トレジャリー & ファイナンスの
No.1 クラウド・プラットフォーム
キリバを利用することにより、財務部門による資金管理、リスク管理、支払・送金、運転資金改善の主な業務を
最適化することができます。キリバは、昨今の多くの複雑な財務課題に取り組むための非常にセキュアな SaaS
プラットフォーム、卓越した接続性、および包括的な製品群を提供します。
製品カテゴリー

SaaS

セキュリティ

レポーティング

• 資金流動性管理

• 保守料なし -

• SOC 1と SOC 2 への対応

• 何百種類ものカスタマイズ

• 支払・送金
• リスク管理
• サプライチェーン
ファイナンス

• コントロール＆

コンプライアンス

サブスクリプション・ベース

• 予測可能なコスト
• 自動アップデート
• 完全な冗長性と災害復旧

• 事業継続性と災害復旧
• 完全なデータ暗号化
• 自動的な監査証跡

可能なレポート

• すぐに使える

ダッシュボード

• 自動化された

スケジューリング

• PDF、Excel、

HTML フォーマット

• 電子メールでのレポート配信

キリバは企業の財務管理に即した包括的な
統合ソリューションをご提供いたします。
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資金流動性管理

キリバは CFO と財務担当者に可視性とレポーティングを提供することで、資金の最適化、銀行
口座と流動性の管理、コンプライアンスおよび投資、借入、インターカンパニーローンの管理を
実現します。
資金ポジション管理
キリバは前日と日中の資金ポジションを確
認できる柔軟な資金の可視化に加え、精緻
な照合機能を提供しています。
資金繰り予測
キリバの資金予測モジュールは、正確な資
金予測を実施評価するための優れた幅広い
オプションを備えています。キリバを利用す
ることにより、お客様は資金予測の精度を
高め、対象範囲を日別、週別、月別単位で
拡張することができます。
キャッシュプーリングと
インハウスバンキング
お客様はノーショナルプーリングおよびアク
チュアルプーリングを管理でき、リアルタイ
ムでグループ会社間の取引ポジション管理、

金利計算、自動化したレポーティングが利
用可能です。
マルチラテラルネッティング
キリバのマルチラテラルネッティングは参加
者単位で買掛、売掛ポジションを計算し、
最適化したエクスポージャー管理およびイ
ンハウスバンクとの統合を実現します。
銀行口座管理
キリバの銀行口座管理モジュールには銀行
口座管理（BAM）、署名者の追跡、FBAR
レポーティング、銀行手数料分析があり、
銀行口座の統制を改善して銀行手数料の透
明性を高めます。

財務取引
キリバの投資、借入、およびグループファイ
ナンス管理モジュールは、支払・送金、会計、
資金予測モジュールに完全に連携した形で
財務取引の情報を網羅的に管理します。
会計とコンプライアンス
キリバ は すべ ての 資 金 お よび 流 動 性 モ
ジュールに対して仕訳を生成します。キリ
バはすべての ERP ソリューションに対応
し、総勘定元帳との自動連携を実現します。
また、キリバは照合機能により、勘定調整
を行い、毎月総勘定元帳からアップロード
された銀行口座の会計上の残高と実際の
口座残高を照合する銀行勘定調整を行い
ます。

支払・送金

キリバはトレジャリーペイメントとサプライヤーペイメント、ペイメントファクトリー、ならびに
支払代行に対応したグローバルなマルチバンクペイメントソリューションです。

キリバは完全なセキュリティと職務分掌によ
り、標準化した支払管理、支払業務による
不正のリアルタイムの検知、制裁対象者リ
ストの支払スクリーニングを提供します。
トレジャリーペイメント
支払はキリバ内でワンタイムの入力やテン
プレートを介して、もしくは社内システムか
らインポートする形で開始できます。すべて
の支払は、社内承認と社外認証の両方に対
するデジタル署名の適用を含め、キリバ内
で承認されます。キリバは開始、承認、文

書保管、伝送、および支払確認のワークフ
ローをサポートします。
サプライヤー（ERP）支払
キリバは ERP から銀行までの完全な接続
性を担保し、フォーマット変換、承認ワー
クフロー、自動連携による伝送と確認の自
動接続を実現します。ERP からの支払は銀
行に直接自動連携するか追加の承認や支払
スクリーニングおよび銀行毎のフォーマット
変換を行います。

支払接続
キリバは SWIFTNet、ホスト間接続、ロー
カルプロトコルを含む複数の接続チャネル
をサポートすることにより、お客様が最大
限自動化を行い、支払のセキュリティを確
保し、総コストを最小限に抑えることがで
きます。

コントロール＆コンプライアンス

財務責任者はキリバを利用することにより、強力な財務統制、精緻な監査報告および業界初の
不正防止機能を実装できます。
不正支払検知
キリバの最新モジュールは、支払をシナリ
オベースでリアルタイムに検知して防止しま
す。このモジュールにはカスタマイズしたス
コアリング、集中管理アラート、問題解決
管理ならびにデータの可視化とレポーティ
ングが含まれています。

アプリケーション・セキュリティ
キリバは二要素認 証、IP フィルタリング、
エンタープライズ SSO やその他のセキュリ
ティ強化機能を含め、不正アクセスから保
護するための多岐にわたるパスワードコント
ロールを提供します。
コントロールセンター
接続監視、権限と限度額の変更、不審な
行為の調査など、キリバのプラットフォーム

