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はじめに：弊社・講師のご紹介

KPMGについて
KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供するプロフェッショ
ナルファームのグローバルネットワークです。世界147ヵの国と地域のメン
バーファームに219,000名の人員を擁し、サービスを提供しています。
KPMGネットワークに属する独立した個々のメンバーファームは、スイス
の組織体であるKPMG International Cooperative（“KPMGイン
ターナショナル”）に加盟しています。KPMGの各メンバーファームは、法
律上独立した別の組織体です。

KPMGの組織に関するステートメント
KPMG International Cooperative（“KPMGインターナショナル”）
はスイスの協同組合です。KPMGネットワークの独立したメンバーファー
ムは、KPMGインターナショナルに加入しています。
KPMGインターナショナルではクライアントに対して監査やその他のサービ
スの提供は行っていません。サービスはそれぞれの地域のそれぞれのメン
バーファームによって単独で行われています。

業務収入

代表
（チェアマン） Bill Thomas （ビル・トーマス）

人員数 219,000名

国数 147ヵ国

総収入 297.5億米ドル

監査
111.8億
米ドル

税務
66.2億
米ドル

アドバイザリー
119.5億
米ドル

（KPMG International Annual Review 2019：2019年9月30日付）
（人員数・国数は2019年12月17日現在）

KPMGについて
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KPMGジャパンについて
はじめに：弊社・講師のご紹介

KPMGジャパンは、KPMGの日本におけるメンバーファームの総称であり、
監査、税務、アドバイザリーの3分野にわたる8つのプロフェッショナル
ファームに約8,600名の人員を擁しています。
クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専
門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネット
ワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

業務収入

クライアント
基盤

40.4%（FORTUNE’s annual ranking of the world’s 2019）

（2019年 FORTUNE GLOBAL 500の日本企業52社におけるシェア）

KPMGジャパン
人員数 8,616名

（2019年6月30日付）

海外駐在
日本語
対応者数

91ヵ国都市約800名
（2020年3月31日付）

アドバイザリー
611
億円

税務
169
億円

監査
782
億円

（2019年6月30日現在）*税務の業務収入は2019年9月期

総収入 1,562億円
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はじめに：弊社・講師のご紹介

KPMGジャパンの提供サービス

法定監査

任意監査

保証業務

監査AA
信頼性の高い監査をもって社会的要請に
応えることはもちろん、全世界のKPMGで
統一された最新の監査手法を通じて、
品質を最優先させた監査を行っています

マネジメントコンサルティングMC

戦略からITまで、企業変革と
プロジェクトの実行をサポート
ストラテジー＆オペレーション
組織・人材マネジメント

 フィナンシャルマネジメント
 ITアドバイザリー

ディールアドバイザリーDA

M&A、事業再編・事業再生等の
戦略策定と実行を総合的にサポート
 M&A／PMI
事業再生

経営戦略

リスクコンサルティングRC
企業グループのガバナンス、リスク、コンプライアンスに
関する各種取組みの推進、改善をサポート

アカウンティングアドバイザリー
ガバナンス、リスク、
コンプライアンス

テクノロジーリスク

サイバーセキュリティ
 フィナンシャル
リスクマネジメント

 フォレンジック

国際税務

国内税務

M&A

組織再編／企業再生

不動産

証券化／リース

移転価格

税務TAX
多様化する企業経営の局面に対応すべく、
それぞれの専門分野に精通した
税務専門家チームにより、最適かつ
包括的な税務アドバイスを提供します

 ファイナンシャル

テクノロジー

関税／間接税

グローバルモビリティ

アウトソーシング

パブリックセクター／医療機関

中堅企業
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KPMGコンサルティングについて
はじめに：弊社・講師のご紹介

会社名 KPMGコンサルティング株式会社
（英文名：KPMG Consulting Co.,Ltd.）

代表者 代表取締役社長 宮原 正弘

本社所在地 東京都千代田区大手町1丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

代表電話 03-3548-5111

従業員数 1,153名

設立年月日 2014年7月1日

KPMG
コンサルティング

Business
Transformation

事業変革

Risk & Compliance

リスク＆
コンプライアンス

Technology
Transformation

テクノロジー
トランス

フォーメーション

KPMGコンサルティングは、ビジネストランスフォーメーション（事業変
革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分
野に豊富な経験とスキルを有するプロフェッショナルが、10年後も社会
的に価値の高いエクセレントカンパニーを目指す企業を支援しています。

（2020年7月1日現在）



1. デジタル化のトレンド
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2. 過去3年間での最大の技術投資

