ビジネスプロセスをモデリング・実行する統合ソリューション

Innova Process Navigator
日本版ＳＯＸ法対応モジュール
日本版SOX法では、企業における業務のＩＴ化が
強く取り上げられることになります。すでに情報シ
ステムで処理している業務のみならず、これまで人
間が行ってきた業務についても業務手順をきちん
と定義し、その通りに実施していることを担保する
必要があります。
日本版SOX
日本版SOX法対応モジュール
SOX法対応モジュールは、内部統制で必
要とされる「業務記述書」「プロセス・フロー・チャー
ト(PFC)」「リスク・コントロール・マトリックス(RCM)」
「職務分離表」の文書を作成・管理するものです。
内部統制のために文書化されたPFCである業務
プロセスは、そのアクティビティにルールや画面を
付加していくことによって、InnovaFlowワークフロー
エンジンで実際に業務システムとして実装していく
ことができます。

公認会計士監修によるテンプレートの提供
日本版SOX
日本版SOX法対応モジュール
SOX法対応モジュールでは、経済産業省

による「経理財務スタンダード」に準拠した業務フ
ローチャートを提供しています。
日本版ＳＯＸ法で一番重要な経理財務に係る業
務プロセスを網羅しています。業務プロセスを３階
層で詳細化していますので、企業での利用が容易
です。さらに、一般的に想定されるリスクとコントロー
ルが各業務プロセスについて予め入力されていま
す。

【01】売掛債権管理 【02】買掛債務管理
【03】在庫管理

【04】固定資産管理

【05】ソフトウェア管理
【06】原価管理

【07】経費管理

【08】月次業績管理 【09】単体決算業務
【10】連結決算業務 【11】外部開示業務
【12】中長期計画管理
【13】年度予算管理 【14】税効果計算業務
【15】消費税申告業務
【16】法人税申告業務
【17】連結納税申告業務
【18】税務調査対応 【19】現金出納管理
【20】手形管理

日本版ＣＯＳＯで求められる全般統制

日本版ＳＯＸ法の基本的枠組みである日本版Ｃ
ＯＳＯでは、ＩＴに対する統制活動として、業務処理
統制に加えて全般統制が求められます。業務処
理統制は、システムで実行される個々の処理が正
確に処理され、記録されることを求めています。全
般統制では、アプリケーションの取得・開発・保守
が正しく行われることを求めています。
内部統制で必要な業務プロセスの文書化を行っ
ただけでは十分ではありません。文書化された業
務プロセスが正しく実施されているかどうかを保証
するためには、業務プロセスからアプリケーション
を自動的に生成できることが重要な要素となって
います。

テンプレートが提供する業務プロセス

【21】有価証券管理

【22】債務保証管理 【23】貸付金管理
【24】借入金管理

【25】社債管理

【26】デリバティブ取引管理
【27】外貨建取引管理
【28】資金管理

【29】資産流動化業務

【30】企業買収

【31】会社分割

【32】解散・清算

【33】株式公開

【34】株式発行増資 【35】資本政策
【36】ストックオプション
階層化された業務プロセス

内部統制のための文書化と一貫した管理

InnovaDesignerのアドインモジュールである

日本版ＳＯＸ法対応モジュールは、業務プロセス

に付加してリスクとコントロールの編集を行います。
業務記述書とリスク・コントロール・マトリックス(RCM)
を自動生成します。 InnovaDesignerでは、業
務プロセスリストの作成と、業務プロセスの実施順
序(フローチャート)の作成を行います。また各業務
プロセスを担当する部門・役割の割当を行います。
各業務プロセスの業務内容・関連規定・関連シス
テム等の情報の入力を行い、業務記述書を作成し
ます。
これらの文書を別々に管理した場合、業務の変
更に応じて、文書の内容を一貫性をもって更新す
る作業が煩雑になりますが、日本版ＳＯＸ法対応
モジュールでは、業務プロセス、組織、リスク・コン
トロールを一体として管理するので、一貫性が保た
れます。

(PFC)

生成された業務記述書

プロセス・フロー・チャート

(RCM)

