリケーションで使
用できるすべての通貨が表示されます。

5. 必要な通貨を含む行を選択し、平均レートと期末レートの値を小数の割合(1.00
や.98など)として入力します。

6. オプション: この期間に使用する通貨ごとに同じステップを繰り返します。
7. 「保存」をクリックします。
結果はすべてのキューブで自動的に更新されます。

FXレート全年
「FXレート全年」画面では、選択した通貨および POVの 1年間の平均 FXレートと期
末 FXレートを期間ごとにアプリケーションに入力できます。
アプリケーションで使用できるすべての通貨が表示されます。基本または親エンティ
ティを選択すると、それに対応する通貨に固有のレートを追加できるようになります。
アプリケーションでは、1つの通貨が複数のエンティティに対応付けられている場合が
あります。たとえば、CADは、モントリオール、トロントおよびバンクーバーに対応
します。
1年間の FXレートを入力するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「データの入力」画面で、「税金管理」を展開し、「FXレート全年」をクリックしま
す。
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3. 「編集」アイコン をクリックして、通貨および POVを選択します。
• 通貨 - 1年間の各期間の通貨を選択します。
• 年
• シナリオ
• エンティティ (基本または親エンティティ )

4. 選択したエンティティに対応する通貨を含む行を選択します。
5. 選択した期間の下で、平均レートと期末レートの値を入力します。レートは小数の割合で
表されます。たとえば、1.00や.98のようになります。

6. オプション: このアプリケーションで使用する通貨ごとに同じステップを繰り返します。
7. 「保存」をクリックします。
結果はすべてのキューブで自動的に更新されます。

FXレートの確認
この読取り専用フォーマットを使用すると、Tax Reportingアプリケーションの外国為替(FX)
レートを確認できます。値は小数点形式で表示されます。
アプリケーションで使用される各通貨に対して、期間ごとに次のレートが表示されます。
• FXレート - 期首
• FXレート - 期末
• FXレート - 平均
いずれかのレートを変更する場合は、「ライブラリ」または「構成」ページから FXレート画
面に移動する必要があります。
 

第 7章
国の FXレートの操作

7-63



 
FXレートを表示するには:

1. 次のいずれかのオプションを選択して、FXレート画面を表示します。
• ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「パッケージ」、「FXレート」
の順に選択します。

• ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「フォーム」、「税金管理」、
「FXレート確認」の順に選択します。

2. オプション: いずれかのレートを変更するには、次のいずれかの場所に移動しま
す。
• ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「税金管理」を選択して、

FXレート・フォームのいずれかを直接開きます。
• ホーム・ページで、「アプリケーション」を選択し、次に「構成」、「為替レー
ト」の順に選択します。このオプションを使用すると、「FXレート単一期間」
フォームが開きます。

NIBT FXオーバーライド・レートの入力
NIBTに適用される平均 FXレートをオーバーライドすると、必要に応じて連結システ
ムで換算された NIBTとの突合せを有効にできます。NIBT FXレートは、Consolキュ
ーブにのみ入力できます。
NIBTオーバーライド・レートと平均レート* NIBTとの差異は、現在の引当金と、連結
および法定有効税率調整の永久差異として分類されます。
NIBTオーバーライドが機能するように、次の両方のカスタム属性を勘定科目ディメン
ションで定義する必要があります。
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• TRCS_NIBTオーバーライド・レート勘定科目 -- ユーザーは、このカスタム属性を使用し
て、レート勘定科目を TRCS_NIBT Adjusted階層のベースに割り当てることができま
す。これは、TRCS_NIBT Override Rate Accounts階層の下で作成されたメンバーを自
動的に同期する、メンバー主導のカスタム属性です。
そのままの状態で、TRCS_NIBT Override Rate Accountsの下に NIBTオーバーライド・
レート勘定科目が 1つ作成されます。

• NIBT FXオーバーライド差異勘定科目 -- ユーザーは、このカスタム属性を使用して、FX
差異(つまり、NIBTオーバーライド・レートと FX平均レートの差額)を転記する永久差異
勘定科目を指定できます。これは、NIBT FXオーバーライド勘定科目カスタム属性が指定
されているメンバー(つまり、TRCS_NIBT Adjustedのベース)に指定する必要がありま
す。
これは、TRCS_PERMGSTOTALおよび TRCS_PERMSTTOTAL階層の下で作成された
メンバーを自動的に同期する、階層主導のカスタム属性です。
FXオーバーライド差異は、換算通貨で転記されます。

すべてのレポートおよび選択したデータ・フォームでは、次のように異なる通貨でデータを
表示できます。
• エンティティ通貨(現地通貨)

• レポート通貨
NIBT FXレートを構成するには:

1. ナビゲータで「ディメンション」、「勘定科目」の順に選択します。
2. 「TRCS_TaxAccounts」、「TRCS_NIBTLS」、「TRCS_NIBTAdjusted」の順に展開しま
す。これらは事前シード済のメンバーです。
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3. 「アクション」ツールバーで、「編集」 をクリックし、「メンバーの編集」画面
で「属性値」をクリックします。

4. NIBT FXオーバーライド勘定科目および NIBT FXオーバーライド差異勘定科目
で、指定したレートで換算が正しく実行されるように、各勘定科目タイプから 1つ
選択してから、「追加」、「保存」の順にクリックします。
各差異勘定科目は一意である必要があり、そうでない場合は、もう 1つの差異勘定
科目は上書きされます。たとえば、同じオーバーライド勘定科目を使用できます
が、構成で固有の差異勘定科目を選択する必要があります。

ノート:

差異勘定科目に自動化された税金または調整を転記しないでください。

 

 

5. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、「フォーム」で、「税金管理」を展開
して、「NIBT FXレート・オーバーライド」を選択します。
画面にシナリオ、年およびエンティティ (基本または親)が表示され、レート勘定科
目(NIBTオーバーライド・レート)と使用可能なすべての入力通貨が表示されます。
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6. 「エンティティ通貨」に、選択した期間の NIBTオーバーライド・レートを入力し、「保
存」をクリックします。

7. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」、「現在の引当金」の順に選択し、フォ
ームを開きます。

8. 「POV」を「エンティティ通貨」に設定して、NIBTの通貨データの値を表示し、「アクシ
ョン」から、「連結」を選択します。
永久差異(GAAPと法定)または永久差異(法定と税金)で、選択したメンバーを使用して、
換算通貨の差異を転記します。「エンティティ通貨」で差異を表示できないため、換算通
貨を選択して、結果を表示する必要があります。

9. 「編集」で、レポート通貨を選択します。
10.「アクション」で、「換算」を選択します。

NIBTオーバーライド・レートを使用して、値が換算されます。
11.「現在の引当金」レポートで結果を確認します。

加重平均機能の有効化
「FXレート計算済加重平均」フォームは、アプリケーションの作成時または後から有効化し
たときに作成されます。機能を有効化するには、Oracle Tax Reporting Cloudの管理ガイドの
次の手順を参照してください。
• 新規アプリケーションの作成
• アプリケーションの機能の有効化
機能を有効化すると、「為替レート」の「TRCS_Weighted Average Rates」の勘定科目ディメン
ションに、次のものが作成されます。
• TRCS_Weighted Average FX Rate Calc
• TRCS_Weighted Average FX Rate Override
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• TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc
• TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override
• TRCS_TotalTaxExpenseNIBT
ライブラリで「FXレート計算済加重平均」および TRCS_NIBT FXレート・オーバー
ライド - WARフォームを使用できます。
NIBT勘定科目の優先順位は、次のように最低の優先度から最高の優先度に向かいま
す。
表 7-9 FXレートの優先順位

優先度 FXレートのタイプ
最低の優先度 グローバル平均 FXレート

エンティティ平均 FXレート
計算済加重平均 FXレート - 税金費用
加重平均 FXレート・オーバーライド - 税金費用
NIBT FXレート・オーバーライド - NIBT税金勘定科
目のみ
NIBTに対する計算済加重平均 FXレート
NIBTに対する加重平均 FXレート・オーバーライド -
ユーザー入力による

最高の優先度 履歴金額/レート・オーバーライド - 税金/帳簿勘定科目
のみ
勘定科目/DS/増減/MG/製品別の履歴金額/レート・オー
バーライド

次のトピックを参照してください:

• NIBT勘定科目に対する加重平均 FXレート・オーバーライドの計算.

• その他税金および帳簿勘定科目に対する加重平均 FXレート・オーバーライドの計
算.

NIBT勘定科目に対する加重平均 FXレート・オーバーライ
ドの計算

このオプションを使用すると、NIBT勘定科目のために特別に加重平均 FXレートを計
算できます。入力通貨に対して NIBT換算金額を入力すると、加重平均 FXレートが計
算されます。NIBTに対して計算された加重平均レートは、TRCS_NIBT税金勘定科目
にのみ適用されます。計算済加重平均 FXはオーバーライドできます
NIBT FXレートは、Consolキューブにのみ入力できます。NIBT FXオーバーライド・
レートを構成する必要があります。構成しないと、NIBT WARは適用されません。
NIBTオーバーライド・レートと平均レート* NIBTとの差異は、現在の引当金と、連結
および法定有効税率調整の永久差異として分類されます。
NIBT勘定科目専用の加重平均 FXレートを計算するには:

1. ホーム・ページで「ナビゲータ」アイコン をクリックし、「作成および管理」
で「ディメンション」を選択します。
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2. 「ディメンション」タブで、「勘定科目」ディメンションを選択し、「TRCS_TaxAccounts」
を展開してメンバー「TRCS_NIBT」を選択します。
 

 

3. 「アクション」ツールバーで、「編集」 をクリックして「メンバーの編集」画面を開
き、「属性値」をクリックします。

4. 「属性値」タブで、次の属性を選択し、「追加」、「保存」の順にクリックします:

• NIBT FXオーバーライド勘定科目
• NIBT FXオーバーライド差異勘定科目

ノート:

「エンティティ通貨」の「データなし」は、換算金額の差異計算に使用され
るため、差異勘定科目である必要があります。

5. ホーム・ページで、「ライブラリ」、「フォーム」、「税金管理」、TRCS_NIBT FXレート・
オーバーライド - WARフォームの順に選択します。

6. TRCS_NIBT FXレート・オーバーライド - WARフォームで、POVを選択します。
「NIBT」の下にある「エンティティ通貨」は、連結後の「現在の引当金」レポートの NIBT
ソースから取得されます。
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ノート:

「エンティティ通貨」に表示される金額は、POVで選択したそれぞれの
通貨の下にも表示されます。たとえば、エンティティが CAD通貨を使用
するモントリオールにあり、CADに対して同じ金額が表示される場合、
計算済加重平均 FXレートは 1として表示されます。入力したその他の
通貨には、その通貨の計算済加重平均 FXレートが表示されます

7. オプション: 換算金額をぞれぞれの通貨(USDや EURなど)にロードします。
 

 

8. NIBT加重平均 FXレート計算済列に、各通貨の導出レートが表示されます。計算
済のレートは NIBT勘定科目にのみ適用されます。

9. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」、「現在の引当金」タブの順に選
択し、レポートに対して「連結」を実行します。

10. POVを「エンティティ通貨」に設定します。
11.「現在の引当金」レポートの「合計」列に、換算値が表示されます。税引前純利益
勘定科目の下の Perm 3 - XXXXX勘定科目にはデータがないことに注意してくだ
さい。POVで、通貨をそれぞれの通貨に設定して換算値を表示できます。
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その他税金および帳簿勘定科目に対する加重平均 FXレート・
オーバーライドの計算

ソース勘定科目を選択して、税金および帳簿勘定科目に対する加重平均レートを計算します。
このレートは、タイム・バランスが「フロー」のすべての勘定科目に適用されます。
計算済加重平均 FXはオーバーライドできます。
加重平均レートは、基本および親の両方のエンティティで使用できますが、親エンティティ
の場合は、プロパティへの親データ入力を許可する必要があります。
税金および帳簿勘定科目に対する加重平均 FXレートを計算するには:

1. ホーム・ページで「ナビゲータ」アイコン をクリックし、「作成および管理」で「デ
ィメンション」を選択します。
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2. 「ディメンション」タブで、「勘定科目」ディメンションを選択し、「FCCS_Income
Statement」を展開して、加重平均 FXレートを計算するソースとして使用する勘
定科目を選択します(例: 40001)。
 

 

3. 「アクション」ツールバーで、「編集」 をクリックして「メンバーの編集」画
面を開き、「属性値」タブをクリックします。

4. 「属性値」タブで、「WARExpSrcAccount」属性を選択し、「追加」、「保存」の順
にクリックします。このアクションによって、加重平均レートの計算に使用される
予定の税金費用勘定科目がタグ付けされます。この属性を使用して、複数の帳簿勘
定科目をタグ付けできます。

5. ホーム・ページで、「ライブラリ」、「フォーム」、「税金管理」、「FXレート計算済加
重平均」フォームの順に選択します。

6. 「FXレート計算済加重平均」フォームで POVを選択します。「合計税金費用/
NIBT」の下にある「エンティティ通貨」は、連結後の「現在の引当金」レポート
から取得されます。
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ノート:

「エンティティ通貨」に表示される金額は、POVで選択したそれぞれの通貨の
下にも表示されます。たとえば、エンティティが CAD通貨を使用するモントリ
オールにあり、CADに対して同じ金額が表示される場合、計算済加重平均 FX
レートは 1として表示されます。入力したその他の通貨には、その通貨の計算
済加重平均 FXレートが表示されます

7. オプション: 換算金額をぞれぞれの通貨(USDや EURなど)にロードします。
 

 

8. 加重平均 FXレート計算済列に、各通貨の導出レートが表示されます。計算済のレートは
NIBT勘定科目にのみ適用されます。

9. ホーム・ページで、「税引当(国)」、「パッケージ」、「現在の引当金」タブの順に選択し、
レポートに対して「連結」を実行します。

10. POVを「エンティティ通貨」に設定します。
11.「現在の引当金」レポートの「合計」列に、換算値が表示されます。税引前純利益勘定科
目の下の Perm 3 - XXXXX勘定科目にはデータがないことに注意してください。POV
で、通貨をそれぞれの通貨に設定して換算値を表示できます。
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取得時換算勘定の外国為替レートおよび金額のオーバー
ライドの入力

オーバーライド・レートおよび金額を使用するために取得時換算勘定のメンバー・プ
ロパティを編集して、取得時換算帳簿勘定のレートおよび金額のオーバーライドを構
成できます。
次のように、履歴レートを必要とする勘定科目で次のオプションを使用して、現在の
期間をオーバーライドできます。
• 履歴レート・オーバーライド - 通貨換算時に、当期為替レートのかわりに履歴為替
レートを使用できます。取得時換算勘定レートのオーバーライドは、帳簿勘定科目
(損益計算書または貸借対照表の勘定科目メンバー階層内の勘定科目)での使用の
みを目的としています。

• 履歴金額オーバーライド - 通貨換算が発生しない場合に当期換算値で履歴換算金
額を使用できます。

オーバーライドのレートと金額は、Consolキューブに格納されます。取得時換算勘定
のオーバーライド・レートをロードする場合、それらは Ratesキューブではなく
Consolキューブにロードされる必要があります。
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選択した為替レート・タイプに基づいて勘定科目の履歴レートまたは金額のオーバーライド
を選択すると、勘定科目は、共有メンバーとして FCCS_Historical Accounts階層に自動的に
追加されます。FCCS_Historical Accountsの基本レベルの勘定科目は、レートの入力に使用
される「FXレート・オーバーライド」フォームに表示されます。Oracle Tax Reporting Cloud
の履歴レートは、すべての増減メンバーに適用されます。

次のビデオを参照してください:  Tax Reporting Cloudでの取得時換算勘定の外国為替
レートおよび金額のオーバーライドの構成。
履歴外国為替レートを構成するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」、「概要」、「ディメンション」の順にクリックしま
す。

2. 「勘定科目」を選択し、「メンバー・プロパティの編集」タブを選択します。
3. 「メンバー名」で、FCCS_Balance Sheetを展開し、履歴外国為替レートまたは金額を適
用する勘定科目を選択します。

4. 「為替レート・タイプ」列で、ドロップダウンから適切なレート・タイプを選択します。
• 履歴レート・オーバーライド
• 履歴金額オーバーライド
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ノート:

デフォルトでは、使用可能な列で「デフォルト・モード」が有効で、適
切な列の選択のみが表示されます。「為替レート・タイプ」列が表示され
ない場合、次のように「デフォルト・モード」を無効にしてすべてのプ
ロパティ列を表示する必要があります。
a. 任意の列ヘッダーを選択して右クリックすると、「使用可能な列」リ
ストが表示されます。

b. リストの一番下までスクロールして、「デフォルト・モード」の選択
を解除し、すべての列を追加します。

c. 「為替レート・タイプ」列を見つけ、選択を行います。

5. 「保存」、「閉じる」の順にクリックします。
6. 「アプリケーション」画面の「ディメンション」タブで、「リフレッシュ」をクリッ
クして変更を適用します。

7. ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックし、「税金管理」を展開して、「FXレ
ート・オーバーライド」フォームを開きます。
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8. POVで、履歴レートおよび金額を追加する基本または親エンティティを選択します。
FCCS_Historical Accounts階層のすべての勘定科目が表示されます。

ノート:

データ入力に使用できるのは、選択したレートまたは金額のオーバーライドに
関連付けられた列のみです。たとえば、履歴レート・オーバーライド勘定科目
を選択すると、レート・オーバーライド列を使用できます。金額オーバーライ
ドを入力するには、履歴金額オーバーライド勘定科目を選択する必要がありま
す。

9. オプション: 履歴レート・オーバーライド勘定科目では、レート・オーバーライド列で各
期間の履歴レートを入力し、POVのエンティティの基本通貨から行の通貨に換算できま
す。比率をパーセントで入力します。たとえば、.85とします。

10. オプション: 履歴金額オーバーライドでは、金額オーバーライド列で換算値を入力し、各
期間の勘定科目に使用できます。

11.「保存」をクリックします。

ノート:

トライアンギュレーションは含まれないため、オーバーライド・レートおよび
金額の入力後、レートの計算ルールを実行する必要はありません。
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税金勘定科目の金額オーバーライドおよびレート・オーバ
ーライドの操作

関連トピック:

• 金額オーバーライドおよびレート・オーバーライドの有効化
• オーバーライド・フォームへのアクセス
• 帳簿または税金勘定科目への FXレート勘定科目の適用
• 税金勘定科目への金額またはレートのオーバーライド
• 金額とレートの FXオーバーライド移行の後の、ユーザーがカスタマイズしたアー
ティファクトの更新

Note:

次の勘定科目は、FXレート/金額オーバーライドをサポートしていません:

• TAR勘定科目(このため、換算された数値は、遅延税金スケジュールと
TARを比較したときに一致しません)

• BVT/補助勘定科目(損失/貸方の詳細/固定資産/現在の未払税)

• CbCR勘定科目
加重平均機能の有効化の FXレートの優先順位に関する表を参照してくださ
い。

金額オーバーライドおよびレート・オーバーライドの有効化
関連トピック:

• 代替変数の使用
• データの移行

代替変数の使用
この機能を有効にするには、次の代替変数を有効にする必要があります:

1. ホーム・ページに移動します。
2. 「ツール」の下で、「変数」を選択します。
3. 代替変数に切り替えて、「追加」(+アイコン)をクリックします。
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4. 次の詳細を入力して変数を追加します(Tax Reportingの管理の代替変数の作成を参照):

• キューブ: Consol

• 変数名: FxOverrideByConsolidationDimensionMembers

• 値: true

データの移行
この機能を使用するには、データ移行を実行する必要があります。「構成」カードのデータ移
行ジョブを使用して、既存の NIBT FXレート・オーバーライド/NIBT WARおよび経費WAR
データを新しい連結メンバーに移行できます。
移行タスクにより、連結ディメンション内の次の交差からデータが移行されます:

• FCCS_Entity Inputからの TRCS_NIBT Override Rate Accountsの子が FCCS_Rate
overrideへ

• FCCS_Entity Inputからの TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Overrideが
FCCS_Amount overrideへ

• FCCS_Entity Inputからの TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calcが FCCS_Rate
overrideへ

• FCCS_Entity Inputからの TRCS_Weighted Average FX Rate Overrideが FCCS_Amount
overrideへ

• FCCS_Entity Inputからの TRCS_Weighted Average FX Rate Calcが FCCS_Rate
overrideへ

データ移行を開始するには:

1. ホーム・ページに移動します。
2. 「アプリケーション」 → 「構成」を選択します。
3. Click on NIBT FXレート、NIBT WARおよび経費WARデータ移行をクリックします。
4. チェック・ボックス「NIBT FXオーバーライド・レート、NIBT WARおよび経費WAR
データを移行します」を選択します。

5. 「起動」ボタンをクリックします。データ移行はジョブとして開始され、ジョブの完了に
はデータ量に応じて時間がかかる場合があります。
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Note:

• 機能フラグが trueである場合、NIBT FXレート・オーバーライド/NIBT
WARおよび経費WARデータは移行されず、連結は失敗します。

• エンティティは、データ移行後に影響を受けません。
• 帳簿勘定科目の履歴 FX金額/レート・オーバーライド・データの移行は、
データ移行タスクでは考慮されません。このデータは手動で移行する必
要があります。
.

オーバーライド・フォームへのアクセス
このフォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページに移動します。
2. 「ライブラリ」に移動します。
3. 「税金管理」フォルダを選択します。

4. 「税金管理」フォルダの下にある「FXレート」フォルダを選択します。すべてのオ
ーバーライド・フォームがリストされます。
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帳簿または税金勘定科目への FXレート勘定科目の適用
関連トピック:

• FXレート・オーバーライド勘定科目の設定
• FXレート – グローバル勘定科目オーバーライド・フォームの操作

FXレート・オーバーライド勘定科目の設定
この機能を使用して、外国為替(FX)レート・オーバーライド勘定科目を勘定科目に割り当て
ます。これにより、FXレート・オーバーライド勘定科目に対して入力されたレートが、割り
当てられた勘定科目に適用されます。(帳簿または税金勘定科目に対して FXレート勘定科目
を構成するために作成された)カスタム属性「FXレート - グローバル・アカウント・レート・
オーバーライド」を使用すると、レート勘定科目を基本勘定科目に割り当てることができま
す。「FXレート - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド」は、メンバー・ドリ
ブン・カスタム属性であり、TRCS_FX Rates - グローバル・アカウント・レート・オーバー
ライド階層の下に作成されたメンバーを自動的に同期します。
構成例
次の例では、一時差異勘定科目の FXレート・オーバーライド勘定科目を設定する方法を示し
ます(AROなど):

1. ディメンション・ライブラリに移動します。 Tax Reportingの管理の勘定科目ディメンシ
ョンを参照してください。

2. 「勘定科目」をクリックします。
3. 「為替レート」階層を展開します。
4. 「メンバー・プロパティの編集: 勘定科目」ウィンドウが開きます。
5. TRCS_FX Rates - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド階層を選択します。
6. TRCS_FX Rates - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド階層の下に勘定科
目を作成し、FX Rate – AROと名前を付けて保存します。
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7. 一時差異勘定科目 TempST0002 (ARO)を選択して、「編集」

アイコンをクリックし、「属性値」タブを選択します。
8. 「FXレート - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド」を展開して、FX

Rate - AROを選択して保存します。

9. FX Rate ARO階層の下に作成した勘定科目が、その下にリストされて表示されま
す。それ以外の場合は、下部の
ボタンをクリックして、FXレート勘定科目のリストをリフレッシュします。

10. データベースのリフレッシュを実行します。
11. ライブラリに移動して、「税金管理」、「FXレート」フォルダの順に展開します。
12. TRCS_FX Rates - グローバル・アカウント・レート・オーバーライドフォームを
開きます。

13. 期間の FXレートを入力し、データを送信します。
14.「連結/換算」を実行すると、FXレートが TempST0002(ARO)勘定科目に適用され
ます。
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Note:

• 前述の例で FX Rate – ARO勘定科目に入力した FXレートは、TempST002勘
定科目/すべての増減(期首残高メンバー、期首残高調整メンバーおよび課税損失
期首調整を除く)の換算に使用されます。

• FXレート勘定科目は、複数の勘定科目に指定できます。FXレート勘定科目に
関連付けられるすべての勘定科目は、FXレート勘定科目に入力されたレートに
基づいて換算されます

FXレート – グローバル勘定科目オーバーライド・フォームの操作
フォームで作業するには:

1. 「FXレート」フォルダに移動します(オーバーライド・フォームへのアクセスを参照)。
2. 「FXレート - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド」を選択します。
3. 「FXレート - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド」フォームが開きます。
このフォームを使用して、シナリオ/年/期間およびエンティティ別に FXオーバーライド・
レートを入力します。

ここで、FXレート ARO勘定科目の P12期間のレートは 1.2であることがわかります。
これにより、このカスタム FXレート AROを使用するすべての勘定科目のレートは 1.2
となります。

4. 「一時差異」の下で、ARO勘定科目の換算されたデータに注意してください。次のスクリ
ーンショットでは、監査の解決(繰延のみ)が 1000、他の調整(繰延のみ)が 2000と示され
ています。
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5. ただし、レート 1.2の適用後、監査の解決(繰延のみ)は 1000 * 1.2 = 1200となり、
他の調整(繰延のみ)は 2000 * 1.2 = 2400となります。

税金勘定科目への金額またはレートのオーバーライド
この機能を使用して、増減、管轄、複数 GAAPおよびカスタム・ディメンション別に
税金勘定科目の金額オーバーライドまたはレート・オーバーライドを入力します。
FCCS_Historical Accountsの下に、次の 2つの新しい階層が作成されています:

• FCCS_Amount Override Accounts

• FCCS_Rate Override Accounts

勘定科目の為替レート・プロパティが「履歴金額オーバーライド」または「履歴レー
ト・オーバーライド」として設定されている場合は、それぞれの階層の下に勘定科目
の共有メンバーが作成されます。
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Note:

• 勘定科目が帳簿勘定科目の場合は、FCCS_Rate Override Accounts階層お
よび FCCS_Amount Override Accounts階層に共有メンバーが作成されま
す。

• 勘定科目が税金勘定科目の場合は、TRCS_Tax Rate Override Accounts
階層および TRCS_Tax Amount Override Accounts階層に共有メンバーが
作成されます。

例:

• 勘定科目に税属性(税データ・タイプ/税タイプ)が設定されている場合、その勘定科目は税
金勘定科目として扱われ、「為替レート・タイプ」が「履歴金額オーバーライド」の場合
は「TRCS_Tax Amount Override Accounts」階層の下で共有されます。

• 勘定科目が税金勘定科目ではなく、「為替レート・タイプ」が「履歴金額オーバーライド」
の場合は、「FCCS_Amount Override Accounts」階層の下で共有されます。

関連トピック: フォームの操作: FXレート - 帳簿オーバーライドおよび税金オーバーライド
フォーム

フォームの操作: FXレート - 帳簿オーバーライドおよび税金オーバーライドフ
ォーム

次のフォームを使用して、FX金額/レート・オーバーライドを入力します:

• FXレート - 帳簿オーバーライド - このフォームを使用すると、増減、データ・ソース、
直轄、複数 GAAPおよびカスタム・ディメンション別に帳簿勘定科目の FXオーバーライ
ド・レートを入力できます。

• FXレート - 税金オーバーライド - このフォームを使用すると、増減、直轄、複数 GAAP
およびカスタム・ディメンション別に税金勘定科目の FXオーバーライド・レートを入力
できます。

第 7章
国の FXレートの操作

7-85



関連項目: オーバーライド・フォームへのアクセス
例: 税金勘定科目の FXレート・オーバーライドの構成

次の例では、NIBT勘定科目について FXレート・オーバーライドを設定する方法を示
します:
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Note:

次の例では、Montreal(CAD)エンティティが米国の親エンティティにロールアップ
されることを想定しています。
1. ディメンション・ライブラリに移動します。 Tax Reportingの管理の勘定科目デ
ィメンションを参照してください。

2. TRCS_NIBT勘定科目を選択して、「編集」

アイコンをクリックします。
3. 「為替レート・タイプ」で「履歴レート・オーバーライド」を選択し、保存しま
す。

4. データベースをリフレッシュします。
5. ライブラリに移動します。
6. 「税金管理」フォルダを展開します。
7. TRCS_FX Rates - 税金オーバーライド・フォームを開きます。フォームに、

NIBT勘定科目が自動的に表示されます。
8. 期間の FXレート・オーバーライド値を入力し、データを送信します。この例で
は、「1.5」と入力します。

9. 「連結/換算」を実行すると、レートが NIBT勘定科目に適用されます。
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10.「現在の引当金」フォームを開くと、データが換算されています。次のス
クリーンショットでは、「調整」の TRCS_NIBT/エンティティ通貨は
「10000」、親通貨は 10000 * 1.5で「15000」と表示されています。

Note:

NIBT勘定科目の税引前と税金の両方のデータ・ソース・メンバーでは、同じ
FXオーバーライド・レートが使用されます。
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例: 税金勘定科目の FX金額オーバーライドの構成
次の例では、PermGS0002勘定科目について FX金額オーバーライドを設定する方法を示し
ます:
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Note:

PermGS0002はサンプルの勘定科目です。
1. ディメンション・ライブラリに移動します。 Tax Reportingの管理の勘定
科目ディメンションを参照してください。

2. PermGS0002勘定科目を選択して、「編集」

アイコンをクリックします。
3. 「為替レート・タイプ」で「履歴金額オーバーライド」を選択し、保存し
ます。

4. データベースをリフレッシュします。
5. ライブラリに移動します。
6. 「税金管理」フォルダを展開します。
7. TRCS_FX Rates - 税金オーバーライド・フォームを開きます。フォーム
に、PermGS0002勘定科目が自動的に表示されます。

8. POVの FX金額オーバーライド値を入力し、データを送信します。この
例では、「10000」と入力します。

9. 「連結/換算」を実行すると、金額が PermGS0002勘定科目に適用されま
す。
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10.「現在の引当金」フォームを開くと、データが換算されています。次のスクリー
ンショットでは、「調整」の PermGS0002/エンティティ通貨は「2000」、USD
は「10000」と表示されています。
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Note:

金額オーバーライドは、税引前入力メンバーにのみ適用されます。その他の
データ・ソース・メンバーでは、指定された FXオーバーライド金額をエン
ティティ通貨値で除算した値に基づいて計算された FXレートを使用しま
す。例:

• PermGS002、エンティティ通貨、税引前入力 → 2,000

• PermGS002、エンティティ通貨、税 → 700 (2,000 * .35)

換算時の数値は次のとおりです:

• PermGS002、USD、税引前入力 → 10,000 (指定された金額オーバーライ
ドに基づく)

• PermGS002、USD、税 → 3500 (700 * (10,000 / 2000))

金額とレートの FXオーバーライド移行の後の、ユーザーがカス
タマイズしたアーティファクトの更新

金額/レート FXオーバーライドの移行後には、いくつかの手動ステップが必要です。
これらのステップは、アプリケーションに次のいずれかの機能がすでに含まれている
場合にのみ実行する必要があります:

• NIBT FXオーバーライド・レート
• FXレート・オーバーライド(履歴オーバーライド勘定科目)

• 加重平均レート
前述の機能を使用するすべての統合について、手動ステップを完了する必要があるこ
とに注意してください。これらの統合には、次のようなものがあります:

• インポート/エクスポート(フラット・ファイルまたはデータ管理)

• Smart View (フォーム、式、アドホック・グリッド、インポート/エクスポート)

• ユーザー定義Webフォーム
• ユーザー定義レポート
関連リンク:

• 「NIBT外国為替のオーバーライド・レート」フォームの更新
• 「FXレート・オーバーライド」(履歴オーバーライド帳簿勘定科目)フォームの更新
• NIBT FXオーバーライドWARフォームの更新
• 「FXレート - 経費オーバーライド - WAR」フォームの更新

「NIBT外国為替のオーバーライド・レート」フォームの更新
「NIBT外国為替のオーバーライド・レート」では、TRCS_NIBTOverride勘定科目メ
ンバーと結合された連結ディメンション・メンバーを参照するすべての統合で、
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FCCS_Entity Inputからの連結ディメンション・メンバーを FCCS_Rate Overrideに更新し
ます。
例: ユーザーがカスタマイズしたフォームの更新
次に示す既存のディメンション・メンバー FCCS_Entity Input:

次のように FCCS_Rate_Overrideに変更します:

例: データ・ロード・ファイルの更新(.csvや.txtなど)
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「FXレート・オーバーライド」(履歴オーバーライド帳簿勘定科目)フォーム
の更新

「FXレート・オーバーライド」(履歴オーバーライド勘定科目)では、FCCS_Amount
Override勘定科目のすべての勘定科目の子孫の連結ディメンションを参照するすべて
の統合で、FCCS_Entity Inputからの連結ディメンション・メンバーを FCCS_Rate
Overrideに、FCCS_AmountOverrideからのデータ・ソース・ディメンション・メン
バーを FCCS_No Data Sourceに更新します。
FCCS_Rate Override勘定科目のすべての勘定科目の子孫については、FCCS_Entity
Inputからの連結ディメンション・メンバーを FCCS_Rate Overrideに、
FCCS_AmountOverrideからのデータ・ソース・ディメンションを FCCS_No Data
Sourceに更新します。
例: ユーザーがカスタマイズしたフォームの更新
この新機能では、増減/複数 GAAP/データ・ソース/会社間/直轄別の FX金額/レート・
オーバーライドがサポートされているため、フォームで選択できるように、これらす
べてのディメンションでカスタマイズ・フォームを更新する必要があります。

変更:

• 増減: [FCCS_Movements].[TRCS_BookClosing],[FCCS_Movements].
[TRCS_TBClosing]

• データ・ソース: ILvl0Descendants([FCCS_Total Data Source].
[FCCS_TotalInputAndAdjusted])

• 複数 GAAP: ILvl0Descendants(Multi-GAAP)
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• 会社間: ILvl0Descendants(Intercompany)

• 直轄: ILvl0Descendants(Jurisdiction) Excluding selection: [Jurisdiction].[TRCS_No
Jurisdiction],[TRCS_Total Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]

例: データ・ロード・ファイルの更新(.csvや.txtなど)

SalesBookは、履歴レート・オーバーライドを使用するように設定され、ProfitsBookは履
歴金額オーバーライドを使用するように設定されていると想定します:

NIBT FXオーバーライド WARフォームの更新
NIBT FXオーバーライドWARでは、TRCS_NIBT勘定科目の連結ディメンションを参照する
すべての統合で、FCCS_Entity Inputからの連結ディメンション・メンバーを FCCS_Amount
Overrideに、FCCS_AmountOverrideからのデータ・ソース・ディメンション・メンバーを
FCCS_No Data Sourceに更新します。
勘定科目 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calcと TRCS_NIBT Weighted Average
FX Rate Overrideについては、FCCS_Entity Inputからの連結ディメンション・メンバーを
FCCS_Rate Overrideに更新します。
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Note:

これらの更新は、加重平均レート機能がアプリケーションで有効になってい
る場合に必要となります。詳細は、加重平均機能の有効化を参照してくださ
い。

例: ユーザーがカスタマイズしたフォームの更新
既存:

変更:

例: データ・ロード・ファイルの更新(.csvや.txtなど)
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「FXレート - 経費オーバーライド - WAR」フォームの更新
「FXレート - 経費オーバーライド - WAR」では、TRCS_TotalTaxExpenseNIBT勘定科目の連
結ディメンションを参照するすべての統合で、FCCS_Entity Inputからの連結ディメンショ
ン・メンバーを FCCS_Amount Overrideに、FCCS_AmountOverrideからのデータ・ソー
ス・ディメンション・メンバーを FCCS_No Data Sourceに更新します。
勘定科目 TRCS_Weighted Average FX Rate Calcと TRCS_Weighted Average FX Rate
Overrideについては、FCCS_Entity Inputからの連結ディメンション・メンバーを
FCCS_Rate Overrideに更新します。

Note:

これらの更新は、加重平均レート機能がアプリケーションで有効になっている場合
に必要となります。詳細は、加重平均機能の有効化を参照してください。

例: ユーザーがカスタマイズしたフォームの更新
既存:

変更:
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例: データ・ロード・ファイルの更新(.csvや.txtなど)

RTA (申告額の未払処理調整)の操作
Tax Reportingでは、前年度の引当金額を調整できます。税引当は、自動的にフォーム
に移入されます。申告データは、手動で入力するか、アプリケーションにロードでき
ます。
システムでは、期間 13または P13 (RTA)で申告額の未払処理調整が処理されます。ア
プリケーションは、複数年の分析と、現在の期間への調整の転記に対応しています。
入力スケジュールに対するデータ変更は、法人税の現在の期間の引当金に必要な申告
額の未払処理調整を決定するために、連結によって追跡される必要があります(当期引
当金や繰延引当金など)。計算された金額は、追加引当金項目として RTA自動化で構成
されたターゲット会計年度と宛先期間の当期引当金に取得され、一時差異フォームに
も取得されます(この場合、システムのデフォルトでは、すべての申告額の未払処理調
整が繰延税金費用にのみ影響すると仮定されます)。設定の詳細は、RTA自動化ルール
の定義を参照してください。

ノート:

RTA金額に前年度レートを使用する場合、RTA金額への前年度レートの適用
を参照してください

申告額の未払処理調整は、エンティティに応じて異なる四半期中に計算および計上で
きます。たとえば、カレンダ年中に、カナダのエンティティでは Q3で調整を計上し、
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アメリカのエンティティでは Q4で計上できます。つまり、システムは、ユーザーがデータを
移入し、RTA自動化を使用して宛先期間と会計年度を設定し、調整が転記される RTA期間お
よび年とターゲット期間および年の両方を連結した場合のみ申告額の未払処理調整の差異を
計算するよう設定されます。
 

 
フォームには、次のロールフォワード・メンバーが含まれます。
表 7-10 国の一時差異

カテゴリ サブカテゴリ 説明
P12 自動 POVに指定された年度の引当金

からの自動金額。
調整 POVに指定された年度の引当金

からの手動入力金額。
合計 「自動」と「調整」の合計。(合計

引当金)

RTA 自動 POVに指定された年度の申告か
らの自動金額。

調整 POVに指定された年度の申告か
らの手動入力金額。

合計 申告からの「自動」と「調整」の
合計。(合計申告額)

RTA RTA差異 合計引当金と合計申告額の差異
計算されると、当期引当金に取得される金額は、当期の申告書/申告上の当期の税額という勘
定科目の金額となります。一時差異の差異は、申告額の未払処理調整における一時差異ロー
ルフォワードの列に対して計算されると、自動的に取得されます。
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調整を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「RTA」を選択します。
2. 必要に応じて勘定科目残高に調整金額を入力します。
3. 「保存」をクリックします。
4. フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから「起動」をクリックします。

RTA自動化ルールの定義
申告額の未払処理調整(RTA)では、前年の引当金と提出した申告書の間の差異が計算さ
れます。
「RTA自動化」画面を使用して、RTA調整をコピーするためのルールを定義します。
RTA残高をコピーするために、ソースおよび宛先のシナリオ・メンバーとレポート標
準メンバーを入力します。

ノート:

RTA自動化ルールを定義するには、管理者またはパワー・ユーザーのセキュ
リティ権限を持っている必要があります。

デフォルトでは、申告額の未払処理調整(RTA)の金額は、今年度の税率を使用して計算
されます。RTA金額に前年度レートを使用する場合、RTA金額への前年度レートの適
用を参照してください。
作業を開始する前に、調整を転記するため、次のタスクを実行する必要があります。
• 申告年度の RTAフォームを完成する必要があります。
• 申告年度の RTA期間を連結する必要があります。RTA (申告額の未払処理調整)の
操作を参照してください。

• 申告年度の RTA期間について、データ・ステータスが「OK」である必要がありま
す。

RTA自動化ルールを定義するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」を選択し、「構成」をクリックします。
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2. 「RTA自動化」を選択します。
 

 

3. オプション: をクリックし、RTA自動化が構成されている POVを変更して、「適用」
をクリックします。
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4. 転記期間のドロップダウンで、申告調整を転記する期間を選択します。
5. 申告年度 1、申告年度 2および申告年度 3のドロップダウンで、調整の控除元とな
る前の申告年度を選択します。
申告調整は、最大 3年前まで同じターゲット引当年度に転記できます。申告年度
1、2、3を使用して、調整の控除元となる前の申告年度を指定します。たとえば、
FY14および FY15から FY16の P10に申告調整を転記できます。

6. 「保存」をクリックします。
7. RTA自動化を変更したすべてのシナリオ、年、エンティティおよび期間を連結し
ます。

RTA金額への前年度レートの適用
デフォルトでは、申告額の未払処理調整(RTA)の金額は、今年度の税率を使用して計算
されます。RTA金額に対して前年度の税率を使用する場合、増減ディメンションで"
ApplyTaxReturnRate "という属性を設定できます。

ノート:

システムでは、期間 13または P13 (RTA)で申告額の未払処理調整が処理され
ます。

RTA計算に前年度レートを使用するには:

1. ホーム・ページから、「ナビゲータ」アイコン をクリックします。
2. 「作成および管理」で、「ディメンション」を選択し、次に「増減」を選択します。
3. 「FCCS_Movements」の下で「FCCS_ClosingBalance」を展開し、
「TRCS_RTADO」(申告額の未払処理調整(繰延のみ))に移動します。
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4. 「アクション」で「編集」を選択し、「属性値」タブを選択します。
5. 「使用可能な属性値」の下で、「RTA Prior Year Rate」を展開した後、ApplyTaxReturnRate
を選択します。「追加」をクリックして「割り当てられた属性値」に移動します。

6. 「ディメンション」タブで、「データベースのリフレッシュ」アイコンをクリックします

ノート:

RTA調整を転記するため、RTA自動化ルールを設定する必要があります。RTA
自動化ルールの定義を参照してください。

税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作

システムでは、期首および期末の一般会計の残高が、税金勘定ロールフォワードとシステム
計算による引当金にロードされます。
初期状態の「TAR」フォームでは、当期および繰延法人税費用、繰延税金資産/負債、DTNR
(IFRSのみ)、当期未払税/未収税および資本勘定科目の詳細が提供されます。支払や払戻の金
額をインポートまたは入力し、リンクされたフォームの使用を通じて必要に応じて勘定科目
残高に調整を入力できます。
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ノート:

追加の一般会計の勘定科目列または増減の詳細が必要な場合は、カスタマイ
ズした TARフォームを作成できます。参照

TARフォームのデータは、税金仕訳入力の準備に使用します。必要に応じて、一般会
計の勘定科目にそれを定期的に照合する必要があります。列見出し を展開すると、
すべてのカテゴリが表示されます。

調整を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「TAR」を選択します。
2. 支払や払戻の金額をインポートまたは入力し、必要に応じて勘定科目残高に調整を
入力します。

3. 「保存」をクリックします。
4. 次の項目を確認します。

• 期末残高(期首残高とすべてのアクティビティに 基づく)

• 帳簿上の期末残高(一般会計、ERPまたは連結アプリケーション)Tax Reporting
の管理のカスタム・マッピングの生成を参照してください

• 差異(JE)

5. フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから「起動」をクリックします。
 

 

6. 差異に対して Oracle Smart View for Officeに仕訳入力を生成します。
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表 7-11 税金勘定科目ロールフォワード

カテゴリ 説明
当期費用 当期引当金で計算された国の当期法人税額。
繰延費用 繰延引当金で計算された国の繰延法人税額。
合計引当金 当期費用と繰延費用の合計。
非流動資産 非流動資産に分類される国の繰延税金額。
非流動負債 非流動負債に分類される国の繰延税金額。
非流動評価引当金 非流動評価引当金に分類される国の繰延税金額。
出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変更に起因する期