1. 破壊的テクノロジーは現状との決別 3. デジタルに関する課題

4. 戦略的優先事項トップ5

より迅速な市場への対応
ビジネスのデジタル化
データ志向の確立
市場からの信頼の獲得
破壊的テクノロジーの実装

CEOは破壊的テクノロジーの活用に積極的です。（KPMG CEOサーベイより）
破壊的テクノロジーに関するCEOの視点
1. デジタル化のトレンド

Source: US CEO Outlook 2017 survey: Disrupt and grow offers insights into the greatest concerns of CEO’s and how they plan to mobilize for the fourth industrial evolution. Findings based on 
a study of the 3-year outlook of nearly 400 US CEOs, with annual revenues greater than US $500 million; 32% have greater than US $10bn in revenues.をもとにKPMGが作成

1
2
3
4
5

25%
22%
21%
21%
20%

データ・アナリティクス

コグニティブ技術

IoT

61%

58%

55%

破壊的テクノロジーを受け入れるプロセスが欠如

コグニティブプロセスと人工知能の統合

効果的な顧客コミュニケーションにデジタル活用が不十分

57%

61%

45%

積極的に破壊的テクノロジーを活用

破壊的テクノロジーは脅威でなく機会

72%

60%
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1
変化を先取り

2
優先課題に
フォーカス

3
課題解決をリード

4
データを支配

5
オートメーションを

実現

積極的なCEOに対し、多くの企業のCFOが、将来を見据えた最優先課題の実行に
苦戦していることが明らかとなっています。（KPMG CFOサーベイより）

CFOが抱える将来を見据えた課題
1. デジタル化のトレンド

Source: Future Ready Finance Survey 2019, KPMG International

ディスラプションに対応する
DXを実現し、アジャイル
な組織環境を確立する

未来志向の優先課題の
実現にフォーカスし、自
社のイノベーション促進を
支援する

将来予測やインサイト創
出につながる高付加価
値の優先課題の解決に
リーダーシップをとる

データの質を向上し、新
しいアナリティクスツールの
活用を取り入れ、高度
な予測分析を提供する

オペレーションの自動化
を促進する一方で、オー
トメーション環境に対応
できる人材育成にコミット
する
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デジタルテクノロジーを活用した経理財務戦略と価値創造に向け、デジタル時代における
CFOアジェンダの具現化を支援する為にKPMGではFuture of Financeフレームワークを提唱しています。

Future of Finance－未来の経理財務部門を具現化するためのフレームワーク
1. デジタル化のトレンド

Future of Finance（FoF）

徹底した新技術の活用
• ロボティクス
• AI（人工知能）
• ブロックチェーン
• モバイル
• クラウド

• 予測的分析への進化
• 統合業績管理を通じた
改善策の解析

• オープンデータ、
オルタナティブデータの活用

• 要員の少数精鋭化
• フラットな組織
• パートナーシップと
コラボレーションの加速

• デザイナー、プロジェクト
マネージャー、ユーザーの
3つの役割の定義

• タレントマネジメント戦略の
策定と実行

企業統治・コンプライアンス
&コントロール7 • 破壊的テクノロジーによる予防的統制、発見的統制の向上

データマネジメント&
品質ガバナンス6 • データ活用に向けた戦略の策定と施策の実行

デジタル技術を活用した
経理財務戦略と価値創造1 • 破壊的テクノロジーの傾向把握

• 戦略とファイナンスの双方の深い理解
• 社内コラボレーションの推進
• 人材および資本ポートフォリオの立案と意思決定

エクストリーム・
オートメーション2 インサイト&

アナリティクス3 組織の簡素化4 スキル&タレント5
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目指すべきは、デジタルテクノロジーを取り込み活用することで、全社的な業績向上に向け、事業の意思決定を改善し
業績向上の中心的な役割を果たしているビジネスパートナーとして、CxOや事業部からも信頼された存在となることです。

将来の経理財務部門の姿
1. デジタル化のトレンド

経理財務業務オペレーションの
究極の自動化

定型的なレポートの作成や費用発生状況の調査、買掛金の仕訳計上など、
これまで人手に頼っていた多くの業務がRPAやAI、チャットボットの組合せで
話しかけるだけで自動的に処理されている仕組みが整っている

全社データが一元管理されて
おり分析業務が主軸

製品別のPSI情報、原価情報、設備稼働率などリアルタイム統合し一元管理できている為、
リアルタイムでの部門別・製品別の損益や収支見込がEPMツールを用いて自動生成され、
簡単に可視化できている。また、データのズレに関する社内各部署への確認作業が皆無となっている