内のワークフローと財務活動を監視するた
めにキリバのコントロールセンターを利用し
ます。
電子署名
キリバは SWIFT 3SKey 電子 署名フォー
マットをサポートすることにより、ユーザー
がシステム内でメッセージにデジタル署名
し、認証することができるようになります。

サプライチェーンファイナンス

キリバのサプライチェーンファイナンスは、リバースファクタリングとダイナミックディスカウン
ティングの早期支払プログラムを通して、運転資金の改善や余剰資金の効率的な運用を実現し
ます。また、キリバの早期支払プラットフォームはサプライヤーの運転資金を改善すると共に、
資金不足に起因するサプライチェーンの破たんリスクも低減させます。
（DPO）を延ばし、運転資金を改善すると
リバースファクタリング
同時に主要サプライヤーの資金繰りを支援
キリバのリバースファクタリングソリュー
する機会を提供します。
ションは、承認済の請求書に対してサード
パーティーの融資による早期支払をサプラ
ダイナミックディスカウンティング
イヤーに提供するものです。リバースファク
ダイナミックディスカウンティングプログラ
タリングは単独で拠出するよりもより低い
ムは、余 剰資 金を持ち、利回りの低い短
割引と柔軟な条件を提供するためサプライ
ヤーにとって魅力的です。バイヤーにとって、 期投資に代わるリスクフリーのキャッシュリ
ターンを得るための方法を探している企業
リバースファクタリングは買掛債務回転日数

に最適です。キリバのプラットフォームでは、
バイヤーは即時に計算されるディスカウント
と引き換えに早期支払プログラムを利用で
きます。

リスク管理

キリバのリスク管理は、エクスポージャー管理、時価評価、リスク分析、デリバティブとヘッジ
会計を提供します。キリバには市場データおよび取引ポータルが連携されており、ヘッジプログ
ラムと会計基準対応をサポートします。包括的なリスク管理業務を実現します。
外国為替取引エクスポージャー管理
キリバのユーザーは、通貨エクスポージャー
と外国為替取引を精緻に追跡することにより
社内ヘッジポリシーに従うことができます。
エクスポージャーは ERP または他の社内シ
ステム、もしくはその両方からインポートで
き、ネッティングすることで通貨エクスポー
ジャーの総計を算出できます。

時価評価
キリバは市場データとの連携を活かし、信
用評価調整 (CVA/DVA) を含め、あらゆる
金融商品の時価評価をサポートしています。

デリバティブとヘッジ会計
キリバは有効性テスト、リスク指定、文書
アップロード、指定解除イベントのサポート、
および会計システムとの連携を含め、外国
為替と金利ヘッジプログラムに対するデリ
バティブとヘッジ会計をサポートしていま
す。キリバのヘッジ会計は FASB、IFRS、
およびローカル GAAP 要件への準拠をサ
ポートします。

組み込まれている機能
銀行接続
キリバはクラウド・プラットフォーム内に
グローバル 接 続サービスビューローを
統合した SWIFT 認定アプリケーション
で す。 キ リバ の 接 続 ソ リュー シ ョ ン
に は SWIFT Alliance Lite2、MT
C o n c e n t r a t o r、 S W I F T S e r v i c e
Bureau、ローカルプロトコル、および
FTP と API を使 用するホスト間接 続と
いったソリューションがあります。

  

クラウドにおける
セキュリティ

キリバは、単に IT 部門の情報セキュリティ
とアプリケーション・セキュリティの要件
を満たすだけでなく、それを上回るセキュ
リティ機能を提供します。キリバのクラウ
ドアプリケーションは、SOC1 と SOC2
の年次 監 査に加え、強力なパスワード
管 理、多要素認 証、IP フィルタリング、
デジタル署名、LDAP 認証によっても保
護されています。これらのセキュリティ投
資は、不正アクセス業務上の不正行為、
サイバー犯罪の防止に役立っています。

           

事業継続性
キリバは常時アクセスできるよう、包括的
な冗長アーキテクチャを提供しています。
キリバはデータ、レポート、銀行接 続、
ERP インタフェース、セキュリティプロト
コル、ログインプロシージャ、更に同じ
Web サイトにいたるまで、ソリューション
全体を複製して利用できるようにしてい
ます。お客様がキリバをいつでも利用で
きるよう、キリバは業界最高水準のシス
テム稼働時間と RTO（目標復旧時間）/
RPO（目標復旧時点）を提供します。

キリバについて

キリバはクラウドによる財務管理ソリューションの No.1 プロバイダーです。キリバは、資金及びリスク管理、支払とサプライチェーン・
ファイナンスに関する、数々の賞に輝いたソリューションで財務責任者とそのチームのお力になります。キリバは、昨今の非常に複雑な財務

課題に取り組むための、非常にセキュアな 100% SaaS プラットフォーム、卓越した銀行接続、シームレスに統合されたソリューションを

提供しています。世界有数の多くの企業を含め、1,800 社以上が、主なプロセスを合理化し、不正からの保護とコンプライアンスの強化、

意思決定支援の改善を通じた成長機会の加速のためにキリバを活用しています。キリバはニューヨークに本社を置き、サンディエゴ、パリ、
ロンドン、東京、ドバイ、その他の大都市にオフィスを構えています。詳しくは www.kyriba.jp をご覧ください。

