
  内部統制」と「強い経営体質」の構築に 
企業はいかに対応すべきか

 

 

　ついに、2008年4月期から施行されたJ-SOX。こ

れを機に、事業体としての確かな基盤作りが、企業の

大きな経営課題となっています。その基盤作りとは、

具体的には内部統制の構築・実行という取り組み。正

当なビジネス行動を証明し、それに従って事業を大き

くすることは、企業の命題です。 

　私たちアビタスは、1995年の設立以来、13年間に

わたって、米国公認会計士（U.S.CPA）、公認内部監

査人（CIA）、公認情報システム監査人（CISA®）など

米国資格取得を目指す方々を支援してまいりました。

この実績を踏まえ、今後は企業に対しても、これまで

以上に充実したサービスを提供していきます。その具

体的なサービスとは、「教育研修事業」と「人材紹介事業」

の二点。特に、内部統制の構築と、強い経営体質を作

るための会計に特化した人材は、企業の今後を左右す

るといっても過言ではありません。 

人材への適切な教育研修、 
有能な人材の採用が強い企業を作る

 

 

　ビジネスを遂行するのも、企業の魅力を作り上げる

のも、まずは「人」です。人材があってこそ、企業は組

織として成り立ちます。そんな多数の人を抱える企業は、

優れた人材がその企業をしっかり管理することで、ビ

ジネスの力が一層強まります。 

　アビタスでは、企業の中で最も大切な人材に焦点を当

て、会計知識や監査を中心にした「教育研修事業」と、「人

材紹介事業」の2つのサービスをご提供しております。 

　まず、教育研修事業では、U.S.CPAや英文会計など

のほか、「企業会計入門／基礎講座」「キャッシュフロー

経営時代の企業会計入門講座」「投資分析基礎講座」など、

現代の経営における企業会計の基本をカバー。また、

昨今J-SOXで注目される「内部統制」や「内部監査」に

関する基礎講座や、社内の内部監査人を育成するコー

スなども提供しています。これらの研修プログラムは、

eラーニング、DVDでもご提供しており、時間や場所

の制約なく学習できるのが特徴。これにより、“強い企

業を作る”人材の教育研修に大きく貢献いたします。 

　一方、人材紹介事業では、経理・財務・税務・監査

やコンサルティングなど、会計を中心に、管理業務の

プロフェッショナルをご紹介しております。企業の経

営力は、会計を中心にしたさまざまな管理業務で決ま

るといっても過言ではありません。キャッシュフロー

経営、内部統制や監査など、会計に関連する業務は広

がるばかり。この広がりに対応することが、市場や顧

客から企業に課せられた課題です。アビタスでは、現

代の経営ニーズに合わせ、会計や監査ノウハウを持つ

優秀な人材をご紹介することで、ますますのビジネス

発展をご支援して参ります。 

アビタス通信 

「教育」と「採用」の2事業を展開 
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企業力強化の鍵は人材にあり 

〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー15F 
TEL：03-3299-3330　FAX：03-3299-3777 

　私たちアビタスは、1995年にU.S.エデュケーション・ネッ

トワークとして設立以来、米国資格取得のための教育プログ

ラム提供を主軸に、事業を展開してきました。2008年4月、

株式会社アビタスとして社名を変更すると共に、資格取得希

望者の支援だけでなく、法人向けサービスにも一層注力して

いきます。 

　ビジネスを取り巻く環境は年々厳しく、変化が激しくなっ

ています。企業は、事業を展開するという命題と共に、その

内部統制についても、法的に責任を問われるようになりました。 

こうした厳しい環境の中、利益を上げ続け、かつ内部統制をしっ

かり進めるためには、優れた人材の登用が鍵となります。　 

　私たちアビタスは、特に人材という要素に焦点を当て、企

業力を強化するための「教育研修」と、経理・財務・監査を

中心とする「優れた人材の紹介サービス」の2つを柱に、企業

の発展と経営力強化をご支援いたします。 

株式会社アビタス 代表取締役 
米国公認会計士／公認内部監査人 

三輪豊明 

変化の激しい経営環境、優れた人材こそ命 

「 



 受験料（初回登録時のみ） 

8,400円 

  各Part受験料（各Part共通）  

17,850円 

Part4試験免除の場合の管理費 

17,850円 

Part1 

Part2 

Part3 

Part4

ガバナンス、リスク、コントロールにおける内部統制の役割 

内部監査の実施 

ビジネス分析と情報技術 

ビジネス・マネジメント・スキル 

※日本のテストセンターでは、日本語または 
　英語での受験が可能です 
※各Partとも、出題数は100問、試験時間は2時間45分です 
※問題は世界共通です 
※Part4の受験については、公認会計士、U.S.CPA 
 （Certificate取得者）、内部監査士、CMA、CISA®等の 
　資格保持者などに免除の特典があります 

一刻も猶予なし、J-SOXの課題にいかに対応するか 

教育研修 

■試験形式 

2008年5月より新試験制度が導入され、従来のペーパー試験からコンピューターベース・テスト（CBT）に

なります。試験は4科目（Part）から構成され、1科目からの受験が可能です。 

 