首残高の差異です。
出資比率 - 今年度 この金額は、親への出資比率の変更に起因する期

首残高の差異です。
出資比率増減合計 この金額は、現行税額に対する出資比率の増減合

計です。
合計繰延税金 国の流動資産/負債、非流動資産/負債および非流動

評価引当金の合計。
未払法人税 法人税引当金を計算する必要のある地域(米国の州

など)を指定します。
未収法人税 国の当期未収税金。金額は、税金勘定ロールフォ

ワードの組替勘定科目を使用して手動で転記しま
す。支払や払戻は手動で入力します。

長期未払税 長期未払の国税。金額は、税金勘定ロールフォワ
ードの組替勘定科目を使用して手動で転記しま
す。支払や払戻は手動で入力します。

純(未払)未収税 未払/未収の国税合計。
取得合計 資産と負債の取得および関連一時差異による結果

としての取得の合計。詳細金額は一時差異フォー
ムの取得詳細から得られます。

処分合計 資産と負債の処分および関連一時差異による結果
としての処分の合計。詳細金額は一時差異フォー
ムの処分詳細から得られます。

貸借対照表合計 取得と処分の合計は貸借対照表合計の下に表示さ
れます。

資本調整 非引当金調整と繰延税金ロールフォワードに基づ
く国の資本トランザクション。これらの金額は、
繰延税金ロールフォワードから自動取得されま
す。

資本調整合計 国および地域の資本調整合計。
TAR勘定科目 相殺後ゼロ

現在の未払税フォームの操作
「現在の未払税」フォームでは、各年の引当金の詳細を取得し、それらが支払や払戻、または
RTAなどの調整によって清算されているかどうかを確認できます。現在の未払税分析では、
7年前までの期末残高を取得でき、それらを合算すると、「TAR」の期末残高と一致します。
フォームに新しい年を追加すると、7年前以前の年が履歴年の合計に合算されます。
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次の 3つの「現在の未払税」フォームがあります:

• 現在の未払税
• 現在の未払税自動
• 現在の未払税詳細
「現在の未払税」フォームはデフォルトで使用可能であることに注意してください(現在
の未払税(国)フォームの入力を参照)。ただし、「現在の未払税自動」および「現在の未
払税詳細」フォームを使用する場合は、自動化機能を有効にする必要があります。詳
細は、現在の未払税自動および詳細フォームの管理を参照してください。

現在の未払税(国)フォームの入力
「現在の未払税」フォームは GAAPと IFRSの両方のレポート標準で使用できます。
現在の未払税の前年度の期末残高データは今年度の期首残高になります。次の見出し
の列に必要な詳細を追加できます。
• 今年度損益計算書課税額
• 今年度 OCI/資本
• 支払
• 払戻
• 支払と払戻の合計
• RTA (損益計算書)

• 異動
• 外国為替 - 期首残高
• 外国為替 - 今年度
• 現在の未払の外国為替(複数通貨アプリケーションでのみ使用可能)

• 出資比率
• 出資比率 - 期首残高
• 出資比率 - 今年度
• 未払期末残高
「現在の未払税」フォームに詳細を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「TAR」を選択します。
2. 「現在の未払税」タブを選択します。
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3. オプション: 必要に応じて、POVを変更します。
新しい年を開始する場合は、POVにその年を選択してください。既存の「現在の年」の
データは現在の年 - 1に移動され、前の現在の年 - 6のデータは履歴年の合計値に合算さ
れることに留意してください。
POVで選択した年に基づいて、起算年に、実際の会計年(FY17、FY18、FY19など)が表
示されます。

4. 次の列のいずれかに金額の詳細を入力します。
• 今年度損益計算書課税額
• 今年度 OCI/資本
• 支払
• 払戻
• 支払と払戻の合計
• RTA (損益計算書)

• 異動
• 外国為替 - 期首残高
• 外国為替 - 今年度
• 出資比率
• 出資比率 - 期首残高
• 出資比率 - 今年度
• 現在の未払の外国為替(複数通貨アプリケーションでのみ使用可能)

5. 「アクション」で、「連結」をクリックします。
6. 未払期末残高で結果を確認します。
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現在の未払税自動および詳細フォームの管理
税金自動化の有効化
現在の未払税自動化は、次の 2つの方法で有効にできます:

1. アプリケーションの作成中に「現在の未払税自動化」の横にある「有効化」チェッ
ク・ボックスを選択します。

2. アプリケーションを作成した後、「Tax Reporting – 機能を使用可能にする」画面
に移動します。「現在の未払税自動化」を選択し、「有効化」をクリックします。

自動化フォームへのアクセス
「現在の未払税自動化」フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「TAR」を選択します。
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2. 「現在の未払税自動」タブを選択します。

「現在の未払税」フォームは、支払、払戻などの取得に使用されるデータ入力フォームで
す。データを現在の引当金から現在の未払税に移動する場合は、データを手動で入力する
必要があります。単一の交差の場合は問題ありませんが、すべての年月(つまり、P1から
P12まで)の場合は、データを手動で入力するには大変な労力が必要です。そのような場
合は、「現在の未払税自動」機能を使用できます。
これは「現在の未払税」フォームに似ていますが、追加の 3つの列があります。次の 3
つの増減メンバーに対して自動化が実行されます:

• CYPL課税額自動
• CY OCI /自動資本
• RTA (P/L)自動
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Note:

• 支払および払戻に対して、自動化機能は適用できません。
• TRCS_OriginationYearsには現在年から 20年前までのメンバーが表
示されるため、TRCS_OriginationYearsのメンバーを共有メンバーと
して使用して、「現在の未払税自動」フォームに新しい行を追加でき
ます。

データが取得された場所からこれらの自動化列にソース勘定科目を指定するには、
マッピングを作成する必要があることに注意してください。Tax Reportingの管理
の現在の未払税自動化のマッピングの作成を参照してください。

3. 「現在の未払税詳細」タブを選択して、「詳細」フォームにアクセスします。「現在
の未払税詳細」フォームから、特定の年の払戻または支払の詳細を追跡できること
に注意してください。このフォームには定期的にデータを入力できます。
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Note:

• 「現在の未払税詳細」フォームで列の順序を変更したり、列を追加する場合は、
Tax Reportingの管理の「現在の未払税詳細」フォームの管理を参照してくださ
い。

• このフォームで作業をしない場合は、このフォームを手動で非表示にすること
もできます。そのためには、フォームを使用しないで、新しいナビゲーション・
フローを作成し、新しいカードを作成する必要があります。

税金勘定科目ロールフォワード(TAR)のカスタマイズ
一般会計の勘定科目構造が Tax Reportingの初期状態の勘定科目と異なる場合は、TAR自動化
レポートに列を追加し、その列にデータをマップできるカスタマイズされた TAR自動化レポ
ートを構成できるようになりました。
TAR自動化レポートには、初期状態の TARレポートで使用可能なすべての列および行が含ま
れていますが、次のようにレポートをカスタマイズすることもできます。
• 会社の一般会計勘定体系と一致するように、追加の G/L勘定科目を追加します。
• 各増減合計の複合詳細を分類するために、追加の増減メンバー行を追加します。
特定の POVのマッピングがユーザーによって定義されている場合、そのマッピングは連結に
考慮されます。マッピングがカスタマイズされていない場合は、デフォルトのマッピングが
使用されます。
TAR自動化レポートのカスタマイズについては、TAR自動化の構成を参照してください。

法定および連結有効税率の操作
Tax Reportingでは、国の(法定)レートおよび連結レートで自動的に有効税率(ETR)照合が計算
されます。
法定および連結レート照合フォームでは、税引前および税効果ベースで次の項目が取得され
ます。
• 税引前純利益
• 永久差異(GAAPと法定)

• 永久差異(法定と税金)

• 合計永久差異
• 合計控除可能税金 CETR

• 特別控除
• 今年度合計税額控除
• 評価引当金の変更
• 外国税率差異
• 追加の当期引当金 - ソース
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• 追加の当期引当金 - 手動
• 追加の合計引当金 - 当期から
• 申告額の未払処理調整
• 監査決済調整
• 他の調整(繰延のみ)

• 移転(繰延のみ)

• 前年度調整(繰延のみ)

• 偶発引当金(繰延のみ)

• 税率変更 - 合計
• 繰延税金のオーバーライド・レートの調整
• DTNR今年度損益計算書
• DTNR今年度合計損益計算書
• 繰延税金費用合計

連結レート照合は、グローバル法定税率から開始され、前述のカテゴリを使用してエ
ンティティの税率に照合されます。法定レート照合の計算は、連結レート照合と同様
ですが、開始点がエンティティの法定税率に基づいているため、外国レート差異はあ
りません。
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レート照合では、調整された税引前純利益のパーセンテージとして項目の照合による税効果
が自動的に計算されます。システムでは、前述の各照合項目詳細の最下位レベルにドリルダ
ウンし、入力された情報のレベルに応じて有効税率全体に対する各項目のコントリビューシ
ョンを表示できます。
外国レート差異は、連結税率と法定税率の間の差異を取得して、それを税引前純利益(調整
済)、GAAPと法定の永久差異、および法定と税金の永久差異に掛けることで計算されます。

連結有効税率の入力
適切な連結法人税率を入力して、連結有効税率照合を作成する必要があります。
連結有効税率を入力するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順に選択してから、「連結税率」フォ
ームを選択します。

2. オプション: 「メンバーの編集」 をクリックし、シナリオ、年、期間およびエンティ
ティ・ディメンションのメンバーを選択して視点を設定します。

3. 各タイプの連結税率を入力します。
パーセンテージの税率を小数点形式で入力し、[Enter]を押します。たとえば、.05を入力
すると、5%と表示されます。

4. 「保存」をクリックします。

IFRSレポートを使用した法定および連結有効税率の
操作
連結 ETR IFRSの概要ダッシュボード

連結 ETR IFRSの概要ダッシュボードには、次の棒グラフの結果が表示されます。
• エンティティ別連結 ETR IFRS前年同期比
• エンティティ別外国レート差異 IFRS前年同期比
概要ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」をクリックし、次に ETR IFRSをクリックします。
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2. 「概要」タブで、各ダッシュボードを確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、地域合計などの最上位レベル・エンティ
ティをクリックします。使用可能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続
けます。

IFRSレポートを使用した連結有効税率の操作
Tax Reportingでは、IFRSレポート標準に基づいて有効税率(ETR)照合が計算されま
す。「連結 ETR IFRS」フォームでは、税引前の金額、税金およびパーセンテージが示
され、国と地域の両方の連結税率が適用されます。この税率はグローバル・レートで
す。

ノート:

連結 ETR IFRS率フォームと「エンティティ別連結税率 IFRS」フォームを表
示して、エンティティ CETR率を使用して計算された勘定科目を表示するに
は、アプリケーションに対して IFRS機能を有効にする必要があります。
IFRS機能を有効にするには、Tax Reportingの管理ガイドの次の手順を参照
してください:

• 新規アプリケーションの作成.

• アプリケーションの機能の有効化.

開始する前に、国および地域の連結税率を入力する必要があります。税金は、それぞ
れ国と地域の NIBTの連結税率に基づいて計算されます。追加引当金項目や繰延税金
などの残額は、国の当期引当金や繰延引当金によって充当されます。
計算では次の式が使用されます。
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表 7-12 CETR IFRSの式

計算 式 例
国の税率差異 法定住所の今年度の率 * (調整済 NIBT)

- 国の連結 ETR IFRS率 * (調整済
NIBT)

.40(207040)
- .40(207040)=82816-82816=0

地域の税率差異
各地域エンティテ
ィの税率

地域の税率差異 = (((税引前純利益
Entity1)* 今年度の配賦率))*管轄の今年
度の率) + (((税引前純利益 Entity2)* 今
年度の配賦率))*管轄の今年度の率)- 地
域の連結 ETR IFRS率 * (税引前純利益)

地域の税率差異 =
(((517600)*.05))*.10)+
(((517600)*.05))*.10)-.05*(517600)
地域の税率差異 = ((25880)*.10)+
(25880 *.10)) - .05*517600
地域の税率差異 = (2588 + 2588) -
25880 = -207400

NIBTの CETR IFRS
%

税効果 IFRS (国および地域の合計) / 税
引前調整済 NIBT (国全体)

23155/517600=0.4485=44.85%
232920/517600=45%

連結 ETR税率 IFRSレポートを表示するには:

1. 国と地域の連結税率を設定します。
a. ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックし、次に「構成」をクリックし
ます。

b. 「構成」ページで、「連結税率」をクリックし、「連結税率 IFRS」タブを選択します。
 

 

c. 国と地域の税率を入力し、「保存」をクリックします。率は小数で入力してください。
たとえば、100の場合は「1」と入力し、50%の場合は「.5」と入力します。これら
の率は GAAP率のパーセンテージと一致する必要はありません。
これらの率は税引前純利益(NIBT)にのみ適用されます。
その他のフィールドはデータの変動のみを表します。

d. 「保存」をクリックして合計連結税率を移入し、「閉じる」をクリックします。
2. ホーム・ページで、「税引当(国)」をクリックし、次に ETR IFRSをクリックします。
3. 「連結 ETR IFRS」タブをクリックします。次の列が表示されます。

• 税引前 - 国全体
• 税効果 IFRS - 国全体
• 税効果 IFRS - 地域全体
• 税効果 IFRS - 国および地域の合計
• 連結 ETR IFRSパーセンテージ - 管轄なし
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4. オプション: 「編集」アイコン をクリックし、POVを選択します。
5. 「アクション」、「連結」の順に選択します。
6. 計算を実行するディメンションを入力します。ディメンションはデフォルトでは
現在の POVになりますが、変更可能です。

連結税率 IFRSの入力
IFRSの連結税率を入力し、国レベルまたは地域レベルでこの税率を適用します。この
オプションは、単一通貨および複数通貨の両方に適用されます。

ノート:

このタスクを実行する前にアプリケーションの IFRS機能を有効にする必要
があります。Tax Reportingの管理ガイドの次の手順を参照してください:

• 新規アプリケーションの作成.

• アプリケーションの機能の有効化.

連結 ETR IFRS税率を入力にするには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」、 「構成」の順にクリックします。
2. 「構成」画面で「連結税率」を選択して、「連結税率」フォームを表示します。
3. 「連結税率 IFRS」タブを選択します。
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4. エンティティを含む POVを選択します。
5. オプション: 連結税率(国)で IFRSのオーバーライド税率(国)の値を入力します。
6. オプション: 連結税率(地域)で IFRSのオーバーライド税率(地域)の値を入力します。
7. 「保存」をクリックします。

エンティティ別連結 ETR IFRS税率の上書き
選択したエンティティの連結 ETR IFRSグローバル税率をオーバーライドできます。エンテ
ィティ・レベルの税率は、国レベルまたは地域レベルに適用できます。このオプションは、
単一通貨および複数通貨の両方と密と疎の組合せの両方に適用されます。

ノート:

連結 ETR IFRS率フォームと「エンティティ別連結税率 IFRS」フォームを表示し
て、エンティティ CETR IFRS率を使用して計算された勘定科目を表示するには、
アプリケーションに対して IFRS機能を有効にする必要があります。IFRS機能を
有効にするには、Tax Reportingの管理ガイドの次の手順を参照してください:

• 新規アプリケーションの作成.

• アプリケーションの機能の有効化.

開始する前に、選択した基本レベル・エンティティの国および地域の連結税率を入力する必
要があります。税金は、それぞれ国と地域の NIBTのみの連結税率に基づいて計算されます。
追加引当金項目や繰延税金などの残額は、国の当期引当金や繰延引当金によって充当されま
す。

ノート:

エンティティにエンティティ別連結有効レートが割り当てられていない場合は、「エ
ンティティ別連結 ETR IFRS」フォームに連結後の税効果額が表示されません。「連
結 ETR IFRS」フォームには、グローバル・レートを使用して計算された金額が表
示されます。

エンティティ別連結税率 IFRSは、税率のロールオーバーを使用してある年から別の年へ、あ
るいはある期間から別の期間へコピーできます。
エンティティ別連結 ETR税率 IFRSレポートを表示するには:
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1. 特定のエンティティの連結 ETR IFRS税率を設定します:

a. ホーム・ページで「アプリケーション」、 「構成」の順にクリックします。
b. 構成ページで連結レートをクリックして、「連結税率」フォームを表示します。
c. 「エンティティ別連結税率 IFRS」タブを選択します。

 

 

d. オプション: 「編集」アイコン をクリックし、グローバル税率をオーバー
ライドする基本レベルのエンティティを含む POVを選択します。

e. 連結税率(国)と連結税率(地域)で、国と地域のオーバーライド税率の値を入力
します。率は小数で入力してください。たとえば、100の場合は「1」と入力
し、50%の場合は「.5」と入力します。
これらの率は税引前純利益(NIBT)にのみ適用されます。
その他のフィールドはデータの変動のみを表します。

f. 「保存」をクリックしてエンティティ別合計連結税率を移入し、「閉じる」をク
リックします。

2. ホーム・ページで、「税引当(国)」をクリックし、次に ETR IFRSをクリックしま
す。

3. 「エンティティ別連結 ETR IFRS」タブをクリックします。次の列が表示されます。
• 税引前 - 国全体
• エンティティ別税効果 CETR IFRS - 国全体
• エンティティ別税効果 CETR IFRS - 地域全体
• エンティティ別税効果 CETR IFRS - 国および地域の合計
• 連結 CETR IFRSパーセンテージ - 管轄なし
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4. オプション: 「編集」アイコン をクリックし、グローバル税率をオーバーライドする
エンティティを含む POVを選択します。

5. 「アクション」、「連結」の順に選択します。このフォームは、選択したエンティティの国
と地域の ETR IFRS税率を使用して計算されています。エンティティ別 CETR IFRS税
率は、NIBTセクションのみに適用されます。

6. 一番下の行の税額と連結 ETR IFRSの値は、「連結 ETR IFRS」フォームと「エンティテ
ィ別連結 ETR IFRS」フォームで同じである必要があります。

固定資産フォームの操作
「固定資産」フォームでは、IFRSレポート企業の固定資産に対する貸借対照表方式が提供さ
れます。
「固定資産」フォームは、有形固定資産、投資資産、オペレーティング・リースなどの固定資
産カテゴリ(BVT)の帳簿(IFRS)と課税価格をロールフォワードします。帳簿データは会計レ
コードから導出され、税金データは税務アナリストによって決定されます。これらの詳細は、
選択した期間に対してエンティティ別に取得されます。
固定資産データを Tax Reportingにロードし、計算に使用できます。補助勘定科目を Tax
Reportingまたは補足データ・マネージャに追加できます。ロードした後は、税金自動化を使
用してデータを自動化するか、補助データからデータをマップできます。Tax Reportingで
は、貸借対照表アプローチ(つまり、帳簿と税務基準の対比分析)と、帳簿上の減価償却が追加
し直されて税務上の減価償却が控除される損益計算書アプローチの両方がサポートされま
す。
「固定資産」フォームにアクセスする際には、固定資産/負債で使用する BVT (帳簿価額と課税
価格の比較)勘定科目を選択します。こうすることにより、無形資産合計などの親を選択でき
るようになり、下の行にはその子孫のみが表示されるようになります。
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「期首残高」には、必ず前年度の期末残高が移入されます。
次の各データ・ソースに値を入力します。
• 帳簿基準は、US GAAPおよび IFRSに準拠した資産の帳簿価額と修繕や減価償却
などの他の要因の調整に基づく資産の価値です。

• 税務基準は、管轄の法令に準拠した課税対象となる資産の価値で、減価償却などの
税金関連の引当金に対して調整されます。

• IRE(当初認識免除) - 入力された値は、会計原則/税法による免除に従って消去でき
ます。金額は、UK GAAPなどの会計原則に基づいて免除されます。

• 正味 BVT勘定 - これは、正味帳簿価額と課税価格(BVT)の比較で、税務基準から帳
簿基準と IREを減じて求めることができます。

換算値を表示するには:

1. 「アクション」、「換算」の順に選択します。
2. レポート通貨とその他必要なディメンション(シナリオや期間など)を入力します。
明細表では、次の換算値がすべて計算されます。
• FXレート - 期首レート、平均レートおよび期末レートの各列は期首レートで換算
されます。

• すべての変動列(「現在の年」や前の年など)は平均レートで換算されます。
• 期末残高は期末レートで換算されます。
 

 
次の項を参照してください:

• 固定資産の入力
• 固定資産での税金自動化の使用
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固定資産の入力
固定資産を入力するには:

1. ホーム・ページで、次のいずれかの方法を使用して固定資産フォームを開きます。
• 「税引当(国)」を選択し、次に「固定資産」を選択します。
• 「ライブラリ」、繰延税引当、貸借対照表方式、「固定資産」の順に選択します。
フォームへの初回アクセス時には、ユーザー変数を作成する必要がある旨のメッセージが
表示されます。

2. (初回): ホーム・ページで、「ツール」、「ユーザー変数」の順に選択し、「固定資産」フォ
ームでディメンション「勘定科目」のメンバー・セレクタ をクリックして、固定資
産/負債を選択します。
 

 

3. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「固定資産」を選択します。固定資産/
負債という親選択項目が POVの一部として表示されます。親の子孫は明細表の行に表
示されます。
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4. 固定資産ごとに、各データ・ソース(帳簿基準、税務基準および IRE)の詳細を入力
します。
表 7-13 固定資産の変動

カテゴリ 説明
期首残高 「期首残高」には、必ず前年度の期末残高が

移入されます。
データ・ロードを実行して前年度の期末残高
をロードし、今年度で連結を実行して値を取
り込みます。

期首残高調整 今年度に計上された前年度調整。
期首(再マップ) 期首残高に期首残高調整を加えたものです
現在の年 今年度の変動に対応する資産の値を入力し

ます。
前の年 前年度の変動に対応する資産の値を入力し

ます。
取得 選択した資産の取得の値を入力します。
処分 選択した資産の処分の値を入力します。
グループ構造の変更 選択した資産の移転の値を入力します。
その他 選択した資産のその他の調整を入力します。
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表 7-13 (続き) 固定資産の変動

カテゴリ 説明
外国為替 FXレートの変更合計による影響が表示され

ます。
列を展開すると、次の情報が表示されます。
• 外国為替 - 今年度 - FXレートの変更が
今年度の変動に及ぼす影響が表示され
ます。

• 外国為替 - 期首残高 - FXレートの変更
が期首(再マップ)に及ぼす影響が表示さ
れます。

ノート:

外国為替の値には、次の換算のみ
が表示されます

出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変更に起因す
る期首残高の差異です。

出資比率 - 今年度 この金額は、出資比率における親への変更に
起因する現在の年の差異です。

出資比率 この金額は、出資比率期首残高と今年度の出
資比率の合計です。

期末帳簿基準 vs税務基準 資産の期末残高が表示されます。期首(再マ
ップ)と当期変動の合計。

BVT勘定科目 これは、正味帳簿価額と課税価格("BVT")の
比較で、税務基準から帳簿基準と IREを減じ
て求めることができます。

5. 「保存」をクリックします。
6. 「連結」をクリックして結果を計算します。

固定資産での税金自動化の使用
税金自動化を使用すると、固定資産などの補足データを引当システムに自動的にコピーでき、
手動で追加する必要がなくなります。「税金自動化」フォームでルールを設定すると、連結の
実行時に値が計算されてコピーされます。変動の結果は、指定した宛先勘定科目および増減
メンバーが存在するすべてのフォームに表示されます。
税金自動化ロジックは、連結プロセスの一環として実行されます。
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ノート:

TRCS_BVTAccounts階層の下に共有勘定科目を作成した場合は、税金自動化
ルールを作成するときに親の増減をソース増減として使用できません。例:

前述の例では、税金自動化ルールはソース共有勘定科目について親ソース増減から読
み取っており、このことは推奨されません。この場合、税金自動化が機能するために
は、PPEAccount1のプライマリ・インスタンスを TRCS_BVTAccountsの下に置く必
要があります。例:

税金自動化は、国と地域のいずれの勘定科目にも設定できます。
税金自動化ルールを固定資産に適用するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「データの入力」を選択します。
2. 「フォーム」の下で、「税金管理」を展開し、適切な税金自動化フォームを選択しま
す。
表 7-14 税金自動化フォーム

税金自動化のタブの選
択

フォーム 説明

税金自動化 税金自動化
法定住所ルール 税金自動化(法定住所) グローバル税金自動化ルール(法定住所

のすべてのエンティティに適用)

法定住所地域ルール 税金自動化(法定住所地
域)

グローバル税金自動化ルール(法定住所
地域のすべてのエンティティに適用)
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表 7-14 (続き) 税金自動化フォーム

税金自動化のタブの選
択

フォーム 説明

エンティティ・ルール 税金自動化エンティテ
ィ

特定のエンティティ用の税金自動化ル
ール

エンティティ・ルール
(地域)

税金自動化エンティテ
ィ(地域)

グローバル税金自動化ルール(法定住所
に関係なくすべてのエンティティに適
用)

エンティティおよび地
域ルール(地域のみ)

税金自動化エンティテ
ィ(全地域)

特定のエンティティ用の税金自動化ル
ール(全地域に適用)

グローバル・ルール 税金自動化(グローバ
ル)

グローバル税金自動化ルール(法定住所
に関係なくすべてのエンティティに適
用)

グローバル・ルール(地
域)

税金自動化(グローバル
地域)

地域グローバル税金自動化ルール(法定
住所地域に関係なくすべてのエンティ
ティに適用)

3. 選択した税金自動化フォームで、ルール・パラメータを選択します。
a. 「無効」で、「有効」を選択したままにします。そうしないと、連結時にルールが無視
されます。

b. 「論理」で、セル内をクリックして「エンティティ」ダイアログ・ボックスをアクテ
ィブにし、ソース勘定科目とソース増減に適用する論理的方法を選択します。
• 「プル」では、ソース勘定科目とソース増減の指定のパーセンテージを取得し、そ
の値を交差に適用します。

ノート:

期首残高、期首残高調整および期首(再マップ)はプルできません。
• 「増減」では、ソース勘定科目の当期金額とソース勘定科目の前年度の最後の期間
の金額との差分を取り、その金額を宛先勘定科目に適用します。

• 圧縮 - ソース勘定科目とソース増減が交差する部分の値は、帳簿または補足スケ
ジュールからの圧縮時に、ターゲット勘定科目の一時差異の期末残高と等しくな
る必要があります。
補足スケジュールからの圧縮(固定資産など)

例 1: 固定資産:

– ソース勘定科目/増減 = -8110 (帳簿基準から有形固定資産の税務基準を差し
引いたものと今年度の増減の交差)

– ターゲット勘定科目/増減の期末残高の一時差異 = -8110

ノート:

ターゲット勘定科目についてのその他の増減が一時差異に移入さ
れる場合、期末残高がソース勘定科目/増減の値として残るように、
それらの増減は"圧縮"(減算)されます。
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– 例 2: 固定資産
* ソース勘定科目/増減 = -8110 (帳簿基準から有形固定資産の税務
基準を差し引いたものと今年度の増減の交差)

* ターゲット勘定科目の一時差異の調整済期首残高 = 1000

* ターゲット勘定科目/増減の期末残高の一時差異は-8110のままで
す。

* 期首残高調整 1000と P&L合計増減-9100の間の差異は-8110の
ままです

ソース・データが帳簿データである場合の圧縮:

– 「税金自動化」にソースまたはターゲット増減が指定されていない場
合、ソース増減はデフォルトで試算表の期末に設定され、ターゲット
増減はデフォルトで自動化(今年)に設定されます。有効なソース帳簿
勘定科目を指定する必要があります。

– 値は、自動化増減と期末残高の一時差異 = ソース帳簿勘定科目の値に
なります。

c. 「パーセンテージ」で、ソース勘定科目のパーセンテージを入力します。この
パーセンテージは小数として計算されます。たとえば、100%の場合は「1」と
入力し、50%の場合は「.5」と入力します。

d. 「ソース勘定科目」セル内をクリックし、「検索」ダイアログ・ボックスから
「ソース」を選択します。

e. 「ソース増減」セル内をクリックし、変動のソース(試算表のクローズや処分な
ど)を選択します。

f. 「ターゲット増減」で、計算された値の宛先増減を選択します。
• 自動
• 自動資本
• 他の調整 - 自動(繰延のみ)

4. 「保存」、「閉じる」の順にクリックします。

データ・ステータスおよび検証
計算ステータスの確認

各プロセス単位(シナリオ、年、エンティティ、期間)の処理ステータスを確認するに
は、データ・ステータス・フォームの「計算ステータス」タブにアクセスします。

ノート:

このフォームのデータは変更できません。

計算ステータスを確認するには:
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1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「データ・ステータス」を選択します。
2. 「計算ステータス」タブを選択します。

 

 

3. エンティティごとに、表示するエンティティが含まれる行を選択します。
4. 必要な期間(P1、P2など)の「承認ステータス」の下に、アイテムの承認ステータスが表
示されます。

5. 必要な期間(P1、P2など)の「計算ステータス」の下に、現在のステータスが表示されま
す。
• 未開始
• システムの変更
• データなし
• 影響
• OK

国の ETRの検証
当期引当金 - 繰延税金が、システムで計算された法定 ETRに等しいことを検証できます。
差異がある場合、その金額は Oracle Smart View for Officeの仕訳入力に記録される必要があ
ります。

ノート:

このフォームのデータは変更できません。

国の ETRの計算を検証するには:
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1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「データ・ステータス」
を選択します。
 

 

2. 「国の ETR」タブを選択します。
3. 税金合計(国)の結果を確認します。

• 当期引当
• 繰延税金
• 合計
• 合計有効税率 SETR

• 差異
4. 「差異」に金額が表示されている場合、Smart Viewを使用して仕訳入力を生成し、
差異を説明する必要があります。

地域の ETR計算の検証
地域の当期引当金 - 繰延税金が、システムで計算された地域の法定 ETRに等しいこと
を検証できます。
差異がある場合、その金額は Oracle Smart View for Officeの仕訳入力に記録される必
要があります。
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ノート:

このフォームのデータは変更できません。

税金合計(地域)フォームを検証するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「データ・ステータス」 を選択
します。
 

 

2. フォームで、「地域の ETR」タブを選択します。
3. 税金合計(地域)の結果を確認します。

• 当期引当
• 繰延税金
• 合計
• 合計有効税率 SETR

• 差異
4. 「差異」に金額が表示されている場合、Smart Viewを使用して仕訳入力を生成し、差異を
説明する必要があります。

税金合計(連結)の検証
連結 ETRの計算を検証できます。
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検証は自動的に生成されます(合計税金費用が、システムで計算された有効税率レポー
トと一致していることが示される必要があります)。差異がある場合、その金額は
Oracle Smart View for Officeの仕訳入力に記録される必要があります。

ノート:

このフォームのデータは変更できません。

税金合計(連結)を検証するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「データ・ステータス」
を選択します。
 

 

2. フォームで、「連結 ETR」タブを選択します。
3. 適切な列で、次の連結された結果を確認できます。

• 国全体
• 地域全体
• 連結

4. 「税金合計」カテゴリのいずれかで「差異」に金額が表示されている場合、Smart
Viewを使用して仕訳入力を生成し、差異を説明する必要があります。
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予測および予算の作成シナリオに対する期首残高の
オーバーライド

予測および予算は、現在の費用を管理して来年度の費用を予測できるようにする方法です。
アプリケーションに対して様々なシナリオ(予測、予算、What-Ifシナリオなど)を作成するこ
とによって、状況ごとに異なる条件を反映するようにシナリオをモデル化できます。
期首残高に対するシステムのデフォルトの動作では、データが書き込まれる期首残高と同じ
シナリオから期末残高を繰り越します。期首残高には、各年度の期末残高データのソースと
なる別のシナリオを指定できます。たとえば、予測、プラン、予算など、将来の予測データ
を記録する場合、レポートされる期首残高は、予測される期間の期末残高に可能なかぎり正
確な結果が反映されるように、通常は実際の最新データに基づいています
シナリオに期首残高オーバーライドを指定するには:

1. オプション: ターゲット・シナリオ(予測など)の税率および FXレートを更新します。次の
トピックを参照してください:

• 税率の入力
• 国の FXレートの操作
システム管理者またはパワー・ユーザーは、構成のコピーを使用して、実績の期首税率を
予測にプルできます。シナリオ、年および期間全体の構成のコピーを参照してください。

2. ホーム・ページで「アプリケーション」、 「構成」の順にクリックします。
3. 期首残高オーバーライドを選択して、TRCS_期首残高オーバーライド・フォームを開き
します。
 

 

4. 「年」をクリックして設定するターゲット年を選択し、「OK」をクリックします。
5. 生成するシナリオ(予算や予測など)を含む行を選択します。
6. オプション: 新しいシナリオ(What-Ifシナリオなど)を追加するには:

a. ナビゲータの「作成および管理」で、「ディメンション」を選択し、「シナリオ」ディ
メンションを選択します。使用可能なすべてのシナリオが TRCS_期首残高オーバー
ライド・フォームに表示されます。
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b. 「子の追加」 をクリックして新しいシナリオの詳細を追加し、「保存」をク
リックします。

ノート:

「BegBalを期間として含める」を選択して期首残高を含めます。
c. データベースをリフレッシュします。

7. 期首残高のソース・シナリオで、「実績」を選択して期首残高のソースとして使用
します。
ソース期間は常に固定されます(例: 期首残高と期首 FXレートの場合は P12、RTA
の場合は P13)。

8. オプション: RTAのソース・シナリオで、ソース・シナリオを選択して RTAデー
タをプルします。実績 RTAソース・シナリオが選択されていない場合、RTAはタ
ーゲット・シナリオ(例: 予測または予算シナリオ)から選択されます(そこにデータ
が定義されている場合)。

9. オプション: 期首 FXレートのソース・シナリオで、ソース・シナリオを選択して
FXレートをプルします。実績 FXレート・ソース・シナリオが選択されていない
場合、FXレートはターゲット・シナリオ(例: 予測または予算シナリオ)から選択さ
れます(そこにデータが定義されている場合)。

10.「保存」をクリックします。
11. オプション: 連結を実行する前に、必要に応じてシナリオを調整します。
12. ホーム・ページで、「税引当(国)」を選択し、次に「パッケージ」、「現在の引当金」
の順に選択します。

13.「アクション」で、「連結」を選択します。
ターゲット POVを選択することで連結の結果を表示でき、「一時差異」および「繰
延税金」フォームの「期首残高」で結果をレビューできます。
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8
地域税プロセスの操作

関連リンク:

• 当期引当金(地域)の税金自動化の使用
• 地域の当期引当金の操作
• 地域の RTA (申告額の未払処理調整)の操作
• 取得の操作: 地域
• 地域の税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
• 地域の税金勘定科目ロールフォワード(TAR)のカスタマイズ
• 地域の法定有効税率の操作

当期引当金(地域)の税金自動化の使用
サービス管理者は、ソースと宛先のメンバーを定義し、税金自動化で地域の当期引当金の開
始点が法的エンティティの財務諸表の税引前利益に等しいことを確認するために、連結プロ
セスを実行します。税金自動化ロジックは、連結プロセスの一環として実行されます。
地域の引当金プロセスは、税金自動化に依存して NIBT、永久差異および一時差異の自動金額
を移入する点で、国の引当金プロセスに似ています。国の引当金計算は、地域の引当金計算
の前、連結プロセスの実行中に行われます。当期引当金(国)の税金自動化の使用を参照してく
ださい。
エンティティの損益計算書の税引前純利益(NIBT)が、現在の引当金フォームの税引前純利益
行にコピーされます。税金自動化プロセスを使用して、当期引当金に取得される税引前純利
益調整の金額を自動化することもできます(たとえば、帳簿の調整や帳簿の組替えなど)。

ノート:

「保管」または「共有しない」のプロパティを持つ子を NIBTの帳簿調整および NIBT
の合計台帳組替で追加する必要があります。これにより、税金自動化を使用してデ
ータを「現在の引当金」フォームに取り込むことができます。

貸借対照表および損益計算書データは、永久差異と一時差異に移入するために使用されます
(これは、照合時間を短縮して正確性を向上するために、一般会計から自動化できます)。
税金自動化の実行後に、NIBT、一時差異および永久差異の自動金額が表示されます。
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Tax Reportingの管理 の「税金自動化トレースの操作」も参照してください。

地域の当期引当金の操作
関連トピック:

• 地域の概要ダッシュボードの確認
• 地域の当期引当金フォームの操作
• 地域の一時差異の入力
• 地域の繰延税金の操作
• 地域の税率の操作
• 地域の FXレートの操作

地域の概要ダッシュボードの確認
地域の税引当の概要ダッシュボードには、次の棒グラフの結果が表示されます。
• 法定税率 vs法定 ETR - 選択したエンティティについて今年度の地域の法定税率
と有効税率を比較します。

• 法定 ETR前年同期比 - 選択したエンティティについて今年度と前年度の地域の法
定 ETRレートを比較します。

概要ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「パッケージ(地域)」を選択し
ます。
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2. 「概要(地域)」タブで、法定税率 vs法定 ETRダッシュボードを確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、地域合計などの最上位レベル・エンティティを
クリックします。使用可能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続けます。

3. 「概要(地域)」タブで、法定 ETR前年同期比ダッシュボードを確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、地域合計などの最上位レベル・エンティティを
クリックします。使用可能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続けます。

地域の当期引当金フォームの操作
地域の当期引当金フォームを使用して、地域の引当金に対する当期の税金費用を調整、確認
および計算します。
フォームでは、追加の永久差異と一時差異の調整に加え、他の引当以外の金額も入力できま
す。国の当期引当金フォームの操作も参照してください。
地域の引当金に対する当期の税金費用を計算するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「パッケージ(地域)」を選択します。
2. 「現在の引当金(地域)」タブを選択します。
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3. オプション: 「メンバーの編集」 をクリックして POVを変更します。
4. オプション: 「調整」の下で、調整を入力します。
5. 「アクション」で、「連結」を選択して現在の引当金データ・フォームを再計算しま
す。

ノート:

特定の勘定科目に対して税が計算されていない場合、プロパティが正し
く設定されない可能性があります。たとえば、次の属性が、永久差異と
一時差異の地域の勘定科目で設定されていることを確認する必要があり
ます。
• 税データ・タイプを PreTaxに設定します。
• 税タイプを Regionalに設定します
ディメンション・エディタでプロパティ設定を確認し、必要に応じて修
正します。簡易ディメンション・エディタを使用したメンバー・プロパ
ティの編集を参照してください
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ノート:

国のデータが、一部の税金差異勘定科目について地域の引当金に取得されない
場合、いくつかのプロパティが適切に構成されていないことが原因である場合
があります。次の属性が税金差異勘定科目で設定されていることを確認する必
要があります。これを行うには:

• 税タイプを NationalAndRegionalに設定しますこれにより、税金勘定科目
の国のデータが地域/県に渡されます。勘定科目メンバー属性の詳細は、Tax
Reportingの管理の勘定科目プロパティの定義にある表勘定科目プロパテ
ィを参照してください。

• ディメンション・エディタでプロパティ設定を確認し、必要に応じて修正し
ます。簡易ディメンション・エディタを使用したメンバー・プロパティの編
集を参照してください。

• 地域/県が、税率スケジュールでアクティブとして設定されていることを確
認します。アクティブな地域フラグの構成については、Tax Reportingの管
理の税率の設定にある表税率タイプを参照してください。

6. 計算された地域の当期の引当金費用の結果を確認します。

税引前純利益
税引前純利益(NIBT)は、税金自動化プロセスを通じて現在の引当金フォームで自動的に移入
されます。システムでは、いくつかの既存の税引前純利益調整を準備するとともに、税引前
純利益を調整する必要のある状況に対して調整を構成できます(遅延調整など)。システムで
は、次の税引前純利益調整が提供されます。
• 帳簿の調整
• 帳簿の組替え
税引前純利益の自動化プロセスによって、一般会計から現地通貨で当期引当金が移入されま
す。自動構成により、税引前純利益が財務諸表に一致することが保証されます。

永久差異と一時差異
永久差異と一時差異は、エンティティの GAAPと法定間の差異のレポート要件に対応するた
め、次の 2つのカテゴリに分類されます。
• GAAPと法定の調整 - 各地の税法で親のものとは異なる会計基準が要求される法的エン
ティティは、GAAPと法定の調整を使用します。

• 法定と税金の調整 - GAAPと法定の永久差異または一時差異を使用しないか、それらを保
持しないエンティティで、レポート標準と各地の税法が同じであるものは、法定と税金の
永久差異および一時差異のセクションを使用します。

永久差異と一時差異の金額は、手動入力または自動化が可能です。手動入力には、必要な自
動計算値に対する調整も含まれます。

控除可能な地域税、その他税および逆仕訳
現在の引当金フォームのこのセクションでは、システムで控除可能に構成されている地域税
の自動控除および逆仕訳と、国レベルで控除可能な他の税金の手動調整が提供されます。
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• 地域の法人税 - 自動値は、地域の控除がプラス/マイナスで控除可能に構成されて
いる場合、地域の当期引当金から取得されます

• 他の控除可能な法人税 - 国レベルの同等部分で控除可能な他の税金に対する手動
入力

• 控除可能な法人税

地域の課税損失および税額控除の詳細
課税損失および税額控除では、ビジネス・エンティティが将来の課税所得または税金
負債(あるいはその両方)を相殺するために、課税損失および税額控除を繰越可能にする
メカニズムを提供します。損失および控除は詳細な「課税損失(地域)」および「税額控
除(地域)」フォームに取得され、起算および期限切れの年別に詳細に記載されます。詳
細な「課税損失(地域)」および「税額控除(地域)」フォームは、「現在の引当金(地域)」
および「一時差異(地域)」フォームに統合されています。
繰越可能な期間は国ごとに税のルールが異なるため、「期限切れの年」で取得します。
この連結ベースのデータおよび詳細は、財務諸表の税の注記または開示の一部です。
課税損失および税額控除を取得するには、次のフォームを使用できます。
• 地域の課税損失
• 地域の税額控除

ノート:

アプリケーションで課税損失または税額控除の勘定科目が使用可能でない場
合、課税損失または税額控除のフォームは使用できません。

ホーム・ページで、「税引当(地域)」、「パッケージ(地域)」の順に選択します。「課税損
失」フォームと「税額控除」フォームの列は両方とも同じです。各列の説明は、次の
「課税損失および税額控除の詳細スケジュール」表を参照してください。
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表 8-1 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
起算年 POVで選択した年に基づいて、

起算年に、実際の会計年(FY17、
FY18、FY19など)が表示されま
す。

期限切れの年 課税損失または税額控除の期限
が切れる年をドロップダウン・リ
ストから選択します。損失を繰
り越せる期間を指定する税のル
ールは国ごとに異なります。
連結が実行された後、次の状況で
は「期限切れの年」がデフォルト
設定されます。
• 「期限切れの年」が未選択で、
期末繰越に値がある場合、
「期限切れの年」は自動的に
「期限切れなし」に設定され
ます。

• 「期限切れの年」が選択され、
期末繰越に値がないかゼロ
に等しい場合、「期限切れの
年」はクリアされます。

期首繰越 期首繰越は読取り専用で、前年度
の期末繰越から移入されます。
この値は連結後に移入されます。
前年度の期末繰越の値がゼロに
等しい場合、今年度の期首繰越は
空白になります。

第 8章
地域の当期引当金の操作

8-7



表 8-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
前年度調整 - 損失および控除 前年度調整金額を入力します。

ノ
ー
ト
:

前
年
度
調
整
-
損
失
お
よ
び
控
除
は、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
年
に
は
編
集
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

次の場所に調整の合計がコピー
されます。
• 「課税損失」フォーム
• 「一時差異」フォームの前年

度調整 - 損失および控除の対
応する課税損失/税額控除勘
定科目。このフィールドは
読取り専用です。

• 期末繰越の値が翌年に移動
します。

調整された期首 この金額は、期首繰越と前年度調
整の合計の親です。
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表 8-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
作成された損失/控除 この金額は今年度の繰延課税損

失または繰延税額控除です。
今年度の繰延課税損失について、
調整が入力された場合は「現在の
引当金」フォームの調整済の課税
損失勘定科目から国の課税損失
合計 - 自動繰越勘定科目に、この
金額が振り替えられます。

ノ
ー
ト
:

控
除
は
今
年
度
税
額
控
除
に
の
み
入
力
で
き
ま
す。
控
除
が
「現
在
の
引
当
金」
フ
ォ
ー
ム
か
ら
振
り

連結後、この金額は「一時差異」
フォームの「自動」列にコピーさ
れます。
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表 8-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響

替
え
ら
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。

繰延課税損失は、「一時差異」の
「自動」列にコピーされます。
「課税損失」詳細スケジュールで
は、繰延金額はフォームの次の場
所に表示されます。
• 選択した年の作成された損
失/控除の下。

