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項目 内容

日本名称 三恵ビジネスコンサルティング株式会社

設立日 2017年8月17日(木)

資本金 9,000,000円

代表取締役社長 弓塲啓司

従業員数(2022/8/31時点) 6名

事業概要 1.コンサルティング事業
• 内部監査支援サービス
• CAATs導入支援サービス
• 業務改善支援サービス

2.人材育成のための教育研修事業(https://www.icaeajp.or.jp/)
3.ソフトウェア事業

住所 ⚫ 〒102-0074
⚫ 東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F

電話番号 ⚫ 03-6268-9750

年 月 内容

2017年 8月 三恵ビジネスコンサルティング株式会社を設立（東京都千代田区）

2017年 10月 一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会（ICAEA JAPAN）の運営受託事業
（企画・運営業務、講師業務 等）を開始

2018年 4月 内部監査支援、CAATs導入支援、業務改善支援の３つのサービスを柱とする、コンサルティング
事業を開始

【会社概要】

【会社沿革】

https://www.icaeajp.or.jp/
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私たちは、ITと業務プロセス、内部統制、会計、

監査に精通したプロフェッショナル集団です。

私たちは、常にプロフェッショナルとして客観的

にリスクを見定め、ITを活用したソリューション

で安心して経営課題の解決に取り組むことのでき

る環境の実現に貢献します。そして常にお客様に

寄り添い目標の実現まで共に歩み続けます。

私たちの事業内容

有効性・効率性の観点から、現状業務の

有する課題を分析し、ITを活用したソ

リューションにより課題解決に向けたプ

ロジェクトの推進を支援します。

management philosophy経営理念 a business description

内部監査部門の運営全般を強力にサポート

経営者の視点に立って、リスク・アプ

ローチの手法に基づき、計画の立案、手

続の作成・実施、結果の評価等を行うこ

とで、内部監査の更なる高度化・効率化

を支援します。

コンピュータ利用監査技法（CAATs）の
活用における課題を解決

ITを活用した監査の実現に向けて、

CAATsツールの導入を含む、一連の監査

業務（データ入手環境の整備、データの

特定等を含む）を支援します。

ITの活用による業務の改善を推進

サービスライン service lines

内部監査支援サービス

CAATs導入支援サービス

業務改善支援サービス

▶内部監査部門の体制整備を支援します

内部監査体制の構築・見直しをお考えのお客様に対し、
組織内における内部監査の位置付けを確立する為に必要
となる諸規程の整備及びメンテナンスを支援します。

▶内部監査の業務運営を支援します
（高度化・効率化）

監査の高度化・効率化をお考えのお客様に対し、リス
ク・アプローチの観点から既存の監査手続について検討
を行い、課題の抽出、改善方針の策定を支援します。ま
た、対処が必要なリスク領域において、効果的・効率的
な監査手続へと見直しを行い、内部監査計画書・手続書、
内部監査報告書の作成をトータルで支援します。

▶内部監査の業務運営を支援します
（システム監査）

CAATsを活用した監査を行う上で極めて重要なデータの
信頼性を担保する為の情報システムの管理態勢について、
各種管理基準等をベンチマークとした評価を実施し、改
善に向けた取り組みを支援します。

▶内部監査の業務運営を支援します
（教育研修）

内部監査業務を行う上で前提となる基礎的な知識（会
計・IT・内部統制等）や、監査を実施する上で必要とな
る仮説立案・検証・報告スキル等を身に付けた人材の育
成を支援します。

▶データ入手環境の整備を支援します

CAATsを活用した監査を行う上で前提となる分析対象
データについて、依頼や受領方法等の手続を整備し、円
滑なデータ入手環境の実現を支援します。

▶CAATsツールの導入から、一連の監査業務
の実施までトータルで支援します

CAATsを導入するフェーズにおいて、お客様のビジネス
要件や課題を把握した上で、業務改革を含めた運用方法
をご提案し、最適な導入・運用を実現します。

▶CAATsを実務で活用できる人材育成
（教育研修）を支援します

仮説立案、データ処理・分析、結果の報告等、CAATsに
必要な技能を身に付けた人材の育成を支援します。

▶現状業務/システムの分析、課題の抽出、
改善計画の策定を支援します

お客様のニーズに応じて設定した特定のテーマに対し、
業務プロセス及びITの両面から現状の把握・課題の抽出、
リスク評価を実施し、改善方針の策定を支援します。具
体的には、IT、業務プロセス、内部統制、会計、監査等
の知見を有するプロフェッショナルにより、バランスの
取れた課題抽出、改善提案を実現します。

▶課題の改善に向けたプロジェクトの立ち上
げ、PMOとしてのプロジェクト推進を支援し
ます

業務プロセス/システム改善のプロジェクトを推進する上
での、各種施策の実行（業務フローの見直し、諸規程の
整備、情報システムの見直し等）や、PMOの設置および
運営を支援します。
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経歴

弓塲 啓司(ゆみば けいじ)

三恵ビジネスコンサルティング株式会社 代表取締役社長
一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事

国際認定CAATs技術者（ICCP）
公認会計士

1992年 当時の中央新光監査法人に入所後、公認会計士として25年以上にわたり監査実務でコンピュータ利用監査技法を実践。
その傍ら、監査法人内の情報システムの企画、開発、導入、運用業務を行い、海外の提携ファームが開発した監査調書作成支援システムの日本導入
を主導。
2007年 有限責任監査法人トーマツに移籍。パートナーとして監査法人内の人材育成に携わる。
2017年、トーマツを退職後、三恵ビジネスコンサルティング株式会社および一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会を設立し、代表取締役
社長および代表理事に就任して現在に至る。
現在はCAATsを実務で活用できる人材育成とCAATs導入支援に力を注いでいる。

