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各国の税および法改正に関する 
更新サービス 
リミニストリートの税および法改正対策によって、あらゆる規
模のお客様のアプリケーションを常に最新状態に保ち、法令
の改正に準拠させることが可能になります。最新の更新を直
ちに特定、照合、精査し、設計・開発からテスト、機能更新 
パッケージ化までを確実に行ってお届けします。 

このために、リミニストリートは世界各国および州政府、地方
自治体に加え、すべての主要な税および法令サービス機関と
連携しています。当社独自の方法論により、お客様に最高の
品質と、業界最速の更新サイクル “legislature-to-liveSM” をお
届けできるようになりました。
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358,000+
豊富な経験
当社は、2005 年から税および法改正
に関するミッションクリティカルな更
新を数多く行ってきました。リミニスト
リートのチームは業界屈指の豊富な経
験を持ち合わせています。

リミニストリートのサービス内容

当社エンタープライズ ソフトウェア サポート
プログラムは、受賞歴があり 税および法改
正に関する更新サービスの開発から提供
までを、標準装備しています。更新サービス
の特徴は下記のとおりです。

― 経験豊富な税および法改正チーム 
世界中のエンタープライズ ソフトウェア
をご利用のお客様に対し、ミッションク
リティカルの更新を正確に行うことにお
いて、リミニストリートは長い歴史と実績
を誇ります。

― 個別のニーズに応じた機能更新パッケージ
税および法改正に関する更新はすべて、
お客様それぞれの仕様に応じてカスタマ
イズされます。品質と個別ニーズへの対応
を重視し、貴社システム環境に必要な 
更新だけを提供します。

― 適切な時期でのご提供  給与管理などの
複雑なモジュールの場合、短期間に繰り
返される変更への対応に日頃から苦慮さ
れていることと思います。当社では、お客
様に最高品質の更新を提供するのみな
らず、その更新をソフトウェアベンダーよ
りも平均で数日早くお届けします。

お客様にとっての価値

リミニストリートは、年間サポート料を上回
る価値と、ソフトウェアベンダーのサポート 
プログラムを大幅に凌ぐメリットを実現し
ます。お客様のメリットは下記のとおりです。

― 法令順守の維持  絶えず変化する税およ
び法令上の要件に準拠できます。

― 信頼  税および法改正に関する、正確で
完成度が高く、タイムリーな更新実績は、
貴社の信頼に応えるものと自負しています。
より高度なサービスとワールドクラスの
税務研究組織、および世界各国の税お
よび法改正の更新における開発と提供に
関する ISO 9001:2015 認証に裏付けされ
ています。

― コストの節約  ERP ベンダーのサポートに
比べて、年間サポート料を 50 パーセント
削減できます。

― 最大限の活用  貴社が現在ご使用中の安定
した ERP リリースを、当社が 15 年以上
サポートします。これまで同リリースに
行った多額の投資を最大限ご活用いた
だけます。
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あまねく、深く 

給与管理、人事、諸手当、年金、買掛金、資産管理、およびそ
の他のアプリケーションでは、国や地方自治体に対する法令
順守のために、高品質かつタイムリーな税および法改正の 
更新が必要とされます。リミニストリートは、こうした状況に
対応するため税・法改正の調査、開発、そして顧客サービス
に特化した組織を構築してまいりました。

中小規模の企業から、従業員 10 万人規模のグローバル企業に
至るあらゆる規模のお客様のご要望に応じて、税および法改正
に関する機能更新を担います。

リミニストリートが提供する税および 
法改正に関する更新のカテゴリ 

人事に関する変更

– 人的資本とレポーティング
– 勤務時間と労務
– 社会保障
– 医療保険
– 給与管理
– 諸手当
– 年金管理
– 源泉徴収税率
– 年末処理関連レポーティング
–  復員軍人雇用 (VETS) および雇用機会 

均等 (EEO) に関する報告
– 医療保険制度改革法 (PPACA) サポート
– その他

取引税に関する変更

– 売上税および使用税
– 物品サービス税
– 地方売上税
– 付加価値税
– 関税
– 条約によって制定された税
– その他

金融規制に関する変更

– 1099
– 資産管理
– 財務会計基準審議会 (FASB) 報告
– 国際会計基準審議会 (IASB) 報告
– 国際会計基準 (IFRS)
– 一般会計原則 (GAAP)
– 行政上の報告
– 財務省
– 気候変動税
– その他

全世界の税および法改正の更新に関する
情報の一元化

税および法改正に関する更新情報を入手しお
客様に提供するために、リミニストリートは、
最も包括的で周到、かつ厳正なプロセスを
定義、構築いたしました。

当社が培ってきた専門的知識だけでなく、 
税および法令の変更情報を収集しながら絶え
間なく更新される独自の大規模データベース 
レポジトリは、世界で唯一のものです。
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世界を網羅 

