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DXフォーラム
中小監査事務所

ハイブリッド
開催

出 展 社 案 内



中小 IT 支援の方向性と認識している課題について、監査事務所、
ADIC/ACCとの対談形式で実施

パネルディスカッション

金子 彰良

合同会社監査D&I
コンソーシアム（ADIC）

丸地 肖幸

会計監査確認センター合同会社
（ACC）

三橋 留里子
清陽監査法人

浅野 博
晴磐監査法人

大山 昌一

中小IT対応支援専門委員会
委員長

モデレーターパネリスト

監査のデジタル化と中小事務所の未来

フォーラム中小監査事務所 DX

吉村 智明
日本公認会計士協会　常務理事（中小事務所担当）

公認会計士法改正、監査法人のガバナンス・コード等昨今の業界を取り巻く環境を踏まえ、
今後の中小事務所支援の方向性と中小事務所への期待について

『中小監査事務所のIT基盤整備に向けた
 協会の取組について』　近年、上場会社の監査人の交代が増加傾向にあり、大手監査法人から中小監査事務所へ

の監査人の交代が増加し、上場会社監査の担い手としての中小監査事務所の役割と期待は

益々大きくなっております。

　当協会では、中小監査事務所のIT担当パートナーやIT専門家、IT担当者などの実務担

当者向けの研修の充実や、ITコミュニティを開催し、IT担当者間のネットワーキング、

業務アプリケーション及び監査ツールについての情報交換を促進する等、中小監査事務所

のデジタル化支援に積極的に取組んでまいりました。

　公認会計士法の改正及び関連する政府令により、今後、登録上場会社等監査人には、経

営管理の状況等の公表、監査法人ガバナンス・コードの適用状況の公表が求められ、その

中でIT基盤の実装化に向けた対応状況を説明することが求められることとなります。

　こうした状況を踏まえて、中小監査事務所DXフォーラムを開催し、中小監査事務所の

DX化をテーマとした講演とITベンダーによる展示交流会を開催することとなりました。

展示交流会では、「デバイス系」、「ネットワーク、ビジネスアプリケーション、コンサルティ

ング系」、「電子監査調書系」、「監査ソリューション系」、「教育系」と５つのジャンルの幅

広い出展社様にご出展いただきました。本フォーラムが、中小監査事務所の皆様がDX化

を推し進めていくためのきっかけとなり、飛躍するためのチャンスとなれば幸いです。

日本公認会計士協会　副会長

南 成人

開催に当たって

第一部　講演会

DXフォーラム開催のご挨拶10:00

10:10

10:20

10:45

茂木 哲也日本公認会計士協会　会長

来賓ご挨拶 井上 俊剛 様金融庁　企画市場局　審議官
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第二部  出展社プレゼンテーション
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インターネットディスクロージャー13:30 『監査事務所様への業務支援ツールのご紹介』 監査ソリューション

ユーザベース 14:00
『SPEEDAによる監査業務におけるプロジェクトの
生産性向上・効率化 、価値最大化について』

『昨今のクラウド会計の現状事例 ～ 監査、セキュリティ、
利用用途に係る要点確認』

監査ソリューション

オービックビジネスコンサルタント14:30 監査ソリューション

TOKAIコミュニケーションズ15:00
『法人向け通信サービス「BroadLine 」のご紹介 ～社外向け
ネットワークの課題を解決するネットワークソリューション～』 ネットワーク、ビジネスアプリ、コンサル

国際コンピュータ利用監査教育協会/
三恵ビジネスコンサルティング15:30 CAATの適用とデータ分析教育教育 教育

教　育
（特別プレゼンテーション）

CaseWare Cloud16:00  『CaseWare Cloudによる調書管理のデジタル化と
リモートコラボレーションの実現』

電子監査調書

合同会社監査D&Iコンソーシアム
（ADIC） 16:30

16:55

『日本の中小監査法人にとって最適な電子監査調書
プラットフォームとは』 電子監査調書

閉会のご挨拶 南 成人 日本公認会計士協会　副会長

13:00 『公認会計士の未来とDXの必然』 手塚 正彦 一般財団法人 会計教育研修機構　理事長
日本公認会計士協会　前会長

出展社様によるプレゼンテーションとブース展示から構成されます。プレゼンテーションは地下ホール、ブース展示は
2Fホールで開催します。どちらも、入退室自由としておりますので、ご興味のあるプレゼンテーションをご聴講いただ
いたり、ブース展示をご自由にご見学いただけます。また、2Fホールの入口ロビーではパンフレットスペースを設け、
幅広い製品・サービスのパンフレットを置いております。ご自由にお持ちください。

