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Ｊ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸ 簡易支援簡易支援簡易支援簡易支援パッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスのごのごのごのご案内案内案内案内

いよいよいよいよいよいよいよいよ、、、、２００９２００９２００９２００９年年年年３３３３月末日月末日月末日月末日をををを決算期末決算期末決算期末決算期末とするとするとするとする事業年度事業年度事業年度事業年度よりよりよりより、、、、財務報告財務報告財務報告財務報告にににに係係係係るるるる内部統制内部統制内部統制内部統制におけるにおけるにおけるにおける経営者経営者経営者経営者によるによるによるによる
評価及評価及評価及評価及びびびび監査監査監査監査のののの制度制度制度制度（「（「（「（「内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度」）」）」）」）へのへのへのへの対応対応対応対応がががが義務付義務付義務付義務付けられますけられますけられますけられます。。。。

ＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴはははは、、、、内部統制内部統制内部統制内部統制にににに早早早早くからくからくからくから携携携携わってきたわってきたわってきたわってきた実績実績実績実績にににに基基基基づくづくづくづくノウハウノウハウノウハウノウハウをををを集大成集大成集大成集大成しししし、、、、主主主主にににに小規模上場会社様小規模上場会社様小規模上場会社様小規模上場会社様をををを対対対対
象象象象としたとしたとしたとした『『『『Ｊ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸ 簡易支援簡易支援簡易支援簡易支援パッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスパッケージサービス』』』』をををを提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

Consulting Service

�Ｊ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸ 簡易支援簡易支援簡易支援簡易支援パッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスのののの特徴特徴特徴特徴

最低限必要最低限必要最低限必要最低限必要なななな内部統制内部統制内部統制内部統制をををを厳選厳選厳選厳選したしたしたしたリスクライブラリリスクライブラリリスクライブラリリスクライブラリ
監査要点として特に対応しておきたい『統制上の要点に係る内部統制』として、『虚偽記載リスク』『コントロール

例』をライブラリとして提供します。

クイッククイッククイッククイック診断診断診断診断でででで、、、、すぐにやるべきことからすぐにやるべきことからすぐにやるべきことからすぐにやるべきことから始始始始めますめますめますめます
特に重要となる内部統制はもちろん、有効な内部統制を構築・運用するために必要となる規則・職務分担の整

備や、証憑類の管理、取引の記録や保管などの『適切性の要件』をチェックリストにしたクイック診断を提供し
ます。全社的な内部統制では、規程・要綱類並びにそれらに記載されるべき内容の例を提供します。