給与税、取引税、財務会計、報告、およびコンプライアンスに
関する規制、基準、および法律は、世界中で毎日絶えず変化し
ています。当社は、繰り返し行われる更新、規制や政策の特別
変更、IFRS 会計基準の新規制定などの大きな移行を含むさま
ざまな状況にお客様が備え、対応できるようにお手伝いします。

リミニストリートが 
サポートするシステム

– JD Edwards EnterpriseOne (Oracle®)
– JD Edwards World (Oracle®)
– PeopleSoft (Oracle®)
– Oracle E-Business Suite 
– SAP

アプリケーション・モジュール向けの 
更新内容

– 買掛金
– 資産管理
– 諸手当
– 財政支援
– 人事
– 給与管理*
– 年金

*アプリケーション限定

リミニストリートが対応している言語

アラビア語、中国語 ( 標準 )、英語、 
フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、 
ヒンディー語、イタリア語、日本語、 
ノルウェー語、ポルトガル語、ロシア語、
スペイン語、スウェーデン語、タミル語、
ベトナム語

200
世界を網羅 

リミニストリートは、約 200 か国を対象
に、各国の税および法改正に関する更新
機能を提供しています。
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アプローチと方法論 

リミニストリートが提供する税および法改正に関する更新 
機能は、特定、照合、精査、設計、開発、および品質テストから
成る厳正なプロセスを経ています。当社の方法論 ( 反対側の
ページを参照 ) では、効率性、有用性、および正確性を確保
するように設計された最先端のテクノロジを活用しています。
税および法改正の情報源における全ての変更を収集格納する
独自のデータベース レポジトリがその一例です。

税および法改正の研究調査

リミニストリートは、世界中の何万もの税お
よび法令当局の動きをモニターしています。
検討と分析が必要な各国のすべての変更を
特定するために、当社は何百もの信頼でき
る情報源からのデータを比較検証します。 

すべての対象範囲を押さえた最大限正確な
必要情報は、単一のデータ ソースだけで確
保することはできません。複数の情報源を
比較することが不可欠です。そこで、研究
調査と最終成果物が確実に正確なものにな
るように、当社独自のトリプルチェック体制
を敷いています。政府への直接確認に加え、
大手の税・法改正研究報告サービスの利用、
さらに世界有数の会計事務所や法律事務所
などの三次情報源も利用します。 

会計パートナーと法律パートナー

リミニストリートは、国内に在籍する様々
な国際的なエキスパートと協力して、税お
よび法改正の対象範囲と分析が正確かど
うかを三重にチェックしています。 

エキスパートの例 :

– 4 大会計事務所のうち 2 社 
– 一流グローバル法律事務所 2 社 
–  財務管理者協会 (Financial Executive 

International)
–  イギリス給与管理協会 (Chartered 

Institute of Payroll) 

また、当社は以下協会の会員です。アメリカ 
法曹協会 (American Bar Association)
税務部門、アメリカ給与管理協会
(American Payroll Association)、オースト
ラリア給与管理協会 (Australian Payroll 
Association)、カナダ給与管理協会
(Canadian Payroll Association)、税務 
政策研究所 (Tax Council Policy Institute)、
税務管理者協会 (Tax Executives Institute)、
給与管理専門家協会 (The Association for 
Payroll Specialists)

ISO 9001:2015 認証

リミニストリートは、エンタープライズ ソフト
ウェア サポートサービスのグローバルでの
提供に関して ISO 9001:2015 の認証を取得
しており、これには世界各国の税および法
改正に関する機能更新の開発と提供も含
まれております。機能更新の品質および一
貫性の担保につながるという意味において、
ISO 認証は重要です。

ISO 認証は、業界随一のプロセスを開発し
て実施することに対する企業の決意の一端
を反映しており、ひいてはお客様が高品質
かつ迅速なサービスを一貫して受けられる
ことを保証するものです。 

9001:2015
良質なプロセスに宿る自信
世界各国の税および法改正に関する
更新の研究調査、提供を目的とした
当社の厳正なプロセスは、ISO EN ISO 
9001:2015 標準に準拠しています。
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1. 情報の入手と検証 

リミニストリートでは、国別専門調査担当 
(CRS) が、世界各国の税および法令の改正
点の特定と照合に特化して従事しています。
CRS は情報入手および検証するにあたり、
三段階のプロセスを踏みます。