ティーガイア

1

インターネット
ディスクロージャー

デル・テクノロジーズ

2

ソフタス

3

大塚商会
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TOKAI
コミュニケーションズ
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国際コンピュータ利用監査教育協会/
三恵ビジネスコンサルティング
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デバイス

ネットワーク、ビジネスアプリ、
コンサル

電子監査調書

監査ソリューション

教　育

CaseWare
Cloud

6
監査D&I

コンソーシアム
（ADIC）

7
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会社名 ： 株式会社ティーガイア

住　所 ： 〒150-8575 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 
  恵比寿ネオナート14 ～ 18F

電　話 ： 03-6409-2630

U R L ： https://www.t-gaia.co.jp/

連絡先担当者：杉江 健児（ドコモ担当）
携帯電話番号：080-1371-7868
E-mail：sugie@t-gaia.co.jp

連絡先担当者：木村 真幸（SoftBank・au担当）
携帯電話番号：080-2620-0036
E-mail：mas-kimura@t-gaia.co.jp

株式会社ティーガイア
未来を拓く、明日への飛躍

デバイス1

法人契約によるスマホ導入と利活用のご提案

弊社紹介

　スマホを利用することにより、かつての携帯電話のよ
うに通話だけではなく、様々なアプリケーションを活用す
ることで生産性の向上や一層の業務効率化が見込めま
す。
　また、社員様へスマホを貸与するにあたり、企業様に
とってスマホの「資産管理」と「セキュリティ対応」は特に留
意すべきポイントです。

　弊社では、スマホの調達から効果的な運用提案、導
入後のリプレイスや不要機回収までワンストップでご対応
いたします。企業様の法人名義でのスマホ導入のお手伝
いとともに、導入後はお役立ちできるよう利活用のご提
案をさせていただきます。

T-GAIA Business solution

　・「ソリューション事業」

主な事業内容

　弊社 株式会社ティーガイアは「携帯電話販売シェ
アNo.1」の代理店として、モバイル事業を主体に事
業展開しております。

法人様向け携帯電話機やパソコンなど、通信端末やソリュー
ション関連サービスをご提供。お取引企業様数は現在約
11,200社。

　・「モバイル事業」
docomo、au、SoftBank などのケータイショップを全国展
開、グループ含め1,000店舗以上を運営。

　・「決裁サービス事業」
Amazon ギフトやbit キャッシュ、Quoカードをお取扱い。
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会社名 ： デル・テクノロジーズ株式会社

住　所 ： 〒108-8159 東京都千代田区大手町1-2-1
  Otemachi Oneタワー 17F

電　話 ： 0120-912-434

U R L ： https://www.dell.com/ja-jp

連絡先担当者：広域営業統括本部　加藤大貴

E-mail：d.kato@dell.com

デル・テクノロジーズ株式会社

　高止まり続ける PC 運用管理の負荷
が、中堅中小企業が事業変革に着手で
きない最大の課題です！
　デル・テクノロジーズは、「ゼロタッ
チPC」で3つのゼロを実現します。
　
　1. 運用管理のマニュアル対応ゼロ
　2. PCの初期セットアップゼロ
　3. 故障したときの障害対応ゼロ

デバイス2

IT の積年の課題を解決しDXで進化する企業へ

ゼロタッチPC

　企業の規模を問わず、売上拡大、生産性向上に加えて、
事業継続力の強化の観点からもデジタル化への意識が
高まっています。政府調査によれば、IT 投資額が増加傾
向にある企業は、デジタル化の推進が業績に好影響を与
えている割合が 70％を超えています。一方で、同調査
によれば、60％以上の企業が災害やマクロ環境の変化
により、事業の「危機」に直面しているように、経営リ

スクの低減をすることも同時に実施する必要があります。
　これからの時代にあわせて、売上を拡大し、生産性を
向上させ、経営リスクとなるセキュリティに対して、運用
を軽減する視点から、PC の導入時間を大幅に削減し、
運用管理をシンプル化する最新のソリューション「ゼロ
タッチPC」をご紹介します。

