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さらにそのうち30%が、当初の想定よりも数年早
くDXが進んだと回答しています*。持続的成長の
ためには、常に変化を受け入れ、変革し続ける必
要があるとCEOは感じています。
KPMG Powered Enterpriseは、持続的成長のための業務変
革ソリューションです。
各業界や業務プロセスに関する深い知見、グローバルのデリ
バリーチーム、そして先進的なテクノロジーを駆使し、企業
の変革、パフォーマンスの向上、価値創造を長期にわたり
支援します。KPMGが継続的な投資を行っているアプリ
ケーションやターゲットオペレーティングモデル、プロセ
ス、ツールにより、企業は期待する成果をタイムリーに得
ることができます。
さまざまな環境がかつてないスピードで変化していくなか
で、多くの企業が変革を成し遂げようと懸命に取り組んで
います。KPMG Powered Enterpriseにより、その変革を実
現することが可能となります。

テクノロジーを超えたソリューション
KPMG Powered Enterpriseは、単に経理財務管理やサプライ
チェーンマネジメントを新たなデジタルプラットフォームに
移行するだけではありません。このソリューションが目指す
のは、新しい企業のあり方を見つけることです。データに基
づく人事制度の導入や、顧客中心のビジネスモデル構築にあ
たり、これまでにないレベルの俊敏性、洞察、効率、パ
フォーマンスを引き出します。
そして実現された変革を企業全体に展開することで、その価
値を何倍にも増やすことができます。

KPMG Powered Enterpriseが選ばれる理由

KPMGが構築した標準モデルを活用することで、
先進的な業務機能の実装が可能

プロジェクトのリスクを減らしつつ、より短期間
で変革を実現

持続的成長のためのプラットフォームとアプ
ローチの開発が可能

以下の各業務領域の変革をサポート

変革の推進
ビジネスの変革を成功させ、持続可能なものとするため
には、業務プロセスの設計からサービスの提供に至るま
で、企業のあらゆるレベルとレイヤーにおける影響を把
握する必要があります。KPMG Powered Enterpriseは、
先進的なテクノロジーを活用して組織改革の現実的な課
題を解決することで、短期的な成果を得ながら将来的な
ニーズにも対応します。KPMGが擁するプロフェッショ
ナルはビジネス変革に伴う人的課題を理解しており、社
員のエンパワーメントと変革を受け入れる企業文化の醸
成を支援します。

導入のメリット
— 業務部門のDXの加速
— 先進事例やソリューションの即時活用
— チェンジマネジメントの強化と従業員体験の向上
— 合意された変革ロードマップの策定と変革を受け入れる
企業文化の醸成

— ビジネス変革リスクの低減と投資対効果の向上
— 持続的成長のためのプラットフォームの構築

持続的成長のためのソリューション
CEOの80%はコロナ禍でデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速し、なかでも
オペレーションのデジタル化が最も進んだと回答しています*。

* KPMGグローバルCEO調査2020
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ソリューションに含まれるもの
KPMG Powered Enterpriseは、先進的な事例と業務プロセス、実績のあるテク
ノロジーソリューション、次世代の業務変革フレームワークを提供する真の統
合型ソリューションです。各構成要素がそれぞれの役割を果たし、テクノロ
ジーから最大限の価値を引き出すとともに、成果の実現を支援します。KPMG
のプロフェッショナルが持つ豊富なビジネス知識と経験に裏打ちされたこれら
の要素が1つになり、確実な成果へと導きます。
Powered Enterpriseは、以下の3つの要素から構成されます。
KPMG Target Operating Model (TOM) - 企業が業務変革を実現する際に
利用可能な目指す姿の模範解答
KPMG Powered Execution Suite -企業の業務変革とDXを成功に導くための方
法論および最先端の実行支援ツール
KPMG Powered Evolution -継続的な業務変革とDXを推進するためのサービス

KPMG Target Operating Modelの価値
KPMG Target Operating Model（TOM）は、業務変革の成功を実現するツール
です。まず、何を達成するかのビジョンを設定します。次に、自社が採用した
テクノロジープラットフォームをベースに、将来どのようなオペレーティング
モデルが有効かを検証します。そのうえで、各ビジネス機能レイヤーで確実に
成果が得られるよう導入プロセスを進めていきます。

TOMには、組織設計における6つの重要なレイヤー（業務プロセス、人材、
サービス提供モデル、テクノロジー、パフォーマンス・インサイト＆データ、
ガバナンス）ごとに、詳細かつ実証済みのアセット（導入をサポートするツー
ル類）があらかじめ設定されています。

これらのアセットは価値実現のスピードを速めることを目的とし、各ビジネス
機能やテクノロジープラットフォームに紐づいています。

KPMG Powered Enterpriseは、企業に業務変革、俊敏性、そして持続的成長を
もたらします。継続的な投資、優れたプラクティスにおける長年の経験、企業や
主要な業界パートナーとの継続的なコラボレーションを積み重ねてきた成果が結
集しています。これにより、現代ビジネスにおいて日々変化するニーズに対し、
進化するテクノロジーで応えることが可能となります。
KPMG Powered Enterpriseにより、変革をネガティブな事象としてではなく、
ポジティブな機会として受け入れられるようになります。KPMGは、デジタル
な未来に向けて安心して舵取りができるよう、細やかに連携しながらサポート
します。また、高パフォーマンス企業になるためのロードマップを作成し、進
化し続けるために必要な機動力を定着させます。いかなる困難が訪れようと、
乗り越えられる準備をしておくことが重要です。

KPMG Powered Enterpriseが
もたらすもの
— 企業のビジネスモデルの刷新

— 組織の成長とともに進化する俊敏な
業務部門の構築

— 社員が変革を受け入れられる企業文
化の醸成

— 価値創造とパフォーマンス向上のた
めの先進テクノロジーの活用

— 未来の成功へと導くための先進事例
の採用

— サービスの提供とデータの活用を
最適化することによる競争優位性の
獲得

お問合せ先

KPMGコンサルティング株式会社

T: 03-3548-5111
E: kc@jp.kpmg.com
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優れたプラクティスが
あらかじめ設定された
テクノロジープラットフォーム
— Coupa

— Ivalua

— MetricStream

— Microsoft

— Okta

— Oracle

— SailPoint

— Salesforce

— SAP

— ServiceNow

— Workday

想像してみてください…

顧客の声や予測分析に基づいた意思決定
が可能となります

コストもリスクも低減できるグローバルレ
ベルで標準化された業務プロセスを手に入
れられます

組織体制や必要なスキルセットを継続的
に見直せます

テクノロジーへの投資対効果が高まります

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があり
ます。本文中では、Copyright、TM、Rマーク等は省略しています。
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本リーフレットで紹介するサービス
は、公認会計士法、独立性規則およ
び利益相反等の観点から、提供でき
る企業や提供できる業務の範囲等に
一定の制限がかかる場合があります。
詳しくはKPMGコンサルティング株
式会社までお問合せください。


