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　弊社は、HLB Meisei 有限責任監査法人のグループ企業として相互に人材・ノウハウを共有してサービスを行っています。弊社スタッ
フの豊かな監査経験は、内部統制制度の分析・評価、不正リスクに対応した調査手続などにおいて、他社に負けない強みがあります。
貴社へのソフトの導入や貴社にあった利用方法のアドバイス及び内部管理体制の整備、個別調査への具体的なソリューション提供等
の付随サービスの提供も併せて行っています。

上場企業 79 184

非上場企業 4 6

監査法人 21 108

会計事務所等 8 8

公的機関 2 4

学校・学術機関 ※2 4 4

その他 3 20

合計 121 334

※1　分類は弊社基準によります。

※2　学校・学術機関の分類では、監査に使用されるケースと教材として使用されるケース

        があるものと思われます。

※3　2021年 3月31日時点での集計です。





データ監査実践事例

■ユーザー交流広場 URL
　https://fraud.co.jp/login



データ監査実践事例





https://fraud.co.jp/



データ監査ツールを初めて使用する方を対象に、データ監査ツールの基礎と各種分析機能の基本的な使い方を習得することを目的
としています。

定期開催コース

（株）明誠リサーチ　本社内セミナールーム

アレンジコース
お客様がご希望される日程・場所でトレーニングを受講していただけるコースです。定期開催コースと内
容は同様ですが、料金体系が異なります。全４コマの内容を 1日（合計 6時間 40 分）で実施いたします。

平日 10:00 ～ 18:00 の中で受講をアレンジしていただけます。

お電話、メール、HP内のトレーニング受付・申込フォームにて承っております。

データ分析業務

参考書籍のご案内
日本の上場企業の外部監査における 10 年に及ぶ経験を踏まえた、
監査のためのデータ分析の入門テキストです

・豊富な図解で迷わずわかる！
・サンプルデータですぐに実践できる！
・操作手順の解説動画付き！

監査のためのデータ分析

■1,800 円（税別）　■総合法令出版　■2020 年 3月出版

著者：公認会計士　武田剛
　　　HLB Meisei 有限責任監査法人統括代表パートナー

HLB Meisei 有限責任監査法人は、50 年の歴史を誇る世
界第 12 位の会計事務所のネットワークである HLB 
International のメンバーファームです。

サンプルデータを使って、データ監査の手順を詳細に解説した
入門テキスト

■3,630 円（税込）　■2014 年 1月 第１版出版
著者：ミッシェル・シェインMichelle Shein

PRIORITY Computer Training&Service 社長。主に会計士に対
して ActiveData For Excel を使用した不正の検知方法の指導を
はじめ、20 年以上のトレーニング経験を持つ熟練したインス
トラクター

著者：リッチ・ランサ Rich Lanza
Grant Thornton、LLP のイノベーションチームのマネージン
グディレクター。元内部監査人協会 (IIA) ノーズバージニア支
部会長。CPA,CFE。

翻訳：公認会計士　武田剛

基本的な操作方法を習得したけれども、ActiveData をどのように利用して
データ分析を進めていけば良いか、監査や不正調査においてデータ分析を
どのように組み込んでいけば良いかサポートして欲しい。そうしたニーズ
にお応えするために、弊社では ActiveData 導入支援業務を提供しています。
お客様の現状やニーズに応じて導入支援業務を行います。オンサイトによ
るセッション形式で現状やニーズを把握し、必要に応じて情報提供、担当
者への実務研修、データ分析手続の立案、実データによる分析のサポート
等を実施していきます。

１セッションの料金は 273,000 円（消費税別途）となっております。各セッ
ションは、CISA 又は公認会計士 1 名とサポートスタッフ 1 名の 2 名体制で
行います。お客様自身でデータ分析が可能となるまでが目標です。実施す
る回数は、お客様の状況に応じて 1回～ 10 回程度と幅広く対応いたします。
また、予定した回数を短縮することも自由にできます。

なお、導入支援業務は、ActiveData のライセンスを購入していただいてい
ることと、基本操作をマスターしていただいていることを前提としていま
す。基本操作の研修をお望みの場合は、弊社でトレーニングコースを開催
しておりますので、ご利用ください。

ActiveData 導入支援業務

ActiveData 導入支援業務は以下よりお申込みください
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ActiveData は使いやすく習得することは容易ですが、散発的な利用であれ
ば、外部に委託したほうが人材確保や教育も含めて考えた場合のトータル
コストを低減させることが出来ます。弊社は、お客様からデータを預かり、
指示された内容に従ってデータ分析を行い、分析後のデータと、対象データ、
分析目的、分析手順の概要、抽出結果や検出事項などを記載したレポート
を納品させていただきます。