プロセス
勘定科目

開示
アサーション

アサーションの
阻害要素

想定される
虚偽記載リスク

コントロール例

販売
プロセス

売上高

実在性

架空計上

統制上の要点

売上記録には製品・商品の出荷事
実の裏付けがあること

存在しない取引の売上
が計上される

定期的に売上記録を調査し、売上記録に対
して、「納品書（控）」「輸送伝票」或いは「取
引先受領書」が存在することを確認する。

重複計上
処理済の取引の売上
が二重に計上される

同じ出荷実績について、売上が二
重に記録されていないこと

売上計上の際には、「納品書（控）」に記帳
済を示す証跡がないことを確認する。

評価の
妥当性

（正確性）

計上誤り

架空修正
（改ざん）

実際の取引内容と異な
る価額で売上が計上さ
れる

出荷事実の内容（金額）の通り、正
確に売上計上されていること

定期的に売上記録を調査し、売上記録と売
上記録に対応する「納品書（控）」或いは
「取引先受領書」の内容（金額）が一致する
ことを確認する。

発生していない売上価
額修正が行われる

売上修正記録には取引内容の変
更事実の裏付けがあること

売上修正を行う際には、しかるべき承認を
受けた「売上修正伝票」が存在することを確
認する。

プロセス
勘定科目

開示
アサーション

アサーションの
阻害要素

想定される
虚偽記載リスク

コントロール例

販売
プロセス

売上高

実在性

架空計上

統制上の要点

売上記録には製品・商品の出荷事
実の裏付けがあること

存在しない取引の売上
が計上される

定期的に売上記録を調査し、売上記録に対
して、「納品書（控）」「輸送伝票」或いは「取
引先受領書」が存在することを確認する。

重複計上
処理済の取引の売上
が二重に計上される

同じ出荷実績について、売上が二
重に記録されていないこと

売上計上の際には、「納品書（控）」に記帳
済を示す証跡がないことを確認する。

評価の
妥当性

（正確性）

計上誤り

架空修正
（改ざん）

実際の取引内容と異な
る価額で売上が計上さ
れる

出荷事実の内容（金額）の通り、正
確に売上計上されていること

定期的に売上記録を調査し、売上記録と売
上記録に対応する「納品書（控）」或いは
「取引先受領書」の内容（金額）が一致する
ことを確認する。

発生していない売上価
額修正が行われる

売上修正記録には取引内容の変
更事実の裏付けがあること

売上修正を行う際には、しかるべき承認を
受けた「売上修正伝票」が存在することを確
認する。

サンプル：リスクライブラリ

サンプル：クイック診断シート

プロセス（取引単位）毎に30項目
程度のチェックポイントを用意

プロセス（取引単位）毎に30項目
程度のチェックポイントを用意

ポイントポイントポイントポイント１１１１：：：：全般的事項全般的事項全般的事項全般的事項
規則・職務分担及び環境などのプロセスに影
響を与える事項をチェック。

ポイントポイントポイントポイント２２２２：：：：取引取引取引取引エビデンスエビデンスエビデンスエビデンスのののの管理管理管理管理
日常的な取引証憑の管理状況など、内部統
制を機能させるための前提状況をチェック。

ポイントポイントポイントポイント３３３３：：：：記録記録記録記録のののの管理管理管理管理
処理記録の作成・保管など、内部統制を有効
に機能させるための業務処理状況をチェック。

ポイントポイントポイントポイント４４４４：：：：確認及確認及確認及確認及びびびび検証検証検証検証
一般的にプロセス毎に必要かつ重要となる代
表的な内部統制手続きの整備状況をチェック。

すぐに
やるべき
こと

重要な
内部統制
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�Ｊ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸ 簡易支援簡易支援簡易支援簡易支援パッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスのののの特徴特徴特徴特徴（（（（つづきつづきつづきつづき））））

シンプルシンプルシンプルシンプルなななな文書化文書化文書化文書化・・・・テストテストテストテストをををを支援支援支援支援するするするする各種各種各種各種ツールツールツールツール
必要最低限の事項を網羅した文書をあらかじめ用意しております。取引毎の特徴、伝票・証憑・記録類の内容を

カスタマイズする程度で、重い負担とならない十分な評価を可能にします。また、一般的なテスト方法を記述したテ
スト調書をあらかじめ用意しております。

ＩＴＩＴＩＴＩＴにににに係係係係るるるる内部統制内部統制内部統制内部統制（ＥＵＣ（ＥＵＣ（ＥＵＣ（ＥＵＣ統制含統制含統制含統制含））））にもにもにもにも対応対応対応対応
会計帳簿管理としてのＰＣの利用を考慮し、ＩＴに係る全般統制や、ＥＵＣ（エンドユーザーコンピューティング）

における内部統制について、推奨される手続きをご紹介し、業務プロセスと同様のツールを提供します。

業務業務区分
会計帳簿

受注

出荷

取引記録 勘定仕訳

注文書

受注

受注記録

出荷

注文請書

製品

納品書

出荷指示書

納品書(控)

