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本リリースは、サイボウズ株式会社と株式会社ブリングアップ、株式会社ソフトクリエイトの 3

社による共同リリースです。重複して配信される可能性がありますが、あらかじめご了承くださ

い。 

報道関係者各位 

2007 年 4月 3 日                        

サイボウズ株式会社 

株式会社ブリングアップ 

株式会社ソフトクリエイト 

 

 

 

 

サイボウズ株式会社 (本社: 東京都文京区 代表取締役社長: 青野 慶久 (戸籍名: 西端 慶久） 

以下サイボウズ）、株式会社ブリングアップ (本社: 大阪市淀川区 代表取締役CEO: 国吉 拡 以

下ブリングアップ）、株式会社ソフトクリエイト (本社: 東京都渋谷区 代表取締役会長兼 CEO: 

林 勝 以下ソフトクリエイト） の 3 社は、2007 年 3 月 19 日 (月) から発売した内部統制支援

システム「ガンマエンジン・フォー・サイボウズ (Gamma Engine for Cybozu  以下ガンマエンジ

ン FC)」を拡販するため業務提携し、本日から「内部統制 構築支援ツール」を提供開始いたしま

す。 

 

■概要 

2008 年 4 月以降の事業年度から施行される日本版 SOX 法により、上場企業では内部統制の構築が

求められています。それらを支援するため多くの IT ベンダーが内部統制対応のソリューションや

製品を提供していますが、非常に高額であるため新興市場の上場企業をはじめとする中堅企業に

とっては、非常に重い負担になります。そのような中堅規模の企業でも手軽に内部統制を構築い

ただけるよう、国産ソフトウェアメーカー、サイボウズのグループウェア製品とブリングアップ

の内部統制整備・運用・評価システム「ガンマエンジン FC」、ソフトクリエイトのウェブフォー

ム・ワークフロー「X-point」、の 3 製品を連携させ、「内部統制 構築支援ツール」として提供開

始いたします。また、この度の「内部統制 構築支援ツール」と合わせ、2007 年 3月 19 日 (月) か

ら発売開始したブリングアップの「ガンマエンジン FC」を、「サイボウズ プラチナパートナー」

としてグループウェア製品の豊富な構築実績をもつソフトクリエイトと共に拡販してまいります。 

 

サイボウズとブリングアップ、ソフトクリエイトの 3 社は今回の「内部統制 構築支援ツール」の

リリースに合わせ、2007 年 4 月 17 日 (火） から「内部統制実務セミナー ～実務の決定版～」

を開催いたします。このセミナーでは、より多くの方に内部統制の内容や構築方法について理解

いただくことを目的とし、また「内部統制 構築支援ツール」や「ガンマエンジン FC」の認知向

上も目指します。このようにサイボウズとブリングアップ、ソフトクリエイトの 3 社は、様々な

プロモーション活動を共に行い、2007 年 10 月までに「内部統制 構築支援ツール」を 50 社以上

に導入いただくことを目標として取り組んでまいります。 

サイボウズ、ブリングアップ、ソフトクリエイト 

「内部統制 構築支援ツール」の販売で業務提携 

～「ガンマエンジン・フォー・サイボウズ」を 3社共同で拡販～ 
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■セミナー開催 

セミナータイトル 「内部統制実務セミナー～実務の決定版～」 

セミナー概要 1.内部統制の枠組みと狙い 

2.内部統制のロードマップ 

3.現状分析フェーズのポイント 

4.整備フェーズのポイント 

5.運用構築体制フェーズのポイント 

6.内部統制(IT 統制)運用イメージ 

7.内部統制(IT 統制)記録と保存 

場所 サイボウズ社、ソフトクリエイト社 (下記お申込みページ参考) 

開催日時 4 月 17 日（火） 

4 月 23 日（月）  

5 月 14 日（月）  

5 月 22 日（火） 

6 月 19 日（火） 

7 月 24 日（火） 

いずれも 15 時～ 

主催 ソフトクリエイト 共催：サイボウズ、ブリングアップ 

参加費 無料 

お申込み http://www.atled.jp/cybozu/index.html 

 

■ソリューション概要 

「内部統制 構築支援ツール」はサイボウズのグループウェア製品、ソフトクリエイトのウェブフ

ォーム・ワークフロー「X-point」、ブリングアップの内部統制整備・運用・評価システム「ガン

マエンジン FC」の連携により実現するソリューションです。日本版 SOX 法では文書整備や決裁ル

ート等のプロセス整備、統制状況の運用管理が必要になります。 

 

サイボウズのグループウェアは「日本版 SOX 法」において重要な文書の履歴管理を標準装備して

おり、また紙に書くような直感的な入力フォーム（ウェブフォーム）を持つワークフロー「X-point」

は、日本型プロセスに対応した電子申請、文書管理のノウハウを有していますので、内部の統制、

業務システムの効率化や幅広い文書活用を手軽に実現します。 

 

サイボウズのデータベース製品を基盤とした「ガンマエンジン FC」は、内部統制の整備プロセス

の計画、実行、評価、改善（PDCA サイクル）と運用プロセスの計画、実行、評価、改善（PDCA サ

イクル）を全面サポートするツールです。実施状況を記録 (レポーティング）することにより経

営者による評価、外部監査の作業も手軽に実施でき、内部統制全般を管理することができます。

公認会計士監修のもと、販売や購買、資産管理など様々な業務プロセスから発生するリスクとコ

ントロールの項目（RCM）をテンプレートとして用意しており、年々、変化していく業務プロセス

に対しても手軽に対応できるようなシステム支援を可能にしております。 
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「ガンマエンジン FC」と「X-point」は 2 万社以上が導入しているサイボウズ社のグループウェ

ア製品との連携も強化しております。会社の情報が集約されるグループウェア各製品とのシング

ルサインオン機能も搭載していますので、グループウェアの利用者はログイン名、及びパスワー

ド入力を省略して、簡単に「ガンマエンジン FC」へアクセスすることができます。 

 

この度の「内部統制 構築支援ツール」では多大な費用や専門的な知識は必要なく、全てが Web ブ

ラウザーより操作していただけますので、ビジネス環境や制度が激しく変化する現代でも柔軟に

すばやく対応することが可能になります。また多大なカスタマイズ費用をかけることなく、スム

ーズな内部統制を支援していきます。 

 

今後、サイボウズとブリングアップ、ソフトクリエイトは「内部統制 構築支援ツール」を提供す

るだけでなく、ブリングアップのコンサルテーションを含め、総合的に企業の内部統制を支援し

てまいります。ブリングアップが行う内部統制支援コンサルテーションは、無駄を省くとともに

わかりやすい内容で「日本版 SOX 法」に対してなじみが少ない企業でも手間なく早期に導入が可

能です。 

 

■各サービスの概要 

□サイボウズ、グループウェア製品の紹介