弊社サービス・メニュー：［他社の真似できない対応、アンサー］ サービスの概要一覧表
お客様のニーズ

提供出来るサービス

サービスの概要

業務管理、内部 J‑SOX に準拠した業務 プロセス、業務の可視化、自動化のご支援。 ・ J‑SOX の要求するプロセスの可視化として、業務フロー、業
統制
管理、内部統制を強
務管理手順の記述支援をいたします。
化、もしくは構築した
・ 現存する業務フロー、業務手順を最新の状態に更新する作業
い。
支援を提供します。
・ 業務の分析をし、合理化のご提案とシステム化のご支援を致
します。

内部統制、J-SOX

業務のリスク管理とガ 業務のリスク管理とガバナンス構築のご支
バナンスを強化した 援。
い。

内部監査

自己点検

・ 業務の分析し、リスクの存在する所の発見と可能な対応策を
提言いたします。
・ リスクに従った業務のガバナンスを構築するご支援を致しま
す。

・ 複雑な業務管理、業務分析の経験豊富で、直接的に
企業のガバナンスに従事しておりました。
・ 業務リスク管理は多業種にわたる経験を豊富に持
ち、公的機関を含む大企業にご支援を提供しており
ました。
・ リスク管理、ガバナンスの業務遂行は卓越した業績
を提供できます。

内部監査の仕組みを強 J‑SOX の要求を満たす内部監査体制を強化、 ・ 実効性のある内部監査の構築を支援します。
化、もしくは構築した もしくは構築するご支援。
・ 模擬的な内部監査を実施し、課題点、現在の状況を分析し、
い。
対応策を提案します。

・ 弊社スタッフの殆どが監査経験を持ち、優れた監査
鑑識眼を備えております。

業務監査、システム監 監査資格を持つ者による検証。
査での指摘をなるべく
少なくしたい。

・ システム監査人有資格者が業務、体制などを検証し、指摘可
能性事項の調査、課題点の抽出、またそれらの対応策を提言
します。
・ 模擬的な監査を実施し、職員の皆様に課題点などを説明し、
理解を深めていただきます。

・ 国際的基準、公的機関等の外部情報に精通し、更
に諮問を行っている弊社スタッフがご支援を担当
します。
・ 弊社スタッフの殆どが監査経験を持ち、優れた監
査鑑識眼を備えております。

自己点検の仕組みを強 J‑SOX の要求を満たす自己点検体制を強化、 ・ 業務の自己点検状況を分析し、課題点の強化策を提言致しま
化、もしくは構築した もしくは構築するご支援。
す。
い。
・ 自己点検体制を新規構築、更改する場合には、その作業をご
支援いたします。

・ 全て自己点検の経験を持ち、実務、及び企画分野
で秀逸した能力を備えた者がご支援に当たらさせ
ていただきます。

リスク管理とセキュリティー

ITセキュリ
セキュリティー管理体 セキュリティー管理体系の可視化、文書化の ・ セキュリティー管理の文書体系を構築する支援を行います。
ティー体系の可 系を可視化、または文 ご支援。
・ セキュリティー・ポリシー起案、記述、セキュリティー・ス
視化
書化したい。
タンダードの企画、記述、セキュリティー・プロシジャーの
構築、記述を支援します。
・ セキュリティー管理状況を報告する仕組みを構築し、管理の
可視化を支援します。
ITセキュリ
ティー体系管理
の実施
事業継続計画
(BCP)の構築、及
び実現

弊社、差別化のポイント
・ 米国と日本でSOX の要求に従った業務管理、内部統
制業務に従事しており、十分な経験を積んでおりま
す。
・ 多業種の業務管理、統制に従事した経験豊富です。
・ 業務可視化、自動化のご支援は優れた効率で行う事
が出来ます。

セキュリティー管理体
系を実際に運営して欲
しい。
事業継続計画を策定し
たい。

・ 一般セキュリティー、情報セキュリティーに関し
て、先端的な技術と経験を備えた者がご支援を担当
します。
・ 担当できる範囲が広く、チームとして、企業全体の
要求に対応できます。

セキュリティー管理体系の期限付きの運営、 ・ 全社規模から部署規模に至るまでのセキュリティー管理体系
・ 実際のセキュリティー業務に従事した経験が長く、
実施ご支援。
に対し、期限付きで実際に管理を実施するご支援を行います。
精緻、かつ広範囲に業務運営、実施が可能です。
情報部門の事業継続計画の策定をご支援しま ・ 情報部門の災害時等、業務継続計画の策定をご支援いたし
す。
ます。また、現存の計画の検証をご支援します。
・ 災害時の業務復旧計画の策定をご支援いたします。

・ 非常に長い実務経験を米国などの先進国で経験を
積んだ者がご支援を担当させていただきます。
・ 多くの企業に対し、ご支援させていただいた
経験を持ちます。
・ 企画から訓練に至るまで、一貫したご支援が
可能です。