分析結果を踏まえた
業績向上に向けたアクション
（施策）の検討まで実行

更に、消費者動向指数や気象情報などの外部情報も取り込みAIによって
傾向分析や売上予測シナリオまで自動化されて、客観性も高まっていることで、
収益改善のアクション検討に時間を割けるようになっている

予防的統制だけでなく
発見的統制力が向上

ワークフローなどの導入による予防的統制の強化だけでなく、
全件確認の自動不正検知の仕組みも整っており、内部監査部門も
絞り込まれたレポートの確認をするだけとなり、現場への確認作業も軽減されている

業績向上の中心的な役割を
担う少数精鋭の専門家組織

自動化が進んだことにより、経理財務部門はスリム化されると同時に、
CFO／経理財務部長の下、フラットな組織に組み変わり、
データサイエンティストなど新しいスキルのメンバーも加わった専門家集団に形を変えている



2. 今起きていること
─ リモート決算の必要性
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現状の一般的企業の到達ステージ

企
業
の
課
題
・
施
策

出張制限・駐在員の退避

隔離施策・衛生管理強化

BCP発動・対策本部組成

在宅勤務・時差出勤・チーム制導入 全面的在宅勤務に伴う
セキュリティ・労務対応

定常オペレーションのリモート化
／代替方法検討

業務リソースの補完、代替サプライヤ対応

資金繰り対応

New Reality

Stage4

「ニューリアリティ」への適応
COVID-19によってもたらされた
社会・経済の変化を所与のもの
とした、事業と組織の再構築

Recovery

Stage3

ピークアウトし平時へ復旧
雇用が創出され、投資が好転し、

不安が解消するにつれて、
平時への体制へ戻す取り組み

Resilience

Stage2

オペレーションの維持・継続
新型コロナウイルスの継続な

影響下で、事業と組織運営を
持続させるための施策・取り組み

Reaction

Stage1

安心・安全の確保
役職員、顧客を中心とした
ステークホルダーの身体の

安全と安心感の醸成

グローバル危機管理体制再構築

サプライチェーン最適化・効率化

リモートワークを前提とした
評価制度見直し

事業収益構造の変革 業務の自動化・アウトソース化

スマートファクトリー・工場無人化

ニューリアリティに適した働き方改革

デジタル危機管理体制構築

COVID-19対応の4ステージ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応ステージ
感染症の蔓延という今まで経験したことの無い不測の事態に際して、企業の視点が
これまでののReaction、Resilience中心から徐々にStage3以降へとシフトしつつあります。

2. 今起きていること ─ リモート決算の必要性
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新しい世界で、あなたはどのように業務を継続しますか？

COVID-19は、急速に多くの社員をオフィスから遠ざけてしまいました。
ほとんどの社員は、リモートで業務を行った経験がありません。

今起きていること
2. 今起きていること ─ リモート決算の必要性

多くの組織がオフィスを閉鎖し、社員はリモート環境での業務を強いられています

社員は、在宅勤務に必要なパソコンや通信に必要なツールを持っていない可能性があります

契約書や請求書など、紙を処理するためだけに社員が出社しなければならない状況も生じています

多くの社員が、リモート環境におけるバーチャルチームの一員として仕事をしたことがないか、
もしくはバーチャルチームを管理した経験がありません

感染者は予告なく勤務できなくなるため、業務の遂行に不可欠なキーマンが感染した場合、
キーマンに依存した状態は大きなリスクとなります
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昨今のリモートワーク化の加速に伴い、経理財務機能でも、各種証票の電子化やペーパレス化、
さらには業務や成果、スケジュールを見える化しつつ、リモート決算やリモート監査に備える動きが出始めています。

経理財務機能におけるデジタル化
2. 今起きていること ─ リモート決算の必要性

営業支援
取引先管理

購買管理
在庫管理 生産管理 販売管理

物流管理
アフター・メンテナンス

管理

総勘定元帳（連結含む）買掛金管理
財務管理

売掛金管理
固定資産管理

デジタル監査ツール（情報連携・リスク分析）

決算デジタルプラットフォーム
タスク管理

勘定照合

ワークフロー

仕訳計上

文書管理

データ連携

3

3

契約関連（取引先情報・契約基本条件・契約書） 契約関連（取引先情報・契約基本条件・契約書）

会計取引関連（発注請求書、売上・原価・経費仕訳・証票伝票関連）

内部統制関連（統制手続き・証跡）

1 1
1

2

営業・引合 調達 製造 販売・物流 アフター・メンテ

契約書、証票関連

証跡関連

3 決算業務・監査関連

2

1

業務系
会計系
システム群

バリュー
チェーン

会計関連
主要情報群

デジタル
プラット
フォーム

監査支援
システム
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決算業務には、もともと手作業が多く・属人化しているという課題が潜んでいましたが、COVID-19をきっかけに
課題が顕在化されました。それに伴い、リモート決算・リモート監査のニーズの高まりに拍車をかけています。