• 期首繰越の下。
申告額の未払処理調整 税金還付の充てん結果として、繰

延調整に返還するために現在の
期間に調整を入力します。

この金額は RTAスケジュールか
ら自動化されていないため、一時
差異に自動的には適用されませ
ん。

その他の調整 その他の調整の金額を入力しま
す。

連結後、その他の調整の合計はす
べて、「一時差異」フォームの他
の調整 - 自動(繰延のみ)に移動さ
れます。

使用可能な損失/控除 この列の合計は、次の要約になり
ます。
• 調整された期首
• 作成された損失/控除
• 申告額の未払処理調整
• 他の調整

今年度使用 この損失を今年度(CY)に使用す
る場合は負の金額を入力します。

CY合計が次のフォームに移動し
ます。
• 「現在の引当金」フォームの
課税損失 - 自動繰越の「自動」
列

• 「一時差異」フォームの課税
損失 - 自動繰越の「自動」列

調整済 この列には、次の各列の合計が表
示されます。
• 使用可能な損失/控除
• 今年度使用
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表 8-1 (続き) 課税損失および税額控除の詳細スケジュール

課税損失および税額控除の列 説明 他のフォームへの影響
期限切れ 今年度の特定の金額を期限切れ

にする場合は、その金額を入力し
ます。

課税損失または税額控除の期限
切れおよび「その他の調整」の合
計が、「一時差異」の他の調整(繰
延のみ)に移動します。

外国為替 - 期首残高 この金額は、親通貨またはレポー
ト通貨への換算に起因する期首
残高の差異です。

外国為替 - 今年度 この金額は、親通貨またはレポー
ト通貨への換算に起因する今年
度の差異です。

外国為替 この金額は、外国為替期首残高と
今年度の外国為替の合計です。

これらの 3つの列は自動化され
た通貨換算の値で、「一時差異」
に表示される値と同様に動作し
ます。

出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変
更に起因する期首残高の差異で
す。

出資比率 - 今年度 この金額は、出資比率期首残高と
今年度の出資比率の差異です。

出資比率 この金額は、出資比率期首残高と
今年度の出資比率の合計です。

期末繰越(a) 期末繰越には、期末繰越を生成す
るために、「期限切れの年」を除
くすべての列のサマリーが表示
されます。

一時差異期末残高(b) 一時差異期末残高(b)には、一時
差異の期末残高が表示されます。

差異(a - b) この金額には、次の値の差異が表
示されます。
• 期末繰越(a)
• - 一時差異期末残高(b)

地域の課税損失
「課税損失(地域)」フォームは、地域の課税損失の追跡に使用されます。損失を将来の期間に
繰り延べる場合は、現在の引当金(地域)レポートにデータを入力します。連結後に繰延金額が
課税損失詳細(地域)スケジュールに移動します。
損失を将来の期間に繰り延べるには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」、「パッケージ(地域)」の順にクリックします。
2. 「現在の引当金」フォームの地域の課税損失合計 - 自動繰越で、地域の課税損失 2 - 自動繰
越の「調整」列に、繰延損失の値を入力します。
課税損失勘定科目の調整値が「課税損失」フォームに移動します。税額控除勘定科目に値
が入力された場合、「税額控除」フォームへの移動はありません。

3. 「保存」をクリックします。
4. 「アクション」で、「連結」を選択します。

第 8章
地域の当期引当金の操作

8-11



5. 現在の引当金(地域)レポートの「課税損失(地域)」タブをクリックします。
「課税損失(地域)」詳細スケジュールでは、繰延金額は期首繰越に表示されます。
「課税損失」フォームで実施したその他の調整は、連結後に「一時差異」フォーム
に移動されます。 地域の一時差異の入力を参照してください。
 

 

6. 必要に応じて、選択した年の地域の課税損失を入力します。「課税損失(地域)」フ
ォームのすべての列の説明について、地域の課税損失および税額控除の詳細の「地
域の課税損失および税額控除の詳細スケジュール」表を参照し、データ入力を完了
してください。一部の列は地域の当期引当金フォームの詳細を使用して自動的に
移入されます。

7. 「保存」をクリックします。
8. 「アクション」で「連結」を選択します。

地域の税額控除
地域の税額控除の効果が追跡されます。
今年度に使用された地域の税額控除が「税額控除(地域)」フォームに入力され、「一時
差異(地域)」フォームに自動的に適用されます。個々の税額控除の詳細な内訳(年や有
効期限など)は、「税額控除(地域)」で追跡できます。
控除を将来の期間に繰り延べる場合は、「税額控除(地域)」レポートにデータを入力す
る必要があります。一時差異ロールフォワードで税額控除の繰越が追跡されます。

ノート:

地域の課税損失および税額控除の勘定科目が使用可能でない場合、「課税損失
(地域)」および「税額控除(地域)」フォームは表示されません。

控除を将来の期間に繰り延べるには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」、「パッケージ(地域)」の順にクリックします。
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2. 「税額控除(地域)」フォームの「現在の年」の作成された損失/控除列に繰延控除の値を入
力します。この値は「現在の引当金」レポートから移入されません。

3. 「税額控除」タブで次の列に値を入力します:

• 期限切れの年
• 作成された損失/控除
• その他の調整

ノート:

POVで選択した年に基づいて、起算年に、実際の会計年(FY19など)が表示され
ます。

 

 

4. 「保存」をクリックします。
5. 「アクション」で、「連結」を選択します。
次の列の合計は、「税額控除(地域)」フォームの対応する税額控除勘定科目の「その他の
調整」 - 他の自動調整(繰延のみ)に表示されます:

• 作成された損失/控除
• その他の調整
• 期限切れ
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国の一時差異の入力を参照してください。

追加引当金項目
システムには、手動で入力されるか、税効果に基づいて自動化される追加引当金項目
があります。これらの項目は、税務基準、税率または財務諸表の当期引当金にレポー
トされる他の調整が掛けられた課税所得に基づかない税金に対して使用されます
(FIN48など)。これらの追加引当金項目は、税引当合計に影響し、レート照合調整とし
て有効税率(ETR)レポートに反映されます。

地域の一時差異の入力
一時差異フォームを使用して、システムで自動化されない一時差異を入力します。金
額には、一時差異、課税損失、国または地域の控除、および関連する評価引当金が含
まれます。今年度と前年度の調整および非引当金や資本項目などのアクティビティも
入力できます。
各一時差異は、貸借対照表の分類目的で非流動として設定されます。これらの分類を
表示するには、一時差異プロパティ・レポートを開きます。一時差異、課税損失およ
び評価引当金調整(非流動や課税損失など)は、税引前ベースで入力されます。税額控除
および評価引当金税額控除は、税効果ベースで入力されます。
次の評価引当金勘定科目が提供されます。
• 非流動一時差異
• 課税損失
• 税額控除
すべての評価引当金は、評価引当金を減少させる今年度または他の調整金額を除き、
マイナス値である必要があります。
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一時差異(地域)フォームには、列に次のカテゴリが含まれます。
表 8-2 一時差異(地域)の列

カテゴリ 説明
期首残高 前年度末の一時差異。これは、自動的に移入され

ます。
期首残高調整 この列は、繰延税金資産/(負債)の期首残高が引当

金に影響することなく修正される必要がある場合
に使用されます。この調整は、繰延税金資産また
は(負債)の期首残高にのみ影響し、繰延引当金には
影響しません。金額は、手動で入力されます。

前年度調整 - 損失および控除 調整の合計は、「現在の引当金」フォームから「一
時差異」フォームの対応する課税損失/税額控除勘
定科目にコピーされます。このフィールドは読取
り専用です。

調整された期首残高 調整後の期首残高が計算されます。
自動 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の

差異。この金額は、一時差異ロールフォワードに
自動的に取得されます。この列の金額は、自動化
専用で、繰延税金費用に影響します。

自動逆仕訳 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の
差異の逆仕訳。この金額は、勘定科目レベルの資
本一時差異の設定に基づいて自動化されます。こ
の列の金額は、繰延税金費用に影響します。

自動合計 これは、「自動」と自動逆仕訳の合計です。
調整 当期引当金で入力された今年度の帳簿と税務の差

異。この金額は、一時差異ロールフォワードに自
動的に取得されます。この列の金額は、手動で入
力され、繰延税金費用に影響します。

調整逆仕訳 当期引当金で手動入力された今年度の帳簿と税務
の差異の逆仕訳。この金額は、勘定科目レベルの
資本一時差異の設定に基づいて自動化されます。
この列の金額は、繰延税金費用に影響します。
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表 8-2 (続き) 一時差異(地域)の列

カテゴリ 説明
調整合計 これは、「調整」と調整逆仕訳の合計です。
CY合計 これは、自動合計と調整合計の合計です。
申告額の未払処理調整(繰延のみ) 申告額の未払処理調整フォームに基づく一時差異

に対する調整。この金額は、申告額の未払処理調
整フォームから自動化され、繰延税金費用に影響
します。

監査決済(繰延のみ) 監査決済による結果としての一時差異に対する調
整。この金額は、一時差異ロールフォワードに手
動で入力され、繰延税金費用に影響します。

他の調整 - 自動(繰延のみ) 他のタイプの調整による一時差異に対する自動調
整。この金額は、税引当の補足スケジュールから
自動化できます。

他の調整(繰延のみ) 他のタイプの調整による結果としての一時差異に
対する調整。この金額は、一時差異ロールフォワ
ードに手動で入力され、繰延税金費用に影響しま
す。

他の調整合計(繰延のみ) これは、他の調整 - 自動と他の調整の合計です。
移転(繰延のみ) 資産/負債の移転および関連一時差異による結果と

しての一時差異に対する調整。この金額は、一時
差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延税
金費用に影響します。

前年度調整(繰延のみ) 前年度調整による結果としての一時差異に対する
調整。この金額は、一時差異ロールフォワードに
手動で入力され、繰延税金費用に影響します。

偶発引当金(繰延のみ) 一時差異に関連する税金の偶発引当金による結果
としての一時差異に対する調整。この金額は、一
時差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延
税金費用に影響します。

損益計算書合計 これは、次のカテゴリの合計です。
• 調整
• 申告額の未払処理調整
• 監査決済
• 他の調整
• 異動
• 前年度調整
• 偶発引当金

取得 資産と負債の取得および関連一時差異による結果
としての一時差異に対する調整用。この金額は、
取得フォームから自動的に移転されます。金額
は、繰延税金費用に影響しません。

処分 資産/負債の処分および関連一時差異による結果と
しての一時差異に対する調整用。この金額は、一
時差異ロールフォワードに手動で入力され、繰延
税金費用に影響しません。

自動資本 資本トランザクションによる結果としての一時差
異に対する調整用。この金額は、勘定科目レベル
の資本一時差異設定に基づいて自動化され、繰延
税金費用に影響しません。
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表 8-2 (続き) 一時差異(地域)の列

カテゴリ 説明
資本調整 資本トランザクションによる結果としての一時差

異に対する調整。この金額は、一時差異ロールフ
ォワードに手動で入力され、繰延税金費用に影響
しません。

資本合計 これは、自動資本と資本調整の合計です。
前年度資本 資本トランザクションと申告書提出による結果と

しての一時差異に対する調整用。この金額は、勘
定科目レベルの資本一時差異設定に基づいて自動
化され、繰延税金費用に影響しません。

その他資本 他のすべての資本トランザクションによる結果と
しての一時差異に対する調整用。この金額は、手
動で入力され、繰延税金費用には影響しません。

資本合計 これは、「資本合計」、前年度資本およびその他資
本の合計です。

貸借対照表合計 期末残高
外国為替期首残高 期首残高の通貨換算の税効果。
外国為替 - 今年度 今年度の変動の通貨換算の税効果。
外国為替 期首残高および今年度の変動における通貨換算の

税効果の合計
出資比率 この金額は、出資比率期首残高と今年度の出資比

率の合計です。
出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変更に起因する期

首残高の差異です。
出資比率 - 今年度 これは、親への出資比率の変更に起因する期首残

高の差異です。
一時差異期末残高
一時差異(地域)フォームには、列に次のカテゴリが含まれます。
表 8-3 一時差異(地域)の行

カテゴリ 説明
合計一時差異(GAAPと法定) 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
合計一時差異(法定と税金) 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
合計一時差異 合計一時差異(GAAPと法定)と合計一時差異(法定

と税金)の合計。
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表 8-3 (続き) 一時差異(地域)の行

カテゴリ 説明
国の課税損失合計 - 自動繰越 地域の課税損失は、次のカテゴリの自動繰越で取

得されます。
• 課税損失 - 今年度の課税所得に対する純営業
損失繰越の利用を記録するために使用されま
す

• 資本損失
• 寄付金
• 国の課税損失 - 繰り越す必要のある今年度の
損失のあるエンティティについて、課税所得
を最大で 0にするために使用されます

国の課税損失合計 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の
差異。この金額は、一時差異ロールフォワードに
自動的に取得されます。この列の金額は、自動化
専用で、繰延税金費用に影響します。

合計税額控除繰越 当期引当金で自動化された今年度の帳簿と税務の
差異の逆仕訳。この金額は、勘定科目レベルの資
本一時差異の設定に基づいて自動化されます。こ
の列の金額は、繰延税金費用に影響します。

合計課税属性 これは、「自動」と自動逆仕訳の合計です。
国の一時差異、損失、控除および属性の合計
評価引当金合計 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
一時差異(国)

地域の一時差異合計
合計一時差異 - 地域
地域の課税損失合計 - 自動繰越 - 配賦前
地域の課税損失合計 - 自動繰越 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
地域の課税損失合計
地域の税額控除合計 - 繰越 繰り延べられる税額控除で使用されるシステム提

供の基本勘定科目の親。
地域の課税属性合計 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
地域の一時差異、損失、控除および属性の合計
地域の評価引当金合計 実装時にユーザー定義される基本勘定科目の親。
一時差異(地域)

地域の繰延税金の操作
「繰延税金(地域)」フォームは、繰延税金の計算を表示するために使用します。
Tax Reportingでは、資産および負債に対する繰延税金が計算されます。この計算で
は、資産および負債の帳簿基準と税務基準を入力する必要があります。Tax Reporting
では、帳簿基準と税務基準間の差異が計算され、繰延税金資産および負債の金額を決
定するための税率が適用されます。
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表 8-4 繰延税金の例

例: 物件、工場、設備
帳簿基準 1,000,000
税務基準 900,000
差異 (100,000)
税率 20%
繰延税金負債 (20,000)

ノート:

税務用の加速減価償却のため、繰延税金負債の増加を考慮して、税務基準は帳簿基
準よりも少なくなります。

繰延税金の設定を分類する場合、繰延税金資産および負債の分類を参照してください。
「繰延税金(地域)」フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」、「パッケージ(地域)」の順にクリックします。
2. 「繰延税金(地域)」タブを選択します。
3. 列見出し を展開すると、すべてのカテゴリが表示されます。

繰延税金(地域)フォームには、列全体に次の見出しが含まれます。
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表 8-5 地域の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
調整された期首残高 州税の連邦利益、未認識繰延税

金および前年度調整の期首残高
の税効果を含む前年度末一時差
異の税効果。

期首残高 州税の連邦利益、未認識繰延税
金および前年度調整の期首残高
の税効果より前の前年度末一時
差異の税効果。

期首残高調整 合計期首残高と前年度調整の合
計。

前年度調整 - 損失および控除 調整の合計は、「現在の引当金」
フォームから「一時差異」フォ
ームの対応する課税損失/税額控
除勘定科目にコピーされます。
このフィールドは読取り専用で
す。

今年度合計 「自動」と「調整」の合計。
自動合計
調整合計

申告額の未払処理調整(繰延
のみ)

地域の申告額の未払処理調整フ
ォームに基づく一時差異に対す
る調整の税効果。

監査決済(繰延のみ) 地域の監査決済による結果とし
ての一時差異に対する調整の税
効果。

他の調整(繰延のみ) Tax Reportingで自動化されて
いる他のタイプの調整による結
果としての一時差異に対する地
域の調整の税効果。

他の調整(繰延のみ) 他のタイプの調整による結果と
しての一時差異に対する調整の
税効果。

他の自動調整(繰延のみ) 税引当で自動化されている他の
タイプの調整による結果として
の一時差異に対する調整の税効
果。

移転(繰延のみ) 資産/負債の移転および関連一時
差異による結果としての一時差
異に対する調整の税効果。

前年度調整(繰延のみ) 前年度調整による結果としての
一時差異に対する調整の税効
果。

偶発引当金(繰延のみ) 一時差異に関連する税金の偶発
引当金による結果としての一時
差異に対する調整の税効果。

税率変更の影響(地域) 期首残高および今年度の変動に
対する地域の税率変更の影響。

税率変更の影響 - 期首残高
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表 8-5 (続き) 地域の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
税率変更の影響 - RCCY

税率変更の影響 - 取得合計
合計繰延費用 繰延移転、前年度調整、偶発引

当金、および税率変更の影響の
合計。

取得 資産と負債の取得および関連一
時差異による結果としての一時
差異に対する調整の税効果。

税率変更の調整 - 取得
処分 資産/負債の処分および関連一時

差異による結果としての一時差
異に対する調整の税効果。

資本合計 自動資本と「調整」の合計。
自動資本合計 資本トランザクションによる結

果としての一時差異に対する調
整の税効果。

資本調整合計 資本トランザクションによる結
果としての一時差異に対する調
整の税効果。

前年度資本 資本トランザクションと申告書
提出による結果としての一時差
異に対する調整の税効果。

その他資本 他のすべての資本トランザクシ
ョンによる結果としての一時差
異に対する調整。この金額は、
手動で入力され、繰延税金費用
には影響しません。

資本における税率変更の影響 資本として識別される勘定科目
の税率変更の税効果。

資本における税率変更の影響
- 期首残高
資本における税率変更の影響

合計資本調整 「自動」と資本調整の合計。
貸借対照表合計
外国為替 期首残高および今年度の変動に

おける合計通貨換算。
外国為替 - 期首残高 期首残高における合計通貨換

算。
外国為替 - 今年度 今年度の変動における合計通貨

換算。
出資比率 この金額は、出資比率期首残高

と今年度の出資比率の合計で
す。

出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の
変更に起因する期首残高の差異
です。
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表 8-5 (続き) 地域の繰延税金の列見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
出資比率 - 今年度 この金額は、出資比率における

親への変更に起因する現在の年
の差異です。

期末残高(地域) - 税金 期首残高と当期変動の税効果の
合計。

期末残高(地域資産組替) - 非
流動資産

合計純繰延税金資産と繰延税金
負債の税効果の分類。合計税効
果がプラスまたは資産の場合、
すべての繰延税金資産および負
債は資産に分類されます。

期末残高(地域資産組替) - 非
流動負債

合計純繰延税金資産と繰延税金
負債の税効果の分類。合計税効
果がマイナスまたは負債の場
合、すべての繰延税金資産およ
び負債は負債に分類されます。

地域の繰延税金フォームに表示される行の下には、次のエントリがリストされます。
表 8-6 地域の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
合計一時差異(GAAPと法定) 実装時にユーザー定義。
合計一時差異(法定と税金) 実装時にユーザー定義。
合計一時差異
国の課税損失合計 - 自動繰越 繰り延べられる課税損失に使

用されます。これらはシステ
ム定義で、「現在の年」および
繰越という 2つの勘定科目が
提供されます。繰越は課税損
失フォームにリンクされてい
ます。

合計税額控除繰越 繰り延べられる税額控除で使
用されるシステム提供の基本
勘定科目の親。

税額控除
一般事業税額控除
雇用税額控除

合計課税属性 実装時にユーザー定義。金額
は、一般的に、税効果ベースで
一時差異ロールフォワードに
入力され、繰延税金に対する調
整とみなされます。

繰延税金偶発引当金
国の課税属性 2

国の一時差異、損失、控除およ
び属性の合計
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表 8-6 (続き) 地域の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
評価引当金合計 このカテゴリは、必要に応じて

資産に対する評価引当金を記
録するために使用されます。
非流動、控除、課税損失という
勘定科目が提供されます。
控除は、税効果ベースで入力さ
れますが、他の勘定科目に入力
される金額は、税引前ベースで
入力されます。
フォームでは、次の繰延税金資
産および負債の分類も提供さ
れます。
• 期末 - 流動資産
• 期末 - 流動負債
• 期末 - 非流動資産
• 期末 - 非流動負債
非流動の設定は、期末 - 合計期
末残高の値とともに、金額が表
示される列を定義します。こ
の残高がプラスの場合、金額は
資産に分類されます。この残
高がマイナスの場合、金額は負
債に分類されます。評価引当
金は、-1の係数を使用して分類
され(期末*-1など)、そのため
常に負の資産として反映され
ます。

評価引当金 - 控除
評価引当金 - 非流動
評価引当金 - 課税損失

繰延税金(国)

地域の一時差異合計 繰り延べられる税額控除で使
用されるシステム提供の基本
勘定科目の親。

合計一時差異 - 地域
地域の課税損失合計 このカテゴリは、繰り延べられ

る地域の課税損失に使用され
ます。これらはシステム定義
で、「現在の年」および繰越と
いう 2つの勘定科目が提供さ
れます。繰越は課税損失フォ
ームにリンクされています。

地域の課税損失合計配賦前
地域の課税損失合計 - 自動繰
越
地域の課税損失合計
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表 8-6 (続き) 地域の繰延税金の行見出し

カテゴリ サブカテゴリ 説明とサブカテゴリ
地域の税額控除合計 繰り延べられる税額控除で使

用されるシステム提供の基本
勘定科目の親。

地域の税額控除合計 - 繰越 このカテゴリは、繰り延べられ
る課税損失に使用されます。
これらはシステム定義で、「現
在の年」および繰越という 2つ
の勘定科目が提供されます。
繰越は課税損失フォームにリ
ンクされています。

州税額控除
地域の税額控除 2 - XXXX

地域の税額控除 3 - XXXX

地域の課税属性 このカテゴリは、実装時にユー
ザー定義されます。金額は、一
般的に、税効果ベースで一時差
異ロールフォワードに入力さ
れ、繰延税金に対する調整とみ
なされます。

地域の課税属性 1 実装時にユーザー定義される
基本勘定科目の親。

地域の課税属性 2 実装時にユーザー定義される
基本勘定科目の親。

地域の評価引当金 実装時にユーザー定義される
基本勘定科目の親。

地域の評価引当金 - 控除
地域の評価引当金 - 非流動
地域の評価引当金 - 課税損失

地域の一時差異、損失、控除お
よび属性の合計
合計繰延税金 - 地域
合計繰延税金(国) - 評価引当金
以外

地域の税率の操作
税率(地域)と配賦フォームには、特定のエンティティの地域の引当金をシステムが計算
するために必要な地域の税率と配賦率が含まれます。
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各管轄で次のレート・タイプを使用できます。
表 8-7 税率タイプ

税率タイプ 説明
前年度現行税率 前年の法定税率。このレートは、情報目的で使用

されます。
今年度現行税率 当期の法定税率。このレートは、次の計算で使用

されます。
期首繰延税率 - 非流動 非流動として分類される一時差異で使用される期

首繰延税率。
期末繰延税率 - 非流動 非流動として分類される一時差異で使用される期

末繰延税率。
期首地域税金配賦 繰延引当金の期首税金残高の計算でシステムに使

用される前年度配賦パーセンテージ。
今年度地域税金配賦 繰延引当金の今年度アクティビティに基づいた当

期引当金および税金の配賦利益の計算でシステム
に使用される今年度配賦パーセンテージ。

期末地域税金配賦 繰延引当金の期末税金残高の計算でシステムに使
用される期末配賦パーセンテージ。
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表 8-7 (続き) 税率タイプ

税率タイプ 説明
アクティブな地域フラグ 法人税引当金を計算する必要のあるアクティブな

地域(米国の州など)を指定する場合にこのフラグ
を設定します。

ヒント:

国と地域の管轄の間
でデータが正しく流
れるようにするに
は、地域の税率で、
アクティブな各管轄
に対してアクティブ
な地域フラグを「ア
クティブ」に設定す
る必要があります。

地域の FXレートの操作
外国為替レート(FXレート)とは、2つの通貨を相互に交換するときに使用される値で
す。レート値は小数フォーマットで入力します。
同じ通貨を使用するすべての基本または親エンティティに 1つの FXレートを適用す
ることも、基本または親エンティティごとにレートを変えることもできます。1つの通
貨に複数のエンティティを設定することもできます。たとえば、USDに対してニュー
ヨーク、ロサンゼルスおよびシカゴのエンティティを設定できます。
ライブラリからアクセスできる FXレート・フォームは次のとおりです。
• 地域の全年 FXレートの入力 - 「FXレート全年」画面では、選択した通貨および

POVの 1年間の平均 FXレートと期末 FXレートを期間ごとにアプリケーション
に入力できます。

• 地域の単一期間 FXレートの入力 - 「FXレート単一期間」画面では、選択したエ
ンティティで指定期間中に使用されるすべての通貨の平均 FXレートと期末 FXレ
ートを入力できます。

• 地域の FXレートの確認 - この読取り専用フォーマットを使用すると、Tax
Reportingアプリケーションの外国為替(FX)レートを確認できます。

外貨換算レートの構成の詳細は、次のビデオを参照してください:  Tax
Reporting Cloudでの外貨換算レートの構成 。

地域の単一期間 FXレートの入力
「FXレート単一期間」画面では、選択した基本または親エンティティで指定期間中に
使用されるすべての通貨の平均 FXレートと期末 FXレートを入力できます。
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単一期間の FXレートを入力するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「データの入力」画面で、「税金管理」を展開し、「FXレート単一期間」をクリックしま
す。
 

 

3. 「編集」アイコン をクリックして、POVを選択します。
• 期間(この期間で必要となる通貨を入力することになります)

• 年
• シナリオ
• エンティティ (基本または親)

4. 必要な通貨を含む行を選択し、平均レートと期末レートの値を小数の割合(1.00や.98な
ど)として入力します。

5. オプション: この期間に使用する通貨ごとに同じステップを繰り返します。
6. 「保存」をクリックします。
結果はすべてのキューブで自動的に更新されます。

地域の全年 FXレートの入力
「FXレート全年」画面では、選択した通貨および POVの 1年間の平均 FXレートと期末 FX
レートを期間ごとにアプリケーションに入力できます。
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アプリケーションで使用できるすべての通貨が表示されます。基本または親エンティ
ティを選択すると、それに対応する通貨に固有のレートを追加できるようになります。
アプリケーションでは、1つの通貨が複数のエンティティに対応付けられている場合が
あります。たとえば、CADは、モントリオール、トロントおよびバンクーバーに対応
します。
1年間の FXレートを入力するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「データの入力」画面で、「税金管理」を展開し、「FXレート全年」をクリックしま
す。
 

 

3. 「編集」アイコン をクリックして、通貨および POVを選択します。
• 通貨 - 1年間の各期間の通貨を選択します。
• 年
• シナリオ
• エンティティ (基本または親)

4. 選択したエンティティに対応する通貨を含む行を選択します。
5. 選択した期間の下で、平均レートと期末レートの値を入力します。レートは小数の
割合で表されます。たとえば、1.00や.98のようになります。

6. オプション: このアプリケーションで使用する通貨ごとに同じステップを繰り返
します。

7. 「保存」をクリックします。
結果はすべてのキューブで自動的に更新されます。
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地域の FXレートの確認
この読取り専用フォーマットを使用すると、Tax Reportingアプリケーションの外国為替(FX)
レートを確認できます。値は小数点形式で表示されます。
アプリケーションで使用される各通貨に対して、期間ごとに次のレートが表示されます。
• FXレート - 期首
• FXレート - 期末
• FXレート - 平均
いずれかのレートを変更する場合は、「ライブラリ」または「構成」ページから FXレート画
面に移動する必要があります。
 

 
FXレートを表示するには:

1. 次のいずれかのオプションを選択して、FXレート画面を表示します。
• ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「パッケージ(地域)」、「FXレー
ト」の順に選択します。

• ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「フォーム」、「税金管理」、「FXレ
ート確認」の順に選択します。

2. オプション: いずれかのレートを変更するには、次のいずれかの場所に移動します。
• ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、次に「税金管理」を選択して、FXレー
ト・フォームのいずれかを直接開きます。
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– FXレート全年
– FXレート確認
– FXレート単一期間

• ホーム・ページで、「アプリケーション」を選択し、次に「構成」、「為替レー
ト」の順に選択します。このオプションを使用すると、「FXレート単一期間」
フォームが開きます。

3. 変更後のレートを入力し、「保存」をクリックします。

地域の RTA (申告額の未払処理調整)の操作
Tax Reportingでは、前年度の引当金額を調整できます。税引当は、自動的にフォーム
に移入されます。申告データは、手動で入力するか、アプリケーションにロードでき
ます。
アプリケーションは、複数年の分析と、現在の期間への調整の転記に対応しています。
入力スケジュールに対するデータ変更によって、法人税の当期引当金に必要な地域の
申告額の未払処理調整を決定するために、自動計算が開始されます(当期引当金や繰延
引当金など)。計算された金額は、追加引当金項目として当期引当金に取得され、一時
差異フォームにも取得されます(この場合、システムのデフォルトでは、すべての申告
額の未払処理調整が繰延税金費用にのみ影響すると仮定されます)。

ノート:

システムでは、期間 13または P13で申告額の未払処理調整が処理されます。

地域の申告額の未払処理調整は、エンティティに応じて異なる四半期中に計算および
計上できます。たとえば、カレンダ年中に、カナダのエンティティでは Q3で調整を計
上し、アメリカのエンティティでは Q4で計上できます。つまり、システムは、ユーザ
ーがデータを移入し、記帳のために期間と年度を設定し、フォームを計算した場合に
のみ地域の申告額の未払処理調整の差異を計算するよう設定されます。
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フォームには、次のロールフォワード・メンバーが含まれます。
表 8-8 地域の一時差異

カテゴリ サブカテゴリ 説明
P12

自動 POVに指定された年度の引当金
からの自動金額。

調整 POVに指定された年度の引当金
からの手動入力金額。

合計 「自動」と「調整」の合計。(合計
引当金)

RTA

自動 POVに指定された年度の申告か
らの自動金額。

調整 POVに指定された年度の申告か
らの手動入力金額。

合計 申告からの「自動」と「調整」の
合計。(合計申告額)

RTA申告差異 合計引当金と合計申告額の差異
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計算されると、当期引当金に取得される金額は、当期の申告書/申告上の当期の税額と
いう勘定科目の金額となります。一時差異の差異は、申告額の未払処理調整における
一時差異ロールフォワードの列に対して計算されると、自動的に取得されます。
調整を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「RTA (地域)」を選択します。
2. フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから「起動」をクリックします。
3. 適切な期間またはカテゴリの「調整」の下で、必要に応じて勘定科目残高に調整金
額を入力します。

4. 「実行」 をクリックします。
5. 「保存」をクリックします。

取得の操作: 地域
Tax Reportingでは、国および地域の両方のレベルの一時差異を使用して税引前基準で
の取得がすでに使用可能で(一時差異の操作および地域の一時差異の入力を参照)、ユー
ザーは税効果基準でも取得を入力できるようになりました。税入力のない取得は、今
年度の税率を使用する税効果となります。つまり、一時差異勘定科目に取得の税引前
データのみを入力した場合は、今年度の税率が適用されます。
取得の繰延税金の影響を管理するには、ユーザーは「取得」および「取得(地域)」フォ
ームを使用して、取得した繰延税金資産/負債の税率変更金額に対する税引前、税効果
および利益と損失(P&L)の調整を入力できます。この新機能により、取得した繰延税金
資産/負債を取得した税率で記録したり、税率変更を貸借対照表調整として記録できま
す(該当する場合)。
一時差異の取得増減に取得金額を入力する以前のプロセスは、デフォルトで繰延税金
の税効果を継続するか、または税率をオーバーライドします(どちらか該当する方)。
関連項目:

• 取得(地域)カードへのアクセス
• 取得(地域)フォームの使用

取得(地域)カードへのアクセス
ホーム・ページとナビゲータの両方から取得(地域)カードにアクセスできます。
「取得」カードにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」をクリックします。
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2. 「取得(地域)」カードが表示されます。

3. 「取得(地域)」をクリックして「取得(地域)」フォームを開きます。
ナビゲータを介して「取得」カードにアクセスするには:

1. ナビゲータ・アイコン

をクリックして、「ナビゲータ」ウィンドウに移動します。
2. 「税引当(地域)」の下の「取得(地域)」をクリックして、「取得(地域)」フォームを開きま
す。

取得(地域)フォームの使用
スケジュールは国の勘定科目(取得(国)フォームの使用を参照)と地域の勘定科目の両方で似て
います。ただし、取得(地域)フォームでは、地域の勘定科目が国の勘定科目とともに表示され
ますが、国の勘定科目は状態ごとに異なる税率での税効果が可能であるため、税効果基準で
調整されます。
このフォームを使用して、取得した繰延税金資産/負債の税率変更金額に対する税引前、税効
果および利益と損失(P&L)の調整を入力できます。今年度の取得は、「取得」フォームの「一
時差異」および「繰延税金」列に入力できます。取得金額の結果であるすべての税率変更は、
システムで計算されます。
システム内の税率変更調整は、利益と損失(P&L)費用として記録されます。P&Lに影響を与え
ない税率変更に対して P&Lを調整するには、「取得」フォームに変更を入力します。
シナリオ例
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1. ホーム・ページで、「取得」カードをクリックして、取得(国)フォームを開きます。
国からマップされたデータ、税金入力および税率変更の影響 - 取得合計という新し
い 3つの取得列が追加されます。取得(国)フォームの税引前列に入力した値は、地
域フォームの国からマップされたデータ列に表示されます。

2. POVを定義します。「適用」をクリックします。
3. Temp 1シナリオで、税金入力および税率変更の列に取得値を入力します。Temp 2
および Temp 3シナリオにも同様に値を入力するか、または空のままにすることも
できます。

4. 「保存」をクリックします。フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから
「起動」をクリックします。

5. 「パッケージ(地域)」 > 「一時差異(地域)」の順にクリックします。必要な行と列を
展開します。「取得」列にデータがあることを確認できます。
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6. 「繰延税金」タブをクリックし、税率変更の影響(地域)列を展開して、税効果データおよ
び税率変更を表示します。

7. 「ナビゲータ」ウィンドウで、「税引当(地域)」の下にある「TAR (地域)」をクリックしま
す。次の点に注意してください:

• 取得の税率変更の影響は繰延費用として表示される必要があり、繰延税金資産または
繰延税金負債として逆仕訳されます。

• 取得および取得の税率変更の調整は、繰延税金資産または繰延税金負債として開始
し、取得合計列で逆仕訳される必要があります。
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8. 「ETR (地域)」の下にある「地域の ETR」をクリックします。「法定 ETR (地域)」
フォームが開きます。
• 繰延税金費用合計(地域)行を展開します。
• 税率変更合計行を展開して、税率変更 - 取得のデータを確認します。
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次を参照してください:

• 地域の繰延税金の操作
• 地域の税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
• 地域の法定有効税率の操作

地域の税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
システムでは、期首および期末の一般会計の残高が、税金勘定ロールフォワードとシステム
計算による引当金にロードされます。TAR(地域)フォームでは、当期および繰延法人税費用、
繰延税金資産/負債、当期未払税/未収税および資本勘定科目の詳細が提供されます。支払や払
戻の金額をインポートまたは入力し、リンクされたフォームの使用を通じて必要に応じて勘
定科目残高に調整を入力できます。
「TAR (地域)」フォームのデータは、税金仕訳入力の準備に使用します。これは、必要に応じ
て、一般会計の勘定科目に定期的に照合される必要があります。
調整を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「TAR (地域)」を選択します。
2. フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから「起動」をクリックします。
3. 支払や払戻の金額をインポートまたは入力し、必要に応じて勘定科目残高に調整を入力し
ます。

4. 次の項目を確認します。
• 期末残高 (期首残高とすべてのアクティビティに 基づく)
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• 期末残高(帳簿に基づく) (一般会計、ERPまたは連結アプリケーション) Tax
Reportingの管理のカスタム・マッピングの生成を参照してください。

• 差異(JE)

5. フォームの「アクション」で、「連結」を選択してから「起動」をクリックします。
6. 差異を説明するために Oracle Smart View for Officeに仕訳入力を生成します。
7. 「保存」をクリックします。
表 8-9 税金勘定科目ロールフォワード

カテゴリ 説明
当期費用 当期引当金で計算された地域の当期法人税額。
繰延費用 繰延引当金で計算された地域の繰延法人税額。
合計引当金 当期費用と繰延費用の合計。
非流動資産 非流動資産に分類される繰延税金額。
非流動負債 非流動負債に分類される繰延税金額。
非流動評価引当金 非流動評価引当金に分類される繰延税金額。
合計繰延税金 流動資産/負債、非流動資産/負債および流動/非

流動評価引当金の合計。
未払法人税 法人税引当金を計算する必要のある地域(米国

の州など)を指定します。
未収法人税 当期未収税。金額は、税金勘定ロールフォワー

ドの組替勘定科目を使用して手動で転記しま
す。支払や払戻は手動で入力します。

長期未払税 長期未払税。金額は、税金勘定ロールフォワー
ドの組替勘定科目を使用して手動で転記しま
す。支払や払戻は手動で入力します。

純(未払)未収税 未払/未収税の合計。
出資比率増減合計 この金額は、現行税額に対する出資比率の増減

合計です。
出資比率 - 期首残高 この金額は、親への出資比率の変更に起因する

期首残高の差異です。
出資比率 - 今年度 この金額は、親への出資比率の変更に起因する

期首残高の差異です。
取得合計 資産と負債の取得および関連一時差異による

結果としての取得の合計。詳細金額は一時差
異フォームの取得詳細から得られます。

処分合計 資産と負債の処分および関連一時差異による
結果としての処分の合計。詳細金額は一時差
異フォームの処分詳細から得られます。

貸借対照表合計 取得と処分の合計は貸借対照表合計の下に表
示されます。

資本調整 非引当金調整と繰延税金ロールフォワードに
基づく資本トランザクション。これらの金額
は、繰延税金ロールフォワードから自動取得さ
れます。

資本調整合計 地域の資本調整合計。
TAR勘定科目 相殺後ゼロ
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現在の未払税(地域)フォームの操作
「現在の未払税(地域)」フォームでは、各年の引当金の詳細を取得し、それらが支払や払戻、
または RTAなどの調整によって清算されているかどうかを確認できます。現在の未払税(地
域)分析では、7年前までの期末残高を取得でき、それらを合算すると、「TAR (地域)」フォー
ムの期末残高と一致します。フォームに新しい年を追加すると、7年前以前の年が履歴年の合
計に合算されます。
次の 3つの「現在の未払税」フォームがあります:

• 現在の未払税(地域)

• 現在の未払税(地域)自動
• 現在の未払税(地域)詳細
「現在の未払税」フォームはデフォルトで使用可能であることに注意してください(現在の未払
税(地域)フォームの入力を参照)。
ただし、「現在の未払税自動」および「現在の未払税詳細」フォームを使用する場合は、自動
化機能を有効にする必要があります。詳細は、現在の未払税(地域)自動および詳細フォームの
管理を参照してください。

現在の未払税(地域)フォームの入力
「現在の未払税(地域)」フォームは GAAPと IFRSの両方のレポート標準で使用できます。
現在の未払税の前年度の期末残高データは今年度の期首残高になります。次の見出しの列に
必要な詳細を追加できます。
• CY損益計算書課税額
• CY OCI/資本
• 支払
• 払戻
• RTA (損益計算書)

• 異動
• 外国為替 - 期首残高
• 外国為替 - 今年度
• 出資比率
• 出資比率 - 期首残高
• 出資比率 - 今年度
• 現在の未払の外国為替(複数通貨アプリケーションでのみ使用可能)

「現在の未払税(地域)」フォームに詳細を入力するには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「TAR (地域)」を選択します。
2. 「現在の未払税(地域)」タブを選択します。
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3. オプション: 必要に応じて、POVを変更します。
新しい年を開始する場合は、POVにその年を選択してください。既存の「現在の
年」のデータは現在の年 - 1に移動され、前の現在の年 - 6のデータは履歴年の合
計値に合算されることに留意してください。
POVで選択した年に基づいて、起算年に、実際の会計年(FY17、FY18、FY19な
ど)が表示されます。

4. 次の列のいずれかに金額の詳細を入力します。
• CY損益計算書課税額
• CY OCI/資本
• 支払
• 払戻
• RTA (損益計算書)

• 異動
• 外国為替 - 期首残高
• 外国為替 - 今年度
• 出資比率
• 出資比率 - 期首残高
• 出資比率 - 今年度
• 現在の未払の外国為替(複数通貨アプリケーションでのみ使用可能)

5. 「アクション」で、「連結」をクリックします。
6. 未払期末残高で結果を確認します。

現在の未払税(地域)自動および詳細フォームの管理
税金自動化の有効化
現在の未払税自動化は、次の 2つの方法で有効にできます:

1. アプリケーションの作成中に「現在の未払税自動化」の横にある「有効化」チェッ
ク・ボックスを選択します。
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2. アプリケーションを作成した後、「Tax Reporting – 機能を使用可能にする」画面に移動
します。「現在の未払税自動化」を選択し、「有効化」をクリックします。

自動化フォームへのアクセス
「現在の未払税自動化」フォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「税引当(地域)」を選択し、次に「TAR」を選択します。
2. 「現在の未払税(地域)自動」タブを選択します。
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「現在の未払税」フォームは、支払、払戻などの取得に使用されるデータ入力フォ
ームです。データを現在の引当金から現在の未払税に移動する場合は、データを手
動で入力する必要があります。単一の交差の場合は問題ありませんが、すべての年
月(つまり、P1から P12まで)の場合は、データを手動で入力するには大変な労力
が必要です。そのような場合は、「現在の未払税自動」機能を使用できます。
これは「現在の未払税」フォームに似ていますが、追加の 3つの列があります。次
の 3つの増減メンバーに対して自動化が実行されます:

• CYPL課税額自動
• CY OCI /自動資本
• RTA (P/L)自動
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Note:

• 支払および払戻に対して、自動化機能は適用できません。
• TRCS_OriginationYearsには現在年から 20年前までのメンバーが表示され
るため、TRCS_OriginationYearsのメンバーを共有メンバーとして使用し
て、「現在の未払税自動」フォームに新しい行を追加できます。

データが取得された場所からこれらの自動化列にソース勘定科目を指定するには、マッピ
ングを作成する必要があることに注意してください。Tax Reportingの管理の現在の未払
税自動化のマッピングの作成を参照してください。

3. 「現在の未払税詳細」タブを選択して、「詳細」フォームにアクセスします。「現在の未払
税詳細」フォームから、特定の年の払戻または支払の詳細を追跡できることに注意してく
ださい。このフォームには定期的にデータを入力できます。
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Note:

• 「現在の未払税詳細」フォームで列の順序を変更したり、列を追加す
る場合は、Tax Reportingの管理の「現在の未払税詳細」フォームの
管理を参照してください。

• このフォームで作業をしない場合は、このフォームを手動で非表示に
することもできます。そのためには、フォームを使用しないで、新し
いナビゲーション・フローを作成し、新しいカードを作成する必要が
あります。

地域の税金勘定科目ロールフォワード(TAR)のカ
スタマイズ

一般会計の勘定科目構造が Tax Reportingの初期状態の勘定科目と異なる場合は、地域
の TAR自動化レポートに列を追加し、その列にデータをマップできるカスタマイズさ
れた TAR自動化レポートを構成できるようになりました。
TAR自動化レポートには、初期状態の TARレポートで使用可能なすべての列および行
が含まれていますが、次のようにレポートをカスタマイズすることもできます。
• 会社の一般会計勘定体系と一致するように、追加の G/L勘定科目を追加します。
• 各増減合計の複合詳細を分類するために、追加の増減メンバー行を追加します。
特定の POVのマッピングがユーザーによって定義されている場合、そのマッピングは
連結に考慮されます。マッピングがカスタマイズされていない場合は、デフォルトの
マッピングが使用されます。
TAR自動化レポートのカスタマイズについては、TAR自動化の構成を参照してくださ
い。
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地域の法定有効税率の操作
Tax Reportingでは、法定レートで自動的に有効税率(ETR)照合が計算されます。
法定税率は、今年度の法定税率に今年度の配賦率を掛けたものです。
レート照合では、調整された税引前純利益のパーセンテージとして項目の照合による税効果
が自動的に計算されます。 をクリックしてエントリを展開し、前述の各照合項目詳細の最
下位レベルにドリルダウンし、入力された情報のレベルに応じて有効税率全体に対する各項
目のコントリビューションを表示できます。
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9
中間税引当の操作