 

 

 

 

■試験日程・会場 

全国にあるピアソンVUEのテストセンターにて受験できます（東京、札幌、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡、

那覇）。テストセンターに常備されたPCで、好きな日時に受験することができます。 

■受験料 
 

 

 

■合格基準と合格率 

得点は250～750ポイントのスケールド・スコアに換算され、合格ラインは各Partとも600ポイント以上です。

合格率は各Partごとに30～40％です。 
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156名 

表 CIA試験累計合格者数（2001年～） 

324名 
606名 

917名 
1301名 

1903名 3192名 

「 

アンケート回答の43％を占めた 
現状の「課題」とは？ 
 

　J-SOXへの対応は、一般的に（1）J-SOX対応方針

の策定、（2）文書化実施、（3）評価実施、（4）外部監査

という4段階をとります。各社がどの段階にあるかに

ついては、過去に何回か報道されてきましたが、最新

情報としては、監査法人トーマツが2007年12月に実

施したアンケートが参考になります。これによると、

文書化が完了し「評価実施」段階に入っている企業が

42％となっています。一年前、文書化の作業負担が非

常に問題視されていたことを考えると驚くべきことで

すが、それ以上に注目を引くのが、各社の課題に関す

る回答結果です。アンケートによれば、圧倒的に多く

挙げられた課題が、「内部統制の評価方法」（43％）で

した（ちなみに、第2位の「外部監査人との協議・折衝」

は20％弱です）。 

　トーマツではこの結果について、「『内部統制の文書

化方法』については書籍等も多く出されており、定型

的フォーマットを利用するなど、作業量は多いとして

も比較的取り付きやすいと思われる。一方、『内部統制

の評価方法』は、各企業に合った方法を、各社が自主

的に構築することが期待されている」と分析しています。 

 文書化」の“先”を担う 
公認内部監査人（CIA）有資格者が急増

 

 

 「評価実施」段階において大きな役割を担うのが、内

部監査人です。内部統制の「実施基準」では、「内部監

査人は、内部統制の目的をより効果的に達成するため

に……内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、

必要に応じて、その改善を促す職務を担っている」と

しています。多くの企業が評価段階にさしかかってい

る現在、その重要性は社会的にも増してきています。 

　このことは数字上でも明らかであり、内部監査の国

際資格である公認内部監査人（CIA: Certified Internal 

Auditor）資格の国内合格者は、2004年に311名（累

計917名）だったのが、2007年に1199名（累計

3192名）に急増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

　この傾向は、継続あるいは加速するものと思われます。

多くの上場企業では、これまで法対応を優先し、内部

統制構築のために監査法人やコンサルティング会社を

利用してきました。しかし、コンサルティングやアウ

トソーシングは非常にコストが掛かるもので、今後は

内部の人材によるノウハウの蓄積を図っていく必要に

迫られています。企業にとっても、内部監査の専門ス

キルを証明するCIAの有資格者は、今後ますます必要

となっていくに違いありません。 

公認内部監査人（CIA）資格試験について 



　株式会社アビタスは、U.S.CPA／CIA資格保有者を

中心に、経理・財務・税務・監査・コンサルティング

など会計分野に特化した人材紹介サービスを行ってお

ります。登録者は20～30代が中心で、資格を保有し

ているだけでなく、実務経験もあるので、即戦力とし

て活躍できるのが特徴です。 

　企業を人間の体に例えると、人材は人体を構成する

内臓や骨、製品は栄養、そしてお金は栄養を運ぶ血液

に当たります。この血液の循環を良くすることが、健

康な人体＝企業でいられる条件です。 

　現在の企業は、キャッシュフロー経営や国際会計基

準への対応など、新しい波が押し寄せてきています。

私たちは、そんな環境にある企業の皆さまを応援すべく、

財務会計を中心にした管理業務のエキスパートをご紹

介し、企業の経営力強化をご支援いたします。また、

企業の皆さまが、アビタスの施設を使って弊社に登録

している人材に対し、会社説明会を無料で開催するサー

ビス「キャリアセミナー」もご提供し、人材採用の効

率と精度を高めるお手伝いもしております。 

　アビタスの人材紹介サービスには2つの特徴があります。全般的な経理はもちろん、財

務や税務など特定の会計分野に強い人材をご紹介できること。会計業務だけでなく、J-

SOXで注目される監査人やコンサルティング経験のある人材の登録も数多くあります。 

　もう1つが、「即戦力」です。アビタスには、20代半ば～30代半ばまでの年齢層を中核に、

実務経験のある人材が数多く登録しております。若手の場合でも、米国公認会計士（U.S.CPA）

の資格を持っているなど、高いポテンシャルを有しており、すぐ活躍できます。 

　また、企業が登録者に直接会社紹介を行う「キャリアセミナー」をご活用いただくと、

登録人材と、企業のマッチングの精度をより高めることができます。このキャリアセミナー

については、次号で詳しく成功事例などをご紹介していきます。 

財務会計系のエキスパートぞろい 
アビタス人材紹介の2つの特徴とは？ 

今月のお勧め求人リスト 

システム系 3% 

コンサルタント 4% 

金融 7% 

会計・監査 10%

経営力＝会計／関連業務の能力 
財務管理に強い人材が、企業を強くする 
 

人材紹介 
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大手総合商社にて経理財務業務を担当し、 
連結決算業務まで幅広い経験あり。 
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慶應義塾 
大学 上級    U.S.CPA、 