COVID-19によって顕在化した決算業務の課題
2. 今起きていること ─ リモート決算の必要性

顕在化した決算作業上の課題
内在するリスク

誤謬 不正 適時性 効率性

業務手順 担当者によって決算手順が異なり品質を担保できない ✔ ✔

EXCELを利用した
マニュアル処理

担当者にしかわからないエクセル等の
EUCツールを用いているためメンテナンスできない ✔ ✔ ✔

紙媒体による
情報共有 決算作業で作成した資料が共有化されていない ✔ ✔

責任権限ルール 決算作業に対する各人の役割（作成者や承認者、等）が
明確に定義されていない ✔ ✔

作業計画・
マネジメント 管理者からみて担当者の作業の進捗状況と負荷がわからない ✔ ✔



3. リモート決算の実現のポイント
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フロント 事業部・工場 単体決算
（各社）

連結決算
（本社）

リモート決算実現に向けた決算プロセス変革のポイントは4つあります。
リモート決算の実現のポイント（全体像）
3. リモート決算の実現のポイント

上流フロント業務からの
電子化・自動化

内部統制プロセス
変革の重要性

拡張機能としての
リモート監査

1 3 ４2
業務機能分担、および
業務標準化・明確化

（1）経理機能の業務分担と標準化推進
（2）業務手順可視化と「誰でも出来る化」

IT基盤

人材

内部統制 3

2

販売購買・
債権債務仕訳 単体決算確定 単体決算確定 連結決算確定 開示・その他 監査

1 1 2 1 2 1 2 1 3 4
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最終的にはフロントエンドから決算確定、監査対応まで一貫して電子化・自動化することで
より大きな効果が得られますが、経理側で取り組みを推進できる範囲から着手することも可能です

①上流フロント業務からの電子化・自動化
3. リモート決算の実現のポイント

 電子契約書
 紙の契約書の電子化
 受発注電子化
 紙台帳の電子化

 タスク電子化（可視化）
 フロント側未電子化

情報の電子化

作
業
タ
ス
ク

改
修
ポ
イ
ン
ト

 電子請求書
 紙の請求書の電子化
 証憑電子保管
 手管理補助簿の電子化

（未収、未払等）

 タスク電子化（可視化）
 子会社情報収集の電子化

（BEPS等連結以外含）

 e-文書法対応  情報収集の自動化
 GL-SL間照合自動化
 決算仕訳作成自動化

（意思決定プロセスと
判断基準の可視化）

 電子帳簿保存法対応

 電子帳簿保存法対応  取引明細別グループ会社間
消去の自動化

電
子
化

自
動
化
・
他

フロント 工場経理・事業部経理・本社経理

単体決算確定販売購買仕訳 債権債務仕訳 連結決算
確定

開示・
その他

ERP
（総勘定元帳）
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本社経理と事業部経理・事業部との業務の切り分けが、事業部によって異なっている場合（減損の兆候、
在庫評価減、損失引当等）、役割分担を整理し、業務の標準化を進めていく必要があると考えます。

②（1）経理機能の業務分担と標準化推進
3. リモート決算の実現のポイント

A～F は経理タスクを、 1~3 は経理以外のタスクを意味する

現状 今後
事業部経理事業部 単体経理 連結経理 事業部経理事業部 単体経理 連結経理

本
社本

社

①
セ
グ

Ｇ
各
社

E①

A B D E

A B D E

C

C

A① D① F

F

F

①
セ
グ

Ｇ
各
社

E①

A B D E

A ED

A① B① D① F

F

FB

1 2 3

C①B①

経理以外のタスクを担っている場合の
役割分担を整理する

今後、グループ会社のセグメント特性を
考慮した標準化も推進する

本社経理と事業部経理・事業部の役割分担を整理し、標準化する
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標準的な決算プロセスを整理し、標準的なインプット、アウトプット、処理手順を可視化すること、さらに基準規定を可視化し、
プロセスと紐付けて確認できるようにすることで、作業品質の維持・向上、さらには人材育成に活用できます。