関連リンク:

• 中間税引当の概要
• 中間税引当の生成
• 中間引当からの損失エンティティの除外

中間税引当の概要
税率は、四半期、年などのサマリー期間について年初に生成されます。管理者またはパワー・
ユーザーは、月次や非年末などの中間税期間を作成し、年間推定有効税率(AEETR)に基づい
て中間期間の当期税金および繰延税金を見積もることもできます。
機能を使用するには、中間引当合計 AEETRおよび詳細 AEETRを有効にする必要がありま
す。「中間引当」をまだ有効にしていない場合、次のいずれかの方法を使用して機能を有効に
します。
• 新規アプリケーションを作成する場合、アプリケーションの作成を参照してください。
• アプリケーションがすでに作成されている場合でも、「中間税引当」を有効にできます。
アプリケーションの機能の有効化を参照してください。

中間引当機能が有効な場合、アプリケーションの作成ウィザードで「合計 AEETR」または詳
細 AEETR、あるいはその両方を選択できます。中間を有効にする場合、AEETR計算タイプ
の選択は必須です。この機能を有効にすると、TRCS_Interim Forecastシナリオ・メンバー
も作成され、中間引当での予測に使用されます。
中間税の引当を行う前に、ユーザーは当期引当フォームに NIBTデータを入力する必要があり
ます。年間推定有効税率を有効にすると、シナリオ・ディメンションの
TRCS_InterimForecastメンバーから見積税率が自動的に取得されます。
TRCS_InterimForecastは次のフォームで使用されます。
• 当期引当予測
• 繰延税金予測
• 連結 ETR予測
TRCS_InterimForecastシナリオの当期税金および繰延税金の税率を手動で入力する必要も
あります。システムで、実効税率を使用して税金が計算されます。
オプションの選択に基づいで、AEETRの計算方法を選択できます。
• 合計 AEETR - このオプションを選択して、予測シナリオの連結有効税率から合計

AEETRの値を取得します。合計 AEETRで調整できます。
合計税金 AEETR(%) = 予測シナリオの連結実行税率

• 詳細 AEETR - このオプションを選択して、当期税金と繰延税金を足し、予測シナリオの
税金合計を表示します。当期および繰延税金を調整できます。
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合計、詳細または両方を選択できます。

アプリケーション作成ウィザード(ACW)から、あるいは中間引当の有効化機能からの
中間税引当勘定科目は、次に示すように勘定科目ディメンション下に格納されます。
 

 

中間税引当は、国と地域の両方の税引当に適用されます。年間推定有効税率(AEETR)
は、連結税率照合から取得され、地方税および地方税の連邦給付が適宜考慮されます。
すべてのエンティティが計算に参加します。
税効果ベースで追加の個別調整を入力することができます。
必要に応じて、損失エンティティが中間引当の計算に参加しないようにできます。中
間引当からの損失エンティティの除外を参照してください。
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計算された税および個別項目の純額は、中間引当税額とみなされます。すべての情報を入力
したら、中間引当フォームの連結を実行し、合計中間税引当を計算します。
中間税引当の生成に概説されているように中間税引当を生成します。

中間税引当の生成
中間税引当を生成する前に、次の条件を満たす必要があります。
• 中間税引当をアプリケーションに対して有効にする必要があります
• NIBTデータを当期引当フォームで入力する必要があります
中間引当を生成するには:

1. ホーム・ページで「税引当(中間)」、「パッケージ予測」、「税率予測」の順に選択します。
「税率」画面で当期税率と繰延税率を入力し、「保存」をクリックします。
 

 

2. 「パッケージ予測」で、当期引当予測タブを選択します。
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3. 当期引当予測タブで、「編集」 をクリックし、必要な POVを選択します。「シ
ナリオ」が中間引当予測に設定されているこを確認します。

4. 「NIBT」(税引前純利益)を展開します。
5. NIBTの帳簿調整の場合、「調整」で NIBT額の調整を入力し、「保存」をクリック
します。

ノート:

NIBTデータは、当期引当フォームからデフォルト設定されます。
6. 「連結」をクリックし、計算された結果を表示します。
7. ETR予測タブを選択し、計算された連結 ETRの結果を確認します。中間 ETRは、
連結 ETRパーセンテージに対する税引前純利益の割合として表されます。

8. 中間タブを選択して次の画面(選択内容によって異なる)を表示し、「実績」シナリ
オを選択します。
• 中間合計
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• 中間詳細
 

 

9. オプション: 「調整済 AEETR」で、税金合計の必要な調整を入力し、「保存」をクリック
します。

10. オプション: 合計個別引当の値を入力し、「保存」をクリックします。複数の個別項目を
追加できます。自動入力は個別項目には適用されません。

11.「アクション」で、「連結」を選択します。
当期税金中間引当に繰延税額を足すと、合計税金中間引当になります。
個別項目の値が個別項目 AEETR前税金費用に追加され、当期税金中間引当が計算されま
す。

12. 次のものの当期税金、繰延税金および税金合計の結果を確認します。
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• 見積税率
• 個別項目前税金費用
• 個別項目
• 中間引当

中間引当からの損失エンティティの除外
中間税引当は、国と地域の両方の税引当に適用されます。年間推定有効税率(AEETR)
は、連結税率照合から取得され、地方税および地方税の連邦給付が適宜考慮されます。
計算にはすべてのエンティティが参加しますが、状況によっては有効税率の計算から
損失エンティティを除外する必要があります。
損失エンティティ予測フォームを使用して、除外する損失エンティティをマークし、
フォームを連結します。結果は、「中間引当」フォームで確認し、「ロールオーバー」
フォームで除外をコピーして繰り越すことができます。
次の考慮事項があります。
• 中間引当機能は、アプリケーションの初期作成時に有効化するか、「機能を使用可
能にする」オプションを使用して有効化する必要があります。 アプリケーション
の作成を参照してください。

• 「損失エンティティ」フォームと損失エンティティのロールオーバーでは、中間予
測シナリオのみが考慮されます。

• 損失エンティティの計算は、「中間詳細」フォームではなく「中間合計」フォーム
でのみ自動 AEETRに影響します。

中間引当から損失エンティティを除外するには:

1. ホーム・ページで「税引当(中間)」、パッケージ予測、損失エンティティ予測の順
にクリックします。税引前純利益、連結 ETRおよび連結 ETRパーセンテージの税
引前および税引後の値は、フォームの両側で同じです。
 

 

2. 計算から除外するエンティティについて、「損失エンティティ」の下で、ドロップ
ダウン・リストから「はい」を選択します。
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ノート:

基本エンティティでは損失エンティティのみを設定できます。
3. 「アクション」で、「連結」を選択します。連結が完了したら、税引前純利益、連結 ETR
および連結 ETRパーセンテージの事後損失の値を表示します。

4. 中間アイコンをクリックし、「中間合計」をクリックして「中間合計」フォームを確認し
ます。事後損失、自動 AEETRの行は、損失エンティティに設定されたため、空白です。

5. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックして、「ロール
オーバー」を選択します。

6. 「ロールオーバー」画面で、「選択」アイコン をクリックし、損失エンティティが適
用される「シナリオ」、「年」および「期間」を選択します。
 

 

7. 「タスクの選択」で、「損失エンティティ」を選択し、「実行」をクリックします。「ステー
タス」に、アクションが完了したことを示すメッセージが表示されます。選択したシナリ
オ、年および期間からのデータのみがコピーされ、ロールオーバーされます。
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10
税金合計ダッシュボードの確認

税金合計ダッシュボードでは、エンティティ別と管轄別の連結有効税率および支払税金に関
する分析が提供されます。各エンティティまたは管轄の詳細にドリルダウンすることもでき
ます。
次の税金合計ダッシュボードを使用できます。
• エンティティ別連結 ETR - エンティティ別税金合計連結 ETRの確認を参照
• 管轄別連結 ETR - 管轄別連結 ETRの確認を参照
• エンティティ別支払税金 - エンティティ別支払税金の確認を参照
• 管轄別支払税金 - 管轄別支払税金の確認を参照
現在の年を設定するには:

1. ホーム・ページで、「ツール」を選択し、「ユーザー変数」をクリックします。

2. 「ユーザー変数」画面のメンバー・セレクタ で、「現在の年」を選択します。
 

 

3. 「保存」をクリックします。

エンティティ別税金合計連結 ETRの確認
連結 ETRでは、国と地域の ETRおよび税引当合計に加え、エンティティ別外国レート差異
が計算されます。
次の棒グラフが表示されます。
• エンティティ別連結 ETR前年同期比
• エンティティ別連結 ETR前年同期比金額
• エンティティ別外国レート差異前年同期比
• エンティティ別外国レート差異前年同期比金額
エンティティ別連結 ETRダッシュボードを確認するには:
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1. ホーム・ページで、「税金合計」を選択します。
2. 「エンティティ別連結 ETR」ダッシュボードを選択します。

 

 

3. オプション: 視点を調整します。
4. 棒グラフの結果を確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、「地域合計」をクリックします。使用可
能な地域の名前をクリックしてドリルダウンを続けます。たとえば、上のキャプチ
ャ画面で「アメリカ合衆国(USD)」をクリックすると、チャートが展開され、選択
した地域の追加エンティティが表示されます。

管轄別連結 ETRの確認
管轄別連結 ETRでは、国と地域の ETR合計、税引当合計、および管轄別外国レート
差異が計算されます。
次の棒グラフが表示されます。
• 管轄別連結 ETR前年同期比
• 管轄別連結 ETR前年同期比金額
• 管轄別外国レート差異前年同期比
• 管轄別外国レート差異前年同期比金額
管轄別連結 ETRダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税金合計」を選択します。
2. 「管轄別連結 ETR」ダッシュボードを選択します。
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3. オプション: 視点を調整します。
4. 棒グラフの結果を確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、国全体などの最上位レベル・エンティティをク
リックし、国の管轄にドリルダウンします。

エンティティ別支払税金の確認
エンティティ別支払税金ダッシュボードでは、指定した期間において納税義務を果たすため
に発行された資金額が計算されます。
次の棒グラフが表示されます。
• エンティティ別支払税金前年同期比%

• エンティティ別支払税金前年同期比金額
エンティティ別支払税金ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税金合計」を選択します。
2. 「エンティティ別支払税金」ダッシュボードを選択します。
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3. オプション: 視点を調整します。
4. 棒グラフの結果を確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、地域合計などの最上位レベル・エンティ
ティをクリックし、追加のエンティティを表示します。クリックを続けてドリルダ
ウンを実行します。

管轄別支払税金の確認
管轄別支払税金ダッシュボードでは、選択した管轄において納税義務を果たすために
発行された資金額が計算されます。
次の棒グラフが表示されます。
• 管轄別支払税金前年同期比%

• 管轄別支払税金前年同期比金額
管轄別支払税金ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで、「税金合計」を選択します。
2. 「管轄別支払税金」ダッシュボードを選択します。
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3. オプション: 視点を調整します。
4. 棒グラフの結果を確認します。
ダッシュボードにドリルダウンするには、国全体などの最上位レベル・エンティティをク
リックし、追加の管轄を表示します。
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11
税金分析の構成

関連リンク:

恒常通貨の分析

恒常通貨の分析
財務諸表の財務実績の数値を計算する場合、通貨変動の影響を完全に排除するには、固定為
替レートの恒常通貨を使用します。
Tax Reportingで、今年度のレートと前年度のレートの間の恒常通貨分析を作成するために、
次のシナリオを検討します。
たとえば、今年度(FY21)のレートと前年度(FY20)のレートの間の恒常通貨分析を作成する必
要があるとします:

1. シナリオ(たとえば、PriorYearConstantCurrency)を作成します。
2. FY20 - Actualのデータを FY20 - PriorYearConstantCurrencyにコピーしま
す。

3. FY21 - Actualの為替レートを FY20 - PriorYearConstantCurrencyにコピー
します。

4. FY20 - PriorYearConstantCurrencyに対して連結を実行して、恒常通貨の差異を
取得します。
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12
国別レポート(CbCR)の操作

国別レポートにより、大規模多国籍企業は、管轄別財務諸表の年次報告書の詳細なキー要素
を提供できます。このレポートによって、各地の税務当局は、収益、利益、支払済と未払の
税金、雇用、資本、利益剰余金、有形資産およびアクティビティを確認できます。
Tax Reportingでは、CbCRレポートに必要なデータを収集し、まとめることができます。
CbCRレポートは、次の 3つのセクションで構成されます。
• データの入力 - 表 1、2、構成エンティティ情報および詳細
• 企業エンティティ全体のサマリー 表
• レポートをローカルの税務当局に提出する際に必要となる特定の連絡先および企業情報
を詳述するファイリング ・レポート

CbCRオプションを選択して新しい CbCRアプリケーションを作成すると、別個の CbCRキ
ューブが作成されますが、Consolキューブと Ratesキューブの両方を引き続き使用できま
す。CbCRキューブには、国別レポートを実行するために必要なすべてのフォームとディメ
ンションが含まれています。Consolキューブと CbCRキューブ間でデータをプルできます
が、Consolキューブには CbCR情報はありません。すべてのディメンションが Consolキュ
ーブに反映されますが、次の違いがあります。
• CbCRキューブの「勘定科目」ディメンションでは、TRCS_CountryByCountryReporting
下に CbCR勘定科目のみがあります。帳簿勘定科目はありません。

• 「増減」ディメンションには、レポートを提出するために必要な情報が含まれます。
• 「データ・ソース」ディメンションには、CbCRに関するより限定された選択が含まれま
す。

ノート:

Consolキューブは引当の報告に使用され、CbCRキューブは CbCRレポート用のデ
ータの収集およびまとめに使用され、そのデータは Consolキューブから抽出されま
す。
データが 2つの異なるキューブ内にあるため、Consolキューブに対する変更を
CbCRキューブに転送する必要があります。CbCR自動化を設定して、Consolキュ
ーブと CbCRキューブ間でのデータ移動を自動化する必要があります。CbCR自
動化の使用を参照してください。

CbCRアプリケーションの作成の詳細は、 Tax Reportingの管理 の新規アプリケーションの
作成を参照してください。
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ノート:

出資比率は現在、「国別レポート(CbCR)」ではサポートされていません。か
わりに、100%ロールアップが表示されます。

国別レポート勘定科目は、エンティティに応じて異なる期間中に計算および計上でき
ます。たとえば、カレンダ年の期間中に、国別レポート勘定科目用にすべての使用可
能なデータを計算できますが、CbCRのレポート作成は会社の任意の判断で行うこと
ができます。
レポートの準備ができたら、次のファイルを生成します。
• 税務当局に送信される正式な XMLファイル
• エラーをリストする検証.TXTファイル。
レポートを送信する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

国別レポートの詳細は、次の概要ビデオをご覧ください:  概要: Oracle EPM
Cloudでの国別レポート。

 Tax Reporting Cloudでの国別レポートの設定.

CbCR親エンティティの設定
デフォルトで、「CbCRサマリー」フォームと「リスク評価」フォームには、FCCS_Total
Geography (地域合計)の下にすべてのエンティティのデータが表示されます。
特定の地理的領域のデータ分析を希望するユーザーは、すべての「CbCRサマリー」
フォームと「リスク評価」フォームに対する分析の実行元となる選択した CbCR親エ
ンティティを指し示すユーザー変数を設定できます。たとえば、地域合計を使用せず
に、CbCR親エンティティを「合衆国」に設定できます。
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CbCR親エンティティを設定した後、選択した CbCR親エンティティに対して次のレポート
のデータが移入されます。
• 「CbCR」の「サマリー」:

– 表 1

– 表 1管轄別
– 表 2

• 「CbCR」の「リスク評価」:

– 従業員比率
– 収益率
– 利益率
– 支払済所得税比率
– 未払所得税比率
– 資産比率
– 株主資本比率

CbCRエンティティの詳細な設定手順は、ユーザー変数の設定を参照してください。

CbCレポートのデータ入力表
「データの入力」の各表は、エンティティに関する財務情報や詳細を入力するために使用され
ます。
• 「表 1」には、個々のエンティティに関する基本レベルの財務データが含まれます。表 1
のデータ入力の準備を参照してください。

• 「表 2」では、研究開発や製造および開発など、エンティティに関連する事業分野を選択
する必要があります。エンティティに適合するカテゴリがない場合は、「表 3」に入力し
て、関連する業種を説明する必要があります。表 2のデータ入力の準備を参照してくださ
い。

• 「構成エンティティ情報」では、構成エンティティの国や住所など、エンティティの詳細
を入力します。構成エンティティ情報の準備。

• 「詳細」に入力するのは「表 2」で「その他」を選択した場合のみで、業種に関する自由
形式の説明を入力できます。詳細の入力を参照してください。
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Tax Reportingで国別レポートを作成する方法についてさらに学習するには、次のビデ

オをご覧ください:  Tax Reporting Cloudでの国別レポートの作成。

表 1のデータ入力の準備
CbCR表 1 - データ入力には、基本レベル・エンティティの国別財務詳細の詳しい内訳
が表示されます。税務当局は、この情報を使用して移転価格のリスクを評価し、税監
査リソースをどのように割り当てるかを決定します。ソース財務システムから自動的
に統合できないデータは、Tax Reportingのネイティブ・データ収集機能を使用して手
動で収集できます。財務情報をソースまで遡ることができることが重要です。
表 1レポートでは、自動化されたデータが次の場所からインポートされます。
• マップ済データには、データ・ソース・ディメンションのマップ済データから

CbCR値が格納されます。
• 「管理対象データ」は、データ管理からプッシュされます。
• 「補足データ」は、現在サポートされていません。
• データ入力は手動で入力します。これは、Oracle Smart View for Officeを使用して
入力できます。

ノート:

CbCR表 1レポートを実行する前に、レポートの特定の列についてデー
タを自動的にインポートするかどうかや、調整を手動で入力するかどう
かを決定できます。財務情報の自動化を制御するには、CbCレポートの
自動入力での作業を参照してください。

CbCR表 1の勘定科目(従業員数を除く)ごとに、すべての「収益/費用」列では平均レ
ートを使用して通貨換算を行い、「資産/負債」列では期末レートを使用します。従業員
数は換算されません。デフォルトの平均レートまたは期末レート以外のレートを使用
するには、CbCR FXレート・オーバーライド・フォームを使用して異なるレートを入
力します。CbCR FXオーバーライド・レートの入力を参照してください。
「表 1のデータ入力」に入力するには:
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1. ホーム・ページで、「CbCR」、「データの入力」の順に選択して CbCR表 1フォームを開
き、エンティティのデータを表示します。
 

 

2. オプション: 必要に応じて視点と通貨を編集します。
3. 「アクション」で、CbCRの連結を選択して、自動化された値を移入します。
4. オプション: 「アクション」で「CbCRの換算」を選択します。
5. 自動入力を確認します。
6. 「調整」に、必要に応じて調整を入力します。
7. 「合計」を確認し、必要に応じてデータを調整します。
8. 調整を行った場合は、「アクション」で、CbCRの連結を選択します。

CbCレポートの自動入力での作業
CbCR自動化のルールを設定および追加する方法の詳細は、Tax Reportingの管理の CbCR自
動化の使用を参照してください。

CbCR FXオーバーライド・レートの入力
CbCR表 1の勘定科目(従業員数を除く)ごとに、すべての「収益/費用」列では平均レートを
使用して通貨換算を行い、「資産/負債」列では期末レートを使用します。従業員数は換算され
ません。デフォルトの平均レートまたは期末レート以外のレートを使用するには、CbCR FX
レート・オーバーライド・フォームを使用して異なるレートを入力します。
各 CbCR列のオーバーライド・レートによって、VALまたは PVAの換算方法のレートを調整
することもできます。デフォルトで、Tax Reportingでは、VALの方法が使用されます。
「ディメンション」で、TRCS_CBCR Override FX Rate Accountsの下に CbCR表 1の勘定科
目が「共有」として作成されます。これらの勘定科目は、TRCS_Table1の下に指定された勘
定科目をミラーリングします。
CbCRキューブを使用すると、換算の平均レートを指定するために、次の階層が自動的に作
成されます。
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表 12-1 TRCS_CBCRオーバーライド FXレート勘定科目

勘定科目 デフォルト別名
TRCS_CBCRRevenuesRelatedParties(Shared
)

収益関連パーティ

TRCS_CBCRRevenuesUnrelatedParties(Shar
ed)

収益非関連パーティ

TRCS_CBCREBIT(Shared) 所得税引前利益(損失)
利息および税引前利益(EBIT)は、利息および所
得税を除くすべての費用を含む、企業の利益を
測る尺度です。この値は、営業収益と営業費用
の差額を表します。EIBT FXオーバーライド・
レートは、CbCRキューブにのみ入力できます。

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid(Shared
)

国の支払済所得税(現金主義)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid(Shared
)

地域の支払済所得税(現金主義)

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued(Sh
ared)

国の未払所得税(今年度)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued(Sh
ared)

地域の未払所得税(今年度)

TRCS_CBCRStatedCapital(Shared) 資本金
TRCS_CBCRAccumulatedEarnings(Shared) 利益剰余金
TRCS_CBCRNetTangibleAsssets(Shared) 有形資産、純

 

 
換算レートは、次のレベルで適用できます。
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• 勘定科目
• エンティティ
• グローバル仮定
換算レートが使用できない場合、換算は行われません。

ノート:

所得税引前利益(損失)列(TRCS_CBCREBIT)では、勘定科目レベル・レートが適用
されない場合、NIBTオーバーライド・レートが適用されます。

CbCR FXオーバーライド・レートを入力するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択し、「フォーム」で、「税金管理」を展開して、
TRCS_CbCR FXレート・オーバーライドを選択します。
画面に、CbCR表 1の勘定科目のすべての列(「従業員数」を除く)が表示されます。

2. 「編集」 をクリックし、使用する POVおよびエンティティ通貨を選択します。
 

 

3. エンティティ入力で、選択した勘定科目の CbCR FXオーバーライド・レートを入力し、
「保存」をクリックします。必要な勘定科目ごとに繰り返します。すべてのレートを入力
すると、「保存」をクリックできます。
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ノート:

「資産/負債」勘定科目にオーバーライド・レートが指定されない場合、期
末レートが使用されます。「収益/費用」勘定科目にオーバーライド・レー
トが指定されない場合、平均レートが使用されます。

4. ホーム・ページで「CbCR」、「データの入力」、「表 1」の順に選択して、「表 1の
データ入力」フォームを開きます。

5. 「編集」で、レポート通貨を選択します。
6. 「アクション」で、CbCRの換算を選択します。
次に示すように、CbCR FXオーバーライド・レートを使用して、値が換算されま
す。
• CbCRの場合:

– 勘定科目レベルのオーバーライド・レートが適用されます。
– 使用できない場合、勘定科目プロパティで設定されている為替レートに基
づいたデフォルト・レート(「収益/費用」勘定科目には平均レート、「資産/
負債」勘定科目には期末レート(いずれもエンティティ・レベル))が使用さ
れます

– 使用できない場合、勘定科目プロパティで設定されている為替レートに基
づいたデフォルト・レート(「収益/費用」勘定科目には平均レート、「資産/
負債」勘定科目には期末レート(いずれもグローバル仮定))が使用されます

– 使用できない場合、換算は行われません。
• EBIT列(TRCS_CBCREBIT - 所得税引前利益(損失))の場合:

– 勘定科目レベルのオーバーライド・レートが適用されます。
– 使用できない場合、NIBTオーバーライド・レートが使用されます
– 使用できない場合、勘定科目プロパティで設定されている為替レートに基
づいたデフォルト・レート(「収益/費用」勘定科目には平均レート、「資産/
負債」勘定科目には期末レート(いずれもエンティティ・レベル))が使用さ
れます

– 使用できない場合、勘定科目プロパティで設定されている為替レートに基
づいたデフォルト・レート(「収益/費用」勘定科目には平均レート、「資産/
負債」勘定科目には期末レート(いずれもグローバル仮定))が使用されます

– 使用できない場合、換算は行われません。
7. CbCRの「表 1のデータ入力」フォームで結果を確認します。

CbCR表 1のカスタマイズ
詳細を追加したり、列をグループ化して、より詳細なレベルでデータを管理すること
で、CbCR表 1をカスタマイズして、組織のレポート機能を強化できます。管轄およ
び地域についてレポートするために列を分割したり、選択した勘定科目の追加詳細を
表示するために列を拡張できます。たとえば、合計非関連パーティ収益列では、組織
の要件に合せて、「サード・パーティ収益」、「その他収益」などの項目を作成できま
す。
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CbCR表 1の勘定科目ごとに、組織の子勘定科目を追加することで、TRCS_Table 1の「合
計」表をカスタマイズできます。これは、ディメンション・エディタを使用して追加されま
す。新しく作成された子を帳簿勘定科目に割り当てる必要があるため、連結を実行すると、
割り当てられたメンバーはマップ済データの下に自動的に移入されます。
 

 

次の親メンバーにのみ子を追加できます。
• TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties

• TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties

• TRCS_CBCRTotalEBIT

• TRCS_CBCRTotalTax

• TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal

• TRCS_CBCRTotalStatedCapital

• TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings

• TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees

• TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets

TRCS表 1に対して、次の階層が自動的に作成されます。
表 12-2 TRCS_Table 1の合計勘定科目

合計勘定科目 親勘定科目 デフォルト別名
TRCS_CBCRTotalReven
ue

収益合計
TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties 収益関連パーティ
TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParti
es

収益非関連パーティ

TRCS_CBCRTotalEBIT 所得税引前利益(損失)
利息および税引前利益(EBIT)
は、利息および所得税を除く
すべての費用を含む、企業の
利益を測る尺度です。この値
は、営業収益と営業費用の差
額を表します。

TRCS_CBCREBIT 利息および税引前利益(EBIT)

TRCS_CBCRTotalTax 合計支払済所得税(現金主義)

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid 国の支払済所得税(現金主義)
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表 12-2 (続き) TRCS_Table 1の合計勘定科目

合計勘定科目 親勘定科目 デフォルト別名
TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid 地域の支払済所得税(現金主

義)

TRCS_CBCRCurrentPro
visionTotal

合計未払所得税 - 今年度
TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued 国の未払所得税(今年度)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued 地域の未払所得税(今年度)

TRCS_CBCRTotalStated
Capital

資本金
TRCS_CBCRStatedCapital 資本金 - エントリ

TRCS_CBCRTotalAccum
ulatedEarnings

利益剰余金
TRCS_CBCRAccumulatedEarnings 利益剰余金 - エントリ

TRCS_CBCRTotalAccum
ulatedEarnings

利益剰余金
TRCS_CBCRAccumulatedEarnings 利益剰余金 - エントリ

TRCS_CBCRTotalNumb
erOfEmployees

従業員数
TRCS_CBCRNumberOfEmployees 従業員数 - エントリ

TRCS_CBCRTotalNetTan
gibleAssets

有形資産、純
TRCS_CBCRNetTangibleAssets 有形資産、純 - エントリ

CbCR表 1用にカスタマイズされた勘定科目を追加するには:

1. ホーム・ページで、「ナビゲータ」 をクリックします。
2. 「作成および管理」で「ディメンション」を選択します。
3. 「TRCS_CountryByCountryReporting」で、「TRCS_Table1」を展開します。
4. 子を追加する合計親メンバーを選択し、「子の追加」 をクリックします。
5. 「メンバーのプロパティ」タブで、新規メンバーの「名前」および「別名」を入力
し、デフォルト・プロパティを設定して、「保存」をクリックします。
親メンバーに子を追加すると、子メンバーも自動的に次の場所に追加されます。
• 「表 1のデータ入力」フォームなど、すべての CbCR税金自動化フォーム。
• TRCS_CbCRオーバーライド・レート勘定科目の下(共有メンバーとして)。こ
れにより、ユーザーは、TRCS_CbCR FXレート・オーバーライド・フォーム
で FXオーバーライド・レートを直接入力できます。詳細は、CbCR FXオー
バーライド・レートの入力を参照してください。

• 作成された新規メンバーと同じ名前のカスタム属性。これにより、新規メンバ
ーをマップして帳簿データを取り込むことができます。たとえば、
TRCS_TotalEBITの下に EBIT1メンバーが追加されると、ソース帳簿勘定科目
に列をマップできるように、EBIT1という名前の新しいカスタム属性メンバー
が CBCRカスタム属性の親の下に作成されます。

6. CbCRの「表 1のデータ入力」フォームで、追加された列を確認します。
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表 2のデータ入力の準備
表 2レポートでは、エンティティに関連するビジネス・アクティビティを指定します。複数
のビジネス・アクティビティが該当する場合があります。
次のアクティビティを使用できます。
• 研究開発
• 知的財産の保有/管理
• 購買または調達
• 製造または生産。
• セールス、マーケティングまたは販売
• 管理、運用またはサポート・サービス
• 非関連パーティへのサービスの提供
• 内部グループ財務
• 規制金融サービス。
• 保険
• 株式またはその他の持分金融商品の保有
• 休眠
• その他
「表 2のデータ入力」レポートに入力するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「データの入力」の順に選択します。
2. 「表 2」を選択します。
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3. オプション: 必要に応じて視点を編集します。
4. 関連するアクティビティで、該当するすべてのアクティビティについてドロップダ
ウンから「はい」を選択します。

5. エンティティに適用されるアクティビティがない場合、「その他」を選択し、「詳
細」を入力します。詳細の入力を参照してください。

6. 「保存」をクリックします。

詳細の入力
表 2にリストされたエンティティに対して適切なビジネス・アクティビティがない場
合にのみ「詳細」を入力する必要があります。詳細レポートでは、選択したエンティ
ティのビジネス・アクティビティに関する説明またはその他の関連情報を自由形式で
入力できます。
詳細レポートを完成させるには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「データの入力」の順に選択します。
2. 「詳細」を選択します。

 

 

3. オプション: 必要に応じて視点を編集します。
4. 「構成エンティティに関連する詳細情報」で、エントリの行をクリックし、選択し
たエンティティに適用される関連情報または追加詳細の自由形式の説明を入力し
ます。

5. 「保存」をクリックします。
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構成エンティティ情報の準備
「構成エンティティ情報」では、送信するレポートの構成エンティティの名前や住所に関する
詳細情報を入力します。
「構成エンティティ情報」レポートを準備するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「データの入力」の順にクリックします。
2. 「構成エンティティ情報」を選択します。

3. レポートの POVを選択します。
4. 国コード/税管轄で、選択した構成エンティティに関連付けられた税管轄の国コードを選
択します。

5. TINコードに、納税者番号(TIN)を入力します。
6. TIN発行元で、TINを発行した国または管轄の名前を選択します。
7. INコードに、INコード(エンティティまたは組織識別番号)を入力します。
このデータ要素は、会社登録番号やグローバル法人識別番号(EIN)など、使用可能な他の
INがある場合に入力(および繰返し)できます。

8. IN発行元で、INを発行した国または管轄の名前を選択します。
9. 構成エンティティの完全な登録名に、会社設立の定款に記載されているとおりの構成エン
ティティの完全な登録名を入力します。

10. 住所タイプで、ドロップダウン・リストからタイプを選択します。
• 住居またはビジネス
• 住居
• ビジネス
• 登録済オフィス
• 未指定
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11.「国コード」で、選択したエンティティの事業所住所に関連する国コードを選択し
ます。

12. 番地に、詳細な番地を入力します。
13. オプション: 建物識別子に、建物の名前を入力します。
14. オプション: スイート識別子に、スイート番号を入力します。
15. オプション: フロア識別子に、オフィスの階数を入力します。
16. オプション: 区域名に、区域の名前を入力します(該当する場合)。
17. オプション: POBに、私書箱番号を入力します(該当する場合)。
18. オプション: 郵便番号に、関連する郵便番号を入力します(該当する場合)。
19. 市区町村に、市区町村の名前を入力します。
20. 国サブエンティティに、都道府県、郡、州など、関連する国サブエンティティの名
前を入力します。

21.「役割」で、ドロップダウン・リストから役割を選択します。
• 最終親エンティティ
• レポート・エンティティ
• 両方(最終親エンティティおよびレポート・エンティティ )

22. 設立国コードで、MNEグループの構成エンティティの創立または設立の基になっ
た法律を定めた、税管轄の国コードを選択します(税管轄が構成エンティティの所
在地の税管轄と異なる場合)。

23.「保存」をクリックします。

CbCレポートのサマリー
次の「サマリー」画面には、すでに入力されているデータの様々なビューが表示され、
ビューを変更することはできません。
• 「表 1」には、企業または国エンティティに関する企業レベルの財務データが含ま
れます。表 1のサマリーの生成を参照してください。

• 表 1管轄別詳細には、企業エンティティとともに各管轄の財務データが含まれま
す。表 1管轄別詳細のサマリーの準備を参照してください。

• 表 2 - 「研究開発」や製造および開発など、エンティティに関連する事業分野を選
択します。

表 1のサマリーの生成
CbCR表 1 - サマリーには、企業レベル・エンティティの国別財務詳細の詳しい内訳が
表示されます。
表 1のデータは、グループのレポート通貨でレポートする必要があります。
表 1のサマリーに入力するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「サマリー」の順に選択して CbCR表 1サマリー・
フォームを開き、企業レベル・エンティティのデータを表示します。
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2. オプション: 必要に応じて視点と通貨を編集します。
3. 「アクション」で、CbCRの連結を選択して、自動化された値を移入します。
4. 「合計」を確認し、必要に応じてデータを調整します。
5. 「アクション」で、CbCRの換算を選択して表 1のデータをグループのレポート通貨に換
算します。

表 1管轄別詳細のサマリーの準備
表 1管轄別詳細レポートには、選択した視点での管轄およびエンティティ別のサマリー結果
が表示されます。管轄は、企業レベルの合計に集約されます。
このデータは、ナビゲータの「ディメンション」で帳簿および税金勘定科目に CbCR属性値
を割り当てることによって自動的に移入できます。
表 1管轄別詳細レポートは、グループのレポート通貨でレポートする必要があります。
表 1管轄別詳細を確認するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「サマリー」の順に選択します。
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2. 表 1管轄別詳細を選択します。
3. オプション: 必要に応じて視点を編集します。
4. 「アクション」で、CbCRの連結を選択して詳細サマリーを更新します。
5. 必要に応じて CbCRの連結を実行します。
6. 「アクション」で、CbCRの換算を選択して表 1のデータをグループのレポート通
貨に換算します。

表 2のサマリーの準備
表 2レポートでは、国または企業レベルに関連するビジネス・アクティビティを指定
します。複数のビジネス・アクティビティが該当する場合があります。
次のアクティビティを使用できます。
• 研究開発
• 知的財産の保有/管理
• 購買または調達
• 製造または生産
• セールス、マーケティングまたは販売
• 管理、運用またはサポート・サービス
• 非関連パーティへのサービスの提供
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• 内部グループ財務。
• 規制金融サービス。
• 保険
• 株式またはその他の持分金融商品の保有
• 休眠
• その他
「表 2のサマリー」レポートに入力するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「サマリー」の順に選択します。
2. 「表 2」を選択します。

 

 

3. オプション: 必要に応じて視点を編集します。
4. 関連するアクティビティで、該当するすべてのアクティビティについてドロップダウンか
ら「はい」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

CbCレポートの提出
エンティティ全体およびエンティティが事業を行っている各税管轄について国別(CbC)レポ
ートの年次レポートを提出する必要があります。このレポートによって、各地の税務当局は、
収益、利益、支払済と未払の税金、雇用、資本、利益剰余金、有形資産およびアクティビテ
ィを確認できます。
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「ファイリング」の各タブには、基本エンティティ・レベルでは収集されない、XMLフ
ァイルに挿入する必要があるすべての追加情報が用意されています。国別の「ファイ
リング」の各タブにより、ドキュメント ID、管轄、詳細な連絡先や住所など、レポー
トを提出する際に財務情報とは別に必要となるすべての情報を確実に入力して、送信
内容や元のレポートに加えた変更内容を追跡できます。
次の項を参照して、レポートを検証および送信できるように準備してください。
• メッセージ仕様の準備
• レポート・エンティティ情報の準備
• 管轄ドキュメント仕様の準備
• 提出のための表 3の準備

メッセージ仕様の準備
「メッセージ仕様」はメッセージの送信者と受信者を指定するために使用され、ここで
は、情報の対象となる期間やレポートのステータス(オリジナル、修正、補足データな
ど)を含む、送信されるメッセージの詳細を入力します。
メッセージ仕様を準備するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「ファイリング」の順にクリックします。
2. 「メッセージ仕様」を選択します。

 

 

3. レポートの POVを選択します。
4. 送信エンティティ識別番号に、送信エンティティの識別番号を入力します。
5. 送信国で、レポートの送信元の国または管轄の名前を選択します。選択できる国は

1つのみです。
6. 受信国で、レポートの送信先の受信国または管轄の名前を選択します。レポートに
記載されている、エンティティが存在する各管轄を選択する必要があります。
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ノート:

10を超える国を入力する必要がある場合は、必要な数にあわせてメタデータを
更新する必要があります。

7. 「メッセージ・タイプ」で、使用可能な唯一のタイプとして「CBC」を選択します。
8. 「言語」で、レポートの準備に使用された言語を選択します。言語は、送信管轄の現地の
法律によって決まります。

9. オプション: 「情報の使用に関する制限を表すフリーテキスト」に、レポートの作成やコ
ンテンツに関する状況を明らかにするために適用できる自由形式の警告や考慮事項を入
力します。

10.「データの処理に関与/関係する者の連絡先」に、地域の税務当局からレポートに関する質
問があった場合に備えて、メッセージの送信者の完全な連絡先情報を入力します。

11.「このメッセージの送信者の一意の IDに、送信者によって作成されたレポートの一意の
IDを入力します。

12.「送信されるメッセージのタイプ」で、ドロップダウン・リストから該当するテキストを
選択します。
• メッセージには新しい情報が含まれている。
• メッセージには以前送信した情報の修正が含まれている。

13. オプション: 「修正の必要のある送信者の一意の識別子」に、修正メッセージ参照 IDを
入力します。

ノート:

ドキュメント参照 IDはスペースおよび時間で一意であるため、この要素はドキ
ュメント仕様レベルでは CbCレポートに使用されません。

14.「レポート期間」に、レポート期間(会計年度など)の最終日を入力します。各自のロケー
ルのフォーマットで日付を入力できますが、XMLファイルの作成時に日付が必要な日付
フォーマット(YYYY-MM-DD)に自動的に変換されます

ノート:

レポート期間の長さが完全な 12か月間でない場合は、「警告」にコメントを入
力して、その理由を説明してください。

15.「保存」をクリックします。
16.「アクション」で「ビジネス・ルール」を選択し、次の両方のビジネス・ルールを実行し
ます。
• Consolidate_CbCR

• Translate_CbCR
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レポート・エンティティ情報の準備
「レポート・エンティティ情報」では、送信するレポートのレポート・エンティティの
名前や住所に関する詳細情報を入力します。
レポート・エンティティ情報を準備するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「ファイリング」の順にクリックします。
2. 「レポート・エンティティ情報」を選択します。

3. レポートの POVを選択します。
4. 「国コード」/税管轄」で、選択したレポート・エンティティに関連付けられた税管
轄の国コードを選択します。

5. TINコードに、納税者番号(TIN)を入力します。
6. TIN発行元で、TINを発行した国または管轄の名前を選択します。
7. INコードに、INコード(エンティティまたは組織識別番号)を入力します。
このデータ要素は、会社登録番号やグローバル法人識別番号(EIN)など、使用可能
な他の INがある場合に入力(および繰返し)できます。

8. IN発行元で、INを発行した国または管轄の名前を選択します。
9. 構成エンティティの完全な登録名に、会社設立の定款に記載されているとおりの構
成エンティティの完全な登録名を入力します。

10. 住所タイプで、ドロップダウン・リストからタイプを選択します。
• 住居またはビジネス
• 住居
• ビジネス
• 登録済オフィス
• 未指定

11.「国コード」で、選択したエンティティの事業所住所に関連する国コードを選択し
ます。
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12. 番地に、詳細な番地を入力します。
13. オプション: 建物識別子に、建物の名前を入力します。
14. オプション: スイート識別子に、スイート番号を入力します。
15. オプション: フロア識別子に、オフィスの階数を入力します。
16. オプション: 区域名に、区域の名前を入力します(該当する場合)。
17. オプション: POBに、私書箱番号を入力します(該当する場合)。
18. オプション: 郵便番号に、関連する郵便番号を入力します(該当する場合)。
19. 市区町村に、市区町村の名前を入力します。
20. 国サブエンティティに、都道府県、郡、州など、関連する国サブエンティティの名前を入
力します。

21.「MNEグループの名前」で、多国籍企業(MNE)グループの名前を入力します。フリーハン
ドのテキスト・フィールドであるため、ここでは自由に入力できます。

22. レポート役割で、ドロップダウン・リストからレポート役割を選択します。
• 最終親エンティティ
• 代理親エンティティ
• 外国為替の枠組みにおけるローカル・ファイリング
• 不完全な情報によるローカル・ファイリング

23.「レポート期間 - 開始日」で、レポート期間の開始日を入力します。
24.「レポート期間 - 終了日」で、レポート期間の終了日を入力します。
25.「送信されるデータのタイプをこの要素で指定」に、送信されるデータのタイプの説明を
入力します。

26.「このドキュメントの送信者の一意の識別子」に、ドキュメントの識別子を入力します。
27.「修正の必要のある送信者の一意の識別子」に、修正メッセージ参照 IDを入力します。
28.「これが修正の場合に参照されるドキュメントの参照 ID」に、選択したレポートに対して
作成された一意の IDを入力します。

29.「保存」をクリックします。

管轄ドキュメント仕様の準備
「管轄ドキュメント仕様」では、送信される CbCメッセージ内の特定のレポートを識別しま
す。これにより、修正を必要とするレポートを識別できます。
管轄ドキュメント仕様を準備するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「ファイリング」の順にクリックします。
2. 「管轄ドキュメント仕様」を選択します。

 

第 12章
CbCレポートの提出

12-21



 

3. レポートの POVを選択します。
4. 影響を受ける管轄ごとに「送信されるデータのタイプをこの要素で指定」で、レポ
ートに含む情報のタイプを選択します。
• 再送信データ(CbC XMLスキーマでは使用されない)

• 新規データ
• 修正済データ
• データの削除
• 再送信テスト・データ(CbC XMLスキーマでは使用されない)

• 新規テスト・データ
• 修正済テスト・データ
• テスト・データの削除

5. 「このドキュメントの送信者の一意の識別子」で、選択したレポートに対して作成
された一意の IDを入力します。

6. オプション: 「このドキュメントの送信者の一意の識別子」に、修正メッセージ参
照 IDを入力します。

7. オプション: 「修正の必要のある送信者の一意の識別子」で、修正したレポートの
送信者の一意の IDを作成します。

8. 「これが修正の場合に参照されるドキュメントの参照 ID」で、修正したレポートに
対して一意の IDを作成します。

9. 「国コード」で、選択した構成エンティティに関連する国を選択します。
10.「保存」をクリックします。

提出のための表 3の準備
「ファイリング」の表 3画面は、レポート用に整理される、各提出の詳細の入力に使用
されます。たとえば、テスト・データや修正として送信内容を指定できます。レポー
トを送信または再送信するたびに、正しいデータが正しい理由について評価されるよ
うに適切な詳細を追加します。
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表 3に入力するには:

1. ホーム・ページで、「CbCR」、「ファイリング」の順にクリックします。
2. 「表 3」を選択します。

 

 

3. レポートの POVを選択します。
4. 表 3要素(要素 1、要素 2など)ごとに、次のフィールドに情報を入力します。

• 「送信されるデータのタイプをこの要素で指定」で、このバージョンのレポートに含
む情報のタイプを選択します。
– 再送信データ(CbC XMLスキーマでは使用されない)

