
指標　　 単位 201506 201509 201512 201603 201606 201609 201612 201703

　　営業CF 百万JPY -751 -1,322 5,251 6,018 1,327 2,342 9,698 11,25

売上債権回転期間 日 75 72 75 63 57 60 60 6

　　売上高 百万JPY 27,068 59,259 93,859 128,447 26,034 55,064 86,688 118,92

　　売上債権 百万JPY 22,609 24,188 25,747 22,077 16,783 18,459 19,085 20,27
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会計不正リスク診断サービス
不正の早期発見・防止のため、貴社の会計不正リスクの洗い出しを支援

上場会社においても粉飾決算等の発覚が相次いでおり、今後、コロナ禍およびアフターコロナにおいて会計不正の増加が懸念されます。
会計不正は企業に与える影響が大きく、会計不正を未然に防止および早期発見する仕組みを構築することが重要となります。
会計不正の早期発見・防止のため、内部監査や子会社管理における会計不正リスクの可視化および必要な対策の立案を支援します。

RecoveryReadiness Response

会計不正リスク診断サービスの概要

不正リスクの可視化
 子会社、事業拠点別に会計不正リスクを識別・評価し、残存リスクレベル（不正リスクが高い領域）を体系的に可視化し

ます。

積極的な不正・不祥事の発見・防止の起点に
 不正リスク・スキームと統制活動の関連性を明らかにし、統制活動の有効性を評価することで業務プロセス上の問題点を具

体的に洗い出し、よりメリハリのある改善及び効果的な不正防止を可能にします。
 業務プロセス上の問題点を可視化することで、今後の早期発見のためのアナリティクス、実効性の高い内部監査プログラム

など、多角的な視点から不正リスクにフォーカスした積極的・効率的な発見手続の策定を可能にします。

 関連資料、アンケート調
査、財務分析、企業内
外の過去の不正・不祥
事の情報収集・整理

会計不正リスク診断は会計不正リスクを体系的に可視化するものです。収集・整理した情報をデロイトが過去の経験で蓄積した不正リスクDBにあて
はめ、識別した不正リスク・スキームごとに残存リスクレベルを評価し、対応策等も含めて診断報告書として取り纏めます。

 収集した情報を不正リス
クDBにあてはめ、事業特
性等も踏まえ、発生可
能性のある不正リスク・
スキームを識別

 識別した不正リスク・ス
キームごとに固有リスクを
評価し、統制活動の有
効性を踏まえ、残存リス
クレベルを評価

不正リスク・スキーム
の識別

近年の不正の現状

 不正リスクに対する改善
点・効果的な対策なども
含め診断報告書として
取り纏め報告

不正リスクに関する
情報収集・整理

不正リスクの
評価

評価結果・対応
方針の報告

会計不正リスク診断サービスの効果

会計不正の増加
 今後、コロナ禍およびアフターコロナにおいて

会計不正増加の懸念

制度的な限界
 内部統制報告制度（J-SOX）の限界
 内部統制固有の限界

不祥事予防に対する社会的期待の高まり
 「上場会社における不祥事予防のプリン

シプル」（2018年3月：日本取引所グループ）
 「不祥事予防に向けた取組事例集」

（2019年11月：不祥事予防のプリンシプルに関する
意見交換会）

内部監査部に対する期待
 不正の早期発見に対する期待の高まり

会計不正発見・防止の必要性
 会計不正を未然に防ぐ体制の構築
 会計不正を早期に発見し、事態が大きく

なることを防ぐ仕組みの構築

 不正リスクDB  不正リスク・スキーム
 財務分析ツール

 不正リスク評価シート
 統制活動チェックリスト

 不正リスク診断報告書

デロイト診断ツールおよび成果物等
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会計不正リスク診断サービスの特徴およびアプローチ（例）
不正調査、不正監査、リスクマネジメント、財務分析、ビジネスプロセス分析等の経験が豊富な公認会計士、公認不正検査士、公認内部監査
人、ITスペシャリストが連携し、デロイト トーマツ独自の豊富な不正データベースや財務分析において過去の類似のデータを活用することにより将来の
不正の予防・早期発見の為のポイントを可視化します。

不正リスクに関する
情報収集・整理

不正リスク・スキーム
の識別

不正リスクの
評価

不正リスクに対する
改善点・対応策

実
施
例

実
施
上
の
ポ
イ
ン
ト

 IT業界の事業特性を踏まえ、
業務プロセスおよび取引固
有のリスク（直送取引及び
無形物の帳合取引等の有
無）を把握

 不正リスクDBを活用し、同
業他社（IT関連）の事例
も含め効率的・網羅的に情
報を収集・整理

M&A、事業再編、子会社管理、内部監査、不正の発覚時（類似の会計不正リスクの特定）及び再発防止などの場面に応じて、以下の場合な
どにおいて、本サービスを活用頂くことを想定しています。

利用局面

活用例1：主要拠点を対象に、発生可能性のある不正リスクを網羅的に洗い出し、不正リスクを評価し、対応策を検討・実施
活用例2：個別又は複数の拠点において、特定の不正リスクや業務プロセスを対象に不正リスクを評価し、対応策を検討・実施

IT関連事業を営む企業グループにおいて、過去子会社において売上の架空計上（循環取引等）が発覚し、再発防止策を実施していたにもかか
わらず、他の子会社において同様の売上の架空計上が発覚（再発）した場合のアプローチ（例）は以下の流れとなります。

 不正リスクDBを活用し、発
生可能性のある不正リスク・
スキームを識別

 財務分析ツールを用いて、売
上架空計上に関連する財
務指標（売上高成長率、
売上総利益率・営業利益
率および回転期間等）分
析を行い、対象拠点を選定

 不正リスク評価シートを用い
て架空計上のリスク要因と
なる取引固有のリスクの有
無を確認

 売上の架空計上に係る統
制活動（販売プロセス）の
チェックリストを用いて、不正
防止・発見統制によるリスク
低減状況を評価

 売上の架空計上に係る販
売プロセス上の問題点を一
覧に纏め、フロー・ダイヤグラ
ム等を用いて明示

 売上の架空計上に係るリス
ク領域をヒートマップ等を用い
て可視化

不正リスクDB（不正事例及び不正リスクシナリオ）

取引固有のリスク

IT業界の事
業特性

不正リスク スキーム

証憑偽造
資金循環売上

架空計上

全社/セグメント/事業本部 対象事業・拠点ごと

不正リスク評価シート

統制リスク

取引固有の
リスク
の有無

不正防止・
発見統制活
動の有効性
を評価

残存リスク

業務
プロセスの問
題・課題

売上架空計
上リスクの領
域可視化

不正リスク診断報告書

固有リスク

統制活動
チェックリスト財務分析ツール フロー・ダイヤ

グラム ヒートマップ

対
象
拠
点
の
選
定

・・
直送取引
帳合取引

・・

企業内外の経営環境
内部統制・再発防止策の理解
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