②（2）業務手順可視化と「誰でも出来る化」
3. リモート決算の実現のポイント

リモート決算に向け業務手順を標準化・可視化する

業務プロセス管理

グループ標準タスクA

Output

業務処理・経理規定管理（グループ会計処理基準、規程・ルール）

当該業務プロセスと紐付けることにより、以下の管理も実施可能

業務管理（作業時間、成果物、進捗）

文書管理（決算業務で作成された資料）

ProcessInput

グループ標準タスクB

OutputProcessInput

資料D

品質維持・向上
 業務プロセスが標準化される

ことで、作業品質を一定水準
に確保できる

 業務管理、文書管理の機能
と併用することで、さらなる品
質向上が期待できる

POINT

誰でも出来る化
 業務プロセスと紐付けて、決

算デジタルプラットフォーム上で
作業手順、決算業務の作成
物を学習できる

 グループ標準プロセスを導入
することで、経理要員のロー
テーションが容易になる

POINT

資料C資料B資料A
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決算仕訳作成や承認プロセスを決算デジタルプラットフォーム環境に置くことで、リモート決算及び
リモート監査を実現するとともに内部統制手続の効率化に寄与することが期待されます。

③内部統制プロセス変革の重要性
3. リモート決算の実現のポイント

オフライン環境

デジタルプラットフォーム環境

 決算仕訳の作成・承認・投入までの一連のフローがプラットフォーム上で可視化
 プラットフォーム上でチェック・承認手続が可視化されることで、リモート決算及び監査が実現

するとともに、内部統制手続の効率化に寄与

今後

 決算仕訳作成は各担当者のPC上で行われワークフローが可視化されていない
 内部統制手続も可視化されておらず、紙ベースの帳票への検印を証跡としている
 内部統制監査も紙ベースの帳票のチェックにより実施

現状
ERP

決算仕訳
作成 承認依頼 仕訳確認・承認 仕訳投入

印

ERP
決算仕訳
作成 承認依頼 仕訳確認・承認 仕訳投入
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リモート監査の実現のためには、作成担当者の処理証跡（Input、処理、Output）を残すことだけでなく、承認者が何をどのようにレビューした
のかの記録も電子的に残すことが必要になります。そうすることで、初めて監査人とのコミュニケーション工数を削減することが可能となります。

④拡張機能としてのリモート監査
3. リモート決算の実現のポイント

リモート監査により得られるものリモート監査実現の要件

関連資料
入手

入手先において適
切に誤りなく作成さ
れていることが確認
できる

成果物が誤りなく作成され、
作成担当者自身が、識別さ
れたリスクを踏まえてチェックをし、
その結果を電子的に記録して
いる

承認者が、作成担当
者の作業の、何をどのよ
うにレビューしたかの記
録が電子的に残されて
いる

子タスク

完了

虚偽表示のリスクを識別できている

賞与引当金計上
親タスク

上長による
承認

完了 承認

作業
（処理）

完了

成果物
最終確認

完了

監査人工数 会社が適切に処理している
との心証を監査人が得られ
れば、監査人自体の工数の
削減が期待できる

3
削減

会社側の
監査対応工数

監査人は、会社が実施した
処理を、会社の説明を受け
ることなしに、後追いできるよ
うになるため、監査人とのQA
等の対応工数を削減できる

2
削減

紙資料の授受
決算関係資料を紙に出力し
て数冊にファイリングする必要
がなくなり、根拠・判断資料
含めて、システムを参照してと
言えるようになる

1
廃止
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リモート決算に向けた領域別ソリューション
3. リモート決算の実現のポイント