出荷記録

受注
修正・取消

受注

エビデンス

修正

エビデンス

受注（修正）
記録

出荷返品

返品明細書 在庫（戻し）

在庫

返品記録

サンプル：業務プロセス文書

サンプル：ＥＵＣ（スプレッドシート統制）リスクコントロールマトリクス

ＥＵＣＥＵＣＥＵＣＥＵＣにににに係係係係るるるる内部統制内部統制内部統制内部統制のののの区分区分区分区分

変更管理変更管理変更管理変更管理
会計データ及びスプレッドシートが不適切に変更
されないこと。

変更管理変更管理変更管理変更管理
会計データ及びスプレッドシートが不適切に変更
されないこと。

アクセスアクセスアクセスアクセス管理管理管理管理
会計データ及びスプレッドシートに不適切な
アクセスが行われないこと。

アクセスアクセスアクセスアクセス管理管理管理管理
会計データ及びスプレッドシートに不適切な
アクセスが行われないこと。

データデータデータデータのののの維持管理維持管理維持管理維持管理
会計データ及びスプレッドシートは安全に維持
管理されていること。

データデータデータデータのののの維持管理維持管理維持管理維持管理
会計データ及びスプレッドシートは安全に維持
管理されていること。

ＩＴＩＴＩＴＩＴにににに係係係係るるるる全般統制全般統制全般統制全般統制のののの区分区分区分区分

変更管理変更管理 アクセス管理アクセス管理

システム運用・管理システム運用・管理 外部委託先管理外部委託先管理
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関連規程関連規程関連規程関連規程・・・・要綱要綱要綱要綱のののの診断診断診断診断関連規程関連規程関連規程関連規程・・・・要綱要綱要綱要綱のののの診断診断診断診断

※評価範囲決定
（重要勘定・事業・取引種別）

※評価範囲決定
（重要勘定・事業・取引種別）

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの診断診断診断診断業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの診断診断診断診断

全社的全社的全社的全社的なななな内部統制内部統制内部統制内部統制レビューレビューレビューレビュー全社的全社的全社的全社的なななな内部統制内部統制内部統制内部統制レビューレビューレビューレビュー

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制レビューレビューレビューレビュー業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制レビューレビューレビューレビュー

クイック
診断

クイック
診断

デザイン
レビュー

デザイン
レビュー

運用
テスト

運用
テスト

※全社的な内部統制
運用テスト

※全社的な内部統制
運用テスト

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制テストテストテストテスト業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制テストテストテストテスト

有効性
評価

有効性
評価

※不備の影響の評価
（重要な欠陥判定）

※不備の影響の評価
（重要な欠陥判定）

実施基準が要求する重要な規程・要綱及び、それらに規定されて
いるべき事項が存在するかをチェックリストに沿って確認します。

取引種別・プロセス毎に「統制上の要点」に係る必要最低限の手
続きが整備されているかをチェックリストに沿って確認します。

重要な勘定科目／事業／取引種別の観点から、監査対応を考慮した評価の対象
範囲（業務プロセス）を特定します。

（アドバイスのみの提供（ご希望により支援します））

標準的な取組み事例をまとめたチェックリストを元に、会社におけ
る具体的な取り組み状況を記述しながら、資料類のレビューを行い、
整備状況を確認します。

小規模企業に対応した、虚偽記載リスク・標準的なコントロールを
記載したテンプレートを元に、会社の実際の手続内容を反映しなが
ら、資料類のレビューを行い、整備状況を確認します。

テンプレートの標準的なコントロールに対応したテスト手続を記載
したテスト調書を元に、サンプル収集、検証を行います。

評価年度末の残存不備の重要性を評価し、「重要な欠陥」に該当しないかを判定し
ます。複数の不備がある場合には組み合わせて「重要な欠陥」にならないか確認し
ます。

（アドバイスのみの提供）

全社的な内部統制の具体的な取組みの実施状況について、評価対象期間におけ
るサンプルを収集し、インタビューなどを行います。

（アドバイスのみの提供（ご希望により支援します））

内部統制
のための
業務整備

内部統制
のための
業務整備

仕組改善
追加整備

仕組改善
追加整備

運用改善運用改善

簡易パッケージ 作業ステップ 概 要
企業における
構築と改善

関連規程関連規程関連規程関連規程・・・・要綱要綱要綱要綱のののの診断診断診断診断関連規程関連規程関連規程関連規程・・・・要綱要綱要綱要綱のののの診断診断診断診断

※評価範囲決定
（重要勘定・事業・取引種別）

※評価範囲決定
（重要勘定・事業・取引種別）

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの診断診断診断診断業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの診断診断診断診断