― 一次情報源政府または法令制定機関 
など、法律や規制の制定元

― 二次情報源リソース サービス、規制 
通知サービス、規制通知 Web サイト 
などの第三者情報源

― 三次情報源一流のグローバル税理 
事務所、会計事務所、および法律 
事務所に所属する国内のエキスパート

合法かつ有効な税・法改正と認識された
ものは、すべて変更記録 (Change Memo) 
に記載され、機能分析と要件定義へ進め
られます。

2. 機能分析と要件定義

リミニストリートは、規制および法律の 
変更を逐一精査し、お客様が使用している
さまざまなアプリケーションに必要となる
税および法改正に関する更新 (給与管理、
資産、年金、買掛金など ) を特定します。
これには、税および法令の変更が計算、 
追跡記録、および報告の要件にどのように
影響するかを完全に理解しておく必要が 
あります。 

ある変更の結果、サポート対象のベンダー、
アプリケーション、リリースのいずれかの
組み合わせに対するソフトウェア更新が 
必要だと当社ビジネス アナリストが判断 
した場合は、開発にむけた仕様書が作成
されます。

3. 開発とテスト

― リミニストリートの開発プロジェクトはす 
べて、その開始から終了までプロジェクト 
管理ツールや方法論に沿って行われます。
これは当社エンジニア設計による方法論
であり、具体的には税および法改正の 
更新に関連する非常に複雑な開発プロ
セスを管理します。このプロセスには、
何千というコード オブジェクト間の連動
関係などが含まれます。

― 税および法令の各変更を問題なく反映
するためには、複雑なコード変更に対す
る深い理解と知識が必要とされます。こ
うした知見を活かして当社のアプリケー
ションコード開発は計画されます。

― 開発は、厳しいテストと品質保証手順を
経て完了します。

4. 納品および納品後のサポート

― 税および法改正に関する機能更新には、
税率表、その他のデータ、その他のアプ
リケーション コードの変更が含まれる 
場合があります。また、新たな税および
法改正に対する処理の変更をサポートす
るために基本部分のコード修正を伴う 
場合があります。

― リミニストリートは、変更済みのオブジェ
クト本体に加え、明確かつ詳細なインス
トール説明書、リリース ノート、および
オブジェクト ガイドを同梱します。これ
らを活用頂く事でテストや本番環境への
適用スピードを向上できます。

― お客様固有の仕様および環境に合わせて
毎回カスタマイズされた更新が提供され
るので、必要なものだけを受け取ることが
できます。

― もちろん機能更新後のサポートもいたし 
ます。お客様には、24 時間 365 日対応の 
常時サポート、重大なケースでは 15 分以内 
の応答時間を保証しています。経験豊富な 
専任サポート エンジニア (PSE) が、税および 
法改正に関する更新の実装時に生じる質問
や問題の解決をお手伝いいたします。

当社は、変化し続ける何千もの
税および法改正上の要件を継続
して研究調査、分析し、それらの
要件に基づいて機能更新の構築、
パッケージ化、および提供を行っ
ています。 

これは高度な専門業務であり、
専任チームが 実績ある方法論を
用いて実施しています。
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業界屈指の経験豊富なチーム 

世界最高水準の能力と経験を有する税務担当責任者、コンプ
ライアンスに関するエキスパート、お客様担当サポート責任者、
上級 ERP エンジニア、およびサポート スタッフがお客様を 
サポートします。

経験豊富な経営陣

リミニストリートの経営幹部は、エンター
プライズ ソフトウェア サポートの提供に
おいて業界随一の経験を誇ります。その
メンバーは、Oracle、SAP、PeopleSoft、JD 
Edwards、および Siebel の上級管理職を
経験しており、世界中のお客様サポートの
方針立案や実施、新製品の開発から実装、
アップグレードなどの幅広い責務を果たし
てきた人材です。

それぞれ、エンタープライズ ソフトウェア
製品のサポートの経験を平均 10 年以上 
積んでおり、その多くが革新的な独立系 
サポートの先駆者です。

世界レベルの税務専門家

リミニストリートの経営幹部は、各国の 
税および法改正に関する専門的知識を 
併せ持つ、ベテラン税務専門家、公認 
会計士 (CPA)、公認給与管理士 (CPP)、 
弁護士、経営者などで構成されています。
それぞれ、世界で最も高く評価されている
一流の金融サービスおよびコンサルティング
企業に上級職として在任した経験を有して
います。 

こうした分野の深い知識と豊富な経験を
持つ人材を社内に迎えることは、当社 
サポート部門における主要なイノベーション
の一つであり、お客様にとってのメリットに
もなっています。

調査研究スペシャリスト、ERP エンジニア、
およびサポート スタッフ

リミニストリートのお客様サポート スタッフ
は、全員が豊富な経験と知識を有し、税お
よび法改正に関する更新をタイムリーかつ
正確に提供してきた実績があります。その 
多くは、これまでソフトウェアベンダーの 
税および法改正に関するサポート チームで 
働いていました。また、調査、開発、および 
QA チームは製品ラインを中心に組織 
され、PeopleSoft、JD Edwards、Oracle® 
E-Business Suite、および SAP 環境に専念 
できるようにしています。当社エンジニア
は一流のエキスパートであり、技術的な 
専門分野における豊富な経験と創造力を
併せ持っています。

