ファイナンシャルプランニング
金融窓販ソリューション

ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
のご提案

お客様から選ばれる金融機関を目指して。
ＣＡＰは、金融機関様がＦＤ（フィデューシャリー・デューティー）を果たしながら、
多様なリテール商品の提案・販売を横断的に支援するための
最適なソリューションをご提供いたします。

https://www2.cap-net.co.jp/

デジタル革命の実現を目指して
人口構成が急激に変化しつつある日本、我が国の経済を取り巻く環境は、
ますます激しさを増しています。
また、スマートデバイスの興隆により消費者の金融商品検討方法・購入方法が
大きく変動しています。
個人金融市場の大きなテーマは、ゴールベースアプ
ローチに基づく確実な資産形成と相続・事業承継によ
る次世代への財産承継であるといえます。一方、リテー
ル商品は多様化・複雑化を示し、個人が投資目的に沿
う金融商品を選択することは難しくなっています。
金融機関のご担当さまにとっても、数多くの窓販商
品からお客さまのニーズや意向に沿う商品を自力で選
択し、提案することが至難の業であると言わざるを得
ません。今まさに、対面・被対面における横断的提案・

販売プロセスを構築し、顧客サービスインターフェー
スを改革する必要があります。
キャピタル・アセット・プランニングは、長年に
渡り蓄積したノウハウ・知識を統合し、金融機関さま
のデジタル革命を実現する最適なソリューションをご
提供します

求められるセールスプロセス
お客さまのニーズと金融機関さまのソリューションとの対応関係が分かりやすいプロセスの構築が
必須といえます。
例：リテール商品のセールスプロセス

顧客プロファイル
把握

・コミュニケーション
・ポリシー設定
退職後資金枯渇防衛
円滑な相続
死亡保障防衛

ニーズ分析

銘柄選定
（商品説明）

投資政策

・ライフプランニング

・リスク評価

・リタイヤメント
プランニング

・アセットアロケーション
・投資スタイル診断

・目標金額策定

・ポートフォリオ提案

・必要保障額分析

・投資提案書作成

・相続税納付可能性

・生保設計書作成

・投資信託、変額年金、
外貨等商品選択
・終身、定期、養老、
医療、介護保険
の商品選択

取引執行

時価評価
モニタリング

・売買の発注

・リバランス

・オンライン
トレーディング

・リアロケーション

・生保申込書

追加的リスク
リターン戦略
リスクヘッジ戦略

お客さま・世帯情報
（顧客世帯情報一元管理，購入 / 契約商品情報，コンタクト情報，フォローアップ情報，将来予測やリスク評価 等）

リテール商品・サービス等のソリューション

金融機関におけるリスク性商品の販売には、多面的要求をクリアすることが求められます。
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キャピタル・アセット・プランニングのアドバンテージ
キャピタル・アセット・プランニングは、強力なファイナンシャルコンサルティングテクノロジープ
ラットフォームをベースに最高のユーザーインターフェースを実現します。
ＣＡＰテクノロジープラットフォーム
■金融コンサルティング能力
・ 金融フロントエンドサービスにおける戦略立案、 業務改善案の策定、
投資理論に基づく最適資産選択、法案 ・ 税制に則ったソリューション
提案等、各種コンサルティングスキルをご提供します。

個別銘柄ロジックレイアー
投資信託

生保・個人年金

カスタマイゼーションレイアー

■最先端フロントエンドシステム構築テクノロジー
・ スマートデバイスや PC などの多様なクライアント環境、 金融機関さ
まのご指定のサーバー環境を考慮し、 堅牢性保守性の高いアプリ
ケーションアーキテクチャをご提供します。

画面・各種ビジネスロジック

計算
ライブラリ群

最適化
モンテカルロ

公的年金

生保年金数理

税額計算

・ 業務、ご利用環境やデバイスに最適な UX をご提供します。

■豊富な導入実績

ＣＡＰ テクノロジープラットフォーム

・ 大手金融機関へのこれまでの豊富な導入経験は新たなプロジェクト
の円滑なスタートと品質向上を確実にします

インテグレーションレイアー

・ お客様のテーマや現状に則ったプロジェクトスコープをご提案するこ
とができます。

顧客統合基盤

ファイナンシャルコンサルティング統合ツールが
金融リテール市場を変える
ファイナンシャルコンサルティング統合ツールは、多面的なお客さまのニーズや
ご意向に対応するソリューションを提示しお客さまと共に課題を解決するプラットフォームです。
・多様な個人の投資目的に対して、将来イベントの実
現を前提としながら、退職後資金設計、死亡保障設計、
余資運用、相続設計、さらには医療介護準備を簡単
な操作により実現します。
・当初の提案だけでなく、提案後のリバランス・リア
ロケーション戦略に沿った「実行案」をご提案します。