– 新規データ
– 修正済データ
– データの削除
– 再送信テスト・データ(CbC XMLスキーマでは使用されない)

– 新規テスト・データ
– 修正済テスト・データ
– テスト・データの削除

• 「このドキュメントの送信者の一意の識別子」で、このバージョンのレポートに対し
て作成された一意の IDを入力します。

• 「修正の必要のある送信者の一意の識別子」で、修正メッセージ参照 IDを入力しま
す。

• オプション: 「これが修正の場合に参照されるドキュメントの参照 ID」に、修正され
たレポートに対して作成された一意の IDを入力します。

• 「指定された情報の理解に役立つ詳細情報」に、このバージョンのレポートに適切な
詳細を入力します。たとえば、これが別の修正であることや、特定のフィールドに調
整が加えられたことを示すノートを入力できます。

• 「国コード」で、このレポートが適用される国を選択します。
• 「サマリー要素のリスト」で、強調表示する情報のタイプを選択します。
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– 収益 - 非関連
– 収益 - 関連
– 収益 - 合計
– 利益または損失
– 支払済税金
– 未払税金
– 資本
– 利益
– 従業員数
– 資産

5. 「保存」をクリックします。

CbCRリスク評価ダッシュボード
関連トピック:

• リスク評価ダッシュボードの使用
• リスク評価比率の確認
• 使用可能なリスク評価比率

リスク評価ダッシュボードの使用
リスク評価ダッシュボードでは、CbCRキューブの CbCR表 1データ入力で取得され
たすべての財務データと財務以外のデータの分析が提供されます。
ダッシュボードを確認すると、事業会社から報告されたデータを把握できます。一般
的な情報については、ダッシュボードにマウス・カーソルを合せます。予期しないデ
ータのスパイクや破損に気付いて、結果の詳細を表示する場合、ライブラリからフォ
ームを選択し、関連付けられたフォームでドリルダウンして元のデータを調べると、
潜在的に監査フラグを識別したり、税務当局からの質問を予測できます。
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「表 1のデータ入力」フォームから比率の値が取得されます。値を表示するには、「表 1のデ
ータ入力」を開き、選択した比率(たとえば収益関連パーティと「従業員数」)の「合計」行お
よび列の見出しを選択します。
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リスク評価比率の確認
比率ダッシュボードを確認するには:

1. ホーム・ページで「CbCR」、「リスク評価」の順にクリックします。
2. 「現在の年」、「シナリオ」、「期間」、「複数 GAAP」、「通貨」などの POVを選択し
ます。

3. 「リスク評価」から、確認する比率ダッシュボードのタブを選択します。
• 従業員比率
• 収益率
• 利益(または損失)比率
• 支払済所得税比率
• 未払所得税比率
• 資産比率
• 株主資本比率
 

 

4. 選択した比率ダッシュボードの「勘定科目」で、確認する比率(収益関連パーティ /
従業員数など)を選択します。
比率の計算により、比率の最初の値が 2番目の値で除算されます。
たとえば、収益関連パーティ / 従業員数の比率を生成するには、「表 1のデータ入
力」の収益関連パーティの合計を「表 1のデータ入力」の「従業員数」で割りま
す。
使用可能な比率の完全なリストは、使用可能なリスク評価比率を参照してくださ
い。
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5. 「実行」 をクリックしてダッシュボードを生成します。
6. 異常、ピークまたは破損がないかどうか、ダッシュボードを確認します。
7. 結果の詳細を表示する場合は、ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックし、「フォー
ム」タブをクリックします。

8. 「フォーム」で、「CbCR」、「リスク評価」の順に選択します。
 

 

9. 表示する比率のフォーム(「資産比率」や「従業員比率」など)を展開し、調べるフォーム
を選択します。
• 管轄別比率 YoY (管轄、前年同期比)

• 比率 YoY (前年同期比)
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10.「アクション」で、CbCRの連結を選択し、地域合計に連結します。

11. レポートの図を確認します。
 

 

使用可能なリスク評価比率
ダッシュボードごとに、選択した POVの比率カテゴリを含む勘定科目を選択できま
す。次のダッシュボードごとに、一連のリスク評価比率の選択肢が用意されています。
• 従業員比率
• 収益率
• 利益(または損失)比率
• 支払済所得税比率
• 未払所得税比率
• 資産比率
• 株主資本比率
従業員比率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 収益関連パーティ / 従業員数
• 収益非関連パーティ / 従業員数
• 収益合計 / 従業員数
• 所得税引前利益(損失) / 従業員数
• 資本金 / 従業員数
• 利益剰余金 / 従業員数
• 資本金 + / 利益剰余金 / 従業員数
• 有形資産、純 / 従業員数
• 合計支払済所得税(現金主義) / 従業員数
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• 合計未払所得税 - 今年度 / 従業員数
収益率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 収益関連パーティ / 収益合計
• 収益非関連パーティ / 収益合計
• 所得税引前利益(損失) / 収益関連パーティ
• 所得税引前利益(損失) / 収益非関連パーティ
• 所得税引前利益(損失) / 収益合計
• 合計支払済所得税(現金主義) / 収益関連パーティ
• 合計支払済所得税(現金主義) / 収益非関連パーティ
• 合計支払済所得税(現金主義) / 収益合計
• 合計未払所得税 - 今年度 / 収益関連パーティ
• 合計未払所得税 - 今年度 / 収益非関連パーティ
• 合計未払所得税 - 今年度 / 収益合計
• 有形資産、純 / 収益合計
• 資本金 + / 利益剰余金 / 収益合計
利益率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 資本金 / 所得税引前利益(損失)

• 利益剰余金 / 所得税引前利益(損失)

• 資本金 + / 利益剰余金 / 所得税引前利益(損失)

• 合計支払済所得税(現金主義) / 所得税引前利益(損失)

• 合計未払所得税 - 今年度 / 所得税引前利益(損失)

• 所得税引前利益(損失) / 収益合計 - 所得税引前利益(損失)

支払済所得税比率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 国の未払所得税(今年度) / 合計支払済所得税
• 地域の未払所得税(今年度) / 合計支払済所得税
• 合計未払所得税(今年度) / 合計支払済所得税
• 資本金 / 合計支払済所得税
• 利益剰余金 / 合計支払済所得税
• 資本金 + / 利益剰余金 / 合計支払済所得税
• 有形資産、純 / 合計支払済所得税
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未払所得税比率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 国の未払所得税(今年度) / 合計未払所得税 - 今年度
• 地域の未払所得税(今年度) / 合計未払所得税 - 今年度
• 合計支払済所得税 / 合計未払所得税
• 資本金 / 合計未払所得税 - 今年度
• 利益剰余金 / 合計未払所得税 - 今年度
• 資本金 + / 利益剰余金 / 合計未払所得税 - 今年度
• 有形資産、純 / 合計未払所得税 - 今年度
資産比率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 資産回転率(収益 / 資産)

• 資本金 + / 利益剰余金 / 有形資産、純
• 所得税引前利益(損失) / 有形資産、純
株主資本比率
適切な勘定科目/比率を選択します。
• 所得税引前利益(損失) / 資本金
• 所得税引前利益(損失) / 資本金 + 利益剰余金
• 収益合計 / 資本金
• 収益合計 / 資本金 + 利益剰余金

CbCRデータ・ステータスの確認
各プロセス単位(シナリオ、年、エンティティ、期間)の処理ステータスを確認するに
は、「データ・ステータス CbCR」フォームにアクセスします。

ノート:

このフォームのデータは変更できません。

計算ステータスを確認するには:

1. ホーム・ページで「データ・ステータス」をクリックし、データ・ステータス
CbCRレポートを開きます。
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2. オプション: をクリックして表示する POVを選択します。
3. 表示するエンティティが含まれる行を選択します。
4. 必要な期間(P1、P2など)の「承認ステータス」の下に、次のようなアイテムの承認ステ
ータスが表示されます。
• 未開始
• ロック解除済
• ロック済

5. 必要な期間(P1、P2など)の「計算ステータス」の下に、次のような現在のステータスが
表示されます。
• 未開始
• システム変更
• データなし
• 影響
• OK

CbCレポートの検証と送信
エンティティ全体およびエンティティが事業を行っている各税管轄について国別(CbC)レポ
ートの年次レポートを提出する必要があります。
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Tax Reportingを使用して、CbCレポート用に必要な財務データおよび追加の申告情報
をまとめ、追加タスクを実行して Tax Reportingアプリケーションから CbCRデータを
抽出し、ローカルの税務当局に提出できる CbCR XMLファイルに変換する必要があり
ます。
Narrative Reportingを使用して、次のファイルを生成する必要があります。
• 現地の税務当局に送信する XMLファイル
• エラーや脱落を含む.TXT検証ファイル。

ノート:

XMLファイルが税務当局で受け付けられる前に、すべてのエラーを修正およ
び検証する必要があります。

Oracle Cloud Marketplaceから、Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudの
"Populate and Validate the Country by Country Reporting XML File"アプリケーション
をダウンロードします。アプリケーションには、データ・ソースおよびレポート・テ
ンプレートのインポートに関する Readmeが含まれます。
XMLファイルおよび.TXT検証ファイルを送信するには、ローカルの税務当局に連絡す
る必要があります。各税務当局にはそれぞれ送信メカニズムが用意されているため、
ローカルの税務当局が示すガイダンスに従ってください。
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13
期限切れの年別課税損失/税額控除の管理

課税損失/税額控除フォームには、該当する場合に税額控除の金額と期限について財務諸表の
注記開示を連結するために使用するデータが含まれます。期限切れの年別課税損失/税額控除
フォームを使用して、エンティティ、複数 GAAPまたは勘定科目ごとに連結レベルの情報を
参照できます。この情報を使用して、控除の期限と金額を必要に応じて反映した注記開示を
構成できます。

Note:

この機能を有効にすると、データ・ソース・メンバーが自動的に作成されます( Tax
Reportingの管理の期限切れの年別課税損失/税額控除の有効化に関する項を参照)。
ただし、必要に応じてメンバーを作成することもできます。メンバー名は
FY<yearName>という形式にすることをお薦めします。

Tax Reportingの管理 の期限切れの年別課税損失/税額控除の操作に関する項も参照してくだ
さい

課税損失/税額控除の期限切れフォームへのアクセス
フォームには 2つの方法のいずれかでアクセスできます:

• 課税損失/税額控除フォームのコンテキスト・メニュー/アクション・メニューから。たと
えば、「課税損失」フォームで右クリックして、「課税損失 - 期限切れの年別」を選択しま
す。「税額控除」フォームでは、同様に「期限切れの年別税額控除」が表示されます。

• 「ライブラリ」 > 「当期税引当」 > 「現在の引当金」フォルダから
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関連項目: Tax Reportingの管理 の期限切れの年別課税損失/税額控除の有効化に関す
る項

期限切れの課税損失/税額控除フォームの操作
課税損失/税額控除フォームを使用して、各期末繰越に対応する期限切れの年を設定し
て課税損失/税額控除のスケジュールの詳細を入力できます。フォームでは期限切れの
年ごとの期末繰越の詳細を表示できます。

たとえば、前のスクリーンショットには期限切れの年と対応する期末繰越データを示
す 8行が表示されています。期限切れの年が期限なしのものが 4行、2023のものが 2
行、2025と 2040のものが 1行ずつで、それぞれの期末繰越の値を持っています。期

Chapter 13
期限切れの課税損失/税額控除フォームの操作

13-2



限切れの年別課税損失/税額控除のフォーム(国と地域の両方)は、様々なデータを期限切れの
年でグループ化するために役立ちます。
ユーザーは課税損失/税額控除勘定科目のみでなく、親勘定科目、複数 GAAPおよび親エンテ
ィティごとに、期限切れの年を参照できます。課税損失/税額控除の期限切れフォームへのア
クセスおよびユース・ケース例も参照してください。
損失/控除勘定科目の期限切れの年に基づいて期末繰越を表示するには、次のフォームを参照
してください:

• 課税損失 - 期限切れの年別

• 税額控除 - 期限切れの年別

• 課税損失(地域) - 期限切れの年別

• 税額控除(地域) - 期限切れの年別

Chapter 13
期限切れの課税損失/税額控除フォームの操作

13-3



ユース・ケース例
データのユース・ケースは課税損失のものですが、同じことが国と地域の税額控除に
も該当します。

Note:

次のユース・ケース例ではアプリケーションの開始年 = 2020です。

ユース・ケース 1: 期限切れの年が期限切れなし
「期限切れなし」の期末繰越の値は 800+ 1000 -500 + 6000 = 7300になります。

「課税損失 - 期限切れの年別」フォームの「期限切れなし」には失効年の繰越が 7,300
と表示されます。

ユース・ケース 2: 期限切れの年 < (アプリケーションの開
始年 + 20年)

2023の期末繰越の値は- 4000 + 5000 = 1000です
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2025の期末繰越の値は 2000です

「課税損失 - 期限切れの年別」フォームの 2023と 2025には失効年の繰越がそれぞれ 1000、
2000と表示されます。

ユース・ケース 3: 期限切れの年 > (アプリケーションの開始年
+ 20年)

開始年 = 2020 + 20年 = 2040

2040の期末繰越の値は 7000、つまり 未分類 = 7000
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「課税損失 - 期限切れの年別」フォームの「未分類」には失効年の繰越が 7000と表示
されます。

ユース・ケース 4: 親勘定科目の期限切れの年
勘定科目課税損失 – 自動繰越の期限切れの年 2025の期末繰越は 26000です。

勘定科目資本課税損失 – 自動繰越の期限切れの年 2025の期末繰越は 6000です。
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親勘定科目の「課税損失 - 期限切れの年別」フォームの 2025には失効年の繰越が 32000
(26000+6000)と表示されます。
同じ計算が「期限切れなし」と「未分類」にも該当します。

ユース・ケース 5: 親複数 GAAPの期限切れの年
複数 GAAP MultiGaap1の期末繰越:

• 期限切れなし = 30000

• 未分類 = 20000

複数 GAAP MultiGaap2の期末繰越:

• 期限切れなし = 10000

• 未分類 = 60000

Chapter 13
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ParentMultiGaapの「課税損失 - 期限切れの年別」フォームの「期限切れなし」には
失効年の繰越が 20000 (30000 -10000)と表示されます。同じ計算が「未分類」にも
80000 (60000+20000)として該当します。

Chapter 13
ユース・ケース例
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14
データ入力および分析に対するアド・ホックの使用

アド・ホック・グリッドは、データソースのデータを分析するために使用されます。アド・
ホック問合せは、特定の情報または結果に関するデータを検索するためのデータベース・サ
ーバーに対する要求です。アド・ホック問合せによって、スプレッドシート関数を記述する
ことなく、データソースにおける特定のディメンションのデータを表示できます。
アド・ホック・グリッドを使用して、頻繁に使用する、フォーカスしたデータ・スライスを
カスタマイズできます。
例:

• 一連の特定のエンティティのデータを操作します。
• 地域の法定有効税率(ETR)を迅速に確認します。
• 他のユーザーが設定したアド・ホック・グリッドの勘定科目の設定を変更します。
• アド・ホック・グリッドのデータをレポートとして保存し、Tax Reportingおよび Oracle

Smart View for Officeで表示します。
• Tax Reportingで設定したアド・ホック・グリッドを Smart Viewで使用します。さらに学
習するには、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してください。

アド・ホックの実行開始
アド・ホック・グリッドでは、多様な方法でデータを操作および分析できます。データに焦
点を当て、様々な角度から分析できます。
Table 14-1    アド・ホック・グリッドで実行できるアクション

目的 さらに学習
アド・ホックを開始します アド・ホック・グリッドの作成を参照してくださ

い
分析用グリッドを設計します アド・ホック・グリッドの設計を参照してくださ

い
様々な角度からデータを参照します(スライス・ア
ンド・ダイス)

「ピボット」を使用して、ディメンションを POV、
列または行に移動することにより分析を見直しま
す。ディメンションのピボットを参照してくださ
い

アド・ホック・グリッドを迅速に移動し、ショー
トカット・キーを使用してデータを入力します

アド・ホック・グリッドのキーボード・ショート
カットとクイック・データ入力コマンドを参照し
てください
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Table 14-1    (Cont.) アド・ホック・グリッドで実行できるアクション

目的 さらに学習
データをさらにフォーカスします • 「選択項目の保持」および「選択項目の削除」

を使用して、グリッドをカスタマイズします。
• 「ズーム・イン」を使用してディメンションの
次のレベルの詳細を表示し、「ズーム・アウ
ト」を使用してサマリー・レベルを表示しま
す。

異なるデータを操作します 用途の広いメンバー・セレクタを使用して、異な
るメンバーを選択します。たとえば、属性、子、
レベルまたは分岐に基づいてメンバーを選択でき
ます。アド・ホック・グリッドでのメンバーの選
択を参照してください。

基礎となるデータを表示します データ管理にドリルスルーします。  Oracle
Enterprise Data Management Cloudの管理および操作 を参照してください。

特定の金額ごとに値を変更します 「調整」を使用します。値の調整を参照してくださ
い

データ値にロジックを構築します 「ライン・アイテムの詳細」を使用します。ライ
ン・アイテムの詳細の使用についてを参照してく
ださい

データの背後にある仮定を説明します コメントを追加するか、外部ファイルを添付しま
す。コメントおよび添付の追加を参照してくださ
い

アド・ホック・グリッドの表示および動作を管理
します

「プロパティ・パネル」、「アド・ホック・オプショ
ン」タブの順にクリックして、アド・ホック・グ
リッドの表示および動作を管理します。

自由形式アド・ホックを実行します メンバー名を空白のグリッドに入力して、値を取
得します。自由形式アド・ホックの使用を参照し
てください

アド・ホック・データ変更の実行後にビジネス・
ルールを実行します

「ルール」をクリックし、ビジネス・ルールを検索
して起動します。アド・ホック・グリッドへのル
ールの適用を参照してください

Office用の Oracle Smart View for Officeに切り
替えます

「送信」ボタンの左側にあるグローバル・アクショ
ン

をクリックし、次に「Smart Viewで開く」をク
リックします。Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイドを参照してください。

アド・ホック・グリッドの作成
アド・ホック・グリッドを作成し、複数の方法でデータをスライス・アンド・ダイス
できます。
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Note:

アド・ホック・グリッドを作成するには、管理者からアド・ホック・グリッド作成
者の役割を付与される必要があります。この役割がない場合は、既存のアド・ホッ
ク・グリッドでのみ作業ができます。

アド・ホック・グリッドは、スタンドアロン・フォームまたはダッシュボード内のフォーム
から作成できます。レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合、ダッシュボード
またはフォームから開いたアド・ホックは、動的タブで開きます。
新規のアド・ホック・グリッドを作成するには:

1. ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックします。
2. 「フォーム」タブをクリックします。
3. 「作成」、「アド・ホック・グリッド」の順にクリックし、「キューブ」を選択します。
デフォルトでは、勘定科目およびエンティティは行に、年および期間は列に配置されま
す。その他のディメンションはグリッドの上部の POV(視点)に配置されます。アド・ホッ
ク・グリッドで操作するメンバーを選択します。アド・ホック・グリッドでのメンバーの
選択を参照してください。

4. または、次のオプションを使用して、既存のフォームでアド・ホック分析を実行できま
す:

• スタンドアロン・フォームからアド・ホック・グリッドを作成するには、「アクショ
ン」、「分析」の順にクリックします。アド・ホック機能が使用可能になり、最初のグ
リッドはフォームのレイアウトに基づきます。

• ダッシュボードのフォームの場合は、ワークスペースが入るようにダッシュボード・
フォームを最大化し、「アクション」、「分析」の順にクリックします。または、レッ
ドウッド・エクスペリエンスを使用している場合は、分析するセルを右クリックして
「セルで分析」を選択します。

5. グリッド定義の保存を選択して、アド・ホック・グリッドを保存します。アド・ホック・
データの送信とグリッド定義の保存を参照してください。
これで、アド・ホック機能を使用して、データを選択および分析できるようになります。
アド・ホックの実行開始を参照してください。

Tip:

グリッドに関する概要レベルの情報を表示するには、「プロパティ・パネル」

をクリックします。「一般」タブで、メンバー名の表示方法を設定し、別名表を
選択できます。アド・ホック・グリッドのプロパティの設定を参照してくださ
い。

アド・ホック・データの送信とグリッド定義の保存
アド・ホック・グリッドから変更済データを送信して、データ・ソース内のデータを更新で
きます。
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Note:

アド・ホック・グリッドでデータを開くか送信しても、Oracle Smart View for
Officeのグリッドの既存のフォーマットは変更されません。Smart Viewの
フォーマットで保存されたグリッドは、Smart Viewで再度開いてもフォーマ
ットは保持されます。

データの送信のオプションは次のとおりです:

• データのみ送信—明示的に変更された(ダーティにされた)がグリッド設計は変更
されていないセルのデータが送信されます。

• リフレッシュせずにデータを送信—明示的に変更された(ダーティにされた)すべ
てのデータ・セルと変更されなかったデータ・セルを送信します。すべてのデー
タ・セルがダーティとマークされ送信されます。送信操作が完了すると、グリッド
全体がリフレッシュされます。

• データ範囲の送信—選択したセルからセル・データのみを送信します。選択したセ
ルの範囲外のグリッド上にダーティ・セルがある場合、その変更された値は送信さ
れず、それらのセルは最後に保存された値に戻されます。

グリッド定義の保存により、アド・ホック・グリッドを保存します。

アド・ホック・グリッドへのアクセス
アド・ホック・グリッドを開いて、フォームのデータの表示および分析をパーソナラ
イズします。
スタンドアロン・フォームまたはダッシュボード内のフォームからアド・ホックにア
クセスできます。レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合、ダッシュボ
ードまたはフォームから開いたアド・ホックは、動的タブで開きます。
保存したアド・ホック・グリッドにアクセスするには:

1. ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックします。
2. 「フォーム」タブで、

フィルタを右クリックし、「アド・ホック」グリッドをクリックします。
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3. スタンドアロン・フォームでアド・ホックを実行するには、フォームを開き、「アクショ
ン」、「分析」の順にクリックします。

4. ダッシュボード内のフォームでアド・ホックを実行するには、ワークスペースが入るよう
にダッシュボード・フォームを最大化し、「アクション」、「分析」の順にクリックします。
または、レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合は、分析するセルを右クリ
ックして「セルで分析」を選択します。
レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合は、ダッシュボードのフォーム内の
セルでアド・ホックを実行できます。分析するセルを右クリックし、「セルで分析」を選
択して、動的タブでアド・ホックを開きます。

アド・ホック・グリッドの設計
アド・ホック・グリッドをカスタマイズして、関連データを迅速に分析できるようにします。
簡単に使用できる機能により、選択したデータ・スライスを設計して見直すことができます。
Table 14-2    次の機能を使用したアド・ホック・グリッドのカスタマイズ

目的 参照先トピック
操作するデータの見直し アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択
ある軸から別の軸へのディメンションの移動 ディメンションのピボット
メンバー階層レベルのインデント方法などのオプ
ションの設定

アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
セル・データを計算するロジックの定義 ライン・アイテムの詳細の使用について

アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択
データを分析する際は、対象データの速やかな操作が必要になる場合があります。POV、行
および列のメンバーを選択すると、分析するデータを迅速に設定および変更できます。
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用途の広いメンバー・セレクタを使用すると、ユーザー変数、代替変数および属性を
アド・ホック・グリッドの定義に設定できます。
次のいくつかの方法でメンバーを選択できます:

• ツールバーで、

をクリックします。
• ページの右上隅にあるグローバル・メニュー・リンク

をクリックし、次にメンバー・セレクタをクリックします。
• POVのディメンションにカーソルを置き、下矢印をクリックして、リストからメ
ンバーを選択するか、またはメンバー・セレクタをクリックします。また、POV
で頭文字を使用してメンバーを検索したり、拡大鏡をクリックしてメンバーを検索
することもできます。

• 行または列ヘッダーをクリックし、次に

をクリックします。
• 行または列ヘッダーをクリックし、右クリックして「メンバーの選択」をクリック
します。

• ディメンションをダブルクリックして、子孫がアド・ホック・グリッドに含まれる
ようにディメンションを展開します。

メンバーの選択についてさらに学習するには、次のトピックを参照してください。メ
ンバーを選択した後は、

をクリックして、選択したメンバーを反映するデータを更新します。

Tip:

また、列または行ヘッダーをクリックして「移動」を選択すると、ディメン
ションを再配置できます。次に、該当する場合は、「上」、「下」、「左」または
「右」をクリックします。

メンバーを選択するためのオプション
最初に、アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択の説明に従って、メンバーの選
択ページを開きます。次に、メンバー選択を見直します:
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Note:

コンテキストに応じて、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスは若干異なる場合
があり、すべてのオプションが常に使用可能であるわけではありません。

基本的な事項は次のとおりです:

• メンバーの名前をクリックして、メンバーを選択および選択解除できます。選択されてい
るメンバーにはチェックマークが表示されます。

• アクションおよびディメンションごとに複数のメンバーを一度に選択できます。

•
をクリックして、単一列ビューに切り替えることができます。複数列ビューに戻るには、

をクリックします。
リスト内の特定のメンバーを検索するには、「エンティティの検索」フィールドにメンバー名
を入力し、再度クリックします。検索を絞り込むには、

をクリックし、「フィルタの追加」を選択して、フィルタを選択します。(フィルタ・オプショ
ンはコンテキストによって異なる場合があります。)
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Table 14-3    アド・ホック検索のフィルタ・オプション

フィルタ 説明
関数別に選択項目のみ保持 関係オプションが表示され、選択したメンバーとの関係

によりメンバーを選択します。関係と説明のリストは、
次の「「関数別に選択項目のみ保持」フィルタ・オプシ
ョン」表を参照してください。

属性によるフィルタ 「属性別に選択項目のみ保持」ダイアログ・ボックスが
表示され、選択したメンバーの属性、演算子および変数
値を選択します。

レベルによるフィルタ 「レベルによるフィルタ」ダイアログ・ボックスが表示
され、メンバーの階層のレベルを入力します。

世代によるフィルタ 「世代によるフィルタ」ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、メンバーの階層の世代を入力します。

Table 14-4    「関数別に選択項目のみ保持」フィルタ・オプション

関係 含まれるメンバー
メンバー 選択したメンバー
祖先 選択したメンバーの上方にあるすべてのメン

バー(選択したメンバーは除く)

子 選択したメンバーの真下にあるレベルのすべ
てのメンバー

子孫 選択したメンバーのすべての子孫(選択したメ
ンバーは除く)

兄弟 選択したメンバーと同じ階層レベルからのす
べてのメンバー(選択したメンバーは除く)

親 選択したメンバーの上方にあるレベルのメン
バー

レベル 0子孫 子を持たない選択したメンバーのすべての子
孫

左兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの前に出現す
るメンバー

右兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの後に出現す
るメンバー

前の兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの直前に出現
するメンバー

次の兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの直後に出現
するメンバー

前のレベル 0のメンバー 選択したメンバーの前に出現する前のレベル
0のメンバー
例: PrevLvl0Mbr(Jan)は BegBalanceを、
PrevLvl0Mbr(Jul)は Junを、
PrevLvl0Mbr(BegBalance)は空の結果を返し
ます

次のレベル 0のメンバー 選択したメンバーの後に出現する次のレベル
0のメンバー
例: NextLvl0Mbr(Mar)は Aprを、
NextLvl0Mbr(Dec)は空の結果を返します
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Table 14-4    (Cont.) 「関数別に選択項目のみ保持」フィルタ・オプション

関係 含まれるメンバー
前の世代のメンバー 同じ世代内の選択したメンバーの直前に出現

するメンバー
次の世代のメンバー 同じ世代内の選択したメンバーの直後に出現

するメンバー

Tip:

列ヘッダーにマウスを重ねて

をクリックすると、列メンバーをソートおよびフィルタできます。列メンバーのフ
ィルタを参照してください。

列メンバーのフィルタ
堅牢なフィルタ・オプションを使用すると、アド・ホック・グリッドの列メンバーの表示を
制御できます。列名にマウスを重ねて、列名の右側にあるファンネルをクリックします。次
に、アクションを選択します:

 

 
「ソート」オプションを使用すると、昇順または降順にソートでき、メンバー階層を無視でき
ます。「フィルタ条件」オプションを使用すると、「条件」(「次より大きい」、「次より小さい」
など)または「値」でフィルタできます。ソートおよびフィルタのオプションを除去するには、

をクリックします。

ディメンションのピボット
ディメンションをピボットすると、グリッドのデータの方向が変わるため、別の角度からデ
ータを表示したり、情報をスライス・アンド・ダイスできます。
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1つの軸から別の軸へディメンションをドラッグして、ディメンションをピボットしま
す。
たとえば、次のようなことができます。
• 行から列へ、または列から行へディメンションをドラッグします。
• POVと行または列の間でディメンションをドラッグします。
• 同じ軸上でメンバーをドラッグして、メンバーの順序を変更します。
• 「プロパティ・パネル」の「レイアウト」タブとの間でディメンションをドラッグ
します。

行軸および列軸には 1つのディメンションが存在する必要があります。さらに、行ま
たは列の最後に残ったディメンションはピボットできません。

アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
「プロパティ・パネル」を使用してプリファレンスを設定することで、アド・ホック・
グリッドの表示および動作を制御します。
一般的なアド・ホック・プロパティの設定
一般的なアド・ホック・プロパティを設定するには:
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1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

をクリックし、次に「一般」をクリックします。
2. 「グリッド」で、次のオプションを設定します:

• 名前
• 説明
• キューブ
• メンバーのラベルの表示で、次のオプションから選択します:

– 個別のメンバー名のみ
– メンバー名または別名

• 別名表
アド・ホック・ユーザー・オプションの設定
アド・ホック・ユーザー・オプションを設定するには:

1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

をクリックし、次に「アド・ホック・オプション」をクリックします。
2. 「グリッド」で、メンバーの表示方法を設定します:

• 含めるメンバー:

– 選択を含める—選択したメンバーと操作の結果として取得されたメンバーの両方
を表示する場合は「はい」を選択します。たとえば、選択したメンバー Qtr1にズ
ーム・インすると、Qtr1 (1月、2月および 3月)のデータが表示されます。

– 選択されたグループ内—選択したメンバー・グループのみを対象としてズームな
どの操作を実行し、選択しなかったセルはそのままにする場合は「はい」を選択
します。この設定が有意義なのは、グリッドの下位の行として、またはグリッド
全体にわたる列として 2つ以上のディメンションがある場合です。このオプシ
ョンは、「ズーム」、「選択項目のみ保持」および「選択項目のみ削除」に適用され
ます。

• ズーム・イン—ズーム・インするレベルを選択します:

– 次のレベル—選択したメンバーの子のデータを取得します。
– すべてのレベル—選択したメンバーのすべての子孫のデータを取得します。
– 最下位レベル —ディメンションの最下位レベルのメンバーのデータを取得しま
す。

• 祖先の位置—階層での祖先の表示方法を設定します:

– 最上位—メンバー階層を最上位レベルから最下位レベルに向かって表示します。
– 最下位—メンバー階層を最下位レベルから最上位レベルに向かって表示します。

• インデント—メンバー階層レベルのインデント方法を設定します:

– なし—メンバーをインデントしません。
– サブアイテム—子孫をインデントします。祖先は列で左揃えになります。
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– 合計—祖先をインデントします。子孫は列で左揃えになります。
データをリフレッシュせずにナビゲート—「いいえ」を選択すると、ピボット
やズームなどでグリッドをナビゲートする際のパフォーマンスが向上します。
データを更新する場合は、単に「リフレッシュ」をクリックします。(このオ
プションで「はい」を選択した場合は、アド・ホックで作業する際にデータが
リフレッシュされます。)

3. データの表示を簡潔にするには、「抑制」にあるオプションを選択して、グリッド
の要素を抑制にします。たとえば、ゼロ値を含む行または列を非表示にできます。
• ゼロ値:

– なし—ゼロのみを含む行および列を表示する場合に選択します。
– 行—ゼロのみを含む行を非表示にする場合に選択します。
– 列—ゼロのみを含む列を非表示にする場合に選択します。
– 行と列—ゼロのみを含む行と列を非表示にする場合に選択します。

• 繰返しのメンバー—グリッドの方向に関係なく、繰返しのメンバー名を含む行
を非表示にする場合は「はい」を選択します。

• 欠落データ—ゼロを含むか、データが欠落している行または列を非表示にする
場合に選択します:

– なし—ゼロを含むか、データが欠落している行および列を表示します。
– 行—ゼロを含むか、データが欠落している行を非表示にします。
– 列—ゼロを含むか、データが欠落している列を非表示にします。
– 行と列—ゼロを含むか、データが欠落している行と列を非表示にします。

• 行で欠落しているブロック—データが欠落している行のセル・ブロックを非表
示にする場合は「はい」を選択します。

• アクセス権なし—自分にアクセス権がない行または列を非表示にする場合に
選択します:

– なし—自分にアクセス権がない行および列を表示します。
– 行—自分にアクセス権がない行を非表示にします。
– 列—自分にアクセス権がない列を非表示にします。
– 行と列—自分にアクセス権がない行と列を非表示にします。

Note:

アド・ホック・グリッドを開こうとしたときに、「有効なデータ行がない
ため、アド・ホック・グリッドを開けません。」というエラーが表示され
た場合は、前述の「抑制」のオプションをクリアしてください。

4. 精度値で、通貨の値、通貨以外の値およびパーセンテージ値について、セルに表示
される小数部の最小桁数と最大桁数を設定します。たとえば、セルの値が 100で、
「最小」精度"2"を選択した場合、値は"100.00"と表示されます。「最大」精度"3 "を
選択し、セルの値が 100.12345の場合、値は"100.123"と表示されます。通貨メン
バーの精度設定を適用する場合は、通貨メンバーの精度の使用を選択します。
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5. 「置換」で、データが欠落しているセル、自分に表示アクセス権限がないセルまたは無効
なデータを含むセルに表示するラベルを設定します:

• データなし—「#Missing」または「#NoData」という値を含むセルに表示するテキス
トを入力します。

• アクセス権なし—自分にアクセス権がないセルに表示するテキストを入力します。
• ゼロを送信— 「データなし」または「アクセス権なし」置換オプションでテキストと
して「#NumericZero」を指定したときに、ゼロをアプリケーションに送信する場合
は「はい」を選択します。

6. 「リフレッシュ」をクリックします。
関連項目: プリファレンスの設定のアド・ホック・オプションの設定。

レイアウト・オプションの設定
アド・ホック・グリッドのレイアウト・オプションを設定するには:

1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

をクリックし、次に「レイアウト」をクリックします。
2. ディメンションのピボットを参照してください。

アド・ホック・グリッドのキーボード・ショートカ
ットとクイック・データ入力コマンド

キーボード・ショートカット
次のショートカット・キーを使用してアド・ホック・グリッドを迅速に移動できます:

キーまたはキーの組合せ 結果
タブ その行の次のセルに移動します。フォーカスが行

の最後のセルにある場合、[Tab]で次の行の最初の
セルに移動します。

[Shift]+[Tab] その行の前のセルに移動します。フォーカスが行
の最初のセルにある場合、[Shift]+[Tab]で前の行
の最後のセルに移動します。

[↑]、[↓] 同じ列内の前または次の行に上下に移動します。
[→]、[←] その行の次のセルまたは前のセルに移動します。
[Ctrl]+[Home] グリッドの最初のセルに移動します。
[Shift]+[End] グリッドの最初の行の最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[End] グリッドの最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[→] 現在の行の最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[←] 現在の行の最初のセルに移動します。
[Shift]+[Space] 行を選択します。
[Ctrl]+[Space] 列を選択します。
[Ctrl]+[↑] 列の最も上の行に移動します。
[Ctrl]+[↓] 列の最も下の行に移動します。
[Ctrl]+[Shift]+[↑] 現在のセルから列の最も上の行まで、列のセルを

選択します。
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キーまたはキーの組合せ 結果
[Ctrl]+[Shift]+[↓] 現在のセルから列の最も下の行まで、列のセルを

選択します。
[Shift]+[←] 行の最初に到達するまで、[←]を押すたびに、行の

現在のセルの左側にあるセルを選択します。
[Shift]+[→] 行の最後に到達するまで、[→]を押すたびに、行の

現在のセルの右側にあるセルを選択します。
[Shift]+[↑] 列の最も上に到達するまで、[↑]を押すたびに、列

の現在のセルの上にあるセルを選択します。
[Shift]+[↓] 列の最も下に到達するまで、[↓]を押すたびに、列

の現在のセルの下にあるセルを選択します。
[Shift]+クリック [Shift]キーを押しながらマウスを使用してグリッ

ド内の様々な列または行からセルを選択すること
で、複数のセルを選択します。

データを迅速に入力するためのコマンド
これらのショートカットを使用して、アド・ホック・グリッドにデータを迅速に入力
できます。キーまたは記号を入力し、[Enter]または[Tab]を押します。

キーまたは記号 結果 例
K 千単位で値を入力します。 5,000の場合は 5Kと入力しま

す。
M 百万単位で値を入力します。 5,000,000の場合は 5Mと入力

します。
Addまたは+ セルの値に数値を加算します。セルの値が 100の場合、100の

後に Add10と入力すると、110
になります。

/ セルの値を数値で除算します。セルの値が 100の場合、100の
後に/2と入力すると、50にな
ります。

Subまたは~ セルの値から数値を減算しま
す。

セルの値が 100の場合、100の
後に Sub10と入力すると、90
になります。

Percentまたは per 入力したパーセンテージをセ
ルの値に掛けます。

セルの値が 100の場合、100の
後に per10と入力すると、現
在のセルの値の 10%、つまり
10になります。

Increaseまたは inc 入力したパーセンテージ分セ
ルの値が増加します。

セルの値が 200の場合、200の
後に inc10と入力すると、セ
ルの値が 200の 10%(20)増加
され、220になります。

Decreaseまたは dec 入力したパーセンテージ分セ
ルの値が減少します。

セルの値が 200の場合、200の
後に dec10と入力すると、セ
ルの値が 200の 10%(20)減少
され、180になります。

Powerまたは pow セルの値を指数として追加さ
れた値に変更します。

セルの値が 100の場合、100の
後に pow2と入力すると、セル
の値に指数 2 が掛けられ、
10,000になります。
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キーまたは記号 結果 例
gr パーセンテージ分セルを増加

させます。
セルの値が 200の場合、200の
後に gr50と入力すると、セル
の値が 100増加され、300にな
ります。

アド・ホック・グリッドへのルールの適用
新規または変更したデータを送信した後、データを計算するビジネス・ルールを実行できま
す。
ルールを適用するには:

1. アド・ホック・グリッドを開きます。

2. 「ルール」 をクリックします。
3. 実行時プロンプトが表示された場合、必要な情報を入力または選択して「起動」をクリッ
クします。
ルールが正常に実行されると、メッセージが表示され、データが更新されます。

コメントおよび添付の追加
データを説明したりバックグラウンドを提供するために、セルに添付およびコメントを追加
できます。
有効な添付ファイルのタイプは次のとおりです:

• イメージの許可されるタイプ: .jpg、.gif、.png、.7z
• イメージ・ファイル以外の許可されるタイ
プ: .csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、
.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

コメントまたは添付を追加するには:

1. セルでクリックし、

を選択します。
2. コメントを入力します。ファイルを添付するには、

をクリックしてファイルを参照します。
3. 「投稿」をクリックします。
セルの右上の青色の三角形は、コメントまたは添付があることを示します。コメントを確
認、または添付を表示するには、ステップ 1を実行します。
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値の調整
アド・ホック・グリッドのセル値を迅速に調整できます。
セルの値を調整するには:

1. セルをクリックします。
2. 「調整」

をクリックします。
3. 「調整」で、正、負またはパーセントの値を入力し、「OK」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の使用について
セル値の計算方法にロジックを組み込むには、「ライン・アイテムの詳細」と呼ばれ
る、アプリケーションの組込み計算機を使用できます。
ライン・アイテムの詳細を使用すると、セルの値を作成し、値の背後にある仮定を保
存できます。たとえば、ボールペン、万年筆、マーカーなどのペンに対するライン・
アイテムの詳細を追加します。これで、ペン・メンバーでは、すべてのペン・タイプ
の合計を表示できます。または、独自のロジックを使用して、次期四半期の出張費用
の計画を立てると想定します。この例では、出張旅費の計画にライン・アイテムの詳
細を使用する方法を示しています。詳細はグリッドの下に表示されます:

ライン・アイテムの詳細を作成するには、行ヘッダーをクリックし、

をクリックします。ライン・アイテムの詳細グリッドの上部中央にある下矢印をクリ
ックして縮小します。
ライン・アイテムの詳細について:

• データの計算方法を定義するテキスト、数値および演算子を含めることができま
す。

• セルの上にカーソルを置くと、ライン・アイテムの詳細があるかどうかを確認でき
ます。
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• ライン・アイテムの詳細では、アド・ホック・グリッドへのメンバーの追加やアド・ホッ
ク・グリッドの編成の変更は行われません。

• ライン・アイテムの詳細を作成するセルへの書込み権限が必要です。
• ライン・アイテムの詳細を保護するために、ライン・アイテムの詳細があるセルの集約値
は読取り専用です。

• ライン・アイテムの詳細は、基本期間(レベル 0メンバー)にのみ追加できます。四半期な
どのサマリー期間には、ライン・アイテムの詳細を追加できません。

• 設定済の数値および精度フォーマットは、「ライン・アイテムの詳細」ウィンドウには反
映されません。

• 演算子のシーケンスは、複雑な計算で複数の演算子を処理するのに使用されるものと同じ
論理に従います。ライン・アイテムの詳細の順序を参照してください。

ライン・アイテムの詳細の追加
「ライン・アイテムの詳細」を使用して、詳細アイテムをセル値に集約する方法を設定しま
す。概要については、ライン・アイテムの詳細の使用についてを参照してください。
ライン・アイテムの詳細を操作するには:

1. 行ヘッダーをクリックしてから、アド・ホック・ライン・アイテムの詳細アイコンをクリ
ックします。

2. アド・ホック・グリッドの下に新しいグリッドが表示されます。このグリッドに、必要な
構造を反映する行を追加します。たとえば、

をクリックし、「子の追加」をクリックして、選択した行の直下に行を追加します。ライ
ン・アイテムの詳細の構造の操作を参照してください。

3. テキスト・ボックスには、最大 1,500文字の説明を入力できます。
4. 各行でデフォルトのプラス記号をクリックし、演算子を選択して行の間の数学的関係を設
定します。次の演算子から選択します:
 

 

5. ライン・アイテムの詳細の構造を作成した後、設定または計算するデータを入力します。
フォームに設定したスケーリングと同じスケーリングを使用して数値を入力します。デ
ータをコピーしてライン・アイテムの詳細に貼り付けることができます。

6. 「適用」をクリックします。値は動的に計算され、データを保存する前に集約されます。
詳細は、ライン・アイテムの詳細の構造の操作を参照してください。
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ライン・アイテムの詳細の構造の操作
ライン・アイテムの詳細の要素の操作方法を学習します。
ライン・アイテムの詳細の構造を作成または変更するには:

1. ライン・アイテムの詳細に追加する行を選択し、

をクリックします。
2.
をクリックして「子の追加」をクリックし、「無題」をクリックして名前を付けま
す。

3. 構造を反映する行を追加します。たとえば、「兄弟の追加」や「複製」をクリック
します。「ライン・アイテムの詳細」グリッドの上にあるツールバーから、次のオ
プションを使用します:

Table 14-5    ライン・アイテムの詳細のオプション

オプション 結果
「ライン・アイテムの詳細」グリッドをリフ
レッシュします。保存しないデータを破棄
する場合は「はい」をクリックし、そうでな
い場合は「いいえ」をクリックします。
選択したセルの 1レベル下に子または兄弟
を追加します。子は無制限に追加できます
が、パフォーマンスに与える影響を考慮して
ください。
選択した行を 1つ上のレベルに移動します。
選択した行を 1つ下のレベルに移動します。
選択した行をその兄弟の先祖より前に移動
します。
選択した行をその兄弟の先祖より後に移動
します。
次の削除アクションを選択できます:
• 「行の削除」は、選択した行を削除しま
す。

