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1 サブスクリプション価格に移行しませんか？ CFOを成功に導く移行のヒント 

サブスクリプションへの移行にはCXの変革を必要

とする 

 

ビジネスのイノベーション・サイクルは、

あらゆる業界できわめて高速化していま

す。今後 10年間に、より多くの企業が、

サブスクリプション・モデルに移行し、よ

り顧客の要求に応えながら競争力の強化を

図ることで、企業収益は安定化し、拡大し

ていくことでしょう。こうしたサブスクリ

プション・モデルを導入した場合、ビジネ

スとカスタマー・エクスペリエンス（CX）

の変革が、経営上の重要なポイントになり

ます。

しかし一方で、サブスクリプション・モデ

ルへの移行には、会社の財務が複雑化し、

財務報告の正確性が損なわれるというリス

クを伴います。したがって、サブスクリプ

ション・モデルに移行、もしくはサブスク

リプション・モデルを新たに追加する際に

は、既存の財務ルール規律のニーズと戦略

的柔軟性のニーズのバランスを取る必要が

あります。 

 

 

所有の終焉—メリット 

 

サブスクリプション・モデルへのビジネス

変革を行うと、サブスクリプション・モデ

ルには数え切れないほどのメリットがある

ことに気付くはずです。サブスクリプショ

ンとはすなわち、売り手側にとっても買い

手側にとっても、所有という行為が終焉を

迎えるということです。サブスクリプショ

ン契約は、売り手側と買い手側の双方に利

益をもたらす、継続的な顧客関係を築くう

えでの第一歩となります。サブスクリプ

ション・モデルの場合、販売の時点で所有

権を買い手側に移転するのではなく、製品

やサービス、エクスペリエンスを利用する

権利を買い手側に付与します。 
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売り手側と買い手側にとっての 

サブスクリプション・モデルのメリット 

 

• 買い手側は、多額の費用を前払いするかわりに、コストと支払いを長期的に分散させる

ことができます。 

• 顧客満足度と顧客維持率という、ビジネスの成功を評価する新たな指標があります。サ

ブスクライバーの解約率を低下させることがより大きな焦点となり、新規契約獲得を追

求することよりも重要視されるようになってきています。 

• サブスクリプションは、継続的なアップセルとクロスセルの新たな機会をもたらし、既

存の顧客における顧客内シェアを拡大します。 

• 収益とキャッシュ・フローの予測可能性が高まり、売上原価（COGS）が長期的に分散

されます。財務計画と財務報告が容易になります。 

• 貸借対照表上の固定資産と無形資産が減少するため、企業のさらなるアセットライト化

が可能になり、総資産利益率が向上します。 

 

サブスクリプション・モデルを採用する 5つの理由 

所有コストの

削減 

顧客維持率は成

功を評価する新

たな指標 

財務計画が 

予測可能 

クロスセルと

アップセルの

機会が増加 

総資産利益率

（ROA）が 

向上 

サブスクリプションはエントリー・レベル

のモデルとして優れており、顧客の成熟度

に合わせて機能を追加し、導入当初から価

値を得ることができる 

出典：Smarter With Gartner、2018年 5月 
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サブスクリプション・モデルの課題解決には

全面的な転換が必要 

 

 

サブスクリプション・モデルに移行する際

に課題となるのは、企業文化、販売、テク

ノロジー、財務にいたるまで、さまざまな

分野で起こる可能性のある混乱です。 

企業文化について言えば、サブスクリプ

ション更新サイクルを効果的に管理するに

は、新規販売の場合と同じくらいの注意と

投資が必要になります。収益を生み出さな

い部門が突然、顧客と相対することになる

こともあります。マーケティング、営業、

サービス、財務の各部門が、顧客のライフ

サイクル全体を通じて、緊密に協力してい

くことが求められます。 

市場開拓と営業のアプローチも変化しま

す。営業とマーケティングにおけるインセ

ンティブ制度は、新規ビジネスの成約から

長期的な顧客関係の構築へと軸足を移しま

す。製品開発は一連の継続的な改善作業と

なり、何よりも顧客満足度が重要視されま

す。 

こうした課題を克服するには、財務システ

ムを適切な収益管理システムと完全に統合

しなければなりません。なぜなら、継続的

な収益モデルとリアルタイムの柔軟な請求

をサポートすることが必要になるためで

す。ビジネスが継続的な収益モデルへと移

行すると、多くの財務部門が既存の CRM

システムと ERPシステムの活用に苦労す

ることになります。一般的に既存の ERP

システムは従来の価格モデル（物販モデ

ル）に合わせて設計されており、最新のサ

ブスクリプションの価格モデルの複雑さや

動的な性質、請求、更新、変更といった収

益ライフサイクルの対顧客部分を管理でき

る収益管理コンポーネントを持たないため

です。このような統合性と機能の欠如が、

正確な財務情報の単一ソースとなることや

売上報告や財務報告のバックボーンの役割

を果たすことが求められる ERPシステム

に大きな負担をかけることになります。さ

らに、ERPと CRMが統合されていないこ

とは、精度の低いデータ、不正確な予測、

収益の流出、不適切な収益の記録などの原

因となります。 

 

