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会計事務所および監査人向けのソフトウェアソリューションのグローバルサプライヤー
• カナダ・トロントに本社
• 1988年設立
• 世界130カ国以上で活躍、50万人以上の専門家がCasewareを利用

米州
• カナダ
• メキシコ
• 米国

中東
• アラブ首長国連邦
• アフリカ
• 南アフリカ

アジア
• オーストラリア
• 中国
• インド
• シンガポール
• 日本

※日本においてはFuture Work Design
株式会社が日本国内における
CaseWare Asia Pteへの取次を支援

欧州
• ベルギー
• クロアチア
• キプロス
• デンマーク
• フランス
• ドイツ
• ギリシャ
• アイルランド
• ルクセンブルク

• マルタ
• オランダ
• ポーランド
• ポルトガル
• スペイン
• 英国
• ウクライナ



• Windows上で稼働する監査調書作成・管理ソフトウェア
• 調書のロックダウンやアクセス履歴の管理による適切な調書管理を実現
• 強力なデータインポート機能によって各種データフォーマットの取込みに対応
• Caseviewによって調書作成の自動化を支援

Caseware Working Papers
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正確な調書管理とアクセス履歴管理
ロックダウン機能による不意の調書更新やファイルの追加・
削除の防止と、アクセス履歴の管理による調書ファイルへの
アクセス監視

インテリジェントな調書自動生成
試算表から科目別リードシートを自動的に作成することなど独自の
プログラマブルテンプレート「Caseview」を装備

レビューと調書承認の統合的な管理
レビューコメントの作成、割り当て、ステータス管理と最大8名
の作成者・査閲者サインオフ機能

幅広い会計ソフトウェアからのデータ
インポート機能
試算表または総勘定元帳の明細データを60を超えるERP、会計パッケージ、
ExcelおよびXBRL、ASCIIフォーマットのファイルからインポート

柔軟な監査チーム内共同作業
チームメンバーが同じ監査調書ファイルにアクセスしてリアルタ
イムで共同作業を行うことが可能

ロールフォワード機能で次年度の調書作成
を効率化
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Working Papersドキュメントマネージャー

調書名

調書番号

レビュー
コメント

作成者サイン
オフ

査閲者サイン
オフ

ロックダウン
ステータス

SmartSync
ステータス
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レビューコメントの記録と対応

レビューコメント

レビューコメントの
割当先

レビュー対応の記録

レビューコメントの
ステータス

レビューコメントの
対応期限
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ロックダウン（アーカイブ）機能

調書の査閲完了後、「LockDown」を
クリックすると、調書ファイル全体が
読み取り専用となります。

読み取り専用となった
監査調書

LockDown後に追加された
ファイルはロックダウン
できません。
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監査調書へのアクセス履歴 監査調書のロールフォワード

調書ファイルへのアク
セスは履歴が残ります。

作成された調書は「Year End 
Close」することで、翌期の調書
ファイルとしてロールフォワー
ドすることが可能です。



• Caseware CloudはAWS上で運用されるCW社独自のクラウドプラットフォーム
• ISO 27001:2013およびSOC2 Type1およびType2認証を取得
• 2要素認証(MFA)、エンタープライズIdP連携による強固なセキュリティの実装
• 監査チームの共同作業、関与先との協働、調書のアーカイブを強力に支援

Caseware Cloud
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確実な監査調書ファイル管理
一元化された監査調書データストレージ、調書バックアップ
機能とアクセス制御によって確実なアーカイブ機能を提供

透明度の高い監査業務管理
調書の作成状況、レビュー状況、コメント対応、未完了のコミュニ
ケーションなど監査業務進捗のあらゆる側面を1か所から追跡および
管理が可能

シンプルなクライアントポータル
ファイル共有機能、ディスカッション、ステータスレポートをセ
キュアな環境で利用できるダッシュボード機能

直感的なコラボレーション
強力な同期機能、ファイルコンフリクト管理機能によって、チームメン
バーが監査ファイルに対して同時に作業し、同じプラットフォーム上で
パートナーがレビューとサインオフ可能です

強固なアクセス管理と柔軟な権限管理
設定済みのアクセス権限を活用した強固な権限管理と、多要素認
証によるパスワード管理など大手金融機関と同等のセキュリティを
備えた安全なアクセス管理を提供します
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監査クライアントの
プロファイル

CasewareCloudに招待されている
監査クライアントユーザー

監査クライアントユーザーを含む
ディスカッションのスレッド

監査ファイルに
アクセス権を持つ
ユーザーのリスト

チーム内ディスカッションの
スレッド

同期されている監査調書
の端末リスト

Caseware CLOUDの監査クライアントプロパティ
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監査チームユーザー向けエンゲージメントダッシュボード

監査クライアント
への資料依頼

資料依頼で受領した
ファイルのレポジトリ

監査ファイルの一覧

エンゲージメントのタスク一覧
タスク・担当者・状況・期限などが
表示されます
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監査チームユーザーから見たクライアントダッシュボード

監査クライアントユーザーから見たダッシュボード

チーム内のディスカッション
は表示されない

監査チーム内のディスカッション
監査チーム内のタスク

監査チームのタスクは
表示されない



Caseware CloudとSmartSyncテクノロジー
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監査事務所

CaseWare Cloud

関与先B関与先A

自宅

CaseWare Working Papers

CaseWare CLOUD

CaseWare SmartSync



Casewareの利用における日本での考慮点
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ローカルPC

Amazon Web Services (AWS)

アプリ
Caseware Cloud

基盤

オーストラリア 日本

A
監査調書

B

監査調書

Caseware
Working Paper

A
監査調書AB

同期

同期

ユーザーY

ユーザーX

Caseware
Working Paper

ローカルPC

ローカルに残る監査ファイルのセ
キュリティをどう管理するのか？

ユーザーインターフェースが英語
である

監査調書がオーストラリア
のAWSに保存される

 VDIを利用する
ADIC、AWS、W365、AVD等

 端末のワイプを行う
Trust Delete、Absolute、Deep
Freeze等

 データをクラウドに保存する
True Office等
※ローカルに保存せずGoogle Drive、

BOX等に直接保存するのは動作保証外

 UIは英語だが日本語の処理は可能
 調書管理の基礎的な利用では言語
を意識することはほぼない

 最終調書を別の国内ストレージ
サービスへ保存する

 海外へのデータ保存に対する規制は
現在なし

考慮点を踏まえて利用することで監査調書管理は確実に進化します



Casewareのご利用に関するお問い合わせ
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Casewareの運用支援・サポート、VDIの
構築・運用等に関するお問い合わせ

Aud×IT株式会社

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1－8－2
鉄鋼ビルディング
https://audxit.co.jp/
Mail: info@ audxit.co.jp

Casewareのご利用、お見積り、トライアルに関する
お問い合わせ

Future Work Design 株式会社

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい2－2－1
ランドマークプラザ
https://futureworkdesign.co.jp/
Mail: info@caseware.jp

Caseware International Inc.

351 King St E, Suite 1100
Toronto, ON M5A 2W4 (Canada)
Tel: 416-867-9504
Mail: info@caseware.com

日本国内

Caseware社への直接の問い合わせも可能です



Future Work Design 株式会社

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい2－2－1
ランドマークプラザ
https://futureworkdesign.co.jp/
Mail: info@futureworkdesign.co.jp

Aud×IT株式会社

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1－8－2
鉄鋼ビルディング
https://audxit.co.jp/
Mail: hiroaki.kita@ audxit.co.jp
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