会社名 ： 株式会社ソフタス

住　所 ： 東京都港区新橋２－１６－１ニュー新橋ビル７０１

電　話 ： 03-3504-0311

U R L ： https://www.softas.co.jp/

連絡先担当者：北村　淳

E-mail：kitamura@softas.co.jp

株式会社ソフタス

　ソフタスは、創業４０年の独立系のシステムインテグ
レーターです。主に中堅・中小企業様向けに、システム
コンサルティングからシステム構築はもとよりヘルプデス
ク等の保守までワンストップでサービスを提供いたしま
す。
　さらに、２０２２年度より、準大手監査法人にて社内シ
ステム責任者を経験したコンサルタントが弊社に参画し
ました。これにより、業界を取り巻く環境を踏まえたシ
ステム・セキュリティ等のご支援ができる体制が整いま
したことから、この度出展させて頂くことになりました。

ネットワーク、ビジネスアプリ、コンサル3

IT 投資コストに見合ったシステム運用を

監査法人情シス出身者による
システムコンサルティングサービス

　監査法人・事務所様におかれましては、各社の人数規
模等によってシステムで実現しなければならないもの、
システムを導入せずに運用で回避可能なものなどがあり
ます。必ずしもシステムで実現しなければならない訳で
はなく、実現する場合もそのシステムは各々異なります
ことから、各社それぞれの IT 投資コストに見合うシステ
ムをご提案いたします。
　同様にセキュリティにつきましても、IT 委員会実務指

針第４号の情報セキュリティ指針を踏まえた上で、満点
ではなく合格点を目指すことが肝要と存じます。満点を
目指すことは比較的容易いものの高コストとなる傾向に
あるのが一般的ですので、｢セキュリティ｣と「利便性」の
バランスを意識しつつ、合格点を目指すためのアイディ
アを出し、最適なコストに導くことを念頭にご提案いたし
ます。

IT の積年の課題に終止符を打つ
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会社名 ： 株式会社 大塚商会

住　所 ： 大阪市福島区福島6-14-1　大塚梅田ビル4F

電　話 ： 06-6456-2611

URL ： https://www.otsuka-shokai.co.jp/

連絡先担当者：大阪北業種SIｸﾞﾙｰﾌﾟ北SI課　道倉 ・田中

E-mail ： 道倉：Hikaru.Michikura@otsuka-shokai.co.jp

　　　　 田中：Shinya.T@otsuka-shokai.co.jp

株式会社大塚商会

　大塚商会は独立系マルチベンダーです。
　「メーカーに縛られない 機器選定」で、お客様に応じた最適環境
をご提供します。自由度の高い強みを活かし、課題を総合的に解決、
業務効率向上・ＴＣＯ削減をお客様目線で実現いたします。また、
多種多様な機器を「一元的にサポートできる保守体制」「運用支援
サービス」をご用意。最適機器・保守サービス・運用支援をワンストッ
プでお客様の業務に即した確かなメリットをご提案いたします。

4

オフィスまるごと、DXソリューション

オフィスの「安心」「安全」を守るセキュリティ対策をご用意
大塚商会では、日々変化・進化しているセキュリティの脅威に合わせ、３つの「守る」で、お客様のビジネスを支え、
企業価値を高めます。

オフィスまるごと支える、大塚商会の DXソリューション

① サイバー攻撃から「守る」 ・・・インターネットの入口・出口対策でより安全に

～FortiGate・トレンドマイクロCloud Edge～

② 情報資産・テレワーク環境を「守る」 ・・・操作ログの収集・可視化でリスクの発見とIT運用管理を支援

～SKYSEA Client View～

③ パソコン・タブレット環境を「守る」 ・・・PCに関するトラブルをまるごとお任せ

～PCワンストップサービス セキュリティ安心パック～

「
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ネットワーク、ビジネスアプリ、コンサル
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5 ネットワーク、ビジネスアプリ、コンサル

B1Fプレゼンテーション　15:00～15:20
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会社名 ： 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