事業継続計画の実効性 情報部門を含む会社全体の事業継続計画の実 ・ 会社全体（情報部門を含む）の災害時等、業務継続計画の実
を検証し、模擬テスト 効性検証、及び模擬的な計画実施を支援しま
効性を検証します。評価の根拠となる基準は日米の広く使わ
を実施したい。
す。
れている情報を利用します。
・ 災害時の業務復旧計画の模擬的実施をご支援いたします。
機密文書の終端 企業機密文書を誰も見 機密文書を溶解してパルプに戻すまで、だれ ・ お客様の場所にセキュリティ・ボックスを置き、いったん封
処理
ることなく、安全に廃 も内容を見ることの無い処理を提供します。
印したら最後まで誰の目にもさらされること無く文書を廃棄
棄処理をしたい。
いたします。
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・ 廃棄処理の要所に監視カメラを置き、更に監
査人の確認証明を得た文書を用意するなど、
万全を期した廃棄プロセスを実施します。

弊社サービス・メニュー：［他社の真似できない対応、アンサー］ サービスの概要一覧表
お客様のニーズ

提供出来るサービス

サービスの概要

アウトソー
ス

リスク管理とセキュリティー

温暖化ガスを排出せ 機密文書を燃焼させること無く、安全にパル ・ 廃棄をお引き受けした機密文書をパルプまでに溶解し、さら
ず、機密文書を安全に プに溶解し、更にリサイクルする環境に配慮
に再利用します。温暖化ガスを排出することなく、環境負担
廃棄したい。
した廃棄をします。
を極小化した処理をいたします。

クレジットカー クレジットカードのグ クレジットカードのグローバルセキュリティ ・ グルーバルセキュリティ基準を参照し、監査手法を以って、
・ 米国カードセキュリティ基準協会との密接な連絡
ドのセキュリ
ローバル・セキュリ 基準に従い、関連するすべての業務につい
模擬的な監査を行います。
を確立しているので、適切、且つタイムリーな検
ティ
ティ基準の要求に準拠 て、検証をさせていただきます。
・ 模擬監査により、課題点を見つけ出し、リスクの大きさに
証、提案が可能です。
する必要がある。
従った対応策を提案いたします。
・ グローバルな情報セキュリティの監査資格保持者
・ 対応策の実施を支援し、結果を検証、評価させていただき
による検証を行える為、ハイレベルな検証経験、
ます。
監査視点にて、すべての検証が行えます。
・ クレジット会社から派遣された検証人の検証作業に立会い、
・ 監督官庁に密接な連絡を取れるポジションを得て
円滑、かつ有利な検証評価が得られるように支援いたします。
いるので、施策視点からの情報取得がタイムリー
に行えます。
・ 戦略的な対応が精緻に行えるスタッフを備え、ま
た規模の大きなプロジェクトに対応できる容量も
備えております。
文書管理

自社内部の文書管理を 情報資産に対する高度な管理の実施支援をさ
合理化したい。
せていただきます。

業務の執行代行 現行の執行代行（アウ お客様に於ける執行代行（アウトソース）業 ・ 金融機関業務、製造業務、情報産業、サービス産業を主とし
（アウトソー
トソース）セキュリ 務のセキュリティを必要な条件を満たしてい
て、業務執行代行（アウトソース）に付している業務のセキ
ス）のセキュリ ティを検証したい。 るかの検証をいたします。
ュリティ管理、リスク管理業務の支援をいたします。
ティ条件

・ 現実に業務に従事し、管理してきたスタッフ
が担当します。
・ 過去17年間の業務実績による管理情報の
蓄積を踏まえてご支援いたします。

特定業務のアウ 金融機関業務部門
業務運営の受託を致します。
トソース
（バックオフィス）を
外部委託したい。

・ 金融機関のバックオフィス業務をタスク・チームとして受託
いたします。
・ 海外（米国）などから参入してきて間もない企業の業務部門
運営を短期間受託いたします。
・ 当該企業の市場調査、公的機関等との交渉を受託致します。

・ スタッフチームは主として、英語による銀行
業務の経験をもち、担当するメンバー全員が
銀行支店長、業務本部長等の実務経験を備えて
おりますので、信頼出来る業務運営が可能で
す。

海外の企業を日本に誘 米国、欧州の企業を日本に誘致する活動を支 ・ 弊社、欧米のマーケティング・エージェントを利用して、日
致したい。
援いたします。
本に上陸したい企業を調査、誘致を致します。
・ 短期間の誘致企業の日本での経営、管理、運営を代行いたし
ます。

・ スタッフチームは外国での業務経験をもち、
英語圏ではチームメンバー全員が長い実務経
験、市場知識を備えております。
・ 日本における企業経営経験を持つ多数のチー
ムメンバーにより、ご支援を提供いたします。

国際企業誘致

国際活動

弊社、差別化のポイント
・ 紙パルプの再生、再利用に信頼実績豊富、か
つ公共機関の認定を受けた工場で廃棄処理
をいたします。

海外への自社商 海外（米国）に自社商 海外（米国）への市場進出をご支援いたしま ・ 弊社、海外（米国）のマーケティング・エージェントを利用
品販売
品の販売網を広げた す。
し、海外市場への販売網拡大を支援いたします。
い。
・ 海外（米国）での販売代理店の調査、紹介、交渉をご支援い
たします。