• すべての行の削除は、すべての行を削除
します。

4. 「適用」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の順序
ライン・アイテムの詳細の順序は、保存される結果の値に影響します。
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計算の順序を理解すると正確にライン・アイテムの詳細を入力できます。ライン・アイテム
の詳細は+(加算)、-(減算)、*(乗算)および、/(除算)の計算順序で使用します。簡単な単位 xレ
ートの例で正確にライン・アイテムの詳細に入力する方法を実演します。
ライン・アイテムの詳細の間違った入力およびライン・アイテムの詳細の正しい入力を参照
してください。

ライン・アイテムの詳細の間違った入力
この例は、間違ったデータを生成するライン・アイテムの詳細の行の順序を示しています。
次の表のレートは単項演算子+に設定されているので、計算の順序はまずレートを加算してか
ら単位を掛けます。その結果、2月と 3月では間違ったデータになります。

ライン・アイテムの詳細の正しい入力
この例は、正しい値を生成するライン・アイテムの詳細の順序を示しています。
次の表に、単位 xレートの計算の正しい順序を示します。これで、結果が正しい値になりま
す。

ライン・アイテムの詳細を追加するとき、行の順序を検証して、正しい値が計算され保存さ
れたことを確認します。

ライン・アイテムの詳細のセルが空白の場合の合計
ライン・アイテムの詳細のセルが空白の場合、値が集約される際に(空白セルがゼロを意味す
ると仮定するのではなく)無視されます。
たとえば、講師を雇用するための 1日当たりのレート($250)と講師の雇用を計画している 1
か月当たりの日数(1月に 4回、2月はなし)を乗算するために、次のようなライン・アイテム
の詳細を定義するとします。2月には講師を雇用するつもりがないにもかかわらず、2月の講
師合計は 250になります。
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空白のセルと積算を含む集約で値を正しく算出するには、レートのセルを空白にする
かまたは日数セルにゼロを入力する必要があります。

これでレート(250)と 0 (ゼロ)が乗算され、2月の結果はゼロになります。

自由形式アド・ホックの使用
データベースのディメンションおよびメンバーを把握している場合は、アド・ホック・
グリッドのセルにディメンションおよびメンバーの名前を直接入力することで、自由
形式アド・ホックを使用できます。
自由形式グリッドでは、POV、メンバー選択およびその他のアド・ホック操作も使用
できます。
自由形式アド・ホックのガイドライン
自由形式アド・ホックで作業をする場合は、次のガイドラインを考慮してください。
• グリッドには、少なくとも 1行のディメンションと 1列のディメンションが存在
する必要があります。

• 各行ディメンションには 1つのディメンションのみのメンバーを含めることがで
きます。各列ディメンションには 1つのディメンションのみのメンバーを含める
ことができます。

• 1つのディメンションのメンバーは、次の領域の 1つのみに入力できます:

– 同じ行内
– 同じ列内

• 語と語の間に空白を含むメンバー名は、先頭に一重引用符を付けます。
• 自由形式グリッドでは現在の別名表からの別名は許可されますが、他の別名表から
の別名はコメントとして処理されます。
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15
データの確認および承認

次も参照:

• 承認について
• 承認ユニットの表示
• テンプレート別承認ユニット・アクション
• 承認ユーザーおよび使用可能なアクション
• 承認ユニット・ステータス
• 承認ユニットの検証
• 承認ユニットのステータスの変更
• 承認ユニットの所有権
• 承認ユニットの注釈の追加または表示
• 承認通知用電子メールの設定
• 代替確認者の選択

承認について
管理者は、承認プロセスを設定して、データの所有権を移動したり、確認制御を実現したり、
データ・プライバシを保証したりできます。サービス管理者、パワー・ユーザーおよびユー
ザーには、承認カードへのアクセス権が自動的に割り当てられています。
確認の目的のため、データは承認ユニットに編成されます。承認ユニットは、特定のシナリ
オ、年、期間およびエンティティを持つデータを組み合せたものです。例:

• Actual/FY18/Jan/Massachusetts

• Budget/FY19/Feb/New York

管理者は、確認プロセス用の移動パスを表示するための承認ユニット階層を定義し、所有者
および確認者を割り当てます。承認プロセスが開始されると、承認ユニットは、プロセスが
完了するまである確認者から別の確認者へ移動します。確認プロセスの最後に、承認ユニッ
トは「承認済」ステータスに変更されます。承認ユニットが「承認済」になった後は、変更
を加えることはできません。
承認ユニットのデータにアクセスできるかどうかは、次のアイテムの組合せに基づいて決ま
ります。
• 割り当てられたセキュリティ役割
• 承認ユニットの現在の確認レベル
• 承認ユニットのアクセス権および確認者の役割
ホーム・ページの「承認」で実行できる操作は次のとおりです:

• データの確認および承認
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• データの進行状況の追跡
• データの移動パスの表示
• 注釈を使用した確認者によるコメントの表示
• 確認プロセスでの問題の識別

承認ユニットの表示
「承認」ページから、自分に割り当てられている承認ユニットを表示できます。承認ス
テータス情報を簡単に表示でき、リスト・ビューとグラフィカル・ビューを切り替え
ることができます。
管理者である場合、承認ユニット階層内のすべての承認ユニットおよびすべてのエン
ティティへのアクセス権を持ち、すべての承認アクションを実行できます。
パワー・ユーザーまたはユーザーの場合、読取りまたは書込みアクセス権を持ってい
るエンティティのみが表示されます。さらに、パワー・ユーザーおよびユーザーはす
べての承認アクションを実行できます。
承認ユニットのステータスを表示するには:

1. ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
2. リストをフィルタするには、「フィルタ」 をクリックし、シナリオ、年、期間、
承認ステータスまたは承認ユニット別にフィルタし、「適用」をクリックします。

• 自分の承認ユニットのみを表示するには、「自分の承認ユニットの表示」
をクリックします

• 他のプロパティで承認ユニットをフィルタするには、ダイアログ・ボックスの
下部にある「増やす」をクリックし、フィルタ・オプションを選択します。

3. ページの右上にある「表示」ドロップダウン・メニューから、承認ユニットに関す
る情報の表示方法を選択します。

• リスト・ビュー 

• グラフィカル・ビュー 

4. オプション: 右側にある「ソート基準」ドロップダウン・リストから、エンティテ
ィのソート・オプションを選択します。
• 承認ステータス
• 現在の所有者
• 承認ユニット
• 階層順序

テンプレート別承認ユニット・アクション
承認ユニット階層に割り当てられている承認テンプレートに応じて、確認パスおよび
アクションは異なります。
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• 連結 – ロックにのみ使用されます
• 連結-ボトム・アップ – プロセス管理に使用されます

ノート:

両方の承認テンプレートで、最終状態は常に「ロック済」となります。

表 15-1 ロックのみ

アクション ステータス
<アクションの前> 未開始
開始 ロック解除済
ロック ロック済
ロック解除 ロック解除済
除外 未開始

表 15-2 プロセス管理

アクション ステータス
<アクションの前> 未開始
開始 レビュー中
上位へ移動 レビュー中
却下/単独却下 未サインオフ
サインオフ サインオフ済
承認 承認済
再度開く/単独再オープン レビュー中
委任 レビュー中
ロック ロック済
ロック解除 レビュー中
作成 レビュー中
除外 未開始
所有権の取得 レビュー中

承認ユーザーおよび使用可能なアクション
承認ユニットで実行できるアクションは、その所有権、ステータス、およびユーザーに割り
当てられたセキュリティ権限に応じて変化します。
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表 15-3 承認ユーザーおよび使用可能なアクション

ユーザー 使用可能なアクション
管理者 • 開始

• 除外

ノート:

管理者はすべて
の承認アクショ
ンを実行できま
す。
パワー・ユーザー
は、管理者と同じ
承認セキュリテ
ィ権限を持ち、
「開始」および「除
外」を除く承認ア
クションをすべ
て実行できます。

<現在の所有者> • サインオフ
• 上位へ移動
• 作成
• 委任

<現在の所有者>より上位の移動パスにいる任
意のユーザー

• 所有権の取得
• 委任

<現在の所有者>または<現在の所有者>よりも
上位の移動パスに含まれるユーザー

• 却下
• 単独却下
• 委任

管理者、パワー・ユーザーまたは移動パス内の
最後の所有者

• 承認
• 再度開く
• ロック
• ロック解除

承認ユニット・ステータス
承認ユニットは、承認プロセス中に複数のレベルを通過し、次のいずれかのステータ
スが割り当てられます。
表 15-4 承認ユニット・ステータス

レベル 説明
未開始 すべての承認ユニットの初期ステータス。

サービス管理者が「開始」アクションを使用し
て承認ユニットを開始し、承認プロセスを開始
すると、ステータスは「レビュー中」に変更さ
れます。
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表 15-4 (続き) 承認ユニット・ステータス

レベル 説明
レビュー中 「上位へ移動」または「送信」アクションの後

に発生し、ユーザーが承認ユニットを確認して
いることを示します。「レビュー中」ステータ
スの承認ユニットのデータを変更できるのは、
現在の所有者またはサービス管理者のみです。

未サインオフ 「拒否」が選択されたときに発生します。「未サ
インオフ」の承認ユニットを対象にデータを変
更したり、アクションを実行したりできるの
は、現在の所有者またはサービス管理者のみで
す。

承認済 「承認」が選択されたときに発生します。移動
パスの最後のユーザー(承認ユニットの所有者)
は、所有者または確認者であるかどうかにかか
わらず、所有者になります。データを上位に移
動する際、書込みアクセス権を持つエンティテ
ィ所有者のみがデータを変更でき、「承認」ア
クションを実行できます。他のユーザーはデ
ータを変更できませんが、エンティティへの書
込みまたは読取りアクセス権を持つ場合、デー
タを表示でき、「承認」アクションを実行でき
ます。
すべての承認ユニットが承認されると、承認プ
ロセスは完了します。

ロック済 承認ユニットがロックされている場合、実行で
きるプロセス確認アクションはありません。
承認ユニットを先に承認する必要があります。
エンティティの計算ステータスは、「OK」、「デ
ータなし」または「システムの変更」である必
要があります。計算ステータスが「影響」のエ
ンティティをロックすることはできません。
前の期間データは、ロックされている必要があ
ります。たとえば、2月の期間のエンティティ
をロックできるのは、1月のエンティティがロ
ックされている場合のみです。また、2018年
1月をロックしようとしたときに、期間が
2017年に対して定義されていた場合、2018年
1月をロックする前に、2017年のすべての期
間をロックする必要があります。

ノート:

読取りアクセス権を持つユーザーは、「未開始」ステータス以外のすべてのレベルでデータ、
承認ステータスおよび履歴を表示できます。
親の承認ユニットを使用すると、確認プロセスを上位レベルで管理できます。

承認ユニットの検証
管理者は、承認ユニットに適用されるデータ検証ルールを設定できます。検証プロセスでは、
承認ユニットに定義されているすべてのデータ検証ルールが実行され、移動パス内のデータ
のエラーや変更がレポートされます。
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承認プロセスで、検証は次のアクションに対してのみ実行されます。
• 上位へ移動
• 承認
• ロック
• ロック解除
• 除外(管理者のアクション、現在の期間がロックされていないことを確認します)

次のアクションが実行されている場合、検証は実行されません。
• サインオフ
• 却下
• 再度開く
• 作成
• 所有権の取得
• 開始(管理者アクション)

承認ユニットを検証するには:

1. ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
2. 承認ユニットを選択します。
3. 「検証」をクリックして、承認ユニットに関連付けられているすべてのデータ検証
ルールを実行します。
関連付けられているすべてのデータ検証ルールの条件が満たされると、「追加の承
認は不要です」というメッセージが「サブステータス」に表示されます。これは、
承認ユニットが上位に移動可能であることを示します。

ノート:

開始されていない承認ユニットは検証できません。
「上位へ移動」を選択した場合も、承認ユニットに定義されている検証ル
ールが実行されます。関連付けられているすべてのデータ検証ルールの
条件が満たされると、移動パスに定義されている次の所有者に承認ユニ
ットは移動されます。

承認ユニットのステータスの変更
承認ユニットのステータスは、確認者が別の確認者にデータを転送するたびに変更さ
れます。承認ユニットのステータスは、確認者が別の確認者にデータを転送するため
に実行するアクションに基づいて割り当てられます。
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ノート:

親の承認ユニットのステータスを変更する場合、子が除外されているかまたはすで
に承認されている場合を除き、変更する承認ユニットのすべての子も変更されます。

サービス管理者、パワー・ユーザー、および所有者または管理者として割り当てられている
ユーザーは承認アクションを実行できます。また、サービス管理者は、移動パス内に含まれ
ているかどうかにかかわらず、すべての承認アクションを実行できます。
承認ユニットのステータスを変更するには:

1. ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
2. 承認ユニットを選択します。
3. 「アクション」で、アクションを選択します。

• 作成: 選択されたすべての承認ユニット(すべての子孫を含む)の所有権を、階層でその
承認ユニットに定義された最初の所有者に変更します。

• 開始: 承認プロセスを開始します。このアクションは「ツリー・ビュー」で使用可能
です。

• 上位へ移動: 確認のため、承認ユニットを別のユーザーに渡します。このアクション
では、初めて承認ユニットの所有権が割り当てられ、次回からは承認ユニットの所有
権がある確認者から別の確認者へと転送されます。「上位へ移動」により、現在の所
有者による暗黙のサインオフが行われ、承認ユニットのステータスが「レビュー中」
に変更されます。

• 除外: 承認プロセスから承認ユニットを除外します。このアクションは「ツリー・ビ
ュー」で使用可能です。

• 拒否: 承認ユニットが前の所有者による追加作業を必要とすることを示します。「拒
否」では、通常、前の所有者による別の繰返しの作成が必要となります。デフォルト
では、「拒否」によって承認ユニットの所有権が直前の所有者に戻りますが、次の所
有者を選択できます。「拒否」により、ステータスは「未サインオフ」に変更されま
す。

• 承認: 承認ユニットを承認し、そのステータスを「承認済」に変更します。
• 所有権の取得: 承認ユニットおよび選択した親ユニットの下位ユニットの所有者にな
ります。現在のユーザー、および階層の現在の承認ユニット所有者より上位のユーザ
ーが使用可能です。

• 委任: 移動パスに含まれているかどうかに関係なくユーザーに所有権を渡します。委
任されたユーザーは、承認ユニットを移動、却下、サインオフまたは作成できます。
委任されたユーザーは作業終了後に「上位へ移動」を選択して、委任を選択したユー
ザーにプロセス単位を戻すことができます。また、「却下」を選択して、プロセス単
位を移動パスの前のユーザーに戻すこともできます。このアクションは、「レビュー
中」、「サインオフ」または「未サインオフ」ステータスのエンティティでのみ許可さ
れます。委任により、プロセス単位のステータスは「レビュー中」に変更されます。

• サインオフ: 承認ユニットをサインオフします。「サインオフ」では承認ユニットの所
有権は転送されませんが、状態が「サインオフ済」に変更されます。

• 再度開く: 承認済の承認ユニットを再度開きます。
4. 「ステータスの変更」ボタンをクリックします。
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5. 「所有者」で、ユーザーを移動パス内のユーザー・リストから選択するか、「自動」
を選択し、ユニットをパス内の次の確認者に自動的に渡します。

承認ユニットの所有権
承認ユニットで使用可能なアクションは、その所有権、ステータスおよびユーザーに
割り当てられているセキュリティ権限に依存します。
エンティティの上位への移動
親エンティティの子をそのレベルに移動する場合のみ親エンティティを上位に移動で
きます。すべての子エンティティを親と同じ所有者を持つように移動する場合、親を
移動でき、それによりすべての子も移動されます。
親エンティティをその子とともに上位に移動する際、すべてのエンティティは、次の
レベルに移動する前に検証に合格する必要があります。エンティティが検証に失敗し
た場合、移動されません。
エンティティの所有権の取得
移動パス内の同じエンティティ・レベルにある所有者または確認者である場合を除き、
所有権の取得以外の承認アクションを実行できません。
自分が現在のエンティティより上位の移動パス内に含まれている場合、エンティティ
の承認アクションを実行できるように、所有権を取得しエンティティを自分のレベル
に移動できます。
親エンティティの所有権を取得した場合、その子が同じレベルにある場合、その所有
権も取得できます。
移動パス内に含まれていない承認ユーザー
自分が承認ユニットの移動パスに含まれていない場合、読取りおよび書込みアクセス
権を持つ「承認」ページでエンティティのリストを表示できますが、エンティティの
承認アクションは実行できません。
所有者なし
エンティティに所有者が割り当てられていない場合、ユーザーがエンティティの上位
の移動パスに含まれていてもユーザーは所有権を取得できません。管理者のみが承認
ユニットの所有権を取得できます。
エンティティの却下
親エンティティを却下した場合、その子もすべて却下され、そのステータスは「未サ
インオフ」に変更されます。それらは、パス内の前の所有者に戻り、所有者は親エン
ティティと同じになります。
親エンティティは却下するが、その子は却下しない場合、「単独却下」を選択できま
す。親エンティティは却下され、ステータスは「未サインオフ」に変更され、所有権
は前の所有者に戻りますが、子に対して実行されるアクションはありません。子は同
じ「レビュー中」ステータスのままで、所有者も同じです。
承認ユニットを却下する際のデフォルト所有者は「自動」であり、これは前の所有者
に自動的に戻されることを意味します。承認ユニットを却下する場合、自分の前の移
動パスの使用可能な所有者リストから異なる所有者を選択できます。
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元のエンティティ
必要な場合、確認の開始時の元の所有者に確認プロセスを戻すように選択できます。「作成」
アクションを実行すると、所有権は元の所有者に戻り、ステータスは「レビュー中」となり
ます。確認プロセス履歴はクリアされません。「作成」アクションは基本エンティティにのみ
影響し、親には影響しません。親エンティティに「作成」を実行すると、そのすべて子に対
しても実行され、移動パスの元の所有者に戻されます。

ノート:

「作成」アクションは、管理者のみが実行できる「除外」および「開始」アクション
とは異なります。「除外」アクションは、確認プロセス履歴をすべてクリアし、「開
始」アクションは、所有者を移動パスの最初の所有者に設定します。

エンティティの承認
エンティティが移動パスの最後に到達したときのみエンティティを承認できます。エンティ
ティを承認する際、そのステータスは「承認済」に変更されますが、所有権は変更されませ
ん。
基本エンティティのみを承認する場合、親エンティティのステータスは影響を受けません。
親エンティティを承認すると、その子はすべて確認プロセスの一部として含められます。検
証に失敗した場合、承認されません。
エンティティの再オープン
エンティティが承認された後は、エンティティのロックまたは確認のための再オープンのい
ずれかを行えます。エンティティを再オープンすると、ステータスは「レビュー中」に変更
され、所有権は移動パス内の前の所有者に戻されます。
承認ユニットを再オープンする際のデフォルト所有者は「自動」であり、これは前の所有者
に自動的に戻されることを意味します。承認ユニットを再オープンする場合、自分の前の移
動パスの使用可能な所有者リストから異なる所有者を選択できます。
エンティティのロック
承認プロセス内の最終状態は「ロック済」です。現在の期間をロックする前に以前の期間が
すべてロックされていることが確認されます。移動パス内の最後の所有者のみが「承認済」
から「ロック済」に変更できます。
エンティティのロック解除
エンティティがロックされた後、追加データを変更する、またはエンティティを確認する必
要がある場合、先にエンティティのロックを解除する必要があります。現在の期間をロック
解除する前に将来の期間がすべてロックされていないことが確認されます。
親エンティティをロック解除する場合、すべての子がプロセスの一部としてロック解除され
ます。親エンティティのみをロック解除する場合、選択したエンティティのみがロック解除
される「単独ロック解除」を選択できます。
エンティティのサインオフ
このアクションにより、エンティティのデータを確認済かつサインオフ済であることを確認
できます。ステータスは「サインオフ済」に変更されます。
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承認ユニットの注釈の追加または表示
注釈は、開始した承認ユニットのデータに関するコメントです。注釈を表示または追
加するには、少なくとも承認ユニットへの読取りアクセス権が必要となります。
承認ユニットの注釈を追加するには:

1. ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
2. 承認ユニットを選択します。
3. 「注釈の追加」をクリックします。
4. 注釈を入力し、「投稿」をクリックします。
リンクの下に注釈が表示されます。「返答」をクリックして、注釈に応答できます。

ノート:

注釈が表示されたときにハイパーリンクとして表示される URLを入力
できます。

5. 「完了」をクリックします。

承認通知用電子メールの設定
承認ステータスまたは承認の所有権に変更があった場合に電子メール通知を受け取る
場合、所有者および確認者は承認通知を有効にする必要があります。「アプリケーショ
ン設定」ページで、承認通知を有効にします。
承認通知メールには、次の情報が含まれます:

• ステータスを確認する URL

• アプリケーション名
• 承認ユニット
• 現在の所有者
• 前の所有者
• 前回のアクション
• 現在のステータス
• 時間
• 注釈のタイトル
• 注釈のテキスト
承認通知を有効にするには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「設定」の順にクリックします。
2. 「通知」で「承認」を選択します。
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3. 電子メール・アドレスに、電子メール・アドレスを入力します。
4. 「保存」をクリックします。

代替確認者の選択
承認プロセス中に確認者が不在の場合、このユーザーの不在時に確認責任を担当する代替確
認者を選択できます。ユーザーが戻ったときに確認責任を戻すには、「不在時のアシスタン
ト」を使用します。
代替確認者を選択するには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
2. 「全般」タブを選択します。
3. 「承認」で、「現在不在です。」を選択します。
4. 不在時に実行する次のアクションを設定します。

• 上位へ移動: 承認ユニットを次の段階に進めます。
• 却下: 承認ユニットを却下します。
• 送信: 承認ユニットを送信します。
• 委任: 不在中にレビューの職務を行う代替確認者を指定する場合に選択します。次の
確認者または特定のユーザーに委任できます。「メッセージ」テキスト・ボックスに
確認者向けのメッセージを含めることもできます。

5. 「保存」をクリックします。

第 15章
代替確認者の選択

15-11



16
ライブラリの操作

関連リンク:

• ライブラリの使用
• フォームへのアクセス
• ダッシュボードへのアクセス
• フォームとダッシュボードへの権限の割当て
• レポートの操作

ライブラリの使用
ライブラリは、Tax Reporting内の様々なフォームおよびレポートに直接アクセスできる集中
管理用の場所です。
ライブラリから、フォームとダッシュボードへの権限の割当て、レポートの編集と生成など、
複数のタスクを実行できます。

フォームへのアクセス
ライブラリからアプリケーションのすべてのフォームにアクセスし、許可されたユーザーに
権限を割り当てることができます。
ライブラリからフォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「フォーム」タブを選択します。
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3. リストを展開して表示するフォームの横にあるキャレット をクリックします。
4. 直接開いて表示するフォームの名前をクリックします。通常どおりフォームで作
業できます。

ダッシュボードへのアクセス
ライブラリからアプリケーションのすべてのダッシュボードにアクセスし、許可され
たユーザーに権限を割り当てることができます。
ライブラリからフォームにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。

ノート:

管理者のみが、ファイル(ダッシュボード、インフォレット、フォーム、
レポートなど)を「ライブラリ」ルート・フォルダに追加できます。

2. 「ダッシュボード」タブを選択します。
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3. 直接開いて表示するダッシュボードの名前をクリックします。通常どおりダッシュボー
ドで作業できます。

フォームとダッシュボードへの権限の割当て
ライブラリから許可されたユーザーにフォームとダッシュボードへのアクセス権を割り当て
ることができます。
権限を割り当てるには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」を選択します。
2. 「フォーム」または「ダッシュボード」タブを選択します。
3. 権限を割り当てるフォームまたはダッシュボードを選択します。
4. 「アクション」で、「権限の割当て」を選択します。
5. 「権限の割当て」ダイアログ・ボックスで、「権限」をクリックします。
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6. オプション: 「ユーザー/グループの追加」をクリックし、使用可能なユーザーのリ
ストに新しいユーザーまたはグループを追加して、「OK」をクリックします。

7. 選択したユーザーまたはグループに適用する権限のレベルを選択し、「OK」をクリ
ックします。
• 読取り
• 書込み
• なし
• 削除

レポートの操作
Tax Reportingでは、次のタイプのレポートを使用できます:

• Reports。Oracle Enterprise Performance Management Cloudレポートでの設計の
管理レポートの概要および Oracle Enterprise Performance Management Cloud
Reportsの操作の管理レポートの概要を参照してください。

• Financial Reporting。Oracle Enterprise Performance Management Cloud財務レ
ポートの管理を参照してください。

• ドキュメント: Reportsのブックに追加できます。ブックのドキュメントを表示す
るか、開くことができます。バースト用に CSVを開き、ブック用にWordおよび
PDFドキュメントを開くこともできます。Reportsソリューションの操作を参照
してください。

• 補足データ・レポート: 補足データに関する詳細を表示します。補足データ・レポ
ートの作成を参照してください。

• 会社間レポート: 連結するときに消去される会社間トランザクションを示します。
会社間レポートの管理を参照してください。
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Reportsソリューションの操作
Reports(以前は Narrative Reportingビジネス・プロセスの管理レポートとして使用されてい
た)が、Oracle Enterprise Performance Management Cloudプラットフォームのビジネス・プ
ロセスおよびアプリケーション(Planning、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting
およびフリー・フォーム)に組み込まれ、最終的には Financial Reportingが置き換えられま
す。Reportsは、わかりやすい堅牢なレポート開発フレームワークと、充実したレポート・ビ
ューア・エクスペリエンスを提供します。
Reportsには、ブックおよびバーストも含まれています。ブックは、1つ以上のレポート、ブ
ックおよびその他のドキュメントをグループ化して、単一の PDF出力を生成する機能を提供
します。バースト機能では、1つのデータ・ソースの単一ディメンションの複数のメンバーに
対して単一のレポートまたはブックを実行して、各メンバーの PDF出力を公開できます。バ
ースト定義をスケジュール済ジョブとしてスケジュールできます。
レポート、ブックおよびバースト定義は、Reportsリポジトリに保管されます。「ドキュメン
ト」の下のブックおよびバーストで使用されて生成されたサード・パーティ・ドキュメント
にアクセスすることもできます。たとえば、バースト定義で使用されるブックおよび CSVフ
ァイルに挿入された MS Wordおよび PDFのドキュメントや、バースト定義によって生成さ
れた PDFファイルがあります。ドキュメント・リポジトリを表示するには、「ライブラリ」、
「レポート」の順にクリックし、ページの左側にある「ドキュメント」タブをクリックしま
す。
すべてまたは個々のレポートを移行できるインプレース移行を使用するか、「リポジトリの検
索」からローカルにエクスポートされた Financial Reportingのレポート・ファイルをインポ
ートすることで、Financial Reportingのレポートを Reportsに移行できます。移行の際は、元
のレポートの可能なかぎり多くの要素が Reportsの相当する要素に変換されることに注意し
てください。ただし、2つのソリューションには違いがあり、すべての要素が両方のソリュー
ションに存在するとはかぎりません。元のレポートに相当するレポートを生成するには、レ
ポートを移行した後に、特定の要素の変更が必要になる可能性があります。
Financial Reportingは、コンテンツを Financial Reportingから Reportsに移行するための十
分な時間が経過した後に、将来の未定の日付で最終的に削除されます。
次世代の Reportsを表示するには、ホーム・ページで「ライブラリ」をクリックし、次にペ
ージの左側にある「レポート」タブをクリックします。

ノート:

管理者のみが、ファイル(ダッシュボード、インフォレット、フォーム、レポートな
ど)を「ライブラリ」ルート・フォルダに追加できます。

Reportsを使用して設計および操作するには、次の各ガイドのトピックを参照してください:

• olink:UMEPR-GUID-C2BA4EA9-D316-4B7D-B3F5-DD72CC9E1FC5 Oracle Enterprise
Performance Management Cloud Reportsの操作の Reportsの概要

• olink:DMEPR-GUID-4109AFEC-7496-49B4-8DD2-718CF6DBCFD2 Oracle Enterprise
Performance Management Cloudレポートでの設計の Reportsの概要
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フォルダおよびレポートの管理
ホーム・ページの「ライブラリ」カードから Reportsを管理し、レポートのリストを
どのように表示するかを選択できます。「ドキュメント」で、ブックおよびバーストで
使用されて生成されたサード・パーティのドキュメントにアクセスしたり、これらの
ドキュメントを保持できます。たとえば、バースト定義で使用されるブックおよび
CSVファイルに挿入された MS Wordおよび PDFのドキュメントや、バースト定義に
よって生成された PDFファイルがあります。
レポートおよびドキュメントは、フォルダでグループ化されます。レポートおよびド
キュメントのリストを表示する場合、次のことを実行できます:

• レポート・アーティファクトまたはドキュメントによる検索
• フォルダによるフィルタ。レポート・アーティファクトの場合、タイプ(レポート、
スナップショット、ブック、バースト定義)によってフィルタできます。

• フォルダ・ツリー・ビュー またはフラット・リスト・ビュー の切替え
レポート・デザイナは、フォルダまたは個別のレポートの アイコンをクリック
して、次のフォルダ、レポートおよびドキュメントの管理タスクを実行できます:

• フォルダ用:

– ファイルのアップロード(ドキュメントのみ)

– フォルダの作成
– 削除
– 名前変更
– 移動先
– 権限の割当て

• レポート、ブックおよびバースト定義用:

– 開く(レポートおよびブックのみ)

– 編集
– 名前変更
– 別名コピー
– 削除
– 移動先
– 権限の割当て

• ドキュメント用:

– プロパティ
– 別名コピー
– 削除
– 移動先
– 権限の割当て

第 16章
レポートの操作

16-6



「ドキュメント」リストでは、次のファイル・タイプおよび拡張子がサポートされます。100MB
をサポートする PDFを除き、デフォルトのファイル・サイズ制限は 5MBです。
• Word (.DOC、.DOCX)

• Excel (.XLS、.XLSX)

• カンマ区切り値(.CSV)

• PDF (.PDF)

• テキスト(.TXT)

• PowerPoint (.PPT、.PPTX)

「ドキュメント」でサード・パーティ・ファイルをアップロードするには:

1. 「ドキュメント」リストで、宛先フォルダを選択してから、次のいずれかをクリックしま
す:

• 「ドキュメント」パネルの右上にある「アップロード」をクリックします。
• アイコンをクリックして、「ファイルのアップロード」を選択します。

2. 「ファイルのアップロード」で、ローカル・ファイル・システムからアップロードするフ
ァイルを選択します。「OK」をクリックします。選択したフォルダにファイルがアップロ
ードされます。

「ドキュメント」リストの「ドキュメント」でサード・パーティ・ファイルをダウンロードす
るには、目的のファイルの場所を参照し、ファイル名をクリックしてダウンロードします。

EPM Cloudでのフォルダまたは Reportsの検索
1. フォルダまたは Reportsを検索するには、ペインの上部にある「検索テキスト」ボックス
に検索テキストを入力し、「検索」 アイコンを選択します。

2. 検索結果がコンテンツ領域に表示されます。

第 16章
レポートの操作

16-7



3.
を選択してフォルダの検索を絞り込みます。

4. を選択して、Reportsまたはスナップショットで検索します。

5. 表示のために または を選択します。

Financial Reportingからのレポートの移行
Financial Reportingからレポートを移行するには:

1. Oracle Enterprise Performance Management Cloudサービスから「ライブラリ」カ
ードを選択し、「財務レポート」を選択します。「リポジトリの検索」で、移行可能
な Financial Reportingのレポートを表示します。

2. リポジトリから、移行するレポートを選択し、  「財務レポートの移行」ア
イコンをクリックします。

3. 「移行」ダイアログで、ファイル名を入力し、ファイルの保存先フォルダを選択し
て、「OK」をクリックします。
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移行されたレポートがそれぞれの場所に保存されます。

財務レポートの表示
ライブラリの「財務レポート」タブでは、データ入力に使用できるデフォルトの財務レポー
トの選択肢が提供されます。
カスタマイズされたレポートを作成する場合は、Oracle Marketplaceからアプリケーション
をダウンロードして、オーダーメイドのレポートを作成するための開始点として使用できま
す。次の複数通貨アプリケーションのための TRCSレポート・テンプレートの使用を参照し
てください。
レポートにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」をクリックします。
2. 「財務レポート」を選択します。
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3. オプション: POVを持つレポートの POVを選択するには、「POVオプションの表
示」をクリアします。このチェック・ボックスはデフォルトで選択されています。
レポートが開始されると、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウが表示されます。
設定した POVは、POVを持つリスト内のすべてのレポートに影響します。

4. 表示アイコンを選択してレポートを表示します。
• フラット・ビュー
• ツリー・ビュー

5. PDF、HTMLまたは XLSフォーマットでレポートを確認します。
複数通貨アプリケーションのための TRCS財務レポート・テンプレートの使用
30を超えるカスタマイズされた複数通貨の財務レポートを簡単に作成できるように、
Oracle Marketplaceからアプリケーションをダウンロードして、カスタマイズされた
財務レポートを作成できます。
レポートのテンプレートをダウンロードするには:

1. Oracle Cloud Marketplaceを選択して、複数通貨アプリケーションのための TRCS
レポート・ページを表示します。

2. TRCSの標準レポート・ページで、アプリの取得をクリックします。
3. 「詳細」で、指示に従ってパッチをダウンロードし、これらのレポートをオーダー
メイド・レポートを作成するための開始点として使用します。パッチには、TRCS
FRレポート、インポート指示および Readmeファイルが含まれています。

ノート:

Tax Reporting Cloud (TRCS)と Hyperion Tax Provisioning (HTP)のディ
メンションおよびメンバーは完全に同じではないため、これらの変更に
あわせて HTPからのカスタム・レポートを調整する必要があります。
Oracle Marketplaceからのダウンロードでは、標準レポートのみが提供
されます。

レポートの POVメンバー・セレクタの表示
「レポート」ページで「POVオプションの表示」オプションを選択すると、POVを持
つレポートで異なるメンバーを選択できます。
ホーム・ページで「レポート」をクリックすると、「レポート」ページが表示され、表
示するレポートを選択できます。ページで「POVオプションの表示」チェック・ボッ
クスを選択して POVを持つレポートを選択すると、POVメンバー・セレクタ・ウィ
ンドウが表示されます。メンバーの操作を参照してください。
このチェック・ボックスの選択状態は、リストにあって POVを持つレポートすべてに
適用され、現在のセッションからログアウトするまで存続します。
「POVオプションの表示」チェック・ボックスをクリアすると(デフォルトで選択済)、
レポートは直接起動され、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウは表示されません。
レポートにおける POVメンバーは、フォームで最近使用されたメンバー、または最近
使用されたメンバーがない場合は、ディメンションのルートです。
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レポートを直接起動し、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウを経由せずにレポートが表示
された場合でも、POVにあるリンクをクリックして別のメンバーを選択すれば、POVのメン
バーを変更することができます。

タスク・マネージャ・レポートの生成
タスク・マネージャ・レポートを生成して、ビジネス・プロセス・アクティビティについて
レポートできます。使用可能なレポート・フォーマット・タイプは、CSV、XLSX、HTMLお
よび PDFです。
レポートを生成するには:

1. ホーム・ページで、「レポート」をクリックします。
2. 「タスク・マネージャ・レポート」をクリックします。
3. 「生成」をクリックします。
4. レポートの名前を入力します。
5. 「スケジュール」ドロップダウン・リストから、レポートのスケジュールを選択します。
6. 「期間」から、期間を選択します。
7. レポートの「開始日」と「終了日」を選択します。
8. オプション: ユーザーによって変更されたタスクを含めるには、「変更者」の横にあるセレ
クタをクリックしてユーザーを選択します。

9. オプション: 他の変更を含めるには、「変更されたフィールド」から「アラート」などのフ
ィールドを選択します。

10. オプション: 「タスク ID」で、特定のタスクのタスク IDを入力します。
11.「生成」をクリックします。
完了すると、「正常に完了しました。」というステータス・メッセージが表示されます。
レポート生成プロセスではバックエンド・ジョブ・フレームワークが使用されるため、レ
ポート・ジョブがバックグラウンドで実行されます。推奨サイズを超えるなど、レポート
にエラーが含まれている場合は、レポートが生成される前に「レポートの生成」ダイアロ
グにエラーを示すメッセージが表示されます。レポートに含まれるレコード件数が多い
場合は、フィルタ機能を使用して含まれるレコード数を制限して、レポートを分割するこ
とをお薦めします。
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ノート:

特定の期間またはスケジュールについて標準レポート「タスク・コメン
ト」を実行して、タスクに関して入力されたすべてのコメントを表示で
きます。レポートには、次の情報が表示されます:

• タスク ID

• タスク名
• タスク・ステータス
• コメント・テキスト
• ユーザー
• コメントの日付

補足データ・レポートの作成
補足データ・レポートを作成して、補足データの詳細をレポートできます。使用可能
なレポート・フォーマット・タイプは、CSV、XLSX、HTMLおよび PDFです。
補足データ・レポートを作成するには、サービス管理者またはパワー・ユーザーであ
る必要があります。
レポートを作成するには:

1. ホーム・ページで、「レポート」をクリックします。
2. 「補足データ・レポート」をクリックします。
3. 「出力フォーマット」選択します:

• XLSX - グラフではサポートされません。
• HTML - グラフおよびチャートではサポートされません。
• PDF

• CSV - テンプレートを使用せず、高速でデータを取得できます。

ノート:

レポートに含まれるレコードが 10,000件を上回る場合は、CSV形式
を使用することをお薦めします。

• csv (フォーマット済) - フォーマット済データが含まれる単純なデータ表に最
適であり、テンプレートでのイメージ、グラフィックまたはスタイル設定をサ
ポートしていません。
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ノート:

「csv (フォーマット済)」フォーマットでは、CSVフォーマットと比べて、
テンプレート・フォーマットを考慮してレポートを生成するための追加の時
間がかかります。そのため、データを迅速に生成する場合は「CSV」を選
択し、フォーマット済テンプレート・ベース・データを生成する場合は「csv
(フォーマット済)」を選択します。

4. 「生成」をクリックします。
5. レポートの名前を入力します。
6. 「生成」をクリックします。
完了すると、「正常に完了しました。」というステータス・メッセージが表示されます。

レポート生成プロセスではバックエンド・ジョブ・フレームワークが使用されるため、レポ
ート・ジョブがバックグラウンドで実行されます。推奨サイズを超えるなど、レポートにエ
ラーが含まれている場合は、レポートが生成される前に「レポートの生成」ダイアログにエ
ラーを示すメッセージが表示されます。レポートに含まれるレコード件数が多い場合は、フ
ィルタ機能を使用して含まれるレコード数を制限して、レポートを分割することをお薦めし
ます。

会社間レポートの管理
会社間照合レポートを使用すると、会社間トランザクションを追跡して、分析や監査に役立
てることができます。このレポートは、会社間属性を使用可能にして設定されたエンティテ
ィと会社間パートナの各ディメンションの一致を示します。
連結プロセスの一環として、会社は、関連するエンティティとパートナ間のトランザクショ
ンを消去します。会社間照合レポートを使用すると、これらのエンティティとパートナの会
社間トランザクションが正確に一致していることを確認できます。
会社間レポートを実行するときに、ディメンション・メンバーや、特定の差異に関連するデ
ータ・セルを表示または抑制できます。
会社間レポートを実行するには、サービス管理者である必要があります。
次のトピックを参照してください:

• 会社間レポートの設定
• 会社間レポートの作成

会社間レポートの設定
会社間レポートを設定するには、表示する POVメンバー、勘定科目および照合対象勘定科目
を選択します。ディメンション・メンバーや、特定の差異に関連するデータ・セルの表示を
抑制するかどうかを選択することもできます。
会社間レポートの視点の選択
視点ディメンションは、生成されるレポートのヘッダー・セクションに表示されます。次の
ディメンションごとに 1つのメンバーを選択できます。
• シナリオ
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• 年
• 期間
• 表示
• 連結
• 通貨(レポート通貨であることが必要)

会社間レポートの勘定科目の選択
調整勘定を選択して、勘定科目およびトランザクションと照合する照合勘定を決定し
ます。
調整勘定は、消去の完了時に 2つの会社間勘定の間の差分を保管します。レポートの
調整勘定を選択すると、システムでは勘定科目、および調整勘定の定義時に管理者が
指定した照合勘定が使用されます。
調整勘定ごとに、それに関連付けられ、同じ勘定科目タイプを持つ勘定科目が表示さ
れます。たとえば、資産と費用の勘定科目タイプが関連付けられ、負債、収益および
資本の勘定科目タイプが関連付けられます。
抑制ディメンションの選択
データ・ソース、増減およびカスタム定義のディメンションは、抑制ディメンション
とみなされます。これらのディメンションでは、メンバー・セレクタを使用するか、
メンバー名をカンマで区切ってテキストに指定することで、複数のメンバーを選択で
きます。抑制ディメンションは、生成されたレポート・ヘッダーにリストされます。
メンバー・セレクタには次のメンバー・カテゴリがあります。
• 祖先
• 子
• 子孫
• 兄弟(すべて、左、右、前、次)

• 親
• レベル 0子孫(すべて、前、次)

• 左兄弟
• 世代(前、次)

次のいずれかの抑制オプションを選択できます。
• 抑制なし - これは、デフォルトの選択です。ディメンションは、レポート・グリッ
ドの列として含められます。抑制なしディメンションの各メンバーに対して、外側
ディメンション(左側のディメンション)のメンバーがすべて組み合せられた行が
あります。

• 抑制 - ディメンションは、レポート・グリッドの列として含められません。各行の
データ・ポイントは、指定した抑制ディメンションに選択されているすべてのメン
バーの合計を表します。抑制されたすべてのディメンションは、グリッドの最後
(右端内部)のディメンションと同じように扱われます。

• グループ - これは、「抑制なし」と同じですが、合計行が追加されています。すべ
ての外側ディメンション(左側のディメンション)とグループ化されたディメンシ
ョンが、グループを構成します。すべての内部ディメンション・メンバー(グルー
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プの右側のすべてのメンバー )に対してグループが表示される場合、値の合計が次の行と
して追加されます。

ノート:

「グループ」オプションにより、ディメンション選択メンバーが基本メンバーの
みに制限されます。会社間ディメンション(パートナ・ディメンション)は、自動
的にグループとなり、値の合計がエンティティとパートナの組合せごとに導出
されます。

抑制照合の選択
会社間レポートでは、一連の条件を満たす場合に、特定の差異に関連するデータ・セルや差
異自体の表示を抑制できます。データ・セルのデータを抑制すると、そのセルの値は表示さ
れなくなります(空白値)。行の両方の差異が抑制されると、行全体が表示されなくなります。
データを抑制するには、許容差値(金額)またはパーセンテージを指定します。たとえば、エン
ティティの金額が 299でパートナ・エンティティの金額が 200の場合、差異は 99です。照
合許容差の値が 100で、この例のようにエンティティとパートナの差異が 100未満の場合は、
照合許容差内のためトランザクションが抑制されます。
エンティティ /パートナのトランザクションを抑制しないように選択すると、エンティティお
よびパートナの値が照合許容差の値またはパーセントの範囲内にある場合でも抑制されませ
ん。前の例では、値の差異が 99で、照合許容差の範囲内にありますが、トランザクションは
抑制されません。照合許容差は単位で表示されます。
次のオプションのいずれか、または両方を使用して照合を抑制できます。
• 許容差値 - 許容差値を入力できます。値は正数にする必要があります。指定した差異の
絶対値が許容差値以下の場合、その行で指定した差異に対応する差異、勘定科目および照
合勘定のデータ・セルは抑制されます。デフォルトでは、許容差値は 0です。

• 許容差パーセント - 許容差パーセントを入力できます。値は、100以下の正数である必要
があります。勘定科目に計上された差異の部分の絶対値を決定します。照合勘定に計上
された差異の部分の絶対値を決定します。これらの 2つの値の最小値を使用して(照合勘
定がない場合、勘定科目の部分のみを使用します)、許容差パーセントを適用します。こ
れが許容差パーセント値です。許容差パーセント値が差異の絶対値を超える場合、その行
で指定した差異に対応する差異、勘定科目および照合勘定のデータ・セルは抑制されま
す。

ノート:

