Solvency II
コンプライアンス

Tagetik により
Solvency II に容易に準拠
現在および将来のコンプライアンス要
件に自動対応

Tagetik は Solvency II の要件に迅速に応えるソリューションを予め用意しており、専用のソフ
トウェアと業界の豊富な経験を活用した、迅速に導入可能な Solvency II の包括的ソリュー
ションの一環としてレポーティングと開示プロセスを効率化します。

Tagetik は、Solvency II および開示管理プロセス
全般を、強力な内蔵機能により一貫してサポートしま
す：

Tagetik の Solvency II の専用アプリケーションにより、現在および今後の EIOPA
（欧州保険
年金監督機構）
要件に100%対応することができます：

•

内外のデータソースのマッピングと読取り

•

あらゆる質的
（FCSR、RSR）
および量的
（QRT）
なレポーティング義務に対応

•

データの収集と連結

•

SCR
（ソルベンシー資本要件）
、MCR
（最低資本要件）
、
および他の KPI を自動計算

•

プロセス全体のワークフロー

•

内蔵されているナラティブテンプレートにより、
ORSA
（リスクとソルベンシーの自己評価）
を作成

•

SCR/MCR の計算

•

•

財務データとの連携

あらゆる企業レベルでトレーサビリティおよび可監視性を備えた数字を生成し、
ストレステスト
を実施

•

データの検証と制御

•

レポーティングとダッシュボード

•

XBRL アウトプット

•

SharePoint や SAP Portal と連携

あらゆるソフトウェアやサービスを業務プロセスに迅速
かつシームレスに連携します。

•

プロジェクトコンサルティング

•

テクニカルコンサルティング

•

チェックアップコンサルティング

•

トレーニング

•

サポート

Tagetik は、包括的なレポーティングおよび開示ソリューションの一部として、
すべての Solvency II 要件に迅速に対応するための機能を備えています。

コンプライアンスに迅速に対応
ビジネスにとって時間は非常に重要であり、Tagetik の予め用意されているアプリケーションに
は、
データ入力フォーム、
レポート、計算、
ナラティブテンプレート、
および自動化、電子化された
XBRL アウトプットなど、Solvency II の開示要件を満たすための機能がすべて盛り込まれてい
ます。
また、
パートナーとの協業により、Tagetik では変動する EU または各国の規制に常時対
応するためのメンテナンスサービスも提供しています。

Tagetik が提供する金融サービス業界に特化した
ソリューションについては以下をご覧下さい。
www.tagetik.com/solutions/industry/finance

Tagetik ではプログラミングが不要で、独自に構成するか、
あるいはスターターキットを活用してア
カウントやレポートの個別チャートを追加したり、
もしくは他のカスタム設定をダイレクトにソフトウェ
アに適用したりすることができます。Tagetik の強力なマスターデータ管理機能により、Tagetik
の以降のリリースやアップデートに際してもこれらのカスタマイズは影響を受けることなく保持され
ます。

We get Finance. You get Results.

Solvency II
コンプライアンス
「TVM では、1つのソースから、制度連結と
Solvency II レポーティングに必要となるトレース
や調整が容易に行えるようになりました。」
Auke Jan Hulsker 氏、
プロジェクトマネージャ、Hulsker Finance & Business Consultancy
すべての CPM プロセスをシングルソリューションに統一

導入事例：
TVM が Tagetik で
third-pillar に対応
Solvency II の third-pillar 要件に対応するために、
オランダの著名な保険会社は旧来のエクセル環境
を、Tagetik をベースとした統合型の連結およびレ
ポーティングソリューションにリプレースしました。
TVM は、企業グループ全体または個々の組織別向
けの制度および Solvency II レポートを作成できる
ようになりました。
また、
トレーサビリティ、可監査性を
備えた数字や文書化されたプロセスにより、作成の
迅速化と決算サイクルの効率化を実現しています。
同社では将来的に、社内のマネージメントレポーティ
ングのプロセスにも Tagetik を活用することを検討
しています。

「Tagetik ソリューションを導入したこと
で、TVM は、連携し、標準化された制度お

レポーティングプロセスをマラソンに例えるなら、Solvency II はゴール前の最後のスパートと言え
ます。作業としてはデータの収集、連結、調整、
そして検証が挙げられます。Tagetik では強力な
ETL、
データ入力、計算、
および連結機能を、
内蔵されたワークローおよび制御機能とともに提供
しています。
また、内蔵のロジックおよび監査証跡機能により、開示サイクルの短縮とエラーの削
減を可能にする高品質なデータと完全なトレーサビリティを実現します。
これら全ては財務部門が
ITサポートに頼らずに管理することができます。

Tagetik は連結、決算、
レポーティングのみならず、Solvency II を含む全ての財務プロセスの
連携を CPM の一元ソリューションで可能にします。
また、
プランニング、見通し、予算編成、
ま
たは財務ガバナンスや開示などの機能を後で追加することもできます。
このように、各種のプロ
セスを自由裁量でスケジュールに応じて追加できるインフラが整っています。
Tagetik の Solvency II 対応ソリューション
•

パッケージアプリケーションや柔軟な構成により Solvency II に迅速に対応

•

データの生成、連結、
レポーティング、
そして開示プロセスを効率化し、各ステップに要する時
間、労力、
コストを削減

•

変動する規制に対応するために常にアップデート

•

欧州の金融サービス分野に対する豊富な経験を提供

•

Solvency II を財務、
マネージメント、規制レポーティング、並びに他の CPM プロセスとシン
グルプロダクトで統一

よびSolvency II に準拠したレポーティン
グプロセスを実施する欧州初の保険会社に
なったことを誇りに思います。」
Emile Kaal 氏
財務担当ディレクタ、TVM

Tagetik について
Tagetik は財務部門が直面している複雑な課題を理解しており、
これまで蓄積してきたナレッジ
を、業績の向上を推進する操作性に優れたエンタープライズスケールの財務パフォーマンス管理

Solvency II の専用ソリューションについては以下を
ご覧下さい：
http://www.tagetik.com/solutions/process/
external-rep/solvency-ii

ソフトウェアソリューションとして結実させました。Tagetik により、
シンプルなクラウドを活用した財
務計画と運用計画の連携、連結会計および期末決算処理に要する時間の短縮、迅速な結果
分析、事業シナリオが及ぼす全ての財務諸表へのインパクトのモデリングと比較、戦略計画の調
整、
ローリングフォーキャストのシームレスなアップデート、
フォーマット化された監査可能な財務諸
表および管理レポートの作成、
ビジネスレビューのコラボレーション、開示およびマネージメントレ
ポートの自動化などを実現することができます。
また、財務インテリジェンスを備えており、CFO、財
務責任者、
オペレーション責任者は、一部または全てのプロセスを集約することが可能になりま
す。Tagetik は現在35ヵ国にわたり850社以上の顧客に利用されており、効率化、
リスク削減、
節約、
そして業績の向上を支援しています。詳細は www.tagetik.com をご覧下さい。
「We
get Finance. You get results
（財務のことなら Tagetik にお任せ下さい。結果はお客様が享
受して下さい。）
」

We get Finance. You get Results.

