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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

Digital Control デジタルを用いた業務設計 

～「効率化」と「内部統制」をどう両立するか～ 

(2022 年 2 月 14 日(月)13:00～14:00(JKT 時間)/ 14:00～15:00(SG 時間) 

/15:00～16:00 (日本時間)) 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

今回は、Digital Control デジタルを用いた業務設計と題しまして、「効率化」

と「内部統制」をどう両立するかという観点での Webinar をご案内させてい

ただきます。 

 

COVID19 感染拡大によるリモートワークの導入は、企業のデジタル活用を推

進しました。 

RPA による業務の自動化やワークフローの導入による紙の削減など業務処理

におけるデジタル活用などデジタルテクノロジーの利用が進み、業務オペレー

ションの「効率化」は進捗しました。 

一方、リモート環境でどのようにガバナンスを効かせるかというリモートガバ

ナンスの実現に向けたモニタリング・統制活動におけるデジタル化は遅れてい

ます。 

また、業務オペレーションが変化し、それに伴いミス・不正などの発生可能性

のあるリスクの所在も変わっているのにも関わらず、リスクへの対応・内部統

制の見直しについても検討が進んでいない状況にあります。 

 

本セミナーでは、(1)モニタリング・統制活動におけるデジタル化の遅れと(2)

業務処理の自動化に伴う統制活動の見直しの遅れに焦点を当て、 

「デジタルを用いた内部統制の在り方(Control by Digital)」と「デジタルを

利用した際の内部統制の在り方(Control for Digital)」をテーマに、考えるべ

き論点・取り組むべき事項について解説します。 

 

 

 



 

<セミナー内容> 

・ 「デジタルを用いた内部統制の在り方(Control by Digital)」 （デー

タアナリティクスを用いたモニタリング強化など） 

・ 「デジタルを利用した際の内部統制の在り方(Control for Digital)」 

（ペーパーレス化・電子承認を導入する際のリスクとその対応など） 

・ デジタルを用いた業務オペレーションの設計時に検討すべき事項 

 

<詳細> 

日程 2022 年 2 月 14 日(月) 

13:00～14:00(JKT 時間)/ 14:00～15:00(SG 時

間) /15:00～16:00 (日本時間) 

申込方法 セミナー登録用 URL より、ご登録をお願いいた

します。   

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN

_l4CJBWRcTtiBDX6MN9RBqg 

言語 日本語 

実施方法  ウェビナー形式 

参加費用 無料 

備考 •日本や他海外拠点の方も参加いただくことも可

能ですので、ぜひご転送ください。 

•同業他社、および個人の方のご参加は、ご遠慮

いただいております。 

 

 

配信停止について  

本メールは、デロイト トーマツ グループのセミナーやホームページ等を通じ、情報配

信のご承諾を頂いた方にお届けしております。配信停止をご希望の場合は、お手数では

ございますが、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ：有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 

ra-seminar@tohmatsu.co.jp  

※お客様のご利用の環境（セキュリティ）により、文中のリンクが開けない場合などが

ございます。 

 

その他 

その他ご質問／ご相談につきましては、以下に記載されている連絡先またはシンガポー

ルの Japanese Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

柳澤 良文(Yoshifumi Yanagisawa) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2515 

yoyanagisawa@deloitte.com 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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