債権・債務系
仕訳

販売・購買系
仕訳

開示・その他

作業タスク ソリューション
 電子契約書
 受発注電子化

 決算デジタルプラットフォーム

 電子請求書

 経費精算電子化

 電子帳簿保存法対応

 手作業の自動化
（グループウェアの活用）

 WebEDI消込

 セキュリティ対応

狙い
Web（クラウド）上で双方が電子署名を行うことで、
契約プロセスの短期化、郵送費／印紙税費用の削減等が期待

決算業務全体のタスク管理を実現するとともに、
業務・オペレーションの標準、決算品質の維持・向上が期待

ファイリングの工数削減、保管料の削減および紛失リスク削減、検索性の向上が期待

原局での入力工数、財務経理部門でのチェック工数の削減、紙資料保管スペース・
費用削減および、外出先からも申請可能になる等、多様な働き方への対応が可能

電子取引データの活用及び紙で受領した書類を電子化することで、プロセスの短期化、コスト削減が期待

社内で導入されているグループウェア（MS365）のPQ、PPの機能を
活用することで、短期的にユーザー目線での業務改善を行うことが可能

XML電文により、送金情報に様々な情報を付加することで、
自動消込の対象範囲が大きく広がることが想定

リモートワークを安全に活用するために、増加するセキュリティリスクに対応可全般

連結決算確定

単体決算確定



4. 決算デジタルプラットフォームとは
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決算デジタルプラットフォームは、ERPや連結会計システムがカバーできていない、決算業務処理・決算分析業務、および外部公表作成
業務をカバーします。

決算デジタルプラットフォームのカバー領域
4. 決算デジタルプラットフォームとは

単体決算 連結決算

ERP 決算デジタル
プラットフォーム

決算デジタル
プラットフォーム

連結会計
システム

• 購入、販売実績
計上

• 入金、支払実績
計上

• 人件費、経費、
研究開発費 計上
etc

• 原価差額
調整計上

• 引当金関連計上
（退職給付、無償
修理費、貸倒 etc）

• 申告調整関連
計上
（交際費、無形・
繰延資産 etc）

• 損益分析・
残高増減分析
実績vs実績、
実績vs見通、
前回見通比較の
観点で分析
為替変動関連
原価改善関連
固定費関連

• 決算短信
• 開示（日本基準）
会社法書類

• 決算説明資料
• 社外公表案
（IRプレゼン）

• 連結の観点で、
単体決算分析と
同種の決算分析
業務を実施

• 被支配持分等の
連結に特化した
分析

• 連結PKG収集、
単純合算

• 内部取引消去
(債権債務、収益費
用、配当金、未実現
利益、税効果 etc）

• 資本連結
• セグメント仕訳etc

• 連結システム処理
結果の確認

• 税効果関連
仕訳計上

• 為替換算調整
• GAAP修正仕訳

取引業務処理
（トランザクション系）

決算整理処理
（月次・四半期・年次）

決算分析業務
（月次・四半期・年次）

外部公表作成業務
（四半期・年次）

決算分析業務
（月次・四半期・年次）

取引業務処理
（トランザクション系）

決算整理処理
（月次・四半期・年次）

▼

決算業務
概要

決算
プラットフォーム
導入後

現状 マニュアル対応 連結会計
システム マニュアル対応ERP

▼
単体BS・PL確定

▼
連結FS確定 株主総会
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システム
全体構成

決算デジタルプラットフォームとは、一連の決算業務をデジタル化し一元管理することで、決算業務の進捗状況を可視化するとともに、標準化、
効率化、品質向上、さらには統制強化を図るシステム基盤です。

決算デジタルプラットフォームの機能概要
4. 決算デジタルプラットフォームとは

決算デジタル
プラットフォームが
具備する機能

フロント業務系シス
テム、ERP等から、
決算業務に必要な
データを連係

取引明細と勘定残
高、グループ会社間
の債権債務明細等
の照合作業を自動
化

ワークフローにて承認
作業を申請・管理

決算仕訳を作成し
ERPや連結会計シ
ステムに自動連係

決算業務の一連の
タスクの流れを定義
し、作業手順書等
を登録。進捗状況
を可視化

決算業務で発生し
た証憑や分析用書
類などを電子化して
保管

会計システム
(ERP)

債権管理

固定資産

債務管理 総勘定元帳

資金管理

財務管理

⑥ データ連携

決算デジタルプラットフォーム

④ 勘定照合

② ワークフロー

③ 文書管理

① タスク管理

フロント業務
システム

（非ERP）

フロント業務
システム

（ERP）

⑤ 仕訳計上

連結会計
システム

① タスク管理 ② ワークフロー ③ 文書管理 ④ 勘定照合 ⑤ 仕訳計上 ⑥ データ連携
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決算デジタルプラットフォームに決算業務のタスクを設定した上で、タスクごとにリモート決算に必要なシステム機能を構築・設定します。
以下に、未収収益を例とした活用イメージを紹介します。

決算デジタルプラットフォームの活用イメージ
4. 決算デジタルプラットフォームとは

01：未収収益

02：有価証券・投資有価証券

03：デリバティブ

04：前渡金

05：・・・

決算業務管理

・・・

01：月次決算業務

04：・・・

・・

・・

・・

1. 各営業店・本部各部からの決算報告の受領・チェック
2. フロントシステム・案件管理システムの登録情報の取得
3. 決算報告と登録情報のダブリチェック
4. 前回報告との差分チェック
5. 債権額・契約書類チェック
6. 各種検証証跡の保管と確定処理
7. 上長への承認依頼
8. 上長承認
9. 未収収益仕訳計上

