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グローバル化とデジタル化、そして最近の感染症の世界的流行に
よって明らかになったのは、業界におけるダイナミックな圧力と
グローバルイベントに対応するには、ビジネスに財務的な回復力
と俊敏性が必要である、ということです。財務部門は、過去のレ
ポートを作成するだけでなく、分析（FP&A の "A"）を実行し、ビ
ジネスプランの策定とレビューにおける戦略的パートナーとして
重要な役割を果たす必要があります。これを実現するには、財務
リーダーが、SAP に格納されている最新の財務データにアクセス
し、そのデータを他の信頼できる情報源と組み合わせ、より実用
的なビジネスインサイトをリアル
タイムで獲得する必要があります。

しかし、企業のビジネスデータへのアクセスとデータ統合は、

難しいだけでなく、時間もコストもかかります。多くの企業がそ

うであるように、貴社でもおそらく、財務データやその他のデー

タが多くの SAP インスタンスに分散しているため、他の数十もの

ビジネスシステムとの統合が必要なのではないでしょうか。たと

えば、SAP の大手顧客 A 社は、グローバルな業務、財務、パフォー

マンスの全体像を把握するために、32 の SAP インスタンスと 100 

以上の他のビジネスシステムのデータを組み合わせる必要があり

ました。それには 200人以上のデータエンジニアが必要で、デー

タ統合およびウェアハウスプロジェクトは数年に及びました。

このデータと分析の刷新プロセスには、設計と構築に数年を要す

る複雑なデータ統合と分析が必要であると思われます。ただし、近

道があります。実用的なビジネスインサイトをより迅速に獲得し、最

新の分析プロジェクトで SAP データ統合をフルに活用することができます。

はじめに
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Qlik プラットフォーム

Qlik のデータ統合およびデータアナリ
ティクスプラットフォームは、複雑なデー
タモデリングや、迅速なアクションを必
要とする最新の情報に基づくアクティブ
インテリジェンスが求められるビジネス
に最適です。これにより実稼働のライ
ブ SAP データが、多様なプラットフォー
ムやハイブリッドクラウド環境でシーム
レスに利用できるようになり、ビジネ
ス全体の財務担当者や財務データユー
ザーの能力が、Financials のレポート作成
および分析機能によって強化されます。

主要機能

• SAP マスターやトランザクションのソースデータ
を含むクラウドまたはオンプレミスのデータウェ
アハウスを自動的に作成・更新することで、SAP 

データへのアクセスを拡大

• SAP データ変換のためのアナリティクスデータモ
デルの作成と関連するコード生成の自動化

•	 動的に変化するビジネスコンテンツとビジネスロ
ジックを反映できる、インテリジェントな分析
データパイプラインを確立

• SAP Financials のデータを、他の信頼できるデー
タソースデータのデータと組み合わせることで、
新たなインサイトやデータサイエンスを可能に
する

•	 会話型アナリティクスなど、AI 搭載機能による
ユーザー能力の強化

•	 異常発生時または重要なしきい値を超えた場合
に、インテリジェントなアラートでユーザーに通知

SAP 向け Qlik ソリューション
Qlik は、業界をリードするデータ統合およびアナリティクスプラットフォームと、それを補うソリュー
ションアクセラレーターで、貴社の最新の SAP Financials アナリティクスソリューション導入と成功へ
の道のりを加速させます。Qlik とパートナーである技術とビジネスのコンサルタントがお手伝いします。

Qlik 
プラットフォーム 

ソリューション	
アクセラレーター

ソリューションと
成功の加速

Qlik とパートナーの
サービス
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 Qlik 導入後

データアナリティクス
• 静的なレポートまたは
スプレッドシート 

• 一貫性の欠如 
• 数週間または月末 

Qlik 導入前

データサイエンス
• データサイエンスに使用可能な数千もの
データ属性 

• 推奨モデル 
• プロセスマイニング 

データアナリティクス
• 最新の財務データに毎日アクセス可能 
• 財務変革用のデータ 
• 内部監査および税務対策用の詳細なデータ 
• ほぼリアルタイムで正確なエグゼクティブ
向けのレポート作成

ソリューションアクセラレーター

Snowflake、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud などの技術パートナーと協力し、実
証済みデータおよび分析プラットフォームをベースに、SAP Financials ソリューションアクセラレー
ターを開発しました。

データの刷新戦略を促進

• 事前に設定されたデータ統合、ビジネスデータモデル、損益計算書 /貸借対照表 /管理 KPI と収益
性比率のデータ分析テンプレートを利用して、導入およびテスト時間を短縮

• これまで手作業で行っていたデータ統合や準備にかかる労力やリソースを削減し、インサイト獲得
までの時間を短縮

• SAP の情報源の構造を、数千ものデータ属性や最新の SAP Financials データを含むアナリティクス対
応データマートにデコードすることで、ビジネスアナリストおよびデータサイエンティストの能力
を強化

• 財務変革、内部監査、税務対策に利用できるデータをさらに細分化

• エグゼクティブレポートをほぼリアルタイムで提供

• クラウドの拡張性を活用して自動化を促進することで、総所有コスト (TCO) を削減

データの統合と準備
• サイロ化した冗長な
仕事

• バラバラなツール 
• 多くのリソースがあり
ながらデータを得るの
に数週	かかる 

データの統合と準備
• データウェアハウスまたはデータレイク
の自動化 

• 複数の SAP	システムが数分おきにデータ
ウェアハウスやデータレイクに継続的に
アップデートを配信 

• 1日に数百万件のレコードを処理 
• 一貫性、品質、利便性の向上 
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SAP Financials データのインサイトとビジ
ネス価値の向上

• 迅速なアクションを促す損益計算書と支
出に関するアクティブインテリジェンス
により、成長と収益性を加速

• 貸借対照表の詳細な分析により財務的な
復元性を強化

• 一貫した管理 KPI と収益性比率による株
主価値の向上

Qlik とパートナーのサービス

Qlik Consulting と当社のパートナーは、お客様に迅速な
回答、より多くの洞察、より良い結果をもたらすこと
で、Qlik	への投資の価値を最大化します。Qlik	のコンサ
ルタントは、専門的な高いスキルを持つプロフェッショ
ナルです。Qlik	に精通しており、何千ものエンゲージ
メントから成功例を活用することができます。

Qlik ソリューションアクセラレー
ターが提供する KPI とデータの例

損益計算書
• 売上高、COGS、売上総利益、営業経費、

EBITDA、純利益
• 損益計算書の勘定科目 
• 連結 /会社ごと

貸借対照表
• 資産（現金、有価証券、売掛金、棚卸資
産など）と負債（支払手形、買掛金、給
与など）

• 貸借対照表の勘定科目 
• 連結 /会社ごと

管理 KPI と収益性比率
• 粗利益率 (%)
• EDITBA マージン (%)
• 純利益率 (%)
• 総負債資本比率 
• 短期負債資本比率 
• 長期負債資本比率 
• 流動比率 
• 正味運転資本比率 



詳しくは、当社にお問い合わせいただくか、	
qlik.com をご覧ください

生データ

総勘定元帳
売掛金
買掛金
その他の 

SAP アプリ

その他のデータ

インテリジェントアラー
ト、会話型アナリティク
ス、カタログなど、実用
的なインサイトのための
データアナリティクス

データの抽出、複製、データ
ウェアハウスの自動化

行動につながるインサイト最新のデータプラットフォーム

Qlik について
Qlik が描くビジョンは、すべての人がデータおよびアナリティクスを使用してより良い意思決定ができ、非常に困難
な課題を解決できる、データリテラシーに富んだ世界です。Qlik は、データ、インサイト、アクション間のギャップ
を解消するエンドツーエンドのリアルタイムのデータ統合・アナリティクスクラウドプラットフォームを提供して
います。データをアクティブインテリジェンスに変換することで、意思決定の質を向上し、収益および利益性の向
上や顧客との関係性の最適化を実現することができます。Qlik は、世界 100ヶ国以上、50,000社以上の顧客に向けて
事業を行っています。
qlik.com 
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Qlik のプロセスのあらゆる段階をサポート
• 高度な機能、アクセラレーター、Qlik の体験を最大限に活用して、導入と投資利益率 (ROI) を加速
• パフォーマンスと拡張性を確保するための実証済みの成功例により、リスクを管理および軽減
• 貴社のご都合に合わせて展開し、ニーズに合ったエンゲージメントモデルとスキルを確立
• データプラットフォームを刷新して、ビジネスの俊敏性と柔軟性を向上

SAP データに潜むインサイトを引き出す

Qlik データ統合 データ	
ウェアハウス

Qlik アナリティクス

https://www.qlik.com/ja-jp/try-or-buy/buy-now
https://www.qlik.com/ja-jp/products/technology/sap
https://www.qlik.com/ja-jp/