全社的全社的全社的全社的なななな内部統制内部統制内部統制内部統制レビューレビューレビューレビュー全社的全社的全社的全社的なななな内部統制内部統制内部統制内部統制レビューレビューレビューレビュー

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制レビューレビューレビューレビュー業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制レビューレビューレビューレビュー

クイック
診断

クイック
診断

デザイン
レビュー

デザイン
レビュー

運用
テスト

運用
テスト

※全社的な内部統制
運用テスト

※全社的な内部統制
運用テスト

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制テストテストテストテスト業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス統制統制統制統制テストテストテストテスト

有効性
評価

有効性
評価

※不備の影響の評価
（重要な欠陥判定）

※不備の影響の評価
（重要な欠陥判定）

実施基準が要求する重要な規程・要綱及び、それらに規定されて
いるべき事項が存在するかをチェックリストに沿って確認します。

取引種別・プロセス毎に「統制上の要点」に係る必要最低限の手
続きが整備されているかをチェックリストに沿って確認します。

重要な勘定科目／事業／取引種別の観点から、監査対応を考慮した評価の対象
範囲（業務プロセス）を特定します。

（アドバイスのみの提供（ご希望により支援します））

標準的な取組み事例をまとめたチェックリストを元に、会社におけ
る具体的な取り組み状況を記述しながら、資料類のレビューを行い、
整備状況を確認します。

小規模企業に対応した、虚偽記載リスク・標準的なコントロールを
記載したテンプレートを元に、会社の実際の手続内容を反映しなが
ら、資料類のレビューを行い、整備状況を確認します。

テンプレートの標準的なコントロールに対応したテスト手続を記載
したテスト調書を元に、サンプル収集、検証を行います。

評価年度末の残存不備の重要性を評価し、「重要な欠陥」に該当しないかを判定し
ます。複数の不備がある場合には組み合わせて「重要な欠陥」にならないか確認し
ます。

（アドバイスのみの提供）

全社的な内部統制の具体的な取組みの実施状況について、評価対象期間におけ
るサンプルを収集し、インタビューなどを行います。

（アドバイスのみの提供（ご希望により支援します））

内部統制
のための
業務整備

内部統制
のための
業務整備

仕組改善
追加整備

仕組改善
追加整備

運用改善運用改善

簡易パッケージ 作業ステップ 概 要
企業における
構築と改善

�提供提供提供提供サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容
『Ｊ－ＳＯＸ 簡易支援パッケージサービス』として、企業における内部統制報告制度への個々の対応状

況やニーズに対応できるよう、以下のようなご支援アイテムを組み合わせて提供いたします。

Ｊ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸＪ－ＳＯＸ 簡易支援簡易支援簡易支援簡易支援パッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスパッケージサービスのののの全体像全体像全体像全体像

①クイック診断①クイック診断 『クイック診断シート』に沿って、各部門、業務の責任者へのアンケート、インタビューを行い、
最優先で取り組むべき課題を整理し、御提案します。

『クイック診断シート』に沿って、各部門、業務の責任者へのアンケート、インタビューを行い、
最優先で取り組むべき課題を整理し、御提案します。

②デザインレビュー
（文書化・ｳｫｰｸｽﾙｰ）

②デザインレビュー
（文書化・ｳｫｰｸｽﾙｰ）

『簡易標準文書』を元に、実際の伝票・証憑・記録類サンプルの収集と文書のカスタマイズを
行います。入手したサンプルを精査（ウォークスルー）し、内部統制の整備状況の有効性評価
を支援します。