50 パーセント
コスト削減
ERP ベンダーのサポートに比べて、年間
サポート料を50パーセント削減できます。
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Greg Clore 
Dave & Buster's 社 
情報テクノロジー担当副社長 
売上高 6 億 9000 万ドル

Color Spot Nurseries 社 CIO 
株式非公開

「リミニストリートは、米国とカナダ 
の税および法改正に関して、常に 
スケジュールに先行して高品質な 
更新を提供してくれます。ドキュ 
メントの品質が素晴らしいほか、 
非常に対応の早いサポートを 
受けることができます。リミニ 
ストリート チームは税および法
改正更新の構築とサポートに 
おいて豊富な経験を積んでいる
ので、ミッションクリティカルな 
PeopleSoft アプリケーションの
サポートを安心して任せられます。
サポート プログラムの全体的な
対応と品質の良さには非常に 
満足しています」

「リミニストリートの SAP 用
Tax Engine (Rimini Street Tax 
Engine for SAP) は BSI の SAP 
給与管理計算において優れた 
ソリューションを提供してくれます。
当社のシステム専用にカスタマイズ
してくれた税および法改正更新の
おかげで、内部サポートの手間
を減らすことができました」

お客様の成功事例 

ワールドクラスのエンタープライズ 
ソフトウェア サポートには、リミニ
ストリートの税および法改正に関す
る専門的知識が不可欠であるとお
客様は考えています。 
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数十億ドル
参考情報
リミニストリートが税および法改正に 
関する更新サービスを行ったエンター 
プライズ システムにより、毎月正常に 
処理される取引価格

リミニストリート採用のメリット 

リミニストリートはプレミアレベルのサービスを提供する独
立系のエンタープライズソフトウェアサポートプロバイダーで
す。Fortune 500企業、Global 100企業、中規模企業、公共セ
クター組織を含め、世界中で多くのお客様がリミニストリート
のサービスを利用しています。

お客様のメリットは次のとおりです。 

コスト削減  ERP ベンダーのサポートに 
比べて、年間の保守費用を 50% 削減でき
ます。

最大限の ROI  現在お使いの安定した ERP
リリースに対して、これまでに行った多額
の投資を最大限活用できます。

対応の早いサービス 
リミニストリートは迅速にサポート対応 
いたします。お客様ごとに、その地域の 
専任サポート エンジニア(PSE) が任命され、
24 時間 365 日対応のサポートで、重大な
ケースは、15 分以内に対応いたします。

次世代のサポート プログラム 
リミニストリートのサポートには、カスタ 
マイズ、相互運用性、パフォーマンス チュー
ニングなど、標準的なベンダー サポート  
プログラムでは通常受けられない高度な
サービスが含まれています。

個別のニーズに対応したサービス モデル 
リミニストリートは、万人向けのアプローチ
ではなく、個別のニーズに対応したサービス
を提供しています。税および法改正に関す
る更新がカスタマイズされているため、各社
固有の実装に必要な更新だけを受け取るこ
とができます。

世界を網羅  リミニストリートは世界中の 
業務をサポートしており、約 200 か国を 
対象に、各国の税および法改正に関する 
更新サービスを提供しています。

コンプライアンス  絶えず変化する税およ
び法令上の要件に準拠できます。正確で 
完成度が高く、タイムリーな税および法
改正に関する更新実績を持つ当社に安心
してお任せください。

豊富な経験を備えた経営陣 
エンタープライズ ソフトウェアのサポート 
プログラムのほか、各国の税務やコンプ 
ライアンスにおける経験も豊富です。
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リミニストリートについて
リミニストリート（Nasdaq：RMNI）は、エンタープライズソ
フトウェア製品とサービスのグローバルプロバイダーであり、
Oracleおよび SAPのソフトウェア製品に対する第三者保守サ
ポートにおいて業界をリードしており、またSalesforce®のパー
トナー企業でもあります。リミニストリートは、エンタープライ
ズソフトウェアライセンシーにおいて、大幅にコストを削減し、
イノベーションのために資源を自由にし、より良好な業績結果
を達成することが可能となる、プレミアムで、非常に応答性が
高い、統合型のアプリケーション管理およびサポートサービス
を提供しています。業界を問わず、フォーチュン500のグロー
バル企業、中堅企業、公共セクター組織等を含む顧客が、信
頼できるエンタープライズソフトウェア製品とサービスのプロバ
イダーとしてリミニストリートにサポートを委託しています。 
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