
総合監査センター

総務の窓口

総合監査センター

内部監査代行から、内部監査員養成まで

幅広い分野の専門家とグループで培った実績により

企業の経営健全化を支援します

■　企業経営における様々なリスク

『内部監査代行 ・ 内部統制コンサルティング』 を承ります『内部監査代行 ・ 内部統制コンサルティング』 を承ります

近年は、「労務・ 雇用問題」「コンプライアンス違反・ ガバナンス問題」
「情報・ システムリスク」といった 三大リスクが特に重視されています

産業廃棄物問題

企業不祥事労働関係法法改正

災害

情報システム障害

シニアの活用 副業 /兼業

特定技能の創設

バイトテロ 従業員不祥事

ハラスメント

労基法違反コンプライアンス
不正行為

企業経営のリスク

マスメディア

従業員

取引先

環境

災害 

事故・故障  

労務・雇用 

コンプライアンス

故意・犯罪

SNS 炎上　誹謗中傷

ハラスメント

下請法

産業廃棄物問題

地震　火災

情報システムの障害

労基法違反

規則違反　不正行為

破損　犯罪

■　サービスメニュー

■　総合監査センターの強み

内部監査代行

各種マネジメントシステム監査

EHS 監査・廃掃法監査

研修・e-learning

サイバーセキュリティ監査

モニタリング(監視 )・その他サービス

情報漏洩対策の費用対効果がわからない

マネジメントシステムを強化したい

情報漏洩対策の費用対効果がわからない

環境リスクから企業を守る

教育・育成体制でリスクマネジメントを強化する

持続性のあるリスクマネジメントを目指す

一貫した活用から部分的な活用まで、ご要望に応じて提供させていただきます

是非とも総合監査センターにご相談ください

■　弊社の監査事業に関する考え方

【４つの目的 】
1.　「経営管理体制」「事業活動の効率的推進」

　   規律保持や社会的な信頼性」による

　    企業価値の向上

2.　内部統制監査後、体制強化の評価・維持

3.　専門知識教育・監査人育成

4.　指摘事項のフォローアップとアドバイス

１
内部監査代行

２
モニタリング

３
各種教育

４
コンサルティング

通常の内部監査（検査業務）から弊社によるコンサルティング業務へ

あらゆる事業環境リスクに対し、業界に

縛られない企業ネットワークを活用して

包括的なコンサルティングサービスを提供

03Strength

多岐にわたる企業ネットワーク
内部監査代行から内部監査員養成まで

あらゆる内部監査業務をサポート

02Strength

80 拠点を超える全国サポート網
企業や専門機関で培った経験・実績が

豊富なシニア人材を中心とした800名強

の専門家在籍実績を活用

01Strength

幅広い分野の専門家が在籍
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