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Excellence

Teamwork Leadership

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、卓越した

サービスを提供するプロフェッショナル集団と

して、法人のビジョンを全員が共有し、明確な

リーダーシップと創造的なチームワークによって

厳正かつ公正な高品質の監査を実施し、経済の

健全な発展に寄与します。

Our mission is to provide an unrivaled level 
of service and to contribute to 
the sustained growth of the economy through 
the execution of vigorous, fair, and 
high-quality audits based on clear leadership 
and creative teamwork.

信頼の絆の上に、
あらたな価値創造を支援する
プロフェッショナルサービスを

Building 
relationships 
Creating value

世界経済は、欧米を中心とした金融市場から

中国をはじめとするアジアの消費市場へとその

牽引役を変え、新たなグローバル化へと進化して

います。また、IFRS（国際財務報告基準）適用国

の広がりやコーポレートガバナンス・コードの

適用、そしてグローバルレベルでの金融監督規制

強化の動きなど、企業を取り巻く国内外の環境は

日々変化し、そのスピードはますます速くなって

います。このような状況の中、企業が持続的

な成長を維持していくためには、グローバル化、

ボーダーレス化に対応した事業戦略の見直しや

ビジネスモデルの変革が必要となっています。

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、世界158カ国

にネットワークを持つＰｗＣ*（プライスウォーター

ハウスクーパース）の日本におけるメンバー

ファームとして、国際標準に沿ったプロフェッ

ショナルサービスを提供しています。実態に則した

効果的・効率的な監査の実施に加え、企業の経営

課題解決の支援を行うことで、資本市場の健

全性と日本経済の発展に寄与していくことが、

プロフェッショナル・サービス・ファームとして監査

法人が果たすべき役割であると考えております。

監査基準の高度化・厳格化に対応するため、

常に厳格なリスク管理と高度な品質管理の

もと、独立性を遵守し、プロフェッショナルとして

高度な倫理感をもって監査その他の業務に取り

組んでおります。また、会計の社会インフラの

充実といった社会的課題に対して人材や専門

知識の提供、意見表明や提言などを通じて

積極的に貢献しています。そして、こうした品質と

取り組みを支えるのは私たちの職員1人ひとりで

あることから、人材の育成に力を注いでいます。

経済・金融情勢が厳しさを増す中、日本企業を

はじめ多くの企業が、ビジネスの変革や海外

での多様な業務展開に直面しています。皆様の

チャレンジやニーズを理解・共有することを

通じて、信頼の絆を深め、監査・アシュアランス

とアドバイザリー、税務、法務の協働体制および

グローバルネットワークにより、クライアントの

皆様のご要望とご期待にお応えし、あらたな

価値創造を支援するトータルサービスをご提供

してまいります。

Professional services built on trust to create new value
The global economy has been evolving with 
its driving force shifting from the financial 
markets of Europe and America to the 
consumer markets in Asia led by China. 
Further, the increasing number of countries 
adopting International Financial Reporting 
Standards (IFRS), Coporate Governance Code 
and implementing more robust financial 
regulatory measures suggests that changes in 
the corporate environment will continue and 
will even accelerate over time. Under these 
circumstances, a review of business strategies 
and transformation of business models to 
meet increasingly globalised and borderless 
markets are necessary for the sustained 
growth of corporate entities. 
PricewaterhouseCoopers Aarata LLC, as a 
member firm in Japan of PwC*
(PricewaterhouseCoopers) with a network 
presence in 158 countries, provides world 
class professional services. In addition to 
performing effective and efficient audits, we 
believe that as an audit corporation, we should 
render solution-oriented professional services 
that contribute to a sound capital market and 
development of the Japanese economy. In 
addressing the sophistication and rigor of 
auditing standards, we perform our audits 
and other services with constant attention to 