分析内容が確定している場合の 1分析手続当たりの基本セット料金（税別）
　　　　　　　　1万行まで　　　10 万行まで　　　50 万行まで　　 100 万行まで

10 列まで　　　    　5 万円　　　　 　7万円　　　　　8万円　　　　　11 万円

30 列まで　　　　    6 万円　　　　 　8万円　　　   　10 万円　　　　   13 万円

100 列まで　　　      7 万円　　　　 　9万円　　  　 　12 万円　　　　   16 万円
100 万行超のデータや 100 列超のデータについては、サンプルデータをご送付ください。
それに基づきお見積りいたします。

基本セットには、以下の事前加工処理を含んでいます。
①テキストデータまたは CSV 形式のデータの Excel への取り込み
②テキスト形式の値を数値形式又は日付形式に変換する
③1行目がタイトル行になっていない場合のデータの整形（余分な行を削除し、
　 タイトルのない項目に自動で連番を振るのみ。タイトル名の手入力等は行わない。）
④空白行がある場合の空白行の削除
⑤空白列がある場合の空白列の削除

データ分析の例
出荷データと売上データの照合
返品件数及び金額の担当者別分析
プロジェクト利益の相関分析
年齢調べ表の作成
空白セルが含まれるレコードの抽出
連番管理されたデータの欠番の調査
滞留在庫の抽出
経費支出の重複チェック
ベンフォード分析 ( 全体レベルでの 1桁テスト及び 2桁テスト )
同一支払口座の抽出
仕訳の網羅性の検証
仕訳の入力権限者分析
売掛金回収仕訳の相手勘定科目分析
ルールを逸脱した入力日又は修正日の仕訳の抽出
丸い数字の仕訳の抽出
自動仕訳の改ざんの有無の検証

データ分析のご注文から納品までの流れ

・分析内容を記載ください
・契約条項に同意してください
・「見積依頼する」をクリックし、フォームを送信してください

・見積書と依頼書を、メールでお送りいたします

見積依頼

見積書返送

・弊社より送付した依頼書に必要事項をご記入の上、メールで
   ご返信ください業務発注

・クラウドストレージサービスのアカウントを付与 します
   ログインをし、分析対象データを アップロードしてくださいデータ受渡

・弊社でデータ分析を実施します
・不明点などは質問させていただく場合があります分析作業

・クラウドストレージサービスにレポート (PDF)、分析結果のデー
タ (Excel) 及び請求書   (PDF) をアップロードいたしますレポート納品

・レポート納品日の翌月末までにお支払いくださいお支払い

ActiveData For Excel を用いた
データ監査入門

〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町 4-2-16
Daiwa 日本橋本石町ビル 5階

1名様　　　　　　40,000 円
2 名様　　　　　　30,000 円×参加人数
3～ 5名様まで　　2名様参加料金  +25,000 円   ×（参加人数 -2）
6～ 10 名様まで　  5 名様参加料金  +20,000 円   ×（参加人数 -5）
11 ～ 20 名様まで　10 名様参加料金+15,000 円×（参加人数 -10）
21 ～ 30 名様まで　20 名様参加料金+12,000 円×（参加人数 -20）
31 ～ 40 名様まで　30 名様参加料金+10,000 円×（参加人数 -30）
41 ～ 50 名様まで　40 名様参加料金+8,000 円    ×（参加人数 -40）
※一括でお申込みいただいた場合の料金です。会場の都合上、1回あたりの定員は 18 名様とさせていただきます。
　受講日が異なっていても一括でお申込みいただけます。
※ActiveData ライセンスを既にご購入済みの場合、1ライセンスあたり 1名様分を 10,000 円（税別）割引いたします。
　（1ライセンスにつき 1回のみの適用、1名様を重複して割引することは出来ません。）

全国の書店にてお求めください

弊社HPよりお買い求めいただけます

（ 4 日間　計 6時間 40 分 ）

定期開催コースの金額+80,000 円
※その他　出張交通費実費加算
※遠隔地開催の場合は別途見積いたします。
※1開催あたりの料金です。
※ActiveData ライセンスを既にご購入済みの場合、1ライセンスあたり 1名様分を 10,000 円（税別）割引いたします。
　（1ライセンスにつき 1回のみの適用、1名様を重複して割引することは出来ません。）

（税別）

お電話、メール、HP内のトレーニング受付・申込フォームにて承っております。

ActiveData トレーニング定期開催コース

①…データ監査の基本 /分析 / ワークブック
②…ワークシート /タグ、行、列、セルの操作
③…データ監査の実務 /分析（応用）
④…ワークブック（応用）/ワークシート（応用）

（税別）
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