住　所 ： 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ

電　話 ： 03-5404-7315 

U R L ： https://www.broadline.ne.jp/

連絡先担当者：渡慶次　若菜

E-mail：info@broadline.ne.jp

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

　TOKAI コミュニケーションズは、事業を取り巻く
環境や顧客の生活スタイルの変化を捉え、当社の強
みである「自社保有のネットワークを基盤とした品質
の高い通信インフラ」、「高度な技術力によるシステ
ムインテグレーション」、「柔軟で安定した運用が強み
のデータセンター」を活かしたサービスをご提供しま
す。

快適なテレワークやクラウド接続を実現する高品質なネットワーク

当社インフラを活用し
快適な接続環境を提供

　BroadLine は、TOKAI コミュニケーションズが提供
するキャリア・企業向け通信サービスです。
　TOKAI グループが保有する光ファイバを活用し、専
用線や広域イーサネットをはじめとした拠点間通信サー
ビス、インターネットへの接続サービス、大手パブリック
クラウドへの接続サービスを提供します。
　製造業・流通業・サービス業などの一般企業から、通

信事業者や xSP など広帯域で高い品質を追求するサー
ビス提供事業者まで、幅広いお客様に採用されています。
　今回は、外出先やテレワーク環境からセキュアで安定
した通信を実現したい、AWS 等のクラウド環境へ接続
したい等、お客様の様々な課題を解決できるソリューショ
ンをご紹介します。
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会社名 ： Future Work Design 株式会社
  （Caseware Cloudオフィシャルビジネスパートナー）

住　所 ： 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

U R L ： https://futureworkdesign.co.jp/

連絡先担当者：矢部

E-mail ： info@caseware.jp

Caseware CLOUD
グローバル標準の電子監査調書システム

　Caseware CLOUD はカナダに本社を置く
Caseware International Inc の開発・提供す
る電子監査調書システムです。グローバル展開する
多くの国際会計ファームに利用されています。
　Casewareは監査調書の適切な管理、レビュー、
アーカイブなどの機能と、ユーザー間の調書同期
機能によって、監査法人の監査調書管理と、監査
チーム内の協働作業を支援します。

電子監査調書6

クラウド電子監査調書システムの利用が監査DXの一丁目一番地に！

Caseware CLOUD

　コロナ禍をきっかけに進んだリモート対応は、ビデオ
会議やチャットなどのツールは浸透しましたが、電子監査
調書システムの採用は、国内監査法人ではまだ小規模に
とどまっています。
　一方で、この機に採用を進められた監査法人において
は、電子化による地理的自由度の向上や、調書管理の
効率化によって、事業活動の領域を拡げられているとこ
ろも見られます。また、調書登録後の修正や追記といっ
た問題に対しても、電子監査調書においてはアクセス管
理や変更履歴追跡によって抑止と発見的な機能が提供さ
れます。

　Caseware Working PapersとCaseware 
CLOUDの利用によって、もはや必須といえる調書の電
子保管、リモートワークでの共同作業やレビューなどの
監査チーム内コラボレーション、そしてアーカイブなどの
調書管理機能がAll in Oneで提供されます。
　プレゼンテーションではCaseware製品の概要をご説
明いたします。また、ブースにて実際にCaseware 
CLOUDを体感していただけるデモ環境をご用意してお
り、個別にご説明、お見積り、トライアルの申し込みな
ども可能です。ぜひお立ち寄りください。

B1Fプレゼンテーション　16:00～16:20
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外部インターネット

Location

VDI端末

一人1台の仮想デスクトップ

端末

仮装ストレージ

海外 自宅

往査先 事務所

監査ツール他
アプリケーション

Web会議
予定表／

リソース予約

チャット

 

監査業務等の遂行環境・
法人リスク管理インフラ

情報共有や連携のためのIT環境インフラ

どこからでも情報資産にアクセス可能

法人ごとの
Virtual Private Cloud 重要な情報資産を集約。

常に最新の監査調書等
ファイルにアクセス可能。

法人貸与端末
データレス運用

緊急連絡／ 安否確認
グループウェア

メール

ドキュメント
共同編集

ITリソースとナレッジのシェアリングを通じて
中小監査法人のデジタル化をサポート

分散していた情報資産(リスク)をクラウドに集約し、一元的に管理策を適用
ADICでは、電子監査調書システムAQuA(アクア)の導入支援を軸とし、監査調書等のコンテンツを適切に管理できるプ