the highest level of quality control, the 
strictest adherence to independence 
standards, and with professional moral 
standards. 
We actively contribute to the betterment of 
our socio-economic environment by 
rendering our professional services and 
sharing knowledge and advice in those areas 
of importance to our clients. We invest 
significantly in the development of our staff 
so that our services are of the highest 
quality, and to ensure that we are making 
significant contributions in Japan as 
a professional services entity.
As economic and financial conditions  remain 
challenging, Japanese companies are 
increasingly looking to transform their 
business models and optimise commercial 
opportunities in emerging markets outside of 
Japan. By building a relationship of trust with 
our clients, understanding and sharing their 
needs and challenges, 
PricewaterhouseCoopers Aarata LLC will 
continue to meet and exceed the expectations 
and needs of our clients with value added 
services. In this regard, we will closely 
collaborate across our assurance, advisory 
and tax lines of service and fully leverage our 
global network.

＊ＰｗＣとは、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナルリミテッドのメンバーファームによって構成されたネットワークを意味し、各メンバーファームはそれぞれ独立した法人です。 

* “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate legal entity.

PwCあらた有限責任監査法人のミッション
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財務諸表監査、内部統制監査をはじめとする

各種証明業務、財務報告に関する会計アド

バイザリー業務、リスクとコントロールに関する

経営課題を総合的にサポートするリスク・

アシュアランス業務のそれぞれの業務について、

業種別に特化した組織を編成しています。

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、監査法人設立

当初から国際品質管理基準を基礎とした品質

管理体制を厳格に運用しています。品質管理

本部による品質管理システムの策定、その品質

管理のシステムが業務部門において適切に適用

されていることのモニタリング、さらに、経営陣に

よる品質管理システムの策定・運用に対して

ガバナンス組織が監視・監督するという三重の

組織体制を敷いています。 

From the time of its foundation, PwC Aarata 
has maintained a strict quality control system 
based on the International Standard on Quality 
Control. The quality control system is 
implemented through three levels which 
includes establishment of the system and 
monitoring of its appropriate operation in the 
business division by the Risk & Quality division, 
and further oversight by the governance 
organization on establishment and operation 
of quality control system by management. 

ＰｗＣがグローバルで定める行動規範、コンプ

ライアンスや独立性に関するポリシーを基礎

にして、日本の法令規則や慣行などを踏まえた

ルールを策定し、遵守を徹底しています。

Compliance is implemented thoroughly by 
the formulation of rules in accordance with 
the laws, regulations and customs of Japan 
and also based upon the code of conduct of 
PwC as well as the compliance and 
independence policies formulated by PwC.

クライアントの高度な機密情報を守るため、

リスク管理部門、IT部門および内部監査部門が

業務部門と協力し、徹底したセキュリティ管理と

最適化に向けた取り組みを継続しています。

To protect the highly confidential information 
of our clients, we continuously carry out 
initiatives for thorough security management  
and its optimisation by cooperation among 
our risk management division, IT division,  
internal audit division and other business 
divisions.

特に金融機関に対しては、監査・アドバイザリー・

税務・法務の各法人から、専門性の高い複雑

な課題を解決するための専門家を集め、

“One Team”体制による総合的なサービスを提供

しています。

At PwC Aarata, we have industry-specific 
organisations that offer a variety of services 
including assurance services such as audits of 
financial statements and audits of internal 
controls, financial statement advisory services 
and comprehensive support for management 
in dealing with risk and control issues. 

For financial institutions in particular, our 
separate legal entities in auditing, advisory, 
and tax services have the experts needed to 
resolve highly specialised, complex issues. 
Under our “One Team” system, these experts 
are brought together to provide 
comprehensive services.

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、監査をベースとする各種プロフェッショナルサービスに
おける専門分野と、業種別に特化したノウハウを組み合わせ、常に最適なサービスを提供
できるよう体制を整えています。

With expertise in auditing and other related professional services, 
PricewaterhouseCoopers Aarata LLC (hereinafter referred to as "PwC Aarata") is 
organised to continuously provide optimal services combined with its 
industry-specific know-how.