・第三者的ファイナンシャルプランニングから窓販対
象投資信託、個人年金保険、生保による「実行案」
をシームレスに連携します。
・Financial EducationからFinancial Entertainment性
を重視し、ビジュアルな説明により顧客の理解を容
易なものとします。

カスタマイズにより、ニーズアナリシスから生保 / 個人年金保険の設計書、
申込書の作成を連携する窓販システムソリューション
ゴールベースアプローチ

死亡時
Cash Flow
分析

最適化

設計書

死亡時必要保障額
老後必要保障額
最適アセットアロケーション

Ｋ社 Ａ社 Ｍ社
生保、個人年金保険

Ｋ生命
死亡時必要保障額計算

Ａ生命

電子申込手続・申込書

モニタリングメンテナンス
時価値洗い後

Ａ社

金融証券データ

Ｂ社

設計書
設計書
Ａ社
Ｃ社
[終身] 設計書 [医療]
Ｂ社
[逓減定額]

提案前
現在保有

申込書
Ｃ社

提案後

バックテスト
リターン

分散投資効果

申込書
Ｍ社

退職後
Cash Flow
分析

Ｍ社終身年金

設計書
[終身年金]

リスク

投資信託

退職後資金繰り予測
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投信申込へ

リバランス・リアロケーション
例：Ａ投信売却→相関性の低い
Ｂ投信購入効果シミュレーション

ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
プラットフォーム

ファイナンシャルコンサルティング統合ツールは、
生涯キャッシュフロー、最適資産配分案、必要保障額
計算等の各種シミュレーションに基づき、顧客ニーズ
を分析して総合計画を立案します。そして金融機関の
窓販対象の投資信託、個人年金保険、生命保険の組合
せによる実行プランを作成する統合プラットフォーム
です。また、各金融機関の適合性チェックルールへの
対応や生命保険会社の設計書、申込書システムとの連
携はカスタマイズにより可能となります。ニーズ分析
から投資目標の設定、総合提案の作成、商品選択から
設計申込までを可能とする Comprehensive Financial
Planning System ( 統 合 型ＦＰシ ス テ ム ) の プ ラ ッ ト
フォームです。

情報収集
プロファイリング
投資目標設定
ライフプランニング
リタイヤメントプランニング

総合提案

インベストプランニング
インシュランスプランニング
エステートプランニング

商品提案
投資信託

個人年金保険

リバランス

生命保険

見直し･リバランス

カスタマイズ

システムの特徴
■投資リスク、長寿リスク、死亡リスク等
多面的リスクに対する
統合的ファイナンシャルプランニング機能を搭載

■各金融機関窓販商品の提案 ( カスタマイズモジュール )
インベストメントプランニング、リタイヤメントプランニング、
保険プランニングで明らかになった対策や保障不足額を各金融機
関が窓販対象としている多様な個別投資信託、個人年金保険、各
種生命保険商品で具体的に実行案を提案します。販売員の商品選
択の労力を軽減するとともに、適合性の原則等法令に遵守した商
品の提案が標準化できます。

顧客からヒアリングした情報、投資目標、将来イベントに基づ
き、生涯キャッシュフロー計算、アセットアロケーション、必要
保障額等の計算を行ない、財務上の目標を明確にし、各顧客のリ
スクをわかりやすく表示します。

■設計書 申込書システム等生保フロントシステムとの連携

■圧倒的操作性の追求、
グラフィカルインターフェースの追求

死亡時必要保障額に対して、整合性ある各社生保プラン ( 設計
書システム ) をカスタマイズにより連携可能であり、申込書シス
テムとシームレスに接続します。

お客様とコンタクトがとれる時間は 15 分程度。圧倒的な操作
性を追求し、15 分の中で顧客に最高のプレゼンテーション、最良
の投資教育を行います。画面や提案書は顧客へのわかりやすさを
追求しました。

機能のご紹介

―標準機能―

1.

お客さまへの情報提供

■人生のライフイベントを示し、統計処理による平均値
を活用しながら各ライフイベントにおける必要資金を
示します。
■今後のライフイベントに必要とされる資金と準備方法、
金融機関さまのソリューションをお示しします。
金融機関さまとお客さまが共にゴールを共有すること
が可能です。

2.

資金積立・取崩試算

■退職時までに老後必要資金をいかに積み立てるか、
試算します。
■退職後、運用しながら資金を取り崩し、平均余命まで
資金が残るか否かを試算します。
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ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
ファイナンシャルコンサルティング統合ツール

3.

