Business Transformation Case Studies powered by SAP Analytics Cloud

グループを横断した経営情報の分析・活用を
支える SAP Analytics Cloud によって、
私たちのグローバル戦略は加速しています。
熊倉真太郎氏

株式会社 LIXIL 参事 経理財務本部 企画管理部長
* 2020 年 3月の取材時点

山口覚子氏

株式会社 LIXIL 経理本部 企画管理部 BI 推進グループリーダー
肥後英人氏

株式会社 LIXIL IT 部門 基幹システム統括部 経理基幹刷新室 管理会計グループ

株式会社 LIXIL
グローバルにおける経営判断のさらなる
迅速化に向けて、経営情報管理基盤を
SAP® Analytics Cloudで構築
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分野でトップクラスの実績を誇る株式会社 LIXIL。積極的な M ＆ A を通じた

年間売上高

経営情報の管理が課題となっていた同社では、新たな統合管理基盤として

従業員数

グローバル戦略の中で、地域ごとに異なる SAPインスタンスを横断した

SAP Analytics Cloud を導入しました。すでに導入から約 1 年が経過した
海外拠点での成果を受けて、2020 年からは国内本社への導入も
本格化していく考えです。
導入目的

• 異なる SAP インスタンスで管理される経営情報の効率的な連携
• M ＆ A を通じて拡大する事業会社間のシナジー戦略の推進

SAP 選択の理由 • SAP Business Warehouse powered by SAP HANA® との
高い親和性

• クラウドならではの導入のしやすさ、開発の効率化

• 実績データとの緊密な連携、柔軟なレポーティング活用
導入効果

1 兆 6,944 億円（2020 年 3 月期）

約 7 万 5,000 人（グループ連結、2020 年 3 月期）
本社

東京都江東区

URL
https://www.lixil.com/jp/

• LIXIL グループを横断した新たな経営管理情報基盤の構築
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業種