 

 

継続的な収益モデルがビジネスにもたらす 5つの変化 

所有コストの

削減 

漸進な 

製品開発 

市場開拓戦略の

180度の転換 

リアルタイムの

柔軟な請求 

長期的な成果に 

重点を置いた営業

インセンティブ 
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これらの課題を回避するために、手動プロ

セスの導入や外部システムの購入によっ

て、サブスクリプションの請求と管理や収

益認識を期間に分散させるといったことに

なっています。この時点で、データ・サイ

ロが形成されます。 

ところが、長期的に見ると、こうした回避

策はいずれも、より動的で俊敏なサブスク

リプション・ビジネスに求められる財務報

告の課題を完全には解決しません。統合性

の欠如を解決するために、多くの企業は、

レガシーERPをカスタマイズして収益の管

理と記録を行うしか選択肢はないと感じて

います。ERPの枠を外れると、報告と追跡

の点で、サブスクリプション・ビジネスの

成功に対する可視性が低下します。 

当然ながら、ほとんどの財務部門では、財

務報告や収益認識を ERPの総勘定元帳の

外に移すことに不安を覚えます。ところ

が、サブスクリプション・モデルに関して

は、難しい問題や面倒な問題にも耐えるほ

かないと感じることが多いのです。 

では面倒な問題がいろいろと発生するのは

なぜでしょうか。 

収益の記録と管理を ERPの外部で行うと

いうことは、1つ請求書にまとめることが

できないことを意味します。結果、財務部

門は請求書の明細を細かく確認できませ

ん。たとえば、100万円の ACME社からの

注文が、ハードウェアや保守、サービスな

どが混在する複雑なものであったとして

も、単に ACME社からの 100万円の入金

として外部システムから渡されます。

ACME社が何を注文し、現在何を所有して

いるのかに関する明細はありません。 
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また、顧客が何を所有しているのか、収益

がどこで発生したのかについて、財務部門

が後から報告する必要が生じたときにはど

うでしょうか。複雑な部品表（BOM）に対

する収益を 1つにまとめ、報告書を作成

し、正確に記録することは不可能になりま

す。財務部門が請求書の明細を行項目レベ

ルで細かく確認できなければ、注文の個々

の構成要素について報告したり、顧客の完

全な履歴を理解したりすることはできませ

ん。さらに重要なことに、収益の認識と報

告をコア ERP／財務システムの外部で行っ

てしまうと、IFRS 15への準拠の点で、新

たなコンプライアンスの悪夢が始まりま

す。 

サブスクリプション・モデルでの進捗状況

の追跡に必要なメトリックを行レベルで明

確かつ詳細に把握できなければ、従来のモ

デルから将来のサブスクリプション・モデ

ルへの移行期間を切り抜ける、あるいは両

方のモデルをサポートするといった課題に

効果的に対処できず、苦労することになり

ます。 

 

 

サブスクリプション・モデルに移行する際の財務面の主な課題 

複雑な BOM

（耐久消費財と

サブスクリプ

ションが混在） 

収益流出 

収益認識 

正確な報告と

予測 

オムニチャネル

の販売システム

統合 

SmarterCXの記事を読んで、サブス

クリプション・ビジネス・モデルの

成功を評価するのに最適な方法につ

いてヒントを得てください。 

（ヒント：すべてがデータを指し示

しています） 

会計基準への適合

（IRFS 15） 

時間のかかる

製品発売 
行レベルの

報告と分析 
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ERP：オムニチャネルのサブスクリプション

売上の報告バックボーン 

 

サブスクリプション・モデルを実装し、サ

ポートする際には、手っ取り早い解決策や

シームレスな長期的回避策は存在しませ

ん。投資家が求める財務追跡規則に準拠す

るには、財務を明確に把握することが必要

です。メインの総勘定元帳とは別のシステ

ムを追加すると、このことがすぐに問題に

なります。ERPは、マーケティングから販

売、財務、カスタマー・サクセスにいたる

まで、ビジネス全体で使用される、1つの

信頼できる検証済みデータ・ソースとして

機能するように設計されています。 

ではどうすべきでしょうか。サブスクリプ

ション・モデルに移行する際に、会社の財

務が複雑で面倒な問題になるのを防ぐには

どうすればよいでしょうか。総勘定元帳を

維持し、その行レベルの明細をコア ERP

に取り込んで、販売やマーケティング、カ

スタマー・サクセスといった他の対顧客部

門で活用するには、どのような方法がある

でしょうか。 

 