⑥ データ連携機能

④ 勘定照合機能

③ 文書管理機能

⑤ 仕訳計上機能

② ワークフロー機能

01：未収収益（経過勘定）の突合

02：財管差照合

03：免除・債権放棄先確認

① タスク管理機能

【決算デジタルプラットフォームの活用例 ～ 未収収益の場合】
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決算デジタルプラットフォームの導入により、リモート決算の実現のみならず、
効率化・可視化・標準化・ガバナンス強化の観点で決算業務の高度化が可能となります。

決算デジタルプラットフォーム導入の期待効果
4. 決算デジタルプラットフォームとは

決算デジタルプラットフォーム導入の期待効果

1.
効率化

決算プロセスの
効率化

 月末の勘定調整・照合処理から日々の取引で完結させる等、日次処理への変革
 勘定消込のマッチングルールの自動化や、調整差額伝票の自動起票など、決算業務の自動化を推進

効率的な
監査業務への備え

 決算プロセスに監査の視点から必要な検証プロセスや必要な分析機能を定義し、
作業者・承認者が具体的にチェックするべき確認ポイントを明示することで、
確認結果の証跡が残るため、監査人への経緯の詳細説明を省くことが可能

2.
可視化 進捗状況の把握  決算デジタルプラットフォーム上で、タスクの内容とその進捗状況が見えるため、

リアルタイムで誰がどの処理を実施しているのかを把握可能

3.
標準化

経理決算プロセスの
グループ統一

 決算プラットフォームは各種ERPシステムと容易にデータ連携できるために、
子会社への会計システムが揃わなくても統一が容易

組織再編やM&Aへの
迅速な対応

 グループの決算プロセスをテンプレートとして提供することができるため、そのテンプレートを
用いることにより早期に事業活動の現状把握、必要なアクションを取ることが可能

4.
ガバナンス
強化

本社統制機能の強化  グループ会社で入力された修正仕訳を直接参照することも可能になり、
本社からの統制が強化が図られ、不正防止の抑止力ともなりえる



5. 決算デジタルプラットフォーム
導入のポイント
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KPMGは、監査ノウハウに基づいた標準テンプレートの活用と段階的なプラットフォームの活用により、迅速かつ確実な決算プラットフォーム
の導入を支援します。

決算デジタルプラットフォーム導入におけるポイント
5. 決算デジタルプラットフォーム導入のポイント

コロナ禍における決算業務の課題
「社員の安全」と「決算業務の安定」の両立を可能

とするリモート決算の実現が急務

リモート決算の実現を支える
決算デジタルプラットフォームの

①迅速かつ②確実な導入が不可欠

決算デジタルプラットフォーム導入におけるポイント

①迅速な導入・・・
監査ノウハウに基づいた標準テンプレートの活用

監査ノウハウに基づいたKPMGの標準的な決算タスクテンプ
レートを活用することで、検討に要する時間を短縮し、迅速な
移行を可能とします

②確実な導入・・・
段階的なプラットフォームの活用

決算デジタルプラットフォーム機能を段階的に活用し、ユーザー
の習熟度を着実に向上させることにより、円滑な移行を可能と
します
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KPMGは、監査ノウハウに基づいた標準的な決算タスクテンプレートを保有しています。標準的な決算タスクテンプレートと、
貴社の決算タスク一覧を組み合わせることにより、効率的にリモート決算環境化での決算業務タスクの検討が可能となります。

①監査ノウハウに基づいた標準テンプレートの活用
5. 決算デジタルプラットフォーム導入のポイント

財務諸表監査手続 経理決算業務手続

収益・費用

現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券・投資有価証券
（関係会社有価証券を含む。）
たな卸資産
前渡金
前払費用・長期前払費用
未収収益
貸付金・長期貸付金
その他の流動資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産

監査ノウハウの活用 標準的な決算タスクテンプレート

有価証券

受取手形
1 残高の確認

① 証憑突合
1 前月末賞与引当金残高と当月初賞与引当金残高の一致を確認し、繰越記帳の妥当性を確かめる。

② 取り崩し処理
1 賞与支給実績を確認し、前期計上されている賞与引当金の取り崩し処理を行う。
2 目的外取り崩しがある場合、その理由を確認、ドキュメントし、BLにサポーティングドキュメントとして保存する