• グローバルの拠点を横断したリアルタイムなデータ連携
• 膨大なデータを高速処理する優れたパフォーマンス

• 高度な意思決定を支援するダッシュボードの表現力

ソリューション

SAP® Analytics Cloud
活用分野

経営情報管理、分析

株式会社 LIXIL

Business Transformation Case Studies powered by SAP Analytics Cloud

グローバル市場での成長に不可欠な
グループを横断した情報管理基盤

約 270 の事業会社から構成され、150 以上の

国と地域で商品・サービスを提供する LIXIL グ

ループにとって、M ＆ A によって新たにグルー
プに加わった事業会社の情報システムといか

かつてない
ダッシュボードの表現力、
トレーニング不要の
シンプルな操作性

SAP Analytics Cloud は、重要

な意思決定を行う上で不可欠な

にして効率的に連携できるかは、継続的な経 「ビジネスインテリジェンス」
「予算

営課題でした。

「これまでの M ＆ A によって、LIXIL グループ

そ
はドイツ、
アメリカ、
アジアの各リージョンで、
れぞれ異なる SAP®インスタンスを運用するこ

計画」
「予測分析」の 3 つの機能を

ワンストップで提 供しています。

LIXIL では現在、この中の「予算計

画」
「予測分析」の導入を海外の拠

とになりました。そのため、精度の高い意思決

点で進めています。会計系の移行

べての経営情報を統合管理する新たな基盤を

ロジスティックス系が完了すれば、予算登録や

参事 経理財務本部 企画管理部長（2020 年 3

SAP Analytics Cloud で実行できます。

定を実現するためには、グループを横断してす

プロジェクトに参画した東京本社のメンバー

はすでに完了し、現在進めている

構築する必要がありました」と振り返るのは、 見込みの提出、分析のアウトプットが、すべて
月の取材時点）の熊倉真太郎氏です。

新たな管理基盤では、当然ながら予算、見込

また、熊倉氏は SAP Analytics Cloud の

気を引き締めます。今後の活用について、現在
は経営陣から新たに示された KPI として、
ROIC

（Return On Invested Capital 投下資本利益

率）
を SAP Analytics Cloud へ組み込むべく

ユーザビリティも高く評価しています。

開発を進めているほか、マネジメント層から業

携・分析できる機能が求められます。最終的に

て経験したことがないほどの表現力です。さま

途に最適化されたダッシュボードを開発するな

SAP Analytics Cloud の採用の決めた理由に

ざまなグラフやデータのプロット形式などのオ

ど、より使いやすく効率的な利用環境を充実さ

み、実績などのデータをリアルタイムで登録・連

ついて、導入プロジェクトのリーダーを務めた
経理本部 企画管理部 BI 推進グループリーダー
の山口覚子氏は、次のように説明します。

「将来的に財務データ以外のあらゆる業務

データを集約することを考えると、システムには

「たとえばダッシュボードひとつ見ても、かつ

プションが用意されていて、必要な条件を設定

するだけで、すぐにビジュアル化されたデータ
がアウトプットされてくるのには驚きました」

さらに、山口氏によると新システム導入では

避けて通れないユーザー部門へのトレーニン

膨大なデータを高速処理できるパフォーマンス

グも、従来とは比較にならないほど簡単だった

も不可欠です。そうした観点から DWH には圧

といいます。

倒的な高速処理を実現するSAP BW powered

by SAP HANA を、またデータのインプット/

アウトプットおよび分析ツールには、複数製品

を念入りに比較検討した結果 SAP Analytics

Cloud を採用することに決めました」

た成果です。SAP Analytics Cloud によって

を目指す LIXIL グループのグローバル戦略を、

けるクラウドファーストのポリシーがあり、また

ニュアルを使った教育程度で十分でした」

振り返ります。

を世界の LIXIL グループがグローバルで一丸

となって成し遂げたことも、未来の成長に向け

のシートと見た目も変わらないので、今まで通

のユーザー部門に『これまで使っていた Excel

した。ワークショップなども開催せず、簡単なマ

ボードの柔軟性に大きな魅力を感じました」と

業を進めてきました。こうした一大プロジェクト

（熊倉氏）
ますます加速していくと考えています」

なパッケージなので、複雑な操作を新たに習得

IT の視点から「前提として LIXIL グループにお

ほか、機能面では分析機能の豊富さやダッシュ

ナンスおよび IT チームが緊密な協力体制で作

する必要はありません。初回の導入では、海外

幹刷新室 管理会計グループの肥後英人氏も、 京の本社にそのまま送信できます』と説明しま

の親和性、クラウドならではの開発スピードの

アジアの各ファイ
アメリカ、
「導入ではドイツ、

グループを横断した経営情報の活用が可能に

りデータを入力してセーブボタンを押せば、東

採用が決まっていたことから、SAP 製品同士

せていく考えです。

「SAP Analytics Cloud は非常にシンプル

同様に IT 部門 基幹システム統括部 経理基

すでに SAP BW powered by SAP HANA の

務の現場でのデータ活用まで、ユーザーの用

なったことで、私たちのグローバル戦略を今後
データ分析・活用を原動力にさらなる成長

SAP Analytics Cloud がこれからも強力に支
えていきます。

新たな KPI も取り込みながら

LIXIL グループの成長をサポート

海外拠点への導入から約 1 年を経過しました
が、熊倉氏は SAP Analytics Cloud の真価が

試されるのは 2020 年 4 月からの新年度だと

50000094（SE/20/07）© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
本書のいかなる部分も、SAP SE 又は SAP の関連会社の明示的な許可なくして、いかなる形式でも、いかなる目的にも複製又は伝送することはできません。本書に記載された情報は、
予告なしに変更されることがあります。SAP SE 及びその頒布業者によって販売される一部のソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダーの専有ソフトウェアコンポーネントが含まれ
ています。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。これらの文書は、いかなる種類の表明又は保証もなしで、情報提供のみを目的として、SAP SE 又はその関連会社によって提供
され、SAP 又はその関連会社は、これら文書に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAP 又はその関連会社の製品及びサービスに対する唯一の保証は、
当該製品及びサービスに伴う明示的保証がある場合に、
これに規定されたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありません。特に、SAP SE 又はその関連
会社は、本書若しくは関連の提示物に記載される業務を遂行する、又はそこに記述される機能を開発若しくはリリースする義務を負いません。本書、若しくは関連の提示物、及び SAP
SE 若しくはその関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、及び/ 又はプラットフォームの方向性並びに機能はすべて、変更となる可能性があり、SAP SE 若しくはその関連会社により
随時、予告なしで変更される場合があります。本書に記載する情報は、何らかの具体物、コード、若しくは機能を提供するという確約、約束、又は法的義務には当たりません。将来の見通し
に関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに関する
記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠するべきではありません。本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びに
それらの個々のロゴは、
ドイツ及びその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、
それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html をご覧ください。

お問い合わせ先

www.sap.com/japan/contactsap/

0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）

