Balance Gateway
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残高確認のデファクトスタンダード

残高確認手続におけるデジタルトランスフォーメーション
電子確認状を用いたスピーディな確認処理

デジタルツールを活用し、
社会全体の事務負担を軽減

監査実務を反映したユーザーフレンドリーなサービス設計

は、残高確認手続の包括的なプラッ
トフォームサービスです。
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Gateway は、残高確認手続の包括的なプラッ
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被監査会社
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実務に比してスピーディな残高確認が可能となるほか、
実務に比してスピーディな残高確認が可能となるほか、
事務センターによる各種
事務センターによる各種

サポート機能により、サポート機能により、
確認手続に必要な事務処理作業を全面的にサポートいたします。
確認手続に必要な事務処理作業を全面的にサポートいたします。
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データ保護
会計監査の
知見を反映

電子化

監査人

電子媒体での確認によりスピーディな処理を実現し、
電子媒体での確認によりスピーディな処理

電子化

事務コストの削減に貢献します
事務コストの削減に貢献します

金融機関と同等のセキュリティ水準を確保し、
金融機関と同等のセキュリティ水準を確保し、
データ保護
ユーザー様のデータ保護を図ります
ユーザー様のデータ保護を図ります

会計監査の
4 監査法人の知見を結集し、
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知見を反映
監査を円滑に進行するためのノウハウを取り入れています
監査を円滑に進行するためのノウハウを取り入れています

Balance Gateway
Balanceのご提供に向けて代表からのご挨拶
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企業の財務報告の信頼性を保証する会計監査業務に
企業の財務報告の信頼性を保証する会計監査業務に
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は、確認手続に関する共通課題
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を解決するためのサービスです。
を解決するためのサービスです。
することは、非常に重要な手続とされています。
することは、非常に重要な手続とされています。
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Webベースでの確認を可能とす
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作業には、会計監査人はもちろん、
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引先・顧客等の回答者の皆様にも多大な事務負担を要し
引先・顧客等の回答者の皆様にも多大な事務負担を要し
ディかつ信頼性の高い確認手続
ディかつ信頼性の高い確認手続
ていることが、会計監査における共通課題の一つでした。
ていることが、会計監査における共通課題の一つでした。
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会計監査確認センター合同会社は、
会計監査確認センター合同会社は、
このような共通課 このような共通課
会計監査人・被監査会社・確認回答者である取引先等
会計監査人・被監査会社・確認回答者である取引先等
題の解決を図るため、
題の解決を図るため、
各監査法人の共同出資により設
各監査法人の共同出資により設
の皆様にBalance Gatewayを広くご利用いただくこと
の皆様にBalance Gatewayを広くご利用いただくこと
立した会社です。 立した会社です。
で、会計監査の変革と社会全体の事務負担の軽減の
で、会計監査の変革と社会全体の事務負担の軽減の
一助になることを強く願っております。
一助になることを強く願っております。
当社は、日本の会計監査を変革する基盤となることで
当社は、日本の会計監査を変革する基盤となることで
社会全体に価値を提供する、
社会全体に価値を提供する、
そんな会社でありたいと考
そんな会社でありたいと考
会計監査確認センター合同会社
会計監査確認センター合同会社
えております。
えております。
代表職務執行者社長 代表職務執行者社長

丸地 肖幸 丸地 肖幸
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プロジェクト管理画面
プロジェクト管理画面

全作業を一元管理 全作業を一元管理
することができます することができます
確認状の発送、回収状況が
確認状の発送、回収状況が
一目でわかります 一目でわかります
メールによる自動リマインド
メールによる自動リマインド

機能が業務をサポートします
機能が業務をサポートします

確認回答画面

確認回答画面

発送や回答、回収までの一連の処理を
発送や回答、回収までの一連の処理を
Web 操作のみで行うことができます
Web 操作のみで行うことができます
直観的な操作により簡単に
直観的な操作により簡単に
ご利用いただけますご利用いただけます
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は紙面確 認状の作成・発送・
回収業務も
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その他サポートサービス
その他サポートサービス

サポートしております。
サポートしております。
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認状フォームの標準化
確認状フォームの標準化 発送・回収管理 発送・回収管理

集約
情報の集約

集約

情報の集約

準化された確認状フォームにより、
標準化された確認状フォームにより、
紙面確認状の回収状況をWeb上に
紙面確認状の回収状況をWeb上に
紙面確認状をご利用の場合確認状の
紙面確認状をご利用の場合確認状の
易に作成・回答が可能です
容易に作成・回答が可能です発送・回収管理を代行します
タイムリーに反映します
発送・回収管理を代行します タイムリーに反映します
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質問と回答
Q どのようなセキュリティ対策をしていますか？
A

国内にサーバーを有し、
国内金融機関と同水準のセキュリ

ティ対策を施しております

Q 従来の確認手続と何が変わりますか？
A

電子確認状のご利用が可能な点が、Balance Gatewayの

最大の特徴です。あらゆる種類の確認状をWebベースで

送信することができ、従来の印刷や押印、紙面管理の
手間がなくなります。

Q どのような確認状を利用できますか？
A

債権債務確認状や銀行確認状、弁護士確認状などあら
ゆる種類の確認状をご利用いただく事ができます

会社名

会計監査確認センター合同会社

所在地

東京都新宿区津久戸町 1 番 2 号

代表職務執行者社長

Q Balance Gateway に明 細を添付することは
A

できますか？

被監査会社、確認回答者のそれぞれが必要な資料をファ
イル添付することが可能です

Q 登録料やライセンス料は必要ですか？
A

登録料やライセンス料はかかりません。ご 利用通数に

応じた利用料を監査人様にご請求させていただきます

Q Balance Gateway にはどのような利用環境が
A

必 要ですか？

インターネットに接続できる環境、WEB ブラウザ、サービス

利用者のメールアドレス、メールソフトをご用意いただく
ことで、利用可能です

丸地 肖幸

有限責任 あずさ監査法人

出資者

EY新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ

事業内容

PwCあらた有限責任監査法人

会社ホームページ
お問い合わせ先

確認システムの企画、設計、開発、保守、運用及び提供
https://auditconfirmation.co.jp/

info@auditconfirmation.co.jp
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