ラットフォームを、クラウドサービスとしてAuDicsを提供しています。当サービスを導入する監査法人ごとに適切な環境

を構築でき、事務所などのロケーションにとらわれることなく、ITリソース・データの遠隔管理が可能になります。これに

より、監査業務のデジタル化を推進し、リスク管理に備えると同時に、様々な形態での業務の遂行が可能となります。【オーディックス】

会社名 ： 合同会社監査D&Iコンソーシアム（ADIC）

住　所 ： 東京都千代田区四番町6 東急番町ビル11階

U R L ： https://adic-cpa.co.jp/

お問い合わせ：https://adic-cpa.co.jp/contact/

合同会社監査D&Iコンソーシアム
ITリソースとナレッジのシェアリングを通じて、中小監査法人のデジタル化をサポート

　今後の日本の証券マーケットを支える重要なプ
レイヤーである中小監査法人に対して、電子監査
調書システムをセキュアな環境で利用することが
できる共通ITインフラ環境を提供することを目的
に2021年11月に設立。監査法人が利用する
ITインフラ・セキュリティサービス・アプリケーショ
ンの販売・導入支援・運用保守・教育研修を行っ
ている。
　また、ITに係る情報プラットフォームの運営、
会計・監査に利用可能なIT技術に係る調査研究
に取り組んでいる。

電子監査調書7

中小監査法人にフィットした電子監査調書システム

ADICとは

　ADICが提供するクラウド型 ITプラットフォームサービ
ス「AuDics（オーディックス）」は、信頼性（ＩＴ4号の要件）
への担保を重視する基本スタンスのもと、オーバースペッ
クにならぬよう中小監査法人にとって必要要件をリーズ
ナブルに満たす最適解を目指します。
　ADICでは、電子監査調書システム「AQuA（アクア）」
を調達・提供しています。アクアは中小監査法人のため
の監査ソフトウェアとして、ADIC を運営する監査法人が

国内でスクラッチ開発（知的財産を保有）しています。
アクアでは、テンプレートをベースに自法人の監査業務・
品質管理方針でカスタマイズすることが可能で、調書
データを各法人の監査マニュアルの体系に即して管理保
管することができます。監査上必要なサイン機能、監査
調書のロック機能などを備えた監査専用ソフトであり、日
本語メニューはもちろん、技術サポート、運用サポート
とも日本国内で対応しているので安心して利用できます。

B1Fプレゼンテーション　16:30～16:50
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会社名 ： 株式会社インターネットディスクロージャー

住　所 ： 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
  アーバンネット日本橋二丁目ビル 10階 1001

電　話 ： 03-6882-3414

U R L ： https://www.internet-disclosure.com/

連絡先担当者：菊池　陽一郎

E-mail：sales@internet-disclosure.com

株式会社インターネットディスクロージャー

　弊社は、大手監査法人からスピンアウトした会計
士により創業され、現在はアバントグループ（東証
プライム上場）の一員となっております。
　創業以来、会計 / 監査の分野に特化した検索
サービスの提供を主要な業務としております。な
かでも、EDINETとTDnet を統合的に検索でき
る「開示Net」、監査業務に必要な法令 /規則 /基
準等をカバーした「eRules」は広く支持を集め、多
くの監査法人様、会計事務所様で利用されていま
す。

監査ソリューション8

出展内容のご紹介

出展会社概要

　1. 開示事例検索：開示Netを中心にご紹介
　2. 財務分析機能：開示NetPlus の企業分析機能をご紹介
　3. 電子法令集：eRulesを中心に、開示Netとの連係もご紹介
　4. 開示書類チェック：誤字 /脱字チェック機能を中心にご紹介

　展示ブースでは、各サービスのデモンストレーションをご覧いただくことができますので、ご興味がおありでしたらお声
がけください。各サービス、無料トライアルの他、オンラインミーティングにて詳細なご説明も承っておりますので、お
気軽にご相談ください。

サービスのご紹介

公認会計士を中心に、20,000名以上のユーザが利用している検索ツールです。
EDINET／ TDnetより事業会社／ファンドの開示書類を収録。
公衆縦覧期限を超えた書類も検索／閲覧可（収録最古の書類は2003年の開示書類）
書類閲覧時に、法令集 eRulesとの相互連係機能があります。
収録データは書類以外にも財務データ／株価・為替データを収録。
書類検索以外にも、財務データの検索機能を始め、多数の専門機能を備えた会計士御用達の検索ツールです。