・ 実務として、海外駐在、海外企業での従事経
験も長く、信頼できる市場知識、交渉術にも
卓越したメンバーがご支援を担当させていた
だきます。

海外商品の日本 海外（米国）の商品を 米国市場から商品を輸入し、販売する過程を ・ 弊社、海外（米国）のマーケティング・エージェントを利用
での販売
日本で販売したい。 ご支援いたしま。
し、海外から商品を輸入販売するご支援を致します。
・ 海外商品の市場性調査などを行い、日本での販売拡大のご支
援をいたします。

・ 海外商品の輸入販売経験を多業種にわたり備
えております。
・ 市場調査は幅広いチャネルを備えております
ので、的確なご支援が可能です。
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弊社サービス・メニュー：［他社の真似できない対応、アンサー］ サービスの概要一覧表
お客様のニーズ

経営戦略

債券の流動化

提供出来るサービス

サービスの概要

保有している債権を有 債権の流動性を確保し、有効に利用できるよ ・ 弊社、及び協力会社のチャネルにより、十分なな調査、運用
効に運用したい。
う、情報を提供します。
助言、実施支援を致します。
・ 保有している資産の証券化、運用方法の組みなおし等の方策
により、より柔軟な流動性を獲得します。

弊社、差別化のポイント
・ 金融先端に位置する外国銀行、特に米国投資銀
行業務に経験の長いスタッフが担当したします
ので、視野の広い的確な戦略を実施できます。

Web ページ利用 インターネット上に置 インターネット上の御社ホームページの認知 ・ Web 上のホームページ等を媒介として、御社企業の認知度、
による認知度向 いた情報をより多くの 度向上、貢献度向上を支援します。
イメージ定着を支援します。
上戦略
人に見ていただき、業
・ Web 上の機能を利用し、マーケティング、市場傾向、販売
績の向上に供したい。
予測に必要な情報を収集する機能を設定します。

・ ＩＴ業務従事の経験が豊富なスタッフが担当
致しますので、的確、且つ合理的な対策をご
提案申し上げられます。

M&A の支援

企業の買収、併合を行 企業の買収、併合の過程を支援いたします。 ・ 企業買収、合併の戦略、企業選別の過程をコンサルテーショ
いたい。
ン・サービスとして、支援します。
・ 銀行等、金融機関の利用と交渉の過程を支援します。

・ 米国投資銀行でのＭ＆Ａに長年従事したスタ
ッフが担当いたしますので、幅広い選択肢、
戦略の構築が可能です。

被併合会社の事 併合した会社の業績、 併合前、併合後の会社の状況を業務リスク管 ・ 合併、併合状態の途上にある企業の状態を業務リスクの観点
業評価支援
ポテンシャルを客観的 理の視点から客観的に評価します。
から評価し、報告します。
に評価した情報を得た
い。

・ Ｍ＆Ａ業務とリスク管理経験の長いスタッフ
が担当いたしますので、素早い的確な判断が
可能になります。

投資に関するコ 事業資金の安全性を得 保有資産投資効果の向上について、コンサル ・ 保有資産の投資効果につき、世界の金融市場で有効性を向上
ンサルタント
る為、一部を金融市場 テーション・サービス、情報提供をいたしま
させる支援を行います。
で運用益を得たい。 す。

・ 米国一流の投資銀行業務経験が長いスタッフ
が担当したしますので、的確かつ合理的な情
報ご支援が提供できます。

海外金融商品へ 海外金融市場での金融 海外での金融商品に付き、投資先、中継ぎの ・
の投資に関する 商品を利用し、自己資 金融機関、ブローカー等のご紹介、並びに投
コンサルタント 金を有効利用したい。 下資本の運用状況をモニターするサービスを ・
提供します。
・

・ 国内の投資環境より格段に有利な米国での投
資を企画いたしますので、投資収益が着実に
なり、有利な投資環境が実現できます。

海外金融機関との交渉過程を、お客様の視点に立って御支援
申し上げます。
海外金融商品の運用優位性を生かし、収益性の向上を御支援
申し上げます。
直接的な交渉が必要な場合、交渉現場に同席し、交渉過程を
優位に導くよう支援します。

国際会計基準（ＩＦ 導入間近なIFRSを如何 国際会計基準（ＩＦＲＳ）を業務の検証、効率化、 ・ ＩＦＲＳの要求する本質的な影響範囲を業務の流れの中で調査しま
ＲＳ）の導入
に円滑に業務に導入さ 不合理点の洗い出し、ボトルネック・リスクの所
す。
せるかを検討したい。 在点の洗い出しを軸にして導入を支援します。 ・ 価値移転の詳細を業務プロセスに従って分析し、反映させる経理処
理を検証、確認します。
・ 報告書中のコメント欄に付き、鳥瞰的に合理的な表現を策定し、提
案をさせていただきます。
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・ 米国一流の投資銀行業務経験が長いスタッフ
が担当したしますので、的確かつ合理的な情
報ご支援が提供できます。
・ 世界の導入状況からタイミングが遅れている
日本の状況を踏まえ、短時間、効率的にプロ
ジェクトを遂行する経験を持ちます。