品質管理

クライアントの信頼に応える
厳格な品質管理

Rigorous quality control 
deserving of our clients’ trust

Quality Control

コンプライアンス

ＰｗＣの信頼の基礎となる
コンプライアンスの徹底

Thoroughness in compliance, 
the cornerstone of trust in PwC

Compliance

情報セキュリティ

クライアントの情報を守る
堅牢な情報セキュリティ

Solid Information Security that 
protects client information

Information Security

Line of Services
品質管理／コンプライアンス／情報セキュリティ
Quality / Compliance  / Information Security

化学／医薬
エネルギー／産業財
Chemical
Pharma
Energy
Industrial Products

自動車
小売・流通・消費財
サービス
Automotive
Retail & Consumer
Services

ハイテク／情報通信
エンタテイメント
Technology
Communications
Entertainment

製造・流通・サービス
Manufacturing/Distribution/Service

業種　Industries

保険・共済
Insurance

資産運用
Asset Management

銀行・証券
Banking &
Capital Markets

金融
Finance

アシュアランス
Assurance

財務諸表監査・内部統制監査・その他の証明業務
Audits of Financial Statements
Audits of  Internal Control over Financial Reporting 
Other Assurance Services

財務報告アドバイザリー
Financial Reporting Advisory

財務報告・財務報告にかかわる内部統制・株式公開アドバイザリー
Financial Reporting/ Internal Control Over Financial Reporting
IPOs Advisory

リスク・アシュアランス
Risk Assurance

ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス・システムおよび
プロセスアシュアランス・内部監査サービス
Governance/Risk Management/Compliance
Systems Process Assurance and Advisory/Internal Audit Services

Markets & Solution
成長戦略支援

Integrated Financial Services Promotion
総合金融サービス推進
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ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、国際品質

管理基準１号および監査に関する品質管理基準

などに準拠し、高水準の品質管理体制を構築して

います。すなわち品質管理に関する内部統制の

整備・運用状況を日常的に監視し、個々の監査

業務を定期的に検証するのみならず、PwCが

開発した品質管理システム検証ツールを用い、

品質管理体制全体を定期的に検証しています。

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は「P w C  

Audit」を完全に遵守することにより、すべての

クライアントに対し国際水準の監査を提供

します。「PwC Audit」はPwCグローバルネット

ワークに参加するすべてのメンバーファームが

統一して採用する監査アプローチであり、国際

監査基準に準拠したものです。

リアルタイムの監査とは、監査往査期間にとら

われず年間を通じて会社と緊密かつ適時な

コミュニケーションを行うことで、タイムリーな

監査上の判断およびそのレビューを実施する

監査を意味しています。リアルタイムの監査を

実践することで早期に問題を解決していきます。

ＰｗＣあらた有限責任監査法人では、PwCが導

入を進めている最新の監査サポートシステムを

導入しています。このシステムは、単なる監査

業務・監査証拠の文書化のためのツールでは

なく、以下のような特徴を備えた統合的なシス

テムです。

・リスク評価と監査手続の関係をビジュアルに

　表示し、効率的かつ有効な監査アプローチを支援

・監査チーム全体の作業進捗を一元的に管理 

　できるプロジェクト管理機能

・監査のプロセスで検出された問題点などを

　一元的に管理・レポート

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、設立当初から国際水準と同等以上の専門性の高い監査を日本で実践してきました。また、日本の法定
監査だけではなく、海外の会計・監査などの基準に対応した業務を遂行するために、専門の教育研修を受けた人材による国際的な
監査証明業務も提供しています。

監査およびその他の証明業務
Auditing and Other Assurance Services

Since its founding, PwC Aarata has successfully sought to execute audits in Japan at levels equal to or surpassing that of 
standards overseas. We also provide cross border assurance services by utilising, our personnel who have received 
specialised education and training in order not only to execute statutory audits in Japan but to perform services in 
accordance with accounting and auditing standards overseas.