 

サブスクリプション価格モデルへの移行/追加の際に実行する 5つのステップ 

収益認識が

ERPの外部に

移されるのを

阻止する 

厳格な KPIを

設定して成功を

評価する 

顧客の維持率と

生涯価値に 

注目する 

報告と分析を

長期的な視点

から考える 

追跡と監視を

オフラインで

行いたい衝動

と闘う 

サブスクリプション管理が財務部門の日常

に及ぼす影響については、こちらをご覧く

ださい。3つのヒントをご用意しています。 

1. ERPと収益認識 

2. 新たな価値モデル 

3. 新たなレベルの複雑さ 
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オラクルのサブスクリプション管理ソ

リューションでは、フロントオフィスのカ

スタマー・エクスペリエンス・アプリケー

ションが ERPの重要なバックオフィス・

データと緊密に統合されます。Oracle 

Subscription Managementは、受注から収

益までのすべてのプロセスをリンクさせ

て、次のことを可能にします。 

 

• 継続的な請求、入金、収益のプロセス

を自動化する 

• 何千もの顧客タッチポイント、料金、

配送、請求モデルをサポートする 

• コア ERPシステムでの収益認識を維

持する 

• 受注から収益までのエコシステムにお

ける各種アプリケーションを API

ファーストの手法で簡単に接続する 

完全に統合されたオラクルのサブスクリプ

ション管理/ERP/収益管理ソリューション

により、CFOは、顧客のライフサイクル全

体を通じて、販売やサービス、マーケティ

ング、eコマースなどの顧客タッチポイン

トのすべてで、サブスクリプション・ビジ

ネスを明確に把握することができます。ビ

ジネス・チームは、継続的な製品の選定と

料金設定、契約と条件の期間の設定、サー

ビス・プランの補償サービスと保証の作

成、構成可能なサブスクリプションや混合

注文の変更と見積もり、継続的な請求と使

用量ベースの請求の作成を行うことができ

ます。 

 

モバイル/ 

Web 

Oracle 
Subscription 

Management 

すべての業種 

メディア/サービス 

小売/CRG 

通信 

製造 

医療 

 

すべてのビジネス・モデル 
B2C 

B2B販売 

B2Bチャネル 

サブスクリプション 

すべての利害関係者 

消費者 

フィールド・セールス 

パートナー/再販業者 

サービス・ 

エージェント 

eコマース 

店舗/POS 

IoT 

デバイス 

音声 

コール・

センター 

AR/VR 

ディスプレイ 

チャット 

CRM/販売 
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結論 

 

サブスクリプションによる収益と、最終的

には財務面での長期的な成長を最大化する

ために、経営チーム、特に財務役員は、ど

のような財務手段を取れば従来の販売モデ

ルと同じように商品やサービスの価値を最

適化できるかを理解する必要があります。

財務役員は、解約率（チャーン）と顧客ラ

イフタイムバリュー（CLV）を理解するこ

とで、長期的に見て最大の顧客価値が得ら

れる料金と契約条件を設定して、ビジネス

を主導できるようになります。同様に、財

務報告書は当月（または当四半期）の決算

の内容にとどまらず、会社の収益性と収益

の健全性に関して長期的な視点に立ったも

のであることが必要になります。 

長期的な視点に立つとは、サブスクリプ

ション・ビジネスの発展と健全性を追跡、

監視するための手動プロセスを増やしたい

という誘惑に屈しないことを意味します。 

なぜなら、複数のシステムで情報を保持し

ていると、期間途中での解約や変更を管理

するのが不可能になるからです。サブスク

リプション管理だけを切り離して、コア

ERPの外部で収益を追跡することは避けな

ければなりません。 

競合他社に差をつけるために、既存の ERP

をカスタマイズしたり、外部のサブスクリ

プション・システムを利用するのは良い解

決方法ではありません。サブスクリプショ

ン・ビジネス・モデルに向けての進捗状況

の追跡に使用する主要指標を定義し、その

指標を継続的に追跡するプロセスを厳格に

定める。それが、企業が成功を収めるため

にすべきことです。それができたら、完全

に統合され、適切な機能を備えたシステム

を構築して、目標を大規模に達成すること

に専念してください。 

 

 

 

詳細情報 

oracle.com/jp/cx/sales/subscription-management/にアクセスし

てください 
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