『簡易標準文書』を元に、実際の伝票・証憑・記録類サンプルの収集と文書のカスタマイズを
行います。入手したサンプルを精査（ウォークスルー）し、内部統制の整備状況の有効性評価
を支援します。

③運用テスト支援③運用テスト支援 『簡易ツール』を利用し、内部統制のテスト調書の作成及びサンプルの検証（テスト作業）を行
い、内部統制の運用状況の有効性評価を支援します。

『簡易ツール』を利用し、内部統制のテスト調書の作成及びサンプルの検証（テスト作業）を行
い、内部統制の運用状況の有効性評価を支援します。

④コンテンツ提供
アドバイザリー

④コンテンツ提供
アドバイザリー

上記に係る各種ノウハウツールを、参考用資料としてご提供いたします。
また、記載構成、内容及び利用方法についてのガイダンス・アドバイスを行います。必要に応
じて評価活動全体のコーディネーションに関する助言を行います。

上記に係る各種ノウハウツールを、参考用資料としてご提供いたします。
また、記載構成、内容及び利用方法についてのガイダンス・アドバイスを行います。必要に応
じて評価活動全体のコーディネーションに関する助言を行います。

※その他※その他 クイック診断を除く上記のご支援アイテムについては、弊社推奨の簡易ツール以外を前提と
したご支援も提供可能です。

クイック診断を除く上記のご支援アイテムについては、弊社推奨の簡易ツール以外を前提と
したご支援も提供可能です。

※ご注意事項

・当該パッケージサービスが主に対象とする小規模上場会社とは以下のような企業を想定しております。
- 連結対象会社がない、或いは同一の業務内容の企業に限定される
- 取引形態が比較的一般的で、企業固有の特殊なものがない
- 取扱業種・品種や取引種別が比較的少ない、単一である など

・弊社がご提供する「統制上の要点に係る内部統制」「虚偽記載リスク」「コントロール」「適切性の要件」「規定・要綱類とその内容」に
関する推奨例は、弊社の多数のコンサルティング実績、監査対応経験によるものですが、必ずしもお客様における外部監査人の
「監査適正意見」の受理を保証するものではありません。
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ＭＯＮＥＴは、2002年設立のコンサルティング＆ソリューションサービス会社で、顧客企業の事業・プロセスの分析・評価、SOX対応

を含む内部監査活動の支援、企業による継続的プロセスの評価と改善の取組みの支援及び、暗号化、プロセスモニタリングなどの
エンタープライズ向けセキュリティ強化支援をはじめとした先進的ソリューションの提供を行っています。
内部統制報告制度（J-SOX）においては、コンサルティング事業部は、早くは米国企業改革法404条対応（US-SOX）の時期より、大

手コンサルティング会社と連携して多数の企業支援に取り組んでおり、内部統制対応の全てのプロセスに関する実績とノウハウを保
有する数少ない組織のひとつです。
ＭＯＮＥＴは、日本内部監査協会（ＩＩＡ-Japan）、日本公認不正検査士協会（ACFE）に参加し、全てのメンバーが公認内部監査人
（CIA）、公認情報システム監査人（CISA）、公認不正検査士（CFE）などの主要な資格を保有しています。

株式会社株式会社株式会社株式会社ＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴ コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング事業部事業部事業部事業部

お問合せ先 ： 株式会社株式会社株式会社株式会社 ＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴＭＯＮＥＴ コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング事業部事業部事業部事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-5 石川興産ビル4階
TEL：03-5256-5171 FAX：03-5256-5172
www.monetz.com

専用専用専用専用メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス ：：：： jjjj----sox@monetz.comsox@monetz.comsox@monetz.comsox@monetz.com