これまで、日本公認会計士協会において、監査・保証実務委員会 内部統制検討専門委員会や継続的専門研修制度協議会 企画専門委員会の
専門委員などを歴任し、現在は、中小事務所等施策調査会 中小事務所ＩＴ対応支援専門委員会の専門委員を受嘱し、業界発展に貢献する活
動を続けている。
また、2020年から青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科にて監査事例研究Ⅲ（コンピュータ利用監査技法）の講義を担当し、2022年か
らは、関西大学会計専門職大学院に寄附講座(実践デジタル監査演習)を寄附講座として提供するなど、データ分析の社会への普及に努めている。
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経歴

後藤 聡(ごとう さとる)

三恵ビジネスコンサルティング株式会社 執行役員

国際認定CAATs技術者（ICCP）

当時の中央青山監査法人に入所した後、新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）、有限責任監査法人トーマツにて、システムコン
サルタント、システム監査人として、15年以上にわたり、IT戦略・計画策定支援、基幹システムの構築支援、業務・システム改善支援、財務諸表・内部
統制監査の一環としてのIT監査業務等に従事。 2018年にトーマツを退職後、三恵ビジネスコンサルティング株式会社に入社。現在は、3つのサービス
（内部監査支援、CAATs導入支援、業務改善支援）を通じて、ITを活用したソリューションを提供している。

八木 基次(やぎ もとつぐ)

三恵ビジネスコンサルティング株式会社 執行役員

国際認定CAATs技術者（ICCP）
公認情報システム監査人（CISA）

当時の中央青山監査法人に入所した後、新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）、有限責任監査法人トーマツにて、システムコン
サルタント、システム監査人として、15年以上にわたり、IT戦略・計画策定支援、基幹システムの構築支援、内部統制の改善支援、内部監査支援、
財務諸表・内部統制監査の一環としてのIT監査業務等に従事。 2019年にトーマツを退職後、三恵ビジネスコンサルティング株式会社に入社。現在は、
3つのサービス（内部監査支援、CAATs導入支援、業務改善支援）を通じて、ITを活用したソリューションを提供している。
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経歴

上野 哲司(うえの てつし)

三恵ビジネスコンサルティング株式会社 マネージャー
一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会 専務理事

国際認定CAATs技術者（ICCP）
公認会計士（CPA）
システム監査技術者（AU）

勘定奉行のOBCに入社後、奉行シリーズの開発に携わる。公認会計士試験後は新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法
人）、有限責任監査法人トーマツにて、会計監査人、システム監査人およびコンサルタントとして、11年以上にわたり、財務諸表・内部統制監査、業
務・システム改善支援、内部統制構築支援等に従事。2020年にトーマツを退職後、三恵ビジネスコンサルティング株式会社に入社。現在は、3つの
サービス（内部監査支援、CAATs導入支援、業務改善支援）を通じて、ITを活用したソリューションを提供している。
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（2022年9月時点）

サービスライン サービス内容 サービス詳細 主な対象会社

内部監査支援 内部統制の評価 内部統制（全社統制・業務処理統制（ITを含む）の整備・運用状況の評価 小売業(上場会社)、金融業(FX取引業等)

CAATs導入支援 CAATsツールを活用した既存監査

手続の効率化

手作業で行われている監査手続（帳票間の項目金額照合 等）を、自動化するスクリ

プトの構築

地方自治体、金融業(暗号資産交換業)、小売業（上場会社）

CAATsツールを活用したデータ分析

手法の導入

データ分析を活用した監査手続の策定に向けた、

- 監査テーマに関連する入手可能なデータの特定

- 分析の観点・CAATsツール上でのデータ処理手順の整理

- スクリプトの構築　等

地方自治体、食品業（上場会社）、サービス業（上場会社）、放

送業（特殊法人）

システム更改時におけるデータ検証

業務へのCAATsツールの活用

新システムにおける処理ロジックの正確性・網羅性を検証する為の、各種計算・照合処

理 等を自動化するスクリプトの構築

卸売業（上場会社）

監査テーマの策定、CAATsツールの

活用に向けた教育・研修

監査テーマの策定に向けた仮説検証アプローチや統計理論の基礎、CAATsツールの利

用（基礎・応用）に関する教育・研修

地方自治体、食品業（上場会社）

業務改善支援 現状業務・システムの分析 システム更改に向けた、現行業務プロセス（販売・購買・在庫・製造・会計 等）、およ

び関連する業務システムの調査・分析

製造業（非上場会社）、卸売業（上場会社）、製造業（非上

場）、サービス業（非上場）、医療法人

次期システムの構想策定 現状業務・システムの分析結果を踏まえた、次期システムの構想（IT戦略）策定 製造業（非上場会社）、卸売業（上場会社）、製造業（非上

場）、サービス業（非上場）、医療法人

ベンター・パッケージの選定 次期システムの構築に向けた、

- パッケージ製品の情報収集（情報提供依頼書の作成）

- ベンダーへの提案依頼（提案依頼書の作成）

- ベンダー・パッケージの選定（パッケージ評価基準の作成） 等

製造業（非上場会社）、卸売業（上場会社）、製造業（非上

場）、サービス業（非上場）、医療法人

システム導入プロジェクトの管理 要件定義・基本/詳細設計・開発/テスト/導入フェーズにおける、プロジェクト管理の支援 製造業（非上場会社）、卸売業（上場会社）、製造業（非上

場）、サービス業（非上場）

ITを活用した業務改善 CAATsツールを活用した業務の効率化 サービス業（非上場）
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