両方のトランザクションのデータが含まれない行は、どの抑制オプションが有
効になっているかとは関係なく、自動的に抑制されます。

抑制オプションは、生成されたレポートのヘッダー・セクションに表示されます。
表示オプションの選択
レポートの次のデフォルト表示オプションを変更できます。
• 位取り - 0から 9までの値を入力できます。デフォルト値は 0です。位取りは、各デー
タ・セルに適用されます。たとえば、値が 1000で位取りが 3の場合、値は 1として表示
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されます。抑制されていないすべてのデータ・セルには、位取りが乗じられます。
位取りが適用される前に、計算および抑制操作が実行されます。

• 小数点以下の桁数のオーバーライド - 小数の小数部分に表示される桁数を指定で
きます。0から 6までの整数を入力できます。デフォルト値は 0です。

• メンバー表示 - 名前または説明(あるいはその両方)を使用してメンバーを表示する
かどうかを指定します。

• レポート・タイプ - HTML、PDF、XSLまたは XSLXフォーマットでレポートを生
成できます。

• レポート・タイトル - レポート・タイトルを入力できます。デフォルトのタイトル
は、「会社間レポート」です。

会社間レポートの作成で概説されているようにレポートを実行します。

会社間レポートの作成
会社間レポートを作成するには:

1. ホーム・ページで、「ライブラリ」をクリックします。
2. 「会社間レポート」をクリックします。

 

 

3. 「視点」で、「シナリオ」、「年」、「期間」、「表示」、「連結」および「通貨」の各ディ
メンションについて 1つのメンバーを選択します。
通貨はレポート通貨である必要があります。選択したディメンション・メンバー
は、生成されるレポートのヘッダー・セクションに表示されます。

ヒント:

ディメンション名(「連結」や「ビュー」など)は、デフォルトで表示され
ます。ディメンション名を非表示にしてメンバーのみを表示するには、
「アクション」アイコン をクリックし、「ディメンション名の非表示」
を選択します。
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4. 「エンティティ」および「パートナ」で、エンティティ名を入力するか、「メンバー・セレ
クタ」をクリックしてエンティティを選択します。
エンティティでは、ICPと非 ICPの両方を有効にできます。

5. 「調整勘定」で、含める勘定科目を選択するか、「すべて」を選択します。
6. 「抑制ディメンション」で、メンバーを選択し、抑制オプションを選択します。

• 抑制なし
• 抑制
• グループ

7. 「抑制オプション」で、選択を行います。
• 一致したものを抑制 - クリックしてこのチェック・ボックスを選択します。
• 許容差値 - 値を入力します。
• 許容差パーセント - パーセンテージを入力します。値は、100以下の正数である必要
があります。

抑制オプションの詳細は、会社間レポートの設定を参照してください。
8. 「表示オプション」を選択します。

• レポート・タイトル - レポート・タイトルを入力するか、デフォルトを使用します。
• 位取り - 0から 9までの値を入力します。
• 小数点以下の桁数のオーバーライド - 0から 6までの整数を入力します。
• メンバー表示 - 「名前」、「説明」または「両方」を選択します。

9. 「レポート・タイプ」から、使用するフォーマットを選択します。
• HTML

• PDF

• XLS

• XLSX

10.「レポートの実行」をクリックして、レポートを開くか、保存するかを選択します。
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17
タスク・マネージャの操作

関連トピック
• タスク・マネージャの概要
• タスクの操作
• アラートの操作
• スケジュールの操作
• ダッシュボードのモニタリング

タスク・マネージャの概要
タスク・マネージャは、ビジネス・プロセスの相互依存アクティビティを定義、実行および
レポートするのに役立ちます。すべてのタスクを集中モニタリングし、ビジネス・プロセス
の実行を記録するための目に見える自動化された繰返し可能なシステムを提供します。
次のことが可能です:

• タスクの定義と、最も効率的なタスク・フローを実施するためのスケジューリング
• ビジネス・プロセスの自動化、ステータスの追跡、および通知やアラートの提供
• 延滞、期限日およびステータス変更に関する、ユーザーへの電子メール通知
• ダッシュボードからのビジネス・プロセス・ステータスのモニター
• エラーおよび遅延の迅速な修正
• ビジネス・プロセスの効果の分析
Example 17-1    ビデオ

目的 参照するビデオ
Oracle Cloud EPM Task Managerの機能、使用さ
れる一般的な用語および Oracle Cloud EPM Task
Managerの典型的なプロセス・フローを学習しま
す。

 概要: Oracle Cloud EPMのタスク・マネー
ジャ

タスクの操作
関連トピック:

• タスクへのアクセス
• タスク情報の更新
• タスクの管理
• Smart Viewでのタスクの操作

17-1
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Example 17-2    ビデオ

目的 次のビデオを視聴
タスクのセクションをナビゲートして、Oracle
Cloud EPMタスク・マネージャの機能につい
て学習します。  概要: Oracle Cloud EPMタスク・マネ

ージャでのタスクのナビゲート

タスクへのアクセス
関連トピック:

• ホーム・ページからのタスクの表示
• 「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
• タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示

ホーム・ページからのタスクの表示
ホーム・ページに、自分に割り当てられているタスクのサマリーとそのステータス(「オ
ープン」、「遅延」、「本日期限」または 7日後に期限)が表示されます。ステータスの左
側の数は、そのステータスのタスクの数を示します。管理者が今後のタスク・オプシ
ョンを有効にしている場合は、現在使用可能なアイテムに加えて、今後のワークフロ
ーのアイテムも表示できます。「タスクのサマリー」パネルのリンクをクリックする
と、「タスク」ページが開き、そこでタスクのリストをさらにフィルタできます。
タスクのリストを年と期間でフィルタするか、「すべて」を選択して、ワークリスト内
の任意の年または期間のアイテムを表示できます。
ホーム・ページの「タスク」から、次のタスクとその詳細を表示できます。
• 「ワークリスト」には、表示を許可されている特定の POVのすべてのタスクが表
示されます。「ワークリスト」ページのリストの上部、および「サマリー」パネル
には、アラートとそのステータスも表示されます。

• 「補足データ・タスク」には、補足データ・マネージャ用のタスクが表示されます。
• 「スケジュール・タスク」には、タスク・マネージャのタスクが表示されます。
• 「アラート」にはアラート・リストが表示され、アラートを作成および操作できま
す。

「タスク・アクション」ページからのタスクの表示
電子メール通知のリンクから起動できる「タスク」ページから、タスクを表示および
更新することもできます。
「タスク」ページには、タスクの現在のステータスを示す説明が付いたステータス・ア
イコンが表示されます。「アラート」ページには、アラートの現在のステータスの説明
が付いたステータス・アイコンが表示されます。
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タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの
表示

ワークリストには、選択したスケジュールまたはテンプレートについて、タスク・マネージ
ャおよび補足データ・マネージャのタスクを含め、表示権限がある、指定した POVに関する
すべてのタスクが表示されます。タスクがリストされ、簡単にフィルタ処理して、関心があ
るもののみを表示できます。
タスクについて選択された日付を含むスケジュールが管理者によって作成されます。
「すべてのタスク」/「すべてのフォーム」または「個人用タスク」/「個人用フォーム」のス
テータスのサマリーに加え、タスク/フォームのソースのダッシュボードも表示されます。
ワークリストから、次のタスクを実行できます。
• Excelにエクスポート
• オープン・タスク
• タスクの送信
• タスクの強制クローズまたは中止
• タスクの再割当て
検索およびフィルタ機能
リスト内のアイテムを簡単にフィルタするには、「検索」フィールドを使用します。日付およ
びアイコン・ベースの列を除いた、リストに表示されているすべての列が検索されます。た
とえば、ユーザーを検索し、ユーザーが担当者または承認者(タスク・マネージャの場合)およ
び策定者または承認者(補足データ・マネージャの場合)として割り当てられているすべてのア
イテムを表示できます。検索では、表示されている列で検索語が見つかったアイテムが戻さ
れます。
特定のフィルタ機能を使用して特定のアイテムにアクセスすることもできます。フィルタ・
バーを使用するか、「フィルタの追加」をクリックして、属性ごとに目的のフィルタを設定し
ます。
ワークリストを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。「ワークリスト」をクリックします。
2. オプション: 「検索」で、次のステップを実行してタスクを特定します。

• 「タスク」アイコン をクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間
で表示を切り替えます。

• 目的のタスクの名前を入力します。ワークリストの日付以外の任意のフィールド(テ
キストまたは数値)で検索できます。

3. オプション: フィルタ・バーを非表示または表示するには、「検索」アイコンの横にある
「フィルタ」アイコンをクリックします。すべてのフィルタをクリアするには、フィルタ・
バーの右側にある をクリックします。

4. オプション: 画面の右上にあるドロップダウンを使用して、ワークリストを管理する際に
使用するフィルタを選択します:

• タイプ

Chapter 17
タスクの操作

17-3



• 名前
• 説明
• ステータス(詳細)

• ステータス
• 個人用終了日

5. オプション: 次のディメンション名をクリックして POVを変更します。
• 年
• 期間
• 期限: (「何も選択されていません」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
• ステータス: (「何も選択されていません」、「クローズ済」、「オープン」または
「保留中」)

• ソース: (「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」、「再割当要求」)

ノート:

複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。
選択したエントリをリストから削除するには、それを再度クリックしま
す。

6. オプション: タスクの横にある をクリックして、選択したタスクを開き、その
詳細を表示します。「プロパティ」、「指示」、「アラート」など、アイコンを選択し
てオプションを追加または変更します。

7. 「アクション」で、次のいずれかのアクションを実行できます。
• タスクの送信。タスクの送信を参照してください。
• タスクの中止: 後続タスクに進まずに、プロセスの進行を続けるために、強制
クローズを実行するのではなく、タスクを取り消します:

– 「終了時に開始」または「エラー終了時に開始」の先行タスクが取り消され
た場合、その後続タスクは保留中のままです。プロセスの進行を続けるに
は、後続タスクを編集して、取り消された先行タスクを削除し、後続タス
クを開始する必要があります。

– 「終了時に終了」または「エラー終了時に終了」の先行タスクを取り消した
場合、プロセスをの進行を続けるには、タスク所有者、スケジュール所有
者または管理者が後続タスクを強制的にクローズする必要があります。

• タスクの強制クローズ: ステータスが「オープン」または「エラー」のタスク
を強制的に「クローズ」ステータスにします。

• 再割当の要求: 一時的または永久にタスクを別のユーザーに再割当てします。
• リフレッシュ
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「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
「スケジュール・タスク」ページから、タスクの検索、タスク・リストのフィルタおよびリス
トの保存を実行できます。ビューを変更して、表示する列数または行数を増やすことができ
ます。
「スケジュール・タスク」ページからタスクを表示するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「スケジュール・タスク」タブをクリ
ックします。

2. オプション: 「検索」に、目的のタスクの名前を入力します。日付およびアイコン・ベー
スの列を除いた、リストの列全体が検索されます。

3. オプション: 「リスト」で、保存されたリストを選択します。
4. オプション: 次のように、リストのビューを選択します。

• 現在のタスクすべての概要リストを表示するには、「サマリー」をクリックします。
• 承認者 1のタスク、すべての遅延タスク、優先度など、選択されたタスクの詳細を表
示するには、「詳細」をクリックし、検索リストからオブジェクトを選択します。

5. タスクのスケジュールを選択します。
同じ POVを使用している複数のスケジュールを選択すると、その POVに関するすべて
のスケジュールのすべてのタスクが表示されます。

6. オプション: リストのフィルタを作成します:

a. 「フィルタの追加」で、オブジェクトまたはステータスを選択します。
b. 「フィルタ」ダイアログ・ボックスで、作成するフィルタの要件を作成します。たと
えば、「承認者終了日」フィルタでは、オペランドと値を選択する必要があります。
 

 

c. 保存するフィルタ条件を設定します。ここで、フィルタ・バーの右側にある

アイコンを選択し、「フィルタの保存」をクリックします。
d. フィルタの名前および説明(オプション)を入力します。
e. 「OK」をクリックします。
Financial Consolidation and Closeの管理 のフィルタの保存も参照してください。
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7. オプション: ディメンション名の下の選択をクリックして POVを変更し、有効な
値を表示します。
• 年
• 期間
• 期限(「何も選択されていません」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
• ステータス(「何も選択されていません」、「クローズ済」、「オープン」または
「保留中」)

• ソース(「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」または「再割当要求」)

ノート:

複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。
選択したエントリをリストから削除するには、それを再度クリックしま
す。

8. オプション: 画面の右側にある「表示」メニュー をクリックしてビューを選択
します:

• リスト・ビュー: オブジェクトの情報を列と行で表示するデフォルトの表示で
す。

• ガント・チャート: タスクの期間とそれらの依存関係をグラフィカルに表す、
スケジュールの時系列が表示されます。ガント・チャートを使用して、先行タ
スクから他のタスクへのステータスを確認できます。

• カレンダ・ビュー: 月、週または日ごとに、従来のカレンダのフォーマットで
スケジュール・タスクが表示されます。「カレンダ・ビュー」を選択した後、
カレンダ・アイコンを使用して「月」、「週」または「日」を選択します。「カ
レンダ・ビュー」では、「日」ヘッダーに「日ラベル」も表示されます。

• グループ・ビュー: タスクとユーザーの組合せのグループを作成できます。
• コンパクト: オンとオフの切替えが可能で、リスト・ビューやグループ・ビュ
ーの情報の行を増やすことができます。

9. 選択されたタスクを確認します。

タスク情報の更新
「オープン」ステータスのタスクの情報を更新できます。質問への回答、コメントの追
加、および参照の添付が可能です。ステータス、優先度、所有者、担当者、スケジュ
ール、開始日と終了日、指示、サポート・ドキュメントまたはWebリンク、およびワ
ークフローを表示することもできます。ワークフローには、タスクの承認チェーンが
表示され、ユーザー名、アクセス役割(担当者または承認者)、ステータスおよびユーザ
ーがアクションを実行した日付が表示されます。管理者がリンクのある参照に指示を
含めた場合は、タスクに直接リンクできます。
関連トピック:

• タスク・プロパティの表示
• 指示の表示

Chapter 17
タスクの操作

17-6



• タスク・アラートの表示
• タスクのチーム・ワークフローの表示
• タスクの属性の表示
• タスクの質問の表示
• タスクに対するコメントの追加
• 関連タスクの表示
• パラメータの表示
• タスク履歴の表示

タスク・プロパティの表示
特定のタスクのタスク・プロパティを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「プロパティ」タブをクリックします。

指示の表示
特定のタスクのタスクの指示を表示するには:
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1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「指示」タブをクリックします。

タスク・アラートの表示
特定のタスクのアラートを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「アラート」タブをクリックします。
関連項目: アラートの操作
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タスクのチーム・ワークフローの表示
特定のタスクのワークフローを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「ワークフロー」タブをクリックします。

チームは、タスク・マネージャで定義されたメンバーのリストです。チームをタスクの役割
に割り当てると、チームのユーザーはいずれもそのタスクの役割を実行できるようになりま
す。
タスクの請求
チームまたはグループに担当者の役割が割り当てられている場合、メンバーがタスクを請求
すれば、グループまたはチームのメンバーはいずれもタスクを操作および送信できます。請
求前に、メンバーは暗黙的な参照者アクセス権を持っている必要があります。
チームに「承認者」の役割が割り当てられている場合、チームのメンバーはいずれも、タス
クを最初に請求しなくてもタスクを承認できます。ただし、チームのメンバーはいずれもタ
スクを請求できるため、そのタスクが解放されるまで他のチーム・メンバーによる承認は妨
げられます。
タスクが請求された後も、チームの他のメンバーはそのタスクを請求する権限があります。
これを行うと、最初のユーザーの請求が終了するため、そのユーザーが役割機能を実行する
権限は取り消され、最新の請求を行う権限がメンバーに付与されます。このようにタスクの
請求を他のチーム・メンバーとは別々に行えることは、請求が行われたが、その請求を行っ
たユーザーが(たとえば、不測の欠席のために)役割機能を完了できない場合に対応するために
必要です。
次の実行者のアクションが必要
担当者または承認者の役割を割り当てる際、「次の実行者のアクションが必要」オプションを
使用してタスクのサインオフ要件を指定できます。タスクが送信または承認される前にチー
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ム・メンバー全員がタスクをサインオフするように要求できます。あるいは、どのチ
ーム・メンバーもタスクを送信または承認できるように許可できます。
プライマリ・ユーザー
必要に応じて、チームのプライマリ・ユーザーとして 1人のチーム・メンバーを割り
当てることができます。プライマリ・ユーザーを割り当てる場合、そのユーザーには、
チームが担当者または承認者として割り当てられているタスクに対する請求が、デフ
ォルトで付与されます。

タスクの属性の表示
特定のタスクの属性を表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 左側の「属性」タブをクリックします。

タスクの質問の表示
特定のタスクの質問を表示して回答するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「質問」タブをクリックします。
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タスクに対するコメントの追加
特定のタスクのコメントを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「コメント」タブをクリックします。

コメント追加
「タスク」ページから、タスクに関するコメントを追加できます。参照を添付することもでき
ます。「タスク」ページから一度に複数のタスクに参照ファイルまたは URLを追加し、コメ
ントを作成することもできます。
次の表では、アクティビティのステータスおよび役割に基づいて実行できるアクティビティ
を説明します:

Chapter 17
タスクの操作

17-11



Note:

あるタスクに対して同じアクセス役割を持つユーザーは、互いのコメントを
作成、削除および管理できます。

Table 17-1    役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(担当者)

ステータス: オープン
(承認者)

ステータス: クローズ
済

担当者 • コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを追加可能

承認者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能

管理者、スケジュール
所有者またはタスク所
有者

• コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

コメントを追加可能

参照者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能

Note:

• 添付はタスク・マネージャのコメントに関連付けられている必要がある
ため、ローカル・ファイルまたは URLを複数のタスクに一括アップロー
ドするとコメントが作成されます。

• ユーザーが自分のコメントを削除できるようにするには、管理者が「コ
メントの削除を許可」設定をオンに切り替えて、これを許可しておく必
要があります。あるタスクに対して同じ役割を持つユーザーは、互いの
コメントを作成、削除および管理できます。
Tax Reportingの管理のコメントの削除の許可を参照してください

コメントを追加するには
コメントを追加する手順は次のとおりです:

1. ホーム・ページから、「タスク」を選択してタスクとその詳細を表示します。
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2. ワークリストから、または「スケジュール・タスク」内からタスクを選択します。「アク
ション」をクリックした後、「オープン」を選択するか、リスト・ページでタスクをダブ
ルクリックします。

Note:

選択したタスクは、「保留中」ではなく「オープン」ステータスである必要があ
ります。

3. 「コメント」タブをクリックします。
4. テキスト・ボックスに、コメントを入力します。

Note:

コメントを削除するには、コメントを選択して「削除」をクリックするか、「ア
クション」を選択して「コメントの削除」をクリックします。

5. オプション: 外部ファイルまたはWebページの添付をコメントに追加するには、次のい
ずれかのオプションを選択します。
• 「ファイルの添付」(ペーパークリップ・アイコン)をクリックし、添付ファイルとする
ファイルを一覧して選択します。

• 「リンクの添付」(リンク・アイコン)をクリックし、添付の URLおよび名前を追加し
ます。

6. 「OK」をクリックします。

Note:

複数のタスクに添付(ファイルまたは URL)を一度に追加する場合は、「スケジュー
ル・タスク」ビューからこのアクションを実行します。1行以上を強調表示するか、
[Shift] キーを使用してタスクを選択することで、必要なタスクを選択します。その
後、「アクション」、「参照の追加」の順にクリックし、「ファイル」または「URL」
を選択します。

関連タスクの表示
「関連タスク」セクションでは、あるタスクの先行タスクと後続タスクを表示できます。先行
タスクおよび後続タスクでは、依存タスクのタスク担当者およびタスク所有者が表示されま
す。
関連タスクには、他のスケジュールにおける前のタスク実行も表示されます。これにより、
前のタスクのコメントまたは参照を表示できるため、現在のタスク実行を完了する場合に役
立ちます。「前のタスク」リストで、タスク名をクリックしてそのタスクの「タスク・アクシ
ョン」ダイアログ・ボックスを表示し、タスクを別のユーザーに再割当てできます。
関連タスクを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
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3. 右側の「関連タスク」タブをクリックします。
4. 「表示」から、「先行」または「後続」を選択します。
5. オプション: 前のタスク実行に関する情報を表示するには、「前のタスク」リストで
タスクをクリックします。

6. オプション: タスクを再割当てするには、「再割当」をクリックし、タスクを割り当
てる対象のユーザーを選択します。

7. 終了したら、「閉じる」をクリックします。

パラメータの表示
特定のタスクのパラメータを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「パラメータ」タブをクリックします。
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タスク履歴の表示
システムでは、「履歴」ページから表示できるタスク・アクティビティの履歴がメンテナンス
されます。タスク履歴には、更新されたコンポーネント、追加、作成、変更などの変更タイ
プ、古い値と新規の値、変更を行ったユーザーおよび変更日が表示されます。この情報は読
取り専用です。
特定のタスクのタスク履歴を表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「履歴」タブをクリックします。

4. ページの右上から、履歴のビューを選択します。リスト・ビュー には、基本情報の
みをリストした履歴の時系列が表示され、表ビュー にはすべての値がリストされま
す。

5. 時間枠を選択して、すべてのアクティビティ、今日または過去 7日間の履歴を表示しま
す。

6. 終了したら、「閉じる」をクリックします。

タスクの管理
関連トピック:

• タスクの送信
• タスクの承認または却下
• タスクの再割当て
• タスクの取消し
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• タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定

タスクの送信
タスクに必要なアクションが完了したら、タスクを送信して、ワークフローに沿って
次の担当者に移します。
タスクを送信するには:

1. 送信する必要のあるタスクを選択します。
複数のタスクを選択するには、[Ctrl]を押しながら複数のタスクを選択するか、
[Shift]を押しながら目的の範囲の最初と最後の行をクリックします。

2. 「送信」をクリックするか、「アクション」、「送信」の順に選択します。
3. 「はい」をクリックして送信を確定します。送信したタスクは編集できなくなりま
す。

4. エラーを確認し、「OK」をクリックします。

タスクの承認または却下
タスクを承認または却下するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「スケジュール・タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 次のいずれかのタスク・アクションを実行します。

• 右クリックして、「承認」または「却下」を選択します。
• 「アクション」パネル: 「ステータスの設定」から、「承認」または「却下」を
選択します。

• 「アクション」メニュー: 「承認」または「却下」をクリックします。
確認のダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。

4. エラーを確認し、「OK」をクリックします。

タスクの再割当て
タスク担当者は、他のユーザーにタスクを再割当てできます。たとえば、担当者が休
暇で仕事を休む予定がある場合、担当者は自分のタスクを別のユーザーに再割当てで
きます。
タスクが再割当てされると、再割当てされたユーザーに電子メールの通知がすぐに送
信されます。

ノート:

「再割当の要求」は、タスクを編集して別の担当者または承認者に割り当てる
ことができる管理者やタスク所有者以外のユーザー向けに用意されていま
す。
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タスクを再割当てするには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「ワークリスト」の順にクリックします。
2. 「ワークリスト」で、責任を再割当てするタスクを選択します。
3. 選択したタスクのページで、「アクション」を選択し、「再割当の要求」をクリックしま
す。

4. 「対象ユーザー」の「ユーザーの選択」をクリックして、タスクの責任を負うユーザーを
選択します。

5. 「再割当て」で、適切なオプションを選択します。
• 選択したタスクのみ
• 選択したタスクおよび将来のタスク(責任を永久的に移譲する場合)。
• 「理由」に責任移譲の理由(休暇や役割の移譲など)を入力します

6. 「OK」をクリックします。

タスクの取消し
タスク所有者およびサービス管理者は、実行中のタスクをいつでも停止できます。タスクを
取り消すと、そのタスクのステータスは「クローズ済」に変わります。先行タスクがある保
留中のタスクは、実行できません。タスクのシーケンスがあり、そのシーケンス全体を取り
消す場合は、シーケンスの最初のタスクを取り消します。
実行中のタスクを取り消すには:

1. タスク・リストから、停止するタスクを選択します。
2. 「プロパティ」タブで、「アクション」、「中止」の順に選択します。

タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定
タスク所有者またはサービス管理者である場合、タスクを停止してその他のタスクの実行を
許可するには、「オープン」または「エラー」ステータスのタスクを強制的に「クローズ済」
ステータスにできます。たとえば、エラーの自動タスクがあり、そのタスクのエラーを確認
した後、後続のタスクを実行するには、強制的に「クローズ済」ステータスにできます。

ヒント:

後続のタスクを開始しない場合は、タスクを強制的にクローズする前に先行タスク
のリンクを削除します。

タスクを強制的に「クローズ」ステータスに設定するには:

1. タスク・リストから、クローズするタスクを選択します。
2. 「プロパティ」ページで、「アクション」を選択し、「タスクの強制クローズ」をクリック
します。

タスクのステータスが「クローズ済」に変わります。
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Smart Viewでのタスクの操作
関連トピック:

• Smart View拡張機能への接続の作成
• Smart Viewからのタスクの更新

Smart View拡張機能への接続の作成
Oracle Smart View for Officeを使用してワークリストに接続し、Excelでタスク・マネ
ージャおよび補足データ・マネージャのタスクを更新できます。
拡張機能で使用するプライベート接続を作成する必要があります。

ノート:

開始する前に、Smart Viewとタスク・マネージャおよび補足データ管理用の
Smart View拡張機能がインストールされていることを確認してください。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者のためのスター
ト・ガイドのクライアントのダウンロードとインストールに関する項を参照
してください。

拡張機能への接続を作成するには:

1. Smart Viewパネルで、「プライベート接続」を選択し、パネルの下部にある「新規
接続の作成」を選択します。

2. プロンプトが表示されたら、「Smart View HTTPプロバイダ」を選択して、接続の
追加ウィザードを表示します。
ウィザードでは一度に 1つずつ接続を作成できます。

3. 「接続の追加 - URL」で、プライベート接続を次の構文で入力し、「次」をクリック
します。
• タスク・マネージャの場合:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp
• 補足データ・マネージャの場合:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp
• プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイ
ン名、ユーザー名およびパスワード)を入力します。

• 「接続の追加 - アプリケーション/キューブ」で、使用するアプリケーションお
よびデータベースに移動し、それを選択して「次」をクリックします。

• 「接続の追加 - 名前/説明」で、接続の名前とオプションの説明を入力します。
• 「終了」をクリックします。
• 別の接続を作成するには、これらのステップを繰り返します。
次のトピックを参照してください。
– Smart Viewからのタスクの更新
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– Smart Viewでの補足データ・フォームの更新

Smart Viewからのタスクの更新
Oracle Smart View for Officeを使用すると、タスク・マネージャのタスクとスケジュールを直
接操作できます。
選択した期間のスケジュールとタスクが表示されます。表示されるのは、自分に権限がある
タスクとスケジュールのみです。これはワークリストの自分のタスクの表示ビューであるた
め、表示できるすべてのタスクが表示されるわけではありません。「承認」や「却下」などの
オプションは、現在の役割(担当者、策定者、承認者など)に応じて変わります。複数の役割が
付与されている場合、異なる操作を実行するには、特定の役割でログインする必要がある可
能性があります。

ノート:

開始する前に、Smart Viewとタスク・マネージャ用の Smart View拡張機能をイン
ストールし、拡張機能で使用するプライベート接続を作成する必要があります。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者のためのスタート・ガイ
ドのクライアントのダウンロードおよびインストールに関する項と「Smart View拡
張機能への接続の作成」を参照してください。

リストでスケジュールをクリックすると、現在作業しているタスクのリストが表示されます。
タスクが送信または承認されると、リストに表示されなくなります。
使用可能なアクションは、ユーザーの役割によって異なります:

• 担当者: タスクの送信
• 承認者: タスクの承認と却下
• 担当者または承認者: タスクの再割当て
未完了のタスク(最初に質問に回答しておく必要があるなど)を送信した場合は、タスクの送信
時に検証エラーが表示されます。そのタスクまたは行をダブルクリックすると、タスクをオ
ープンして完了することが可能です。
Smart Viewの操作の詳細は、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してく
ださい。
Smart Viewからタスクを更新するには:

1. Excelを起動し、「Smart View」タブ、「パネル」の順に選択します。
2. Smart Viewパネルで、「プライベート接続」を選択します。
3. 「プライベート接続」パネルで、ドロップダウン・メニューから「タスク・マネージャ」
接続を選択します。

4. プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイン名、ユー
ザー名およびパスワード)を入力します。

5. 「プライベート接続」で、スケジュールを選択します。
6. 「名前」で、表示するタスクをダブルクリックし、タスク・マネージャのタスク・ダイア
ログを開きます
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7. 選択したタスクに対して、該当するオプションを選択します。
• タスクの送信
• 承認
• 却下
• タスクの再割当て

アラートの操作
一連のビジネス・プロセスの実行中に、進行に影響する障害が発生することがありま
す。たとえば、ハードウェア障害またはシステム障害、あるいはソフトウェアまたは
データの問題が発生することがあります。プロセスの問題を示すアラートを作成し、
タスクまたはスケジュールに添付して、対処するためのクイック・ワークフローを割
り当てることができます。自分が承認者として割り当てられているアラートを承認ま
たは却下できます。
ワークリストのタスクまたはアラート・リストからアラートを表示し、ドリルしてア
ラートの詳細を表示できます。アラートを編集したり、不要になったアラートを削除
できます。
次のトピックを参照してください。
• アラートの作成
• アラートの更新
• アラート・アクション
• アラート・リストからのアラートの表示
• アラートの削除

アラートの作成
タスク・マネージャまたは補足データ・マネージャのオブジェクト(タスク、スケジュ
ール、フォームなど)からアラートを作成したり(アクセス権がある場合)、アラート・
リストからアラートを作成できます。アラート・タイプなどの情報を指定し、「アクシ
ョン」ダイアログ・ボックスから送信するとアラートが作成されます。
必要に応じて、アラートに対するアラートを作成できます。たとえば、ネットワーク
および電源の問題に対して個別に作業するために、システム・ダウンの問題のサブア
ラートを作成できます。
オブジェクトに対するアラートを作成する場合は、そのオブジェクトに固有のアラー
ト・タイプと汎用アラート・タイプ(基本アラートなど)のみを使用できます。アラー
ト・リストから直接アラートを作成する場合は、汎用アラート・タイプのみを使用で
きます。
アラートを作成すると、当初は「オープン(所有者)」ステータスになります。
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ノート:

アラートは、ロックされたオブジェクト(期間、スケジュールなど)に関連付けられ
ている場合でも、「オープン」ステータスのままにできます。

次の表に、アラート・ワークフローを示します。
表 17-2 アラート・ワークフロー

役割 アクション
所有者(アラートを開始したユーザー) 送信

再オープン(アラートを所有者に返信する)

担当者 送信
情報の要求(アラートを所有者に返信する)

承認者 1 承認
却下(アラートを担当者に返信する)

承認者 N 承認
却下(アラートを担当者に返信する)

アラートを作成するには:

1. 次のいずれかの方法を使用します:

• アーティファクト (タスクまたはアラート)に移動してアーティファクトを開き、「アラ
ート」タブをクリックします。

• スケジュールの場合は、スケジュールを編集し、「アラート」タブをクリックします。
• 補足データ・フォームの場合は、フォームを編集し、「アラート」タブをクリックし
ます。

• アラート・リストから、年および期間のみに関連付けられた汎用アラートを起動しま
す。

2. 「新規」(+)をクリックします。
3. Data Corruptedなど、アラートの一意の名前を入力します。入力できる最大文字数は 80
文字です。

4. 「タイプ」で、管理者定義のアラート・タイプのリストから Data Issueなどのアラート・
タイプを選択します。
アラート・タイプを選択すると、アラートはそのアラート・タイプに定義されている指
示、ワークフロー・ユーザー、属性、質問および参照者を継承します。
「所有者」は、アラートを作成したユーザーの名前です。
「担当者」は、アラートの解決を担当するユーザーです。これは、ユーザー、グループま
たはチームです。デフォルトの担当者はアラート・タイプから継承されます。
承認者もアラート・タイプから継承されます。

5. 「年」から年を選択します。すでに年が関連付けられているオブジェクトからアラートが
作成されている場合は、この値を変更できません。
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6. 「期間」から、期間を選択します。すでに期間が関連付けられているオブジェクト
からアラートが作成されている場合は、この値を変更できません。

7. 「終了日」にアラートの期限日を指定します。通常これは、アラートが作成された
オブジェクトに基づいて移入されます。終了日を設定する必要があります。

8. 「優先度」リストから、アラートの優先度(「高」、「中」、「低」)を選択します。
「指示」に、アラート・タイプに含まれている指示が表示されます。これらは読取
り専用です。
基本アラートには指示がありません。

9. 「説明」に、「データが破損しています」など、アラートの説明を入力します。最大
255文字まで入力できます。

10. オプション: アラートの説明を補う参照を追加するには:

a. 「ファイルの添付」をクリックし、ファイルを選択して添付し、「OK」をクリ
ックします。

b. 「リンクの添付」をクリックし、URL名を入力してから URLを入力し(Oracle、
http://www.oracle.comなど)、「OK」をクリックします。

11. アラートを作成するには、「OK」をクリックします。
「アラートの作成」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックすると、「アラート・
アクション」ダイアログ・ボックスが「オープン(所有者)」ステータスで開きま
す。次に、所有者は「送信」をクリックし、「オープン(担当者)」ステータスに変
更するか、ダイアログ・ボックスを閉じる(X)ことができます。

アラートの更新
アラート・リストからアラートを開くと、指示の表示、必要な質問への回答およびコ
メントまたは参照者の追加を行うことができます。
必要に応じて、アラートに対するアラートを作成できます。たとえば、ネットワーク
および電源の問題を個別に処理するために、システム・ダウンの問題のサブアラート
を作成できます。
アラート情報の更新が完了した後は、役割およびアラート・ステータスに応じて、ア
ラートに対してアクションを実行できます。アラート・アクションを参照してくださ
い。
アラートの情報を更新するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリックし
て「アラート」メイン・ページを開きます。

2. アラート・リストからアラートを選択して開きます。
3. オプション: アラートのプロパティを更新するには、右側にある「プロパティ」ド

ロワー を選択し、必要に応じてプロパティを編集します。
所有者は、名前、優先度、所有者、終了日および説明を編集できます。
承認者は、名前および優先度を編集できます。

Chapter 17
アラートの操作

17-22



4. オプション: 右側の「指示」ドロワー を選択し、アラートに指示が添付されている
場合は、必要な指示を実行します。

5. オプション: 右側の「ワークフロー」ドロワー をクリックして、割当済ユーザーが
作業しているタスクの現在の進行状況を確認します。

6. オプション: 右側の「関連付けられたオブジェクト」ドロワー を選択して、タスク、
スケジュール、関連付けられたアラートなど、アラートに関連付けられているオブジェク
トを確認します。

7. オプション: 右側の「アラート」ドロワー をクリックして、アラートを作成するか、
既存のアラートを選択します。
• アラートに新しいアラートを作成するには、「アラートの作成」をクリックして、ア
ラートの情報を入力します。アラートの作成を参照してください。

• 既存のアラートをオブジェクトに関連付けるには、「既存のアラート」をクリックし
て、アラート・リストからアラートを選択します。
デフォルトでは、現期間のアラートが表示されます。フィルタを変更すると、任意の
期間のアラートを選択できます。

8. オプション: 右側の「属性」タブ をクリックして、アラートに対する役割に関連し
た属性を表示します。属性リストがある場合は、アラートの属性を選択できます。

9. オプション: 右側の「質問」タブ をクリックして、アラートに必要な質問を確認
し、回答します。
所有者(アラートを作成したユーザー)は、質問を受ける場合もあります。これにより、問
題が発生しているユーザーから重要な詳細を収集できます。

10. オプション: 右側の「コメント」タブ をクリックして、新しいコメントを入力し、
「投稿」をクリックします。
保存されているコメントがある場合は、新しいコメントから順に時系列で入力領域の下に
表示されます。コメントが 3 つを超える場合は、すべてのコメントの表示リンクが表示
されます。
URLにファイルやリンクを参照として添付するには:

• 「ファイルの添付」をクリックし、ファイルを選択して添付し、「OK」をクリックし
ます。

• 「リンクの添付」をクリックし、URLを入力して「OK」をクリックします。
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11. オプション: 右側の「参照者」タブ をクリックして、アラートに参照者を追
加します。

• メンバー・セレクタから参照者を選択するには、「追加」 をクリックし、
アラートに対する表示アクセス権を持つユーザー、グループまたはチームの名
前を入力または選択して、「OK」をクリックします。

• アラートについて通知する必要がある、システム外部のユーザーを追加するに

は、「外部ユーザーの追加」 をクリックします。ユーザーの電子メール・
アドレスを入力し、通知優先度を選択して、「OK」をクリックします。

ノート:

外部ユーザーはアラートを表示したり、アラートにアクセスすること
はできません。アラートに関する通知を受け取るのみです。
その優先度レベル以上に対して、通知が送信されます。たとえば、
「高」に設定すると、アラートが「高」に設定されている場合にのみ
通知が送信されます。「低」に設定すると、すべての優先度レベル
(低、中、高)について通知されます。

12. オプション: 「履歴」タブ をクリックして、アラートが作成されてから実行
されたすべてのアクションを表示します。このタブは読取り専用です。

13. アラートのアクションを選択するには、アラート・アクションを参照してくださ
い。

スケジュールでのアラートの作成
スケジュールを操作しているときに、進行状況に影響する問題が発生する可能性があ
る場合は、アラートを作成できます。
スケジュールにアラートを作成するには、所有者またはシステム管理者としてスケジ
ュールに対する編集機能が付与されている必要があります。
スケジュールに対するアラートを作成するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」を
クリックします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択して「編集」をクリックします。
編集権限がない場合は、「編集」アイコンではなく「プロパティ」アイコンが表示
されます。

4. 「アラート」タブをクリックします。
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5. 「アラートの作成」をクリックしてアラートを作成するか、「既存のアラート」をクリック
してアラート・リストの既存のアラートを関連付けます。
アラートの作成を参照してください。

補足データ・フォームでのアラートの作成
フォームを操作しているときに進行状況に影響する問題が発生する可能性がある場合は、ア
ラートを作成できます。
補足データ・フォームでアラートを作成するには、所有者またはシステム管理者としてフォ
ームに対する編集機能が付与されている必要があります。
アラートを作成するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストから、または補足データ・タスク内から補足データ・フォームを選択しま
す。

3. フォームの右側にある「アラート」タブをクリックします。
4. 「アラートの作成」をクリックしてアラートを作成するか、「既存のアラート」をクリック
してアラート・リストの既存のアラートを関連付けます。
アラートの作成を参照してください。

アラート・アクション
アラートで実行できるアクションは、その所有権、ステータス、およびユーザーに割り当て
られたセキュリティ権限に応じて変化します。たとえば、情報を要求し、役割とアクセス権
に応じてアラートを送信、承認、請求または再割当てすることができます。
次の表に、使用可能なアクションと必要な役割を示します。
表 17-3 アラートのアクションと使用可能な役割

アクション 説明 役割
情報の要求 担当者が所有者にアラートを返

信して、追加情報を要求できます
担当者

アラートの送信 所有者または担当者がアラート
を送信できます

所有者、担当者
アラートの承認 担当者がアラートを承認できま

す
承認者

アラートの却下 担当者がアラートを却下できま
す

承認者
アラートの請求 アラートに割り当てられている

チーム・メンバーが、そのアラー
トを請求できます。個人ではな
く、チームにアラートの担当者ま
たは承認者が割り当てられてい
る場合にのみ実行できます。ア
ラートが別のチーム/グループ・
メンバーによって請求された場
合でも、請求できます。

担当者チーム・メンバー
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表 17-3 (続き) アラートのアクションと使用可能な役割

アクション 説明 役割
アラートのリリース チーム・メンバーが、現在請求さ

れているアラートをリリースで
きます

現在請求されている担当者チー
ム・メンバー

再割当て 管理者が別のユーザーにアラー
トを再割当てすることができま
す

管理者

アラートの強制クローズ 管理者が、現在のアラート・ステ
ータスにかかわらず、ステータス
を「クローズ済」に変更できます

管理者

リフレッシュ 最新のコメント、ステータスなど
でアラートを更新します

すべて

アラートに対してアクションを実行するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリックし
て「アラート」メイン・ページを開きます。

2. アラート・リストからアラートを選択して開き、必要な情報が入力されていること
を確認します。

3. 「アクション」メニューから使用可能なアクションを選択します。
• 情報の要求
• 送信
• 承認
• 請求
• リリース
• 再割当
• 再割当の要求
• 強制クローズ
• リフレッシュ

アラート・リストからのアラートの表示
アラートは、アラート・リストから表示して処理できます。このリストには、アラー
トの名前、ステータス、優先度、終了日、アラート・タイプなどの情報が表示されま
す。
「アラート」リストにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. 左側のナビゲーションから「アラート」をクリックします。
「アラート」ページに指定した期間の既存のアラートが表示されます。アラートを
開いて操作できます。

このリストをフィルタして、表示する列を選択できます。
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ノート:

• 「ワークリスト」タブのリストの上部には、アラートとそのステータスも表示さ
れます。

• 以前にアラート・リストにアクセスしたことがある場合は、「年」および「期
間」のフィルタも含め、選択したフィルタが表示されます。ただし、「年」およ
び「期間」フィルタ・バーを削除して、他のフィルタを追加することもできま
す。
初めてアラート・リストにアクセスする場合は、フィルタ・バーに「年」およ
び「期間」は表示されません。かわりに、デフォルトで「ステータス」フィル
タが表示されます。これにより、アラートが関連付けられている期間に関係な
く、作業する必要があるすべてのアラートを表示できます。

• 「アラート・アクション」バナーには、アラートの現在のステータスを示す説明
が付いたステータス・アイコンが表示されます。

アラートを開くと、アラートの情報と作業領域が表示されます。一番上のバーにオブジェク
ト名が表示されます。アラート名は、親オブジェクト(タスク、スケジュールなど)の上に表示
されます。「アクション」メニューには、役割およびアラートのワークフローに応じて使用可
能なアクション・オプションが表示されます。アラート・アクションを参照してください。
次のいずれかのアクションが使用可能な場合は、一番上のバーに個別のボタンとして表示さ
れます:

• 送信
• 承認
• 却下
• 請求
• リリース
• 情報の要求
• 再オープン
「サマリー」ボードに、アラート・ステータスのグラフィックのサマリーが表示されます。表
示されるアイテムは、ワークフローによって異なります。
• 残りの日数 - アラートが解決されるまでの日数が表示されます。ユーザーが現在アラー
トを使用している場合は、ワークフローのその部分に対する残りの日数が表示されます。
それ以外の場合は、全体の残りの日数が表示されます。
残りが数時間のみの場合は、「残りの時間数」または「残りの分数」として表示されます。
「終了日」の値を超えている場合は、期限超過日数が表示されます。

• 優先度 - 現在のアラートの優先度が表示されます。
• 新規コメント - 確認していないコメントの数が表示されます。
• 質問 - アラートを送信または承認する前に回答する必要がある質問の数が表示されます。
• 属性 - アラートを送信または承認する前に設定する必要がある属性の数が表示されます。
• アラート - そのアラートに関連付けられているオープン・アラートの数が表示されます。
アラートを表示するには:
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1. タスクで、右側にある「アラート」タブをクリックします。
2. アラート名をクリックしてドリルダウンし、そのアラートに関する追加情報を表示
するか、アラートを選択して「開く」をクリックします。

3. オプション: アラートを検索するには、「検索」ボックスに検索基準を入力します。
4. オプション: 表示する列を選択するには、「アラート」タブの「アクション」から、
「列の選択」をクリックして表示する列を選択するか、「すべて表示」を選択しま
す。

5. アラートを作成するには、アラートの作成を参照してください。
6. アラートに対してアクションを実行するには、アラート・アクションを参照してく
ださい。

7. アラート・リストをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

アラートの削除
管理者またはアラート所有者は、不要になったアラートを削除できます。そのアラー
トに関連付けられているオブジェクトにアクセスできる必要もあります。
複数のアラートを同時に削除できます。
アラートを削除するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリックし
て「アラート」メイン・ページを開きます。

2. 「アラート」リストからアラートを選択して開きます。
3. 「アクション」を選択して「削除」をクリックするか、行の「アクション」メニュ
ーから「削除」を選択します。

4. 確認のプロンプトで「はい」をクリックします。

スケジュールの操作
次も参照:

• スケジュールについて
スケジュールは、特定の営業期間に対して実行する必要のあるタスクの時間順のセ
ットを定義するもので、カレンダにテンプレートを適用したものです。

• スケジュール・プロパティの表示
• スケジュールの指示の表示
• スケジュール参照者の表示
• スケジュール属性の表示
• スケジュールでの日ラベルの表示
• スケジュール・ルールの表示
• スケジュール・アラートの表示
• スケジュール履歴の表示

Chapter 17
スケジュールの操作

17-28



スケジュールについて
スケジュールは、特定の営業期間に対して実行する必要のあるタスクの時間順のセットを定
義するもので、カレンダにテンプレートを適用したものです。
たとえば、四半期テンプレートを第 1四半期の Q119スケジュールとして適用し、そのテン
プレートを第 2四半期の Q219として再び適用できます。
スケジュールのステータスは、「保留中」、「オープン」、「クローズ済」または「ロック済」で
す。スケジュールのステータスを「保留中」から「オープン」に、または「オープン」から
「クローズ済」や「ロック済」に変更できます。

スケジュール・プロパティの表示
スケジュールを開くと、名前、説明などの情報が表示されます。
スケジュール情報を表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリッ
クします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「プロパティ」をクリックします
スケジュールに対する編集機能がある場合(所有者またはシステム管理者の場合)は、「プ
ロパティ」アイコンではなく「編集」アイコンが表示されます。

スケジュールの指示の表示
スケジュールの指示を表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリッ
クします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「指示」タブをクリックします。

スケジュール参照者の表示
参照者権限を確認するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリッ
クします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「参照者」タブをクリックします。

スケジュール属性の表示
属性を適用するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリッ
クします。
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2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「属性」タブをクリックします。

スケジュールでの日ラベルの表示
カレンダ日のアクティビティには、営業日ラベルを使用します。ラベルを使用してマ
イルストーンとなる日をマークしたり、その日の目的を指定したりできます。
テンプレートに日ラベルを追加すると、そのテンプレートから作成されたスケジュー
ルにコピーされます。
スケジュールを開くと、「タスク・リスト」ビューおよび「ガント」ビューのタスクの
開始日または終了日に日ラベルが表示されています。

スケジュール・ルールの表示
「ルール」タブには、スケジュールに適用されるルール、その名前、優先順位、および
ルールの実行前に存在する必要のある条件がリストされます。
スケジュール・ルールを表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」を
クリックします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「ルール」タブをクリックします。

スケジュール・アラートの表示
スケジュールの「アラート」タブで、スケジュールに関連付けられているアラートを
表示できます。

ノート:

アラートを操作するには、所有者またはシステム管理者としてスケジュール
を編集できる必要があります。

アラートを表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」を
クリックします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択して「編集」をクリックします。
4. 「アラート」タブをクリックします。

スケジュール履歴の表示
システムでは、「スケジュールの管理」ダイアログ・ボックスから表示できるスケジュ
ール・アクションの履歴がメンテナンスされます。「履歴」タブには、更新されたコン
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ポーネント、変更のタイプ、古い値と新規の値、変更を行ったユーザーおよび変更日が表示
されます。情報は読取り専用です。
スケジュール履歴を表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリッ
クします。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択します。
4. 「履歴」タブを選択して、スケジュールの履歴を確認します:

• 変更タイプ: 変更のタイプ(作成済、変更済、追加済または除去済)を示します。
• 変更日: 変更の日付。
• 変更者: スケジュールを変更したユーザーの名前。
• 古い値
• 新規の値

5. 「OK」をクリックします。

ダッシュボードのモニタリング
関連トピック
• ダッシュボードの概要
• 「タスクの概要」ダッシュボード
• 「コンプライアンス」ダッシュボード
• 財務ダッシュボード

ダッシュボードの概要
次のダッシュボードを使用して、タスク・マネージャおよび補足データ管理の情報をモニタ
ーできます:

• タスクの概要
• コンプライアンスの概要
• 財務ダッシュボード
これらのダッシュボードの少なくとも 1つにアクセスできる場合、ダッシュボード機能が有
効になります。
ダッシュボードの概要は、次のビデオを参照してください。

ダッシュボードの概要
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「タスクの概要」ダッシュボード
「タスクの概要」ダッシュボードには、全体のステータス、タスク・マネージャおよび
補足データのステータス用のステータス・ダッシュボードが含まれます。
全体概要
全体概要ステータスを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「タスクの概要」をクリックします。
2. 左側の「全体概要」をクリックします。
3. POVから年と期間を選択します。
オープン・タスク、遅延および予定どおりのタスクの数が表示されます。

4. ステータスをクリックすると、そのステータスを持つタスクのリストにドリルダウ
ンできます。
タスクに対するアクセス権がある場合は、タスクのリストでタスク名をクリック
し、そのタスクを直接開いて操作できます。

5. オプション: 次のいずれかの方法を使用してタスクのリストをソートします。
• 件数(昇順)

• 件数(降順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

タスク・マネージャの概要
タスク・マネージャの概要ステータスを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「タスクの概要」をクリックします。
2. POVから年と期間を選択します。
3. 「タスク」ドロップダウン・リストからタスクを選択するか、「すべて」を選択して
すべてのタスクを表示します。
オープン・タスク、遅延および予定どおりのタスクの数が表示されます。

4. ステータスをクリックすると、そのステータスを持つタスクのリストにドリルダウ
ンできます。
タスクに対するアクセス権がある場合は、タスクのリストでタスク名をクリック
し、そのタスクを直接開いて操作できます。

5. 「表示基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します:

• 優先度
• スケジュール
• タスク・タイプ
• 組織単位

6. オプション: 次のいずれかの方法を使用してタスクのリストをソートします。
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• 件数(昇順)

• 件数(降順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

• 属性順序(昇順)

• 属性順序(降順)

補足データの概要
補足データのステータスの概要ダッシュボードを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「タスクの概要」をクリックします。
2. 左側の「補足データの概要」をクリックします。
3. 「収集間隔」ドロップダウン・リストから、収集間隔を選択します。
4. POVのメンバーを選択します。

POVディメンションは、選択した収集間隔の頻度ディメンションの選択に基づきます。
5. 「フォーム」ドロップダウン・リストからフォームを選択するか、「すべて」を選択してす
べてのフォームを表示します。
オープン・フォーム、遅延および予定どおりのフォームの数が表示されます。

6. ステータスをクリックすると、そのステータスのフォームのリストが表示されます。
フォームに対するアクセス権がある場合は、フォームのリストでフォーム名をクリック
し、そのフォームを直接開いて操作できます。

7. 「表示基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します:

• ワークフロー・ディメンション
• フォーム
• 収集
• 頻度

8. オプション: 次のいずれかの方法を使用してタスクのリストをソートします。
• 件数(昇順)

• 件数(降順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

「コンプライアンス」ダッシュボード
「コンプライアンス」ダッシュボードでは、会社がコンプライアンスの目標をどの程度達成し
ているかに関するメトリックが提供されます(予定どおり完了したタスクと遅延しているタス
クが区別され、承認または却下されたタスクの数が表示されます)。ユーザー・パフォーマン
ス・メトリックは、ユーザーと組織単位に基づいて表示できます。
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「タスク・マネージャ・コンプライアンス」ダッシュボード
「タスク・マネージャのコンプライアンス」ダッシュボードを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「コンプライアンス」をクリックしま
す。

2. 左側の「タスク・マネージャのコンプライアンス」をクリックします。
3. 視点で、年および期間を選択します。
4. 「タスク」ドロップダウン・リストからタスクを選択するか、「すべて」を選択して
すべてのタスクを表示します。
円グラフに、タスクのステータスとして、完了したタスクの数、予定どおり準備済
のタスクのパーセンテージ、予定どおり承認済のタスクのパーセンテージ、却下さ
れたタスクの数、およびアラートの数が表示されます。

5. ステータス・チャートのいずれかをクリックすると、そのステータスのタスクのリ
ストが表示されます。
タスクに対するアクセス権がある場合は、タスクのリストでタスク名をクリック
し、そのタスクを直接開いて操作できます。

6. 「表示基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します:

• ユーザー: ユーザー名をクリックすると、ユーザーの詳細を表示できます。
• 組織単位

7. 「パフォーマンス」から、タスクのパフォーマンス・メトリックを選択します。
• 準備
• 承認

8. オプション: リストされているタスクの順序を変更するには、「順序」で次の基準
を選択します。
• ユーザー
• 予定どおり
• 遅延
• 却下

「補足データのコンプライアンス」ダッシュボード
「Supplemental Dataのコンプライアンス」ダッシュボードを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」をクリックし、「コンプライアンスの概要」
をクリックします。

2. 左側の「補足データのコンプライアンス」をクリックします。
3. 「収集間隔」ドロップダウン・リストから、収集間隔を選択します。
4. POVのメンバーを選択します。

POVディメンションは、選択した収集間隔の頻度ディメンションの選択に基づき
ます。

5. 「フォーム」ドロップダウン・リストからフォームを選択するか、「すべて」を選択
してすべてのフォームを表示します。
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円グラフに、フォームのステータスとして、完了したフォームの数、予定どおり準備済の
フォームのパーセンテージ、予定どおりレビュー済のフォームのパーセンテージ、予定ど
おり転記済のフォームのパーセンテージ、および却下済のフォームの数が表示されます。

6. ステータス・チャートのいずれかをクリックすると、そのステータスを持つフォームのリ
ストにドリルダウンできます。
フォームに対するアクセス権を持っている場合、フォームのリストでフォーム名をクリッ
クしてそのフォームを直接開き、操作することができます。

7. 「パフォーマンス」から、フォームのパフォーマンス・メトリックを選択します。
• 準備
• レビュー
• 転記中

8. オプション: リストされているフォームの順序を変更するには、「順序」で次の基準を選
択します。
• ユーザー
• 予定どおり
• 遅延
• 却下

財務ダッシュボード
「財務」ダッシュボードでは、会社の実績がグラフィカルに提示されます。たとえば、「貸借
対照表」ダッシュボード、「キャッシュ・フロー」ダッシュボードまたは「利益」ダッシュボ
ードを表示できます。どのダッシュボードからでも詳細を表示できます。
Financial Consolidation and Closeには、次のデータを含む FCCS_Income Statement
Dashboardという事前定義されたダッシュボードがあります:

• 主要収益勘定科目(FCCS_Income Dashboard Tile Chartフォームからのデータを表示)

• エンティティごとの四半期売上(FCCS_Quarterly Sales by Entityフォームからのデータ
を表示)

• エンティティごとの月次売上(FCCS_Monthly Sales by Entityフォームからのデータを表
示)

• エンティティごとの四半期純利益(FCCS_Quarterly Net Income by Entityフォームからの
データを表示)

• エンティティごとの月次純利益(FCCS_Monthly Net Income by Entityフォームからのデ
ータを表示)

管理者は、データ・フォームと外部アーティファクトを選択してチャート・タイプを指定す
ることにより、ダッシュボードを作成できます。 Financial Consolidation and Closeの管理
の「ダッシュボードの設計」を参照してください。
「財務」ダッシュボードを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「財務ダッシュボード」をクリックします。
2. 既存のダッシュボードを検索するには、検索ボックスにテキストを入力し、「検索」をク
リックします。
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18
補足データの操作

次も参照:

• 補足データ・プロセスの概要
• 補足データ・フォームの操作
• 「補足データ分析」ダッシュボードでのデータの表示
• 収集へのデータのバルク・ロード

補足データ・プロセスの概要
補足データ・マネージャを使用することで、補足データ(通常は財務トランザクション)の編
成、更新、編集および管理を行うことができます。これは、脚注、開示、サポート詳細に役
立つ堅牢でアド・ホックなデータ収集プロセスです。
1. ユーザーは、フォームをワークリストから開き(ホーム・ページ -> 「タスク」 -> 「ワー
クリスト」)、次のタスクを実行できます:

• 期間がオープンしたら、データを手動でロードするか、CSVファイルを使用してフ
ォーム・データをインポートします。ユーザーは、コメントの入力や質問への回答な
ど、実行する必要があるアクションに対応することもできます。

• 検証を実行し、データが正しいことを確認します。
• 承認のためにデータを送信します。

2. 承認者を割り当てられたユーザーはデータを確認して承認するか、却下します(承認に複
数のレベルが存在する場合があります)。

3. ユーザーは、データが承認されたら(ワークフロー・オプションにより異なります)、要約
されたデータを表示してデータを転記します。

Oracle Smart View for Officeの「補足データ」オプションを使用して、データ収集プロセスを
管理したり、補足データ・フォームを操作することもできます。最初に、補足データ管理用
Smart View拡張機能をインストールする必要があります。この拡張機能をインストールする
には、Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者のためのスタート・ガイド
のクライアントのダウンロードとインストールに関する項を参照してください。

補足データ・フォームの操作
関連トピック:

• 補足データ・フォームへのアクセス
• 補足データ・フォームの更新
• 補足データ・フォームの管理
• Smart Viewでの補足データ・フォームの操作
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補足データ・フォームへのアクセス
関連トピック:

• ホーム・ページからの補足データ・フォームの表示
• タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示
• 補足データ・タスクからのフォームの表示

ホーム・ページからの補足データ・フォームの表示
ホーム・ページに、自分に割り当てられているフォームのサマリーとそのステータス
(「オープン」、「遅延」、「本日期限」または 7日後に期限)が表示されます。ステータス
の左側の数は、そのステータスのタスクの数を示します。
フォームのリストを年と期間でフィルタするか、「すべて」を選択して、ワークリスト
内の任意の年または期間のアイテムを表示できます。
ホーム・ページの「タスク」から、次のタスクとその詳細を表示できます。
• 「ワークリスト」には、表示を許可されている特定の POVのすべてのタスクが表
示されます。「ワークリスト」ページのリストの上部、および「サマリー」パネル
には、アラートとそのステータスも表示されます。

• 「補足データ・タスク」には、補足データ・マネージャ用のタスクが表示されます。
• 「スケジュール・タスク」には、タスク・マネージャのタスクが表示されます。
• 「アラート」にはアラート・リストが表示され、アラートを作成および操作できま
す。

タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリス
トの表示

ワークリストには、選択したスケジュールまたはテンプレートについて、タスク・マ
ネージャおよび補足データ・マネージャのタスクを含め、表示権限がある、指定した
POVに関するすべてのタスクが表示されます。タスクがリストされ、簡単にフィルタ
処理して、関心があるもののみを表示できます。
タスクについて選択された日付を含むスケジュールが管理者によって作成されます。
「すべてのタスク」/「すべてのフォーム」または「個人用タスク」/「個人用フォーム」
のステータスのサマリーに加え、タスク/フォームのソースのダッシュボードも表示さ
れます。
ワークリストから、次のタスクを実行できます。
• Excelにエクスポート
• オープン・タスク
• タスクの送信
• タスクの強制クローズまたは中止
• タスクの再割当て
検索およびフィルタ機能
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リスト内のアイテムを簡単にフィルタするには、「検索」フィールドを使用します。日付およ
びアイコン・ベースの列を除いた、リストに表示されているすべての列が検索されます。た
とえば、ユーザーを検索し、ユーザーが担当者または承認者(タスク・マネージャの場合)およ
び策定者または承認者(補足データ・マネージャの場合)として割り当てられているすべてのア
イテムを表示できます。検索では、表示されている列で検索語が見つかったアイテムが戻さ
れます。
特定のフィルタ機能を使用して特定のアイテムにアクセスすることもできます。フィルタ・
バーを使用するか、「フィルタの追加」をクリックして、属性ごとに目的のフィルタを設定し
ます。
ワークリストを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。「ワークリスト」をクリックします。
2. オプション: 「検索」で、次のステップを実行してタスクを特定します。

• 「タスク」アイコン をクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間
で表示を切り替えます。

• 目的のタスクの名前を入力します。ワークリストの日付以外の任意のフィールド(テ
キストまたは数値)で検索できます。

3. オプション: フィルタ・バーを非表示または表示するには、「検索」アイコンの横にある
「フィルタ」アイコンをクリックします。すべてのフィルタをクリアするには、フィルタ・
バーの右側にある をクリックします。

4. オプション: 画面の右上にあるドロップダウンを使用して、ワークリストを管理する際に
使用するフィルタを選択します:

• タイプ
• 名前
• 説明
• ステータス(詳細)

• ステータス
• 個人用終了日

5. オプション: 次のディメンション名をクリックして POVを変更します。
• 年
• 期間
• 期限: (「何も選択されていません」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
• ステータス: (「何も選択されていません」、「クローズ済」、「オープン」または「保留
中」)

• ソース: (「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」、「再割当要求」)

ノート:

複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。選択し
たエントリをリストから削除するには、それを再度クリックします。
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6. オプション: タスクの横にある をクリックして、選択したタスクを開き、その
詳細を表示します。「プロパティ」、「指示」、「アラート」など、アイコンを選択し
てオプションを追加または変更します。

7. 「アクション」で、次のいずれかのアクションを実行できます。
• タスクの送信。タスクの送信を参照してください。
• タスクの中止: 後続タスクに進まずに、プロセスの進行を続けるために、強制
クローズを実行するのではなく、タスクを取り消します:

– 「終了時に開始」または「エラー終了時に開始」の先行タスクが取り消され
た場合、その後続タスクは保留中のままです。プロセスの進行を続けるに
は、後続タスクを編集して、取り消された先行タスクを削除し、後続タス
クを開始する必要があります。

– 「終了時に終了」または「エラー終了時に終了」の先行タスクを取り消した
場合、プロセスをの進行を続けるには、タスク所有者、スケジュール所有
者または管理者が後続タスクを強制的にクローズする必要があります。

• タスクの強制クローズ: ステータスが「オープン」または「エラー」のタスク
を強制的に「クローズ」ステータスにします。

• 再割当の要求: 一時的または永久にタスクを別のユーザーに再割当てします。
• リフレッシュ

補足データ・タスクからのフォームの表示
「補足データ・タスク」ページで、フォームの検索、フォームのリストのフィルタおよ
びリストの保存を行うことができます。ビューを変更して、表示する列数または行数
を増やすことができます。
「補足データ・タスク」ページでフォームを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. オプション: 「検索」に、目的のフォームの名前を入力します。日付およびアイコ
ン・ベースの列を除いた、リストの列全体が検索されます。

4. オプション: 「リスト」で、保存されたリストを選択します。
5. フォームの収集間隔、年、期間およびテンプレートを選択します。同じ POVを使
用しているこれらのアイテムで複数の値を選択すると、その POVに関するすべて
のテンプレートのすべてのフォームが表示されます。

6. オプション: 次のように、リストのフィルタを作成します:

a. フィルタの追加で、オブジェクトまたはステータスを選択してフィルタを作成
します。

b. 「フィルタ」ダイアログ・ボックスで、作成するフィルタの要件を作成します。
たとえば、「承認者終了日」フィルタでは、オペランドと値を選択する必要が
あります。
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c. 保存するフィルタ条件を設定し、「フィルタ」アイコンを選択して「フィルタの保存」
をクリックします。

d. 名前と説明(オプション)を入力します。
e. 「OK」をクリックします。
Financial Consolidation and Closeの管理 のフィルタの保存も参照してください。

7. ユーザーの設定: 各ワークフロー・レベルのユーザーを策定者、承認者または統合者とし
て設定します(「補足データ・タスク」 → 「アクション」 → 「ユーザーの設定」)

8. ステータスの設定: フォームのステータスを「送信」、「承認」、「却下」または「転記」と
して設定します(「補足データ・タスク」 → 「アクション」 → 「ステータスの設定」)
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関連項目: 補足データ・フォームの表示

補足データ・フォームの更新
関連トピック:

• フォーム・プロパティの表示
• 指示の表示
• アラートの表示
• ワークフローの表示
• フォームの質問の表示
• コメントの表示およびフォームへのコメントの追加
• フォーム履歴の表示

フォーム・プロパティの表示
フォーム・プロパティを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「プロパティ」タブをクリックします。
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指示の表示
特定のフォームの指示を表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「指示」タブをクリックします。

アラートの表示
特定のフォームのアラートを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「アラート」タブをクリックします。
関連項目: アラートの操作
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ワークフローの表示
特定のフォームのワークフローを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「ワークフロー」タブをクリックします。

フォームの質問の表示
特定のフォームの質問を表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「質問」タブをクリックします。
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コメントの表示およびフォームへのコメントの追加
特定のフォームのコメントを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「コメント」タブをクリックします。

コメント追加
「タスク」ページから、補足データ・フォームに関するコメントを追加でき、参照を添付する
こともできます。「タスク」ページから一度に複数のフォームに参照ファイルまたは URLを
追加し、コメントを作成することもできます。

Note:

補足データ・フォームには、「ホームページ」 → 「タスク」 → 「補足データ・タス
ク」からアクセスすることもできます。
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次の表では、アクティビティのステータスおよび役割に基づいて実行できるアクティ
ビティを説明します:

Note:

あるフォームに対して同じアクセス役割を持つユーザーは、互いのコメント
を作成、削除および管理できます。

Table 18-1    役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(策定者)

ステータス: オープン
(承認者)/オープン(統
合者)

ステータス: クローズ
済

策定者 • コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを追加可能

承認者/統合者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能

管理者 • コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

コメントを追加可能

参照者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能

コメントを追加するには:

1. ホーム・ページから、「タスク」を選択します。
2. ワークリストまたは「補足データ・タスク」から補足データ・フォームを選択しま
す。

3. 「コメント」タブをクリックします。
4. テキスト・ボックスに、コメントを入力します。

Note:

コメントを削除するには、そのコメントを選択し、「削除」をクリックす
るか、「アクション」、「コメントの削除」の順に選択します。

5. オプション: 外部ファイルまたはWebページの添付をコメントに追加するには、
次のいずれかのオプションを選択します。
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• 「ファイルの添付」(ペーパークリップ・アイコン)をクリックし、添付ファイルとする
ファイルを一覧して選択します。

• 「リンクの添付」(リンク・アイコン)をクリックし、添付の URLおよび名前を追加し
ます。

6. 「OK」をクリックします。

フォーム履歴の表示
システムでは、「フォーム」ダイアログ・ボックスで表示できるフォーム・アクションの履歴
が保持されています。ユーザー、日付、アクション、およびフォームに加えられた変更の差
異が「履歴」に表示されます。
フォーム履歴を表示するには:

特定のフォームの履歴を表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「履歴」タブをクリックします。

コメントの表示およびフォームへのコメントの追加
特定のフォームのコメントを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
4. 右側の「コメント」タブをクリックします。
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コメント追加
「タスク」ページから、補足データ・フォームに関するコメントを追加でき、参照を添
付することもできます。「タスク」ページから一度に複数のフォームに参照ファイルま
たは URLを追加し、コメントを作成することもできます。

Note:

補足データ・フォームには、「ホームページ」 → 「タスク」 → 「補足デー
タ・タスク」からアクセスすることもできます。

次の表では、アクティビティのステータスおよび役割に基づいて実行できるアクティ
ビティを説明します:

Note:

あるフォームに対して同じアクセス役割を持つユーザーは、互いのコメント
を作成、削除および管理できます。

Table 18-2    役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(策定者)

ステータス: オープン
(承認者)/オープン(統
合者)

ステータス: クローズ
済

策定者 • コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを追加可能

承認者/統合者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分のレベルのコ
メントを削除可能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能
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Table 18-2    (Cont.) 役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(策定者)

ステータス: オープン
(承認者)/オープン(統
合者)

ステータス: クローズ
済

管理者 • コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• すべてのコメント
を削除可能

コメントを追加可能

参照者 • コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

• コメントを追加可
能

• 自分が作成したコ
メントを削除可能

コメントを表示可能

コメントを追加するには:

1. ホーム・ページから、「タスク」を選択します。
2. ワークリストまたは「補足データ・タスク」から補足データ・フォームを選択します。
3. 「コメント」タブをクリックします。
4. テキスト・ボックスに、コメントを入力します。

Note:

コメントを削除するには、そのコメントを選択し、「削除」をクリックするか、
「アクション」、「コメントの削除」の順に選択します。

5. オプション: 外部ファイルまたはWebページの添付をコメントに追加するには、次のい
ずれかのオプションを選択します。
• 「ファイルの添付」(ペーパークリップ・アイコン)をクリックし、添付ファイルとする
ファイルを一覧して選択します。

• 「リンクの添付」(リンク・アイコン)をクリックし、添付の URLおよび名前を追加し
ます。

6. 「OK」をクリックします。

フォーム履歴の表示
システムでは、「フォーム」ダイアログ・ボックスで表示できるフォーム・アクションの履歴
が保持されています。ユーザー、日付、アクション、およびフォームに加えられた変更の差
異が「履歴」に表示されます。
フォーム履歴を表示するには:

特定のフォームの履歴を表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。
2. 左側の「補足データ・タスク」タブをクリックします。
3. フォームをダブルクリックして開きます。
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4. 右側の「履歴」タブをクリックします。

補足データ・フォームの管理
関連トピック:

• 補足データ・アドホック・フォームの作成
• 補足データ・フォームの送信、承認、却下または転記
• 補足データ・フォームの表示
• 補足データ・ビューの保存
• 補足データ・フォームへのデータの入力
• 補足データ・フォームのレコードの検索
• 詳細セクションでのすべてのレコードの削除

補足データ・アドホック・フォームの作成
補足データ・フォームのテンプレートを作成する場合、管理者はテンプレートをアド
ホック・フォームの作成に使用できるかどうかを指定し、フォームの作成を許可する
ユーザー、グループまたはチームを選択できます。適切なセキュリティ権限が割り当
てられているユーザーは、必要に応じてテンプレートから補足データ・フォームを作
成できます。
補足データ・アドホック・フォームを作成するには:

1. 「タスク」から、「補足データ・タスク」を選択します。
2. 「収集間隔」を選択して、POVのメンバーを選択します。

POVディメンションは、選択した収集間隔によって異なります。
3. 「テンプレート」に、アドホック・フォームの作成に必要なテンプレートを選択し
ます。

4. 「アドホック・フォームの作成」(+)アイコンをクリックし、アドホック・フォーム
を作成します。
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ノート:

アドホック・フォームを作成する前に、テンプレートをデプロイしておく必要
があります。

5. 各ワークフロー・ディメンションのメンバーを選択し、ワークフロー・オプション(策定、
策定 - 承認、策定 - 承認 - 転記)のユーザーを選択します。

ノート:

アドホック・フォームの作成では、フォーム策定者と承認者は同じにできませ
ん。

6. 「OK」をクリックします。
データを入力するためのアドホック・フォームが作成され、表示されます。

補足データ・フォームの送信、承認、却下、または転記
フォームのデータを入力した後、使用可能なアクション(「送信」、「承認」、「却下」など)を選
択できます。「アクション」の「ステータスの設定」オプションを使用して、補足データ・タ
スク・リスト内のフォームを複数選択し、選択対象にアクションを 1回実行するだけで、す
べての選択済フォームを更新できます。
フォームに対するアクションを選択するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストまたは「補足データ・タスク」から補足データ・フォームを選択します。
3. 使用可能なアクションを選択します。たとえば、「送信」、「承認」または「却下」を選択
します。

「ステータスの設定」オプションを使用してアクションを選択するには:

1. 補足データ・タスクからフォームを選択します。
複数のフォームを選択するには、 [Ctrl]を押しながら複数のフォームを選択するか、[Shift]
を押しながら目的の範囲の最初と最後の行をクリックします。

2. 「アクション」ドロップダウンから、「ステータスの設定」を選択します。
3. 「ステータス」ドロップダウンから、必要なステータスを選択します。使用可能なステー
タスは、「送信」、「承認」、「却下」および「転記」です。

4. 「設定」をクリックします。
「フォーム・アクションの結果」ダイアログ・ボックスにステータス結果が表示されます。
• エラーがない場合は、「正常に完了」というステータスが表示されます。
• エラーがある場合は、「エラーで完了」というステータスがエラー・メッセージとと
もに表示されます。
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補足データ・フォームの表示
補足データ・フォーム補足に複数のセクションがある場合、各セクションはフォーム・
ヘッダー内のタブとして表示されます。サブ収集は水平方向のタブに表示されます。
サブ収集の名前は最大 30文字まで表示され、その後は省略記号(…)が続きます。テキ
スト上にマウスを重ねると、完全名が表示されます。ヘッダーまたは詳細セクション
は展開または縮小できるため、領域を有効に使用できます。
次に、複数のセクションおよびサブ収集があるフォームの例を示します。
 

 
補足データ・フォームを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストまたは「補足データ・タスク」から補足データ・フォームを選択しま
す。

3. フォームに複数のセクションがある場合、各セクションはフォーム・ヘッダー内の
タブとして表示されます。セクション・タブをクリックすると、フォームの内容が
表示されます。

4. ヘッダーまたは詳細セクションを展開または縮小します。
• ヘッダー・セクションの右側にある

アイコンをクリックし、セクションを展開または縮小します。
• 矢印をクリックすると、詳細セクションが展開または縮小されます。

関連項目: 補足データ・タスクからのフォームの表示

補足データ・ビューの保存
補足データを使用すると、フィルタの適用、列の指定とソート、調整したビューの保
存を行えます。「ビューの管理」メニューから、保存されたすべてのビューを参照でき
ます。
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管理者またはパワー・ユーザーは、プライベート・バージョンを他のユーザーが使用できる
ようにビューを発行することもできます。保存されたビューは、複製され、プライベート・
バージョンとパブリック・バージョンになります。パブリック・バージョンでは、「パブリッ
ク」列にチェック・マークが表示されます。
また、公開された保存済のビューでは、管理者またはパワー・ユーザーはそのビューをデフ
ォルト・ビューとして設定し、保存済のビューをそのビュー・タイプのすべてのユーザーが
使用でき、ユーザーがそのビュー・タイプを開いたときにデフォルトで選択されるようにす
ることができます。
ビューを保存および管理するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「補足データ」をクリックします。
2. 目的のデータが表示されるようビューを調整します。ビューを保存するには、ダイアログ
の上部にある「ビューの保存」をクリックします。

3. 「ビューの保存」ダイアログで、名前と説明(オプション),を入力し、「OK」をクリックし
ます。

4. 保存されているすべてのビューを表示するには、「ビューの管理」タブをクリックします。
5. ビューを発行してプライベート・バージョンをユーザーが使用できるようにするには、「発
行」をクリックするか、「アクション」、「発行」の順に選択します。

6. ビューをデフォルトに設定するには、「デフォルトの設定」をクリックするか、「アクショ
ン」、「デフォルトの設定」の順に選択します。

補足データ・フォームへのデータの入力
次の方法を使用して補足データ・フォームにデータを入力できます。
• 手動で入力
• ファイルからインポート
• Excelを使用して入力
データは、入力の詳細に従って基本フォーマットで格納されます。たとえば、小数点以下が
2桁で、3桁ごとの区切り文字がないフォーマットの通貨フィールドに$123,456.789と入力
した場合、数値は 123456.789として保管されますが、$123456.79と再表示されます。
フォームの列と行が、データ入力モードで表示されます。データ入力用の POVバーでエント
リを選択できます。フォーム・テンプレートに複数のデータ入力セクションが定義されてい
る場合は、各セクションに対応するデータ入力タブが表示されます。
データをインポートする場合、「置換」または「更新」のいずれかのオプションを使用できま
す。
• 置換 - フォーム内のデータをクリアし、ソース・ファイルの値で置換します。インポー
ト・プロセス後、ソース・ファイルにないフィールドは空白になります。

• 更新 - ソース・ファイルに含まれている値のみが更新されます。他の値は影響を受けませ
ん。

補足データ・フォームにデータを入力するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストまたは「補足データ・タスク」から補足データ・フォームを選択します。
3. フォームにデータを入力します:
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• フォームにヘッダー・セクションがある場合は、ヘッダーのフィールドにデー
タを入力できます。

• フォームに詳細セクションがある場合は、「追加」(+)をクリックして詳細行を
追加し、データを入力します。

4. オプション: フォーム・データをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリ
ックします。

5. データの入力が完了した後、使用可能なアクションを選択します。たとえば、「送
信」、「承認」または「却下」を選択します。

6. オプション: 詳細セクションの「アクション(...)」ドロップダウンから「印刷」を
選択してフォームを印刷します。

7. オプション: ヘッダー・セクションの「アクション(...)」ドロップダウンから「イ
ンポート」を選択してデータをインポートします。
a. 「参照」をクリックし、インポートするファイルに移動します。
b. オプションとして、すべてのデータをクリアし、ソース・ファイルのデータで
置き換える「置換」、またはソース・ファイル内に含まれるデータのみを更新
する「更新」を選択します。

c. 使用可能な日付フォーマットのドロップダウン・リストから、「日付フォーマ
ット」を選択します。

d. 「ファイル区切り文字」で、カンマ、タブ,またはその他のファイル・インポー
ト用の区切り文字を選択します。「その他」を選択した場合は、テキスト・ボ
ックスに区切り文字を指定します。

e. 「インポート」をクリックし、「結果」画面で「OK」をクリックします。
情報をクリアし、インポートする別のファイルを選択するには、「リセット」
をクリックします。

8. オプション: フォーム・データをエクスポートするには、詳細セクションの「アク
ション(...)」ドロップダウンから「Excelにエクスポート」を選択して、プロンプ
トに従います。

補足データ・フォーム内のレコードの検索
「検索」フィールドを使用して、補足データ・フォーム内の詳細収集またはサブ収集セ
クション内のレコードをすばやく検索できます。データ・グリッド上の任意のフィー
ルド(「テキスト」、「リスト」または「数値」)を検索できます。ただし、「日時」を除き
ます。たとえば、「Interest」(利息)という語を検索して、値に「Interest」を含むすべて
のレコード(「Simple Interest」(単利)、「Interest Payable」(未払利息)など)を表示できま
す。
レコードを検索するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストから、または補足データ・タスク内から補足データ・フォームを選択
します。

3. 「詳細」セクションで、「検索」フィールドに検索条件を入力し、[Enter]を押しま
す。
リストをリセットしてすべてのレコードを表示するには、検索条件を削除します。
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詳細セクション内のすべてのレコードの削除
補足データ・フォームの詳細セクション内またはサブ収集内のすべてのレコードを削除でき
ます。
すべてのレコードを削除するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. ワークリストから、または補足データ・タスク内から補足データ・フォームを選択しま
す。

3. 「詳細」セクションの「アクション」ドロップダウンで、「すべて削除」をクリックしま
す。
「削除の確認」メッセージが次のように表示されます: 「これにより、このフォーム・セク
ションのデータが削除されます。続行しますか?」

4. 「はい」をクリックします。
グリッド内のすべてのレコードが削除され、フォームが保存されます。

Smart Viewでの補足データ・フォームの操作
関連トピック:

• Smart View拡張機能への接続の作成
• Smart Viewでの補足データ・フォームの更新

Smart View拡張機能への接続の作成
Oracle Smart View for Officeを使用してワークリストに接続し、Excelでタスク・マネージャ
および補足データ・マネージャのタスクを更新できます。
この拡張機能を使用するには、プライベート接続を作成する必要があります。

Note:

開始する前に、Smart Viewとタスク・マネージャおよび補足データ管理用の Smart
View拡張機能がインストールされていることを確認してください。Oracle
Enterprise Performance Management Cloud管理者のためのスタート・ガイドのク
ライアントのダウンロードとインストールに関する項を参照してください。

拡張機能への接続を作成するには:

1. Smart Viewパネルで、「プライベート接続」を選択し、パネルの下部にある「新規接続の
作成」を選択します

2. プロンプトが表示されたら、「Smart View HTTPプロバイダ」を選択して、接続の追加ウ
ィザードを表示します。
ウィザードでは一度に 1つずつ接続を作成できます。

3. 「接続の追加 - URL」で、プライベート接続を次の構文で入力し、「次」をクリックしま
す。
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• タスク・マネージャの場合:
http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp

• 補足データ・マネージャの場合:
http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp

• プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイ
ン名、ユーザー名およびパスワード)を入力します。

• 「接続の追加 - アプリケーション/キューブ」で、使用するアプリケーションお
よびデータベースに移動し、それを選択して「次」をクリックします。

• 「接続の追加 - 名前/説明」で、接続の名前とオプションの説明を入力します。
• 「終了」をクリックします。
• 同じステップを繰り返して、その他の接続を作成します。
次のトピックを参照してください。
– Financial Consolidation and Closeの操作の Smart Viewからのタスクの更
新

– Financial Consolidation and Closeの操作の Smart Viewでの補足データの
使用

Smart Viewでの補足データ・フォームの更新
Oracle Smart View for Officeを使用すると、補足データ・マネージャのフォームを直接
操作できます。
選択した期間のスケジュールとタスクが表示されます。ただし、確認できるのは、自
分に権限があるフォームのみです。使用可能なオプション(「データの保存」、「承認」、
「却下」など)は、現在の役割に応じて変わります。複数の役割を持っており、それぞれ
異なる操作を実行する場合は、各役割でログオンする必要があることがあります。

ノート:

開始する前に、Smart Viewと補足データ・マネージャ用の Smart View拡張
機能をインストールし、拡張機能で使用するプライベート接続を作成する必
要があります。Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者の
ためのスタート・ガイドのクライアントのダウンロードおよびインストール
に関する項と「Smart View拡張機能への接続の作成」を参照してください。

ノート:

英語以外のロケールの場合、補足データ管理用 Smart View拡張機能では、
Smart Viewの「言語」ドロップダウン・リストの「デフォルト」オプション
はサポートされていません。

Smart Viewで次の補足データ・タスクを実行できます:

• 準備、承認および転記のために実行する必要があるフォームのワークリストを表示
する
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• 「表示」セキュリティ権限を持つ、システム内の収集のリストを表示する
• データ収集プロセスの一環として収集されたデータにフィルタを適用する。
補足データ用に以前に作成したフィルタやリストは、すべて Smart Viewで使用できます。

ノート:

自分のセキュリティ・アクセス権で使用可能なフォームおよびオプションのみが表
示されます。

補足データ・フォームの操作
Smart Viewを使用して補足データ・マネージャを操作するには:

1. Excelを起動し、「Smart View」タブ、「パネル」の順に選択します。
2. Smart Viewパネルで、「プライベート接続」を選択します。
3. 「プライベート接続」パネルで、ドロップダウンから「補足データ・マネージャ」接続を
選択します。

4. プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイン名、ユー
ザー名およびパスワード)を入力します。

5. 「補足データ」リボンを選択し、「リフレッシュ」をクリックします。
「ワークリスト」および「収集」ノードが表示されます。

6. 「ワークリスト」の下で、フォームのリストからフォームを選択します。
• 各フォームはフォーマット内の 1つの親ノードです。<Form Name> - <Workflow

Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>。
例: Debt Details Form – New York

• フォーム上にマウスを重ねると、フォーマット内に詳細が表示されます。<Form
Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>
(<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>|
<Frequency Dimension: Member 4>.

例: Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year:
2020 | Period: Jan | Scenario: Actual

a. リーフ・ノードをダブルクリックすると、フォーム・ヘッダーまたはサマリー・セク
ションが表示されます。各セクションはフォーマット内の 1つのリーフ・ノードで
す。<Section name>。
例: Loan Collection Data Entry

b. ヘッダー・セクションをクリックすると、Excelに詳細セクションが表示されます。
フォームを表示または変更したり、質問に回答したり、コメントを入力できます。
各詳細セクションまたはサブ収集は別のワークシートに表示されます。

7. 「収集」で、収集間隔のリストから間隔を選択します。
各リーフ・ノードでは、収集間隔が最初にリストされ、その後に収集とサブ収集がリスト
されます。
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ノート:

データが含まれている収集のみが、各データ収集期間に表示されます。
8. 完了したら、選択したフォームに対して、該当するオプションを選択します:

• データの保存
• データの送信
• 承認
• 却下
• データの転記

「補足データ分析」ダッシュボードでのデータの表
示

「補足データ分析」ダッシュボードには収集およびサブ収集の詳細が含まれるため、情
報の表示とフィルタ処理を簡単に行うことができます。列を選択およびソートして、
リストを保存することもできます。
データ分析ダッシュボードに収集を表示するには:

1. ホーム・ページで、「データ」をクリックします。
2. 左側から、「補足データ分析」をクリックします。
3. 「収集」ドロップダウン・リストから、アクセスしてデータを分析する収集/サブ収
集およびデータ収集期間(頻度ディメンション・メンバーの組合せ)を選択します。
例:

収集名: Debt Details

データ収集期間のパラメータ: 年: 2020、期間: 4月、シナリオ: 実績
4. オプション: 「フィルタの追加」をクリックし、フィルタ値を入力します。使用可
能なフィルタは、選択した収集に基づきます。

5. オプション: さらに詳細にフィルタ処理する場合は、「フィルタの追加」で「詳細」
をクリックし、フィルタ条件を定義して条件を作成します。
条件またはグループを定義するには:

a. 「条件の作成」または「条件グループの作成」をクリックします。
b. 組合せ: 「および」または「または」を選択します。これらによって、この条
件またはグループと、先行する兄弟の条件またはグループとの関係を指定しま
す。

c. 属性: 属性は、条件がフィルタの結果セットに含めるための値と比較される、
フィールドまたは値です。属性には、ユーザー定義属性のリストという以上の
意味があります。

d. オペランド: 属性に対して実行する評価の種類を示します。
e. 値: 属性を比較する値を指定します。属性のタイプによって、使用可能な入力
フィールドが決定されます。
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f. フィルタを保存、クリアまたは管理するには、ページの右側にある「フィルタ」(...)
ボタンをクリックします。

6. 「アクション」から「列の選択」を選択し、表示するデータの列を選択します。
7. オプション: 収集からデータをエクスポートするには、「アクション」から「エクスポー
ト」を選択し、「Excelにエクスポート」または「CSVにエクスポート」を選択します。

8. オプション: 「アクション」から、「インポート」を選択して、データを収集にインポー
トします。
「参照」をクリックしてファイルを選択し、既存のファイルを置換するか更新するかを選
び、日付フォーマットを選択して、「インポート」をクリックします。

9. オプション: 「リスト」から、使用可能な別の保存済リストを選択します。以前保存した
フィルタおよび列が表示されます。

収集へのデータのバルク・ロード
管理者とパワー・ユーザーは、特定のデータ収集期間および特定の収集についてデータをイ
ンポートできます。この機能は、管理者およびパワー・ユーザーが別のシステムのソース・
データを使用してフォームにまとめて移入する場合や、策定者がデータ値を入力するのみで
済むように、いくつかの列を事前に移入しておく場合に便利です。データ・ロードは、次の
ワークフロー・ステータスのフォームで許可されます:

• 保留中
• オープン(策定者)

• オープン(承認者)

ノート:

データ・ロードは、「クローズ済」のワークフロー・ステータスのフォームでは許可
されません。

「置換」または「更新」のいずれかのオプションを使用できます。
• 置換 - フォーム内のデータをクリアし、ソース・ファイルの値で置換します。インポー
ト・プロセス後、ソース・ファイルにないフィールドは空白になります。

• 更新 - ソース・ファイルに含まれている値のみが更新されます。他の値は影響を受けませ
ん。

データをロードするには:

1. ホーム・ページで、「データ」をクリックし、次に「補足データ分析」をクリックします。
2. 収集を選択し、POVメンバーを移入して、「アクション」から「インポート」を選択しま
す。

3. ロードする CSVファイルを選択します。次に、ワークフロー・ディメンションとしてエ
ンティティを使用する収集のロード・ファイルの例を示します。
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4. 「置換」を選択して、すべてのデータをクリアし、ソース・ファイルのデータで置
き換えるか、「更新」を選択し、ソース・ファイル内に含まれるデータのみを更新
します。

5. 日付フォーマットを選択してから「インポート」をクリックします。
ステータスには、エラーまたは警告があるかどうかに加えて、エンティティの合
計、更新されたエンティティおよび作成または更新された行の合計が表示されま
す。
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