高水準の品質管理体制

国際水準の監査アプローチ（PwC Audit）

最新の監査サポートシステム

リアルタイムの監査

We are fully compliant with the International 
Standard on Quality Control 1 and quality 
assurance standards on audits, and have 
established a high-level quality control 
system. We oversee the quality control of the 
maintenance and operation of internal 

controls on a daily basis, and periodically 
verify not only individual auditing services but 
also the quality control system using overall 
quality control verification tools developed by 
PwC.

Quality Control
Risk Management

High Level Quality Control System

Effective and 
Efficient Audits

PwC Aarata has fully adopted the “PwC Audit” 
approach in order to provide all clients with 
best-in-class international standard auditing 
services.  PwC Audit is an auditing approach 

uniformly adopted by all member firms in the 
PwC global network. It is compliant with 
International Standards on Auditing.

International Standard Auditing Approach (PwC Audit)

“Real-time auditing” means that PwC Aarata 
conducts timely audit judgements and 
reviews by maintaining close and timely 
communication with our clients both during 

the audit fieldwork period and throughout 
the year. Real-time auditing allows any issues 
that arise to be resolved quickly.

“Real-Time Auditing”

At PwC Aarata, we have deployed the latest 
audit support system currently deployed by 
PwC. Not merely a tool to assist with 
documenting the audit process and audit 
evidence, this integrative system provides the 
following features:

· Graphical display of relationships between 
  risk evaluations and auditing procedures 
  which supports effective and efficient audits
·  Project management function that can 
  manage the progress of the entire auditing 
  team in an integrated manner
·  Integrated management and reporting of 
  issues emerging from the audit processes

The Latest in Audit Support Systems

主なサービス
Summary of services

監査
●   日本基準監査
　金融商品取引法監査／会社法監査／各種業法に基づく監査／
　公開準備会社の監査／独立行政法人など公的機関の監査／その他
●   国際財務報告基準（IFRS）および米国会計基準（US GAAP）など
　海外会計基準の監査

その他の証明業務
●   受託業務にかかわる内部統制の保証業務
　（SSAE16/ISAE3402 に基づく証明業務）
●   コンフォートレター発行業務
●   顧客資産の分別管理に関する検証業務　など

Audits

· Audit based on Japanese standards
  Audit under the Financial Instruments and Exchange Act, 
  Companies Act or other industry acts/audit of IPO company/auditing of 
  the public sector/others
· Audits based on global accounting standards, including the International 
  Financial Reporting Standards (IFRS) and the US Generally Accepted 
  Accounting Principles (US GAAP) 

Other assurance services

· Assurance services for internal controls related to outsourcing 
  (Assurance services based on SSAE16/ISAE3402)
· Issuance of comfort letters
· Verification services regarding separate management of clients’ assets, 
  and so on

品質管理・リスク管理

効果的かつ
 効率的な監査
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ＰｗＣあらた有限責任監査法人は「会計の専門

性」「プロセスの専門性」「グローバルな業務展

開」という３つのキーワードをもとに、財務報告

ならびに財務報告に関する内部統制に精通した

人材を結集し、製造・流通・サービス部門と金融

部門のそれぞれに財務報告アドバイザリー

部を設置しています。これらの部門はPwC

グローバルとのシームレスなコミュニケーション

を基礎に、豊富な業務経験を通じて得た知識と

ノウハウにより、財務報告に関する会社の

ニーズに的確に対応した業務を提供します。

ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、事業会社、金融機関および公的セクターに対し、各国の
基準に準拠した財務報告ならびに内部統制の整備・運用にかかわる支援を専門的に行う
部門を設けています。また、国内外の企業のボーダレスな資金調達をサポートするため、
経験豊かなプロフェッショナルが株式公開に関連した包括的なアドバイザリーサービスを
提供しています。

Based on the three keywords of “Accounting 
Expertise,” “Process Expertise,” and “Global 
Expansion of Services,” PwC Aarata has 
brought together personnel with expertise in 
financial reporting and financial 
reporting-related internal controls, and a 
financial reporting advisory division has 
been established in the Manufacturing, 

Distribution and Service Division as well as 
the Financial Service Division. Built on 
seamless communication with PwC’s global 
network, these divisions utilise highly 
specialised knowledge and know-how to 
perform services tailored to clients’ financial 
reporting needs.