③ 計上処理
1 会社の賞与支給方針を確認し、前期からの変更有無を確認。臨時的な決算賞与の支給有無も確認する
2 賞与支給方針に基づき、賞与支給見込額を算定する。
3 計算された賞与支給見込額を部門別に分解し、売上原価/販管費の区分ごとの計上額を算定する
4 賞与支給見込額算定資料をBL上でサポートドキュメントとして該当タスクに保存する
5 BL上で起票（決算修正仕訳）する。

④ 増減明細表の作成
1 賞与引当金増減明細表を作成し、計算調べを行う。
2 賞与引当金増減明細をBL上でサポートドキュメントとして該当タスクに保存する。
3 賞与引当金増減明細を賞与支給見込額算定資料、GL及び試算表とBLの照合機能を用いて突合する
4 照合の結果エラーが検出された場合関連資料の修正、賞与引当金計上伝票の訂正等、必要な対応を行う

2 分析・モニタリング
① 分析レポート作成

1 期末残高（全体、１人当たり）について前年同期と比較し、著しい増減の有無及びその理由を確かめる
2 勘定分析等により、会計処理の妥当性、損益科目との整合性を確かめる。
3 分析資料をBL上でサポートドキュメントとして該当タスクに保存する。

3 開示
① 表示の妥当性確認

1 表示の妥当性。期末時点で支給額が確定している場合賞与引当金ではなく未払金計上する場合がある

業務プロセス　
タスク 手順

現金及び預金

サンプル例

負債・資本

現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券・投資有価証券
（関係会社有価証券を含む。）
たな卸資産
前渡金
前払費用・長期前払費用
未収収益
貸付金・長期貸付金
その他の流動資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産

資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券・投資有価証券
（関係会社有価証券を含む。）
たな卸資産
前渡金
前払費用・長期前払費用
未収収益
貸付金・長期貸付金
その他の流動資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
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決算デジタルプラットフォームの機能を段階的に活用し、ユーザーの習熟度を確実に向上させることにより、スムーズな移行を可能とします。
②段階的なプラットフォームの活用
5. 決算デジタルプラットフォーム導入のポイント

【決算デジタルプラットフォームの活用ステップ（例）】

時間

活用度

Step1
リモート決算

まずは決算業務手順をプ
ラットフォームに乗せる
※本社の単体・連結業務

Step2
リモート監査

権限を監査人に開放すると
ともに、監査目線での分析
手法や上長承認手順まで
プラットフォーム上に規定 Step3

業務高度化

業務品質を維持しながら、
勘定照合、マッチング、差
異分析といった業務機能を
活用

Step4
グループ会社展開

子会社用の決算手順をプ
ラットフォームに反映し、グ
ループ子会社へ展開

利用機能
① タクス管理、② ワークフロー、③文書管理

（リモート監査のために監査人へ解放）
④ 勘定照合、⑤ 仕訳計上、⑥ データ連係

実現効果
進捗の可視化 内部統制強化 作業工数削減 業務標準化

属人化の排除 監査人とのコミュニケーション工数削減 作業ミスのリスク低減 子会社への統制強化
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【決算デジタルプラットフォーム実現案（例示）】

【参考】決算デジタルプラットフォームの実現案（例示）
5. 決算デジタルプラットフォーム導入のポイント

Planner
タスク管理
文書管理

Power
Automate

ワークフロー

SharePoint
承認ステータス管理担当者

決算タスクの
実施内容の登録

承認者
（1次承認）

承認者
（2次承認）

担当者・承認者

承認者情報・
承認ステータスの確認

承認依頼・
承認結果の通知

マイクロソフトのサービスを組み合わせた決算デジタルプラットフォームの実現案を例示します。（機能やパフォーマンスは要検証）

【ERP】

Dynamics
365
F&O



おわりに：振り返り
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振り返り ～ 本日お伝えしたかった事
おわりに：振り返り

デジタルテクノロジーを積極的に活用することで、経理財務部門自身が
「ビジネスパートナー／バリュークリエーター」として活躍できるように変革すること

COVID-19により、経理財務部門の変革スピードを加速させることが求められていること

事業継続性の観点、さらには長期に持続的な価値創出に備えるという観点からも、
リモート決算の実現は不可欠であること

決算デジタルプラットフォームを構築・活用することで、コロナ禍でも適切に決算業務を
遂行するだけでなく、内部統制の視点、監査の視点でも効率化につなげられること



質疑応答
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