ゴールベースアプローチによる
生涯資金繰り試算

■お客さまが 30 代 40 代 50 代さらには退職後、各年代に
おけるテーマやイベントの実現を経験しながら、豊か
な人生を過ごすことができるか可能か否かを定量的に
試算します。
■生活費の見直しとモデルポートフォリオへの組み換え
により、いかに資金繰りが改善し、お客さまのゴール達
成可能性が上昇するかをプレゼンテーションします。

4.

必要保障額試算

■世帯主の死亡高度障害によるリスクを明らかにし、
遺族厚生年金等を算出した後、必要保障額を試算し
ます。
■必要保障額と既加入保険を比較し、不足している保
障をプレゼンテーションします。

5.

モデルポートフォリオ、保有資産分析

■リスク許容度測定を行い、お客さまのお考えに合うモ
デルポートフォリオを提案します。
■現状ポートフォリオとモデルポートフォリオのギャッ
プを分析し、ポートフォリオのリスク管理の必要性を
プレゼンテーションします。
■現状の保有資産を分析し、実現収益率を試算します。
また、アセットクラスや地域、通貨の分散などを確認
します。

6.

投資適合性診断

■投資適合性診断を行い、投資可能な商品群を決定し
ます。
■既に投資適合性診断に係わるシステムを導入されて
いる場合、UI のみをご提供することも可能です。

- 4 -

ファイナンシャルコンサルティング統合ツール
ファイナンシャルコンサルティング統合ツール

7.

投資信託解説

■投資信託のランキング（基準価額、純資産総額、分
配金など）や運用成績、分配金実績、組み入れ銘柄
など、お客さまが投資信託を理解するための情報を
提供します。
■コストや運用成績などの観点から、投資信託の比較
を行います。

8.

投資信託・
個人年金保険スクリーニング選択

■３つの質問に回答することで、お客さまの投資選好
にあった投資信託、個人年金保険を選択します。

9.

リバランス、リスク調整
シミュレーション

■現状ポートフォリオとモデルポートフォリオの
ギャップを埋めるリバランスシミュレーションを行
います。
■ターゲットリスクと売却投資信託、売却金額を定め、
ターゲットリスクに最も近づけるための組み入れ候
補投資信託を決定するリスク調整シミュレーション
を行います。

10.投資信託に係わる各種分析機能
■投資信託を組み合わせた場合のリスクリターン、バッ
クテストを表示します。
■現状ポートフォリオにおいて、実現損益や損益推移、
分配金推移を表示します
■この他、お客さまが資産運用や投資信託を理解する
ための分析機能をご用意しております。
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ファイナンシャルコンサルティング統合ツールのご提供方法
ファイナンシャルコンサルティング統合ツールのご提供方法
ファイナンシャルコンサルティングツールは、主に 2 つの方法でご提供します。

１．ソリューション全体のご提供
ファイナンシャルコンサルティング統合ツールの必要機能を選択いただきます。
ＵＩや提案書は、金融機関さまのご要望に応じ、カスタマイズさせていただきます。

例 ： モデルポートフォリオ保有資産分析の例
アセットクラスや保有資産の CRM 等からの取得、 RTQ はご要望に基づきカスタマイズを実施します。
また、 UI や提案書も合わせてデザインをカスタマイズします。

２．計算ライブラリ・統計値のご提供
ファイナンシャルコンサルティング統合ツールの必要機能を選択いただきます。
必要機能に対応する計算ライブラリや統計値を API にてご提供いたします。
〇計算ライブラリ（例）
ID

計算ライブラリ

ID

計算ライブラリ

ID

計算ライブラリ

1

老齢年金計算

11

事業所得収入計算

21

相続税計算

2

遺族年金計算

12

その他収入計算

22

贈与税計算

3

障害年金計算

13

その他支出計算

23

非上場株式評価

4

給与曲線計算

14

キャッシュフロー計算（生存時）

24

不動産評価

5

標準報酬月額計算

15

キャッシュフロー計算（死亡時）

25

生命保険経理処理・

6

社会保険料計算

16

個人必要保障額計算

26

グラフ描画ライブラリ

7

所得・住民税計算

17

老後必要保障額計算

8

年齢時系列計算

18

法人必要保障額計算

9

ローン計算

19

疾病事例計算

10

不動産収入計算

20

介護費用計算

- 6 -

注意事項
・本資料は、2020年7月末時点のものです。本資料に含まれる機能、画面イメージ等は、改良のため予告なく変更される可能性がございます。
予めご了承のほどお願い申し上げます。
・システム本体価格やライセンス費用などの費用詳細、システム機能詳細につきましては、お問合わせ下さい。

お問合せ先
TEL:03-6433-9150 FAX:03-6433-9151
株式会社 キャピタル･アセット･プランニング https://www2.cap-net.co.jp/

E-MAIL:smk̲Tokyo@cap-net.co.jp
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス25F・27F