簿記2級 
27 
男性 

事業会社にて、システムの導入・保守・運用から 
システム監査、IT統制まで幅広い経験あり。 

大東文化 
大学 初級   CIA、 

CISA®
36 
男性 

一般事業会社にて経理業務を2年間経験。高い英語力と 
U.S.CPAに科目合格されるなどポテンシャルが高い。 千葉大学 上級    U.S.CPA、 

2科目合格 
25 
女性 

事業会社・税理士事務所での経理を経験。現在は、 
内部統制連結グループプロジェクトのマネージャーとして活躍。 

慶應義塾 
大学 中級 

　CIA、 
  税理士（簿・消） 

37 
女性 

金融機関にて、融資業務・システム導入を経験。現在は、  
Big4系コンサルティング会社にて内部統制のコンサル業務に従事。 

慶應義塾 
大学 中級    U.S.CPA、 

CIA
32 
男性 

外資系金融機関での経理やSOX対応を経験。 
現在は、Big4監査法人で監査業務に従事。 

ニューポート 
大学 上級 

   U.S.CPA、 
MBA、CIA

43 
女性 

米国上場の金融機関にて連結決算、USGAAPでの決算業務を 
経験され、関連会社でのファンド会計も経験。 東北大学 中級    U.S.CPA、 

2科目合格 
27 
男性 

最終学歴 保有資格 
金  融 

経  理 
財  務 

経験職種 

監査 
コンサル 

内部監査 
内部統制 

英語 
レベル 

略歴他 

株式会社アビタス 
人材事業本部 

部長 
熊谷孝裕 

経験職種 年齢構成 U.S.CPA・CIA・CISA®



株式会社アビタス　広報担当　中嶌　abitus@abitus.co.jp 
東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15F　TEL：03-3299-3223

各種プログラム、法人向け研修コース、人材紹介に関するお問い合わせ 

アビタス通信に関するお問い合わせ 

[ 新  宿 ] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー15F　TEL：03-3299-3330　FAX：03-3299-3777  

[ 銀  座 ] 〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1　銀座東芝ビル8F　TEL：03-5568-3330　 FAX：03-5568-3331  

[ 大  阪 ] 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-2　新サンケイビル8F　TEL：06-6341-1020　FAX：06-6341-1088 

 
 
　2008年3月8日、新宿ワシントンホテルで「CIA合格者交

流会」が開催されました。2007年11月のCIA試験で見事合

格した方100名と、現在CIA Courseを受講している受講生

40名が参加し、試験勉強の方法や現在の業務について、活発

な情報交換が行われました。 

　メーカーの監査室に勤務するA氏（40代）は、「入社以来、

一貫して管理部門を担当。ガバナンス、リスク管理、財務、情

報システムなど、さまざまな経験が役立った」とコメント。対

して、営業畑出身の方は、財務など管理業務の実務経験が少

ないため、苦労したこともあったそう。ただ合格者の方は、「継

続して勉強することが、CIA合格の近道。その経験は、必ず実

務で役立つ」と、受講生にエールを送っていました。 

CIA、U.S.CPAの育成が急務の現在。しかし国内では専門家も少なく、育成のための研修プログラムも整備されていな
いのが現状です。アビタスでは、そうした課題を抱える企業の人事部門に向け、各種法人向け研修コースを多数ご用意
しております。効率的な研修のために、eラーニング、DVDを使った学習プログラムをご用意し、遠隔地の企業の皆さ
まにも多くご利用いただいております。 

【内部監査・内部統制関連プログラム】 【会計・財務関連プログラム】 

・内部監査基礎講座 
・内部統制基礎講座 
・公認内部監査人（CIA）コース 
・公認情報システム監査人（CISA®）コース 

・企業会計入門講座 
・企業会計基礎講座 
・キャッシュフロー経営時代の企業会計入門講座 
・投資分析基礎講座 
・英文会計入門講座 
・米国会計基準実務講座 

内部監査人を含む人材育成をコースで任せてみませんか？ 

「CIA合格者交流会」に140名が参加 

e v e n t  r e p o r t

http://www.abitus.co.jp/

各種プログラム 

TEL：03-3299-3330 

担当：遠藤 

info@abitus.co.jp

法人向け研修コース 

TEL：03-3299-3330 

担当：河原 

training@abitus.co.jp

人材紹介、キャリアセミナー 

TEL：03-3299-3666 

担当：熊谷 

career@abitus.co.jp