PwC Aarata has divisions that specialise in advice and support services for 
corporate businesses, financial institutions and the public sector to assist with 
financial reports and maintenance/operation of internal controls in conformity 
with national standards. The division’s highly experienced professionals also 
help domestic and foreign companies with cross border financing through 
comprehensive IPO-related advisory services.

財務報告にかかわる
アドバイザリー業務
Financial Reporting 
Advisory Services

Financial reporting

IPOs advisory / Venture support

●   国際財務報告基準（IFRS）および米国
　会計基準（US GAAP）による財務報告
　作成にかかわるアドバイス業務
●   公的セクターの財務報告作成に
　かかわるアドバイス業務

主なサービス
Summary of services

●   財務報告体制構築にかかわる
　アドバイス業務
●  米国企業改革法（SOX）や日本版 SOX
　（J-SOX）にかかわる支援業務

財務報告

●   株式公開を前提とした戦略・計画／
　会計・財務にかかわるアドバイス業務
●   株式公開のための経営管理体制整備に
　かかわるアドバイス業務

●   株式公開のための IT 整備にかかわる
　アドバイス業務
●   ベンチャー企業支援および
　ベンチャーファンド組成支援

· Advisory services for the preparation of   
 financial reports in accordance with US   
 GAAP or IFRS standards
· Advisory services for the preparation of 
  financial reports for the public sector

· Advisory services for the establishment of 
  a financial reporting structure
· Support for compliance with the U.S.   
 Sarbanes-Oxley Act (SOX) and 
  the Financial Instruments and 
  Exchange Act (J-SOX)

· Strategic and planning support for IPOs
· Management and governance structure           
 advisory support in preparation

· IT support services in  connection with IPOs
· Venture support and 
  venture fund set-up  support

株式公開アドバイザリー／ベンチャー支援
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ＰｗＣあらた有限責任監査法人は、主要な事業

リスクの評価とリスク管理体制・コンプライアンス

体制の構築・高度化に関して、200名を超えるプロ

フェッショナルからなるチームを擁し、経営者が

事業リスクを適切に制御することによって企業

価値の向上を図る取り組みを支援しています。

企業がその目的を達成するためには、事業リスクを避けて通ることはできません。経営者は、
為替の変動、市況の変化、規制の変更、取引相手の倒産、システム障害、機密情報の漏えい、
内外からの不正行為などのさまざまな事業リスクを制御しながら、企業の持続的成長を実現
する必要があります。

For the evaluation of key business risks as 
well as the construction and development of 
risk management systems and compliance 
systems, PwC Aarata has a team of over 200 

professionals who support corporate 
managers to control business risks 
appropriately and improve corporate value.

In order to achieve their objectives, companies cannot avoid business risks. 
The various business risks that corporate managers face such as currency 
fluctuations, shifting market conditions, regulatory changes, bankruptcy of 
business partners, system failures, leak of confidential information, internal or 
external fraud and so on, must be mitigated while simultaneously pursuing  
steady corporate growth.

リスク・アシュアランス業務
Risk Assurance Services

●   銀行の統合リスク管理・自己資本管理
　およびバーゼルⅡ、Ⅲ対応
●   保険会社のERMおよびソルベンシーⅡ対応
●   犯罪収益移転防止法、FATCA対応を含む銀行顧客管理
　体制の強化
●   金融機関の設立・在日法人化、業務改善計画の策定支援を
　含む規制対応

●   連邦海外腐敗行為防止法（FCPA）、不正競争防止法
　および公正競争規約に関するコンプライアンス体制構築
●   業務継続計画（BCP）強化～コミュニティ継続計画（CCP）
　導入
●   CRE（企業不動産）型企業リスクマネジメント、
　不動産地域開発リスクマネジメント導入

ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス

●  システム監査・情報セキュリティ監査・
　システム導入前プロジェクト監査 
●  情報セキュリティ管理体制、システムリスク管理体制の
　構築・強化
●  外部委託先管理態勢の構築・強化

●  財務報告XBRL文書の評価サービス（SOP09-1への対応）
●  ITガバナンスの構築
●  デジタルフォレンジックおよびコンピューター利用監査技法　
　（CAAT）を活用したデータ監査およびモニタリング手法の導入
● M&Aや事業再編にかかわる情報システムデューデリジェンス

システムおよびプロセスアシュアランス

●  国内外の拠点のオンサイト監査およびオフサイトモニタリング ●  内部監査の外部評価および高度化・効率化

内部監査サービス

· Integration risk management and equity capital management  
 for banks; compliance with Basel II and III
· ERM for insurance companies; compliance with Solvency II
· Support enhancement of client management systems for  
 banks  including in response to the Foreign Account Tax  
 Compliance (FATCA) and the Act on Prevention of Transfer of  
 Criminal Proceeds 
· Support financial institutions to be established and   
 incorporated in Japan; support for meeting regulations   
 including support for formulation of business improvement  
 plans

· Build compliance systems in connection with the Foreign  
 Corrupt Practices Act (FCPA), the Unfair Competition   
 Prevention Act, and the Code of Fair Competition
· Enhance Business Continuity Plan (BCP) and support    
  Community Continuity Plan (CCP) implementation
· Support deployment of Corporate Real Estate - Enterprise Risk  
 Management (CRE-ERM) and real estate area development  
 risk management

主なサービス

Governance / Risk management / Compliance

· Audit IT systems, information security and    
 pre-implementation system review
· Construct and enhance information security management  
 systems and system risk management system
· Construct and enhance outsourcing management

· Provide evaluation services on XBRL documents for financial  
 reporting (corresponding to SOP09-1)
· IT governance structure
· Adopt data auditing monitoring methods utilising digital  
 forensics and Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) 
· Information systems and due diligence for M&A and business  
 restructuring 

System process assurance and advisory

Internal audit services
· Onsite audit and offsite monitoring of offices in Japan and overseas · Externally evaluate, enhance and streamline internal audit function

Summary of services
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名　称

法人概要

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
www.pwc.com/jp/assurance

PricewaterhouseCoopers Aarata LLCName

Prof ile

2006年6月1日

代表者

所在地

名古屋
〒450-6038　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ38階
TEL：052-588-3951　FAX：052-588-3952

東京
〒100-0004 　東京都千代田区大手町１-１-１
大手町パークビルディング
TEL：03-6212-6800   FAX：03-6212-6801

大阪
〒530-0011　大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪 タワー A 36階
TEL：06-6375-2610　FAX：06-6375-2611　

福岡
〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
JRJP博多ビル4階
TEL ： 092-477-7600　FAX ：092-477-7601

2,858名　　　2017年6月30日現在人員数

代表執行役　木村 浩一郎

Date of Foundation 1 June 2006

Representative

Location 
of Offices

Nagoya
JR Central Towers 38F 
1-1-4 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-6038
TEL：052-588-3951　FAX：052-588-3952

Tokyo
Otemachi Park Bldg. 
1-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
TEL：03-6212-6800　FAX：03-6212-6801

Osaka
Grand Front Osaka Tower A 36F
4-20 Ofukacho, Kita-ku, Osaka 530-0011
TEL：06-6375-2610　FAX：06-6375-2611

Fukuoka
JRJP Hakata Building 4F
8-1 Hakataeki Chuogai, Hakata-ku
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0012
TEL ： 092-477-7600　FAX ：092-477-7601

2,858         As of 30 June 2017Number of Staff

Koichiro Kimura, CEO

www.pwc.com/jp/e/assurance
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