生成されたリスク・コントロール・マトリックス

リスクとコントロールの編集

InnovaDesigner

モデリング
モデリング 開発・統合
開発・統合

ビジネスプロセスのモデリングとワークフローの実行で業務とシステムの最適化を実現
InnovaDesignerとワークフロー
InnovaFlowによって、ビジネスのライフサイクル管理を実現できます。
InnovaDesignerは、ビジネスプロセスをモデリングし、コストや処理時間などをシミュレーション
株式会社イノーバのビジネスプロセスのモデリングツールである

エンジンの

してプロセスの改善を行います。組織モデルとビジネスルールを付加していくことによって、既存の
情報システムとの連携を行える実行プログラムを自動生成することができます。

InnovaFlowはこれらのプログラムをワークフローエンジンから起動しながら、業務を実行してい

モニタリング
モニタリング

実行
実行

きます。設定したKPIを自動で測定するとともに、実行履歴を取得しながら、業務全体をモニタリング

日本版SOX
日本版SOX法対応モジュール
SOX法対応モジュール

していきます。

InnovaDesignerを拡張して内部統制で必要とされる「業務記

は、

述書」「プロセス・フロー・チャート(PFC)」「リスク・コントロール・マトリックス(RCM)」「職務分離表」の

InnovaFlow

文書を作成・管理するものです。

の主な機能
ビジネスプロセスのモデリング
InnovaDesigner

マップ上に部門・役割のアクティビティを配置し
ながらプロセスマップを設計します。ビジネス ロジッ
クによってアクティビティを連結し、分岐・結合の組
み合わせでルーティング（経路指定）ルールを定
義します。

InnovaFlow

ワークフロー実行
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組織のモデリング

部門と役割を追加して新たな組織ストラクチャを
作成します。人事システムから抽出した人事情報
をバッチアドミンツールを使って、InnovaFlowユー
ザを作成・管理します。

シミュレーション
モデリングしたプロセスマップに、要員数、業務
量、処理時間などを設定して、全体業務のシミュレー
ションを行うことができます。
各種マクロ
通常承認、代理承認、否認、引戻し、差戻し、保
留、引上げ、バブルアップなどの機能があらかじめ
実装されています。カレンダー、ファイル添付など
のデザインタイムコントロール(DTC)をフォームに
配置して利用することもできます。
ビジネスルールの作成
詳細な処理条件や外部システムの連携処理など

システム管理
システム管理者は、ユーザ管理、組織・役割管
理、パスワードポリシー管理、イベントログ管理、管
理者メッセージの送信などをGUI操作で行うことが
できます。
ワークフロー拡張機能
ワークフローで定義されたルールの期限処理の
制御を行います。
自動的に実行されるアクティビティについては、
ロボットユーザが自動承認を行います。
ユーザの受信トレイに新しいジョブが届いたとき
の通知処理を行います。
外部アプリケーションがInnovaFlowエンジンと
接続できるように仮想クライアントと呼ばれる
ActiveXオブジェクトがあります。
案件の検索
ユーザは過去の案件について様々な条件で検
索を行うことができます。
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サービス
支援
め 各種
提供
業務改善コンサルティングサービス
ビジネスプロセスのモデリングや現状分析と業務
分析のコンサルティングを行います。
開発支援サービス
他の情報システムとの連携やビジネスルールの
開発の支援を行います。
教育サービス
製品の操作方法から、全体業務の構築方法に
関する教育コースを提供しています。
製品サポートサービス
製品のバージョンアップや障害対応支援などの
サポートを提供しています。
各種ビジネスプロセスのテンプレート
販売代理店から各種のビジネスプロセスのテン
プレートを提供しています。各販売代理店にお問
ビジネスプロセスのモデリングと実行を

た

ワークフローウィザード
ワークフローウィザードでコンパイルすることで、
ASPプログラムを自動生成し、正しいディレクトリに
配置をします。
Microsoft Excelとのインタフェース
Excelとのインタフェース
担当者などからヒアリングして作成した業務内容
を記述したExcelシートからプロセスマップを簡単
に作成することができます。InnovaDesignerと
Excelシートは双方向にデータ交換が可能です。
Microsoft Projectとのインタフェース
Projectとのインタフェース
InnovaDesignerで作成したプロセスマップを
Microsoft Projectにインポートすることができます。

統計情報収集
ワークフローが実行されると、自動的にトランザク
ション数（案件数）、待機時間、保留時間などを収
集し、様々な条件でレポート出力することができま
す。
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