開示Net plusは、開示Net の機能に加え、財務分析機能やニュース機能を強化したバージョンです。財務分
析機能では、分析対象の会社に加え、競合他社等の比較対象となる会社5社分のデータを１クリックでExcel
形式のレポートとして出力。Excel レポートでは企業概要 19 種の財務分析シート、分析対象会社の財務諸表
データの経年比較、セグメント情報が１つのファイルとしてダウンロードできます。 

公認会計士を中心に、20,000名以上のユーザが利用している電子法令集です。
会計 /監査 /税務に関する、約1,000におよぶ法規 /通達 /委員会報告等を収録。
収録コンテンツは、索引機能／検索機能により、簡単にアクセスできます。
また、日々更新されるJICPA／ ASBJ／金融庁／法務省 といった会計に関わる各サイトより、会計関連の最
新掲載情報へのリンクを平日Daily 更新にて掲載しています。

弊社では16年以上に渡る膨大なテキストデータを処理してきた技術を駆使し、EDINET開始以降の全ての有
価証券報告書を分析、企業開示に関連する専門用語に特化した専門の誤字チェックツールを開発しました。
監査報告書に限らず、有価証券報告書、短信、招集通知等について効率的に、誤字／脱字候補を発見することが
可能です。
大手を含む多数の監査法人様で利用されており、好評を得ています。

B1Fプレゼンテーション　13:30～13:50
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会社名 ： 会計監査確認センター合同会社

住　所 ： 東京都新宿区津久戸町1番2号

U R L ： https://auditconfirmation.co.jp/

連絡先担当者：ステークホルダーリレーションズグループ

E-mail：info@auditconfirmation.co.jp

会計監査確認センター合同会社
確認手続のデファクトスタンダード

　当社は、重要な監査手続である確認手続が抱え
る会計監査業界共通の課題解決を目指し、大手監
査法人が共同で設立した会社です。
　当社が運営する「Balance Gateway」はWeb
ベースの確認手続プラットフォームで、2019 年
12 月のサービス開始以降、延べ 50 万通以上の
確認手続にご利用いただいています。

監査ソリューション9

金融機関の残高確認機能を大幅強化
　三菱ＵＦＪ銀行やみずほ銀行、野村證券をはじめ新しい
Web 確認方式への参加企業が増え、Balance 
Gatewayは、より便利に、より迅速に確認手続を支援し
ます。
　当社のブースでは、Balance Gateway のデモ環境を
ご用意し、監査人ユーザー、被監査会社ユーザー、回答者

ユーザーの操作を実際に体験いただけます。
　Balance Gateway は、最短 2 週間ほどで利用を開
始できます。これから始まる最繁忙期を前に、ぜひこの機
会にデジタル化された確認手続に触れて、利便性を感じ
てください。
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会社名 ： 株式会社オービックビジネスコンサルタント

住　所 ： 東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー 29階

電　話 ： 03-3342-1880

U R L ： https://corp.obc.co.jp/

連絡先担当者：監査法人支援室長　堀江勇輝

E-mail：yhorie@obc.co.jp

株式会社オービックビジネスコンサルタント
バックオフィス向け シェアNo.1 業務クラウド

　近 5 年 IPO 企業で 53％が利用する奉行シリーズは、
累計69万社の導入となりました。
　企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに
係る周辺業務）に関するソリューションテクノロジーの開
発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業
務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供しておりま
す。

監査ソリューション10

公認会計士の皆様と共に

累計69万社導入

　０７年に販売開始をした『奉行VERP』は、監査法人の
皆様に支えられて成長しました。現在は、１８年から提供
する『奉行クラウド』を軸に、中小企業のDX化の支援を
加速。クラウドの普及により、企業の業務はめまぐるし
い変化を遂げています。リモート監査を推進させる専門
家ライセンスの提供、拡充したチェック機能も用いて、
監査は試査から精査に変わっています。多言語・他通貨

に対応した『奉行クラウド Global Edition』では、現地子
会社の監査効率化につながっていると好評です。
　2022年11月、上場企業にむけて『奉行V ERPク
ラウド』をいよいよ発表して、弊社サービスも大きな転換
期を迎えています。引き続き、皆様からのご指導のほど
お願いいたします。

B1Fプレゼンテーション　14:30～14:50
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会社名 ： 株式会社ユーザベース

住　所 ： 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

電　話 ： 03-6386-5154

U R L ： https://www.uzabase.com/jp/

連絡先担当者：SPEEDA Marketing Team 鎌田浩幸

E-mail：hiroyuki.kamata@uzabase.com

株式会社ユーザベース

企業の進化に、スピードを。
　SPEEDAは、企業・業界分析に必要となるあ
らゆる情報が網羅的かつ体系的に整理された、専
門家の知見にもアクセス可能な世界最大級の経
済情報プラットフォームです。データの収集・分
析から資料作成までをワンストップで実現します。

監査ソリューション11

7日間かかる市場分析を、たった1時間に
　SPEEDA では、ビジネスの意思決定に必要な「業界」「トレンド」「ニュース」「企業」「人の知見」などの情報を構造
的に整理しています。ステップを登るように必要な情報をワンストップで獲得し、スピーディーで質の高い意思決定を実現
します。
　ブースでは、実際にSPEEDA のデモ機を触っていただき、保有データ量や検索性の高さをご体感いただけますので、
ぜひお気軽にお越しください。

SPEEDA

B1Fプレゼンテーション　14:00～14:20
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教　育12

J A P A N .

会社名 ： 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会
　　　　 三恵ビジネスコンサルティング株式会社

住　所 ： 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

電　話 ： 090-1534-0011

U R L ： https://www.icaeajp.or.jp/

連絡先担当者：上野　哲司（うえの　てつし）

E-mail：tetsushi.ueno@sankei-bc.co.jp

一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会
監査×データ分析×教育

　コンピュータ利用監査技法（CAATs）を実務で活用で
きる人材を育成することを通じて、 従業員不正や事業部
不正等の日常的な不正・誤謬の発見、防止に貢献するこ
とを目的としており、3つの施策（教育研修、認定資格、会
員制度）によって実現してまいります。

監査法人をDX化!

ICAEA JAPANのコンセプト

社会の IT 化が急速かつ持続的に進んでいる中、監査法人として『何を』していますか？

自分たちは、先進的な監査法人になるのか、それとも、取り残されるのか。

監査法人がDXを活用して社会の変化に対応するためのサポートはお任せ下さい！

・監査におけるDX推進は何をすればいいの？
・自由自在にデータを操る監査人に育てるためには？
・DX化のための具体的な教育内容は？

B1Fプレゼンテーション　15:30～15:50
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会社名 ： 株式会社アビタス

住　所 ： 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 15階

電　話 ： 03-3299-3130

U R L ： https://www.abitus.co.jp/cisa/

連絡先担当者：アビタス法人営業部 CISA講座担当

E-mail：training@abitus.co.jp

株式会社アビタス
国際資格の専門校

　アビタスは 2007 年から CISA® プログラム
を開講しました。CISA®は、情報システム監査、セ
キュリティ、コントロールに関する指導的な役割を
担うISACA®が認定する国際資格です。IT 監査・
システム監査の重要性が注目され、IT 化のさらな
る進展と相まって CISA® 資格の取得者数は増加
し続けています。アビタスの CISA® 試験合格者
は、2023年 1月時点で1,589名に上ります。

教　育13

ブース来場者様への限定特典をご用意!

合格者累計1,589名

　アビタスは ISACA® から CISA® に関する民間教育
機関として日本で唯一認定を受けています。学習効率を
徹底追及した教材により、最短 5 カ月で合格ができるプ
ログラム構成が特長です。e ラーニングの講義は PC だ
けでなく、スマートフォン、タブレット端末で再生が可能
なマルチデバイス対応です。また、オプションで講義の
テキストがインターネット上で見られる、電子テキストも

ご用意しています。多忙なビジネスパーソンがスキマ時
間に学習しやすいようツールをそろえています。
　DXフォーラム出展の当日は、テキストや問題集、eラー
ニングなど実際の教材を手に取っていただけます。更に、
本フォーラム限定で受講の特別クーポンを配布いたしま
す。ぜひお気軽にブースにお立ち寄りください。
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日本公認会計士協会 中小監査事務所グループ　MAIL: chusyo@sec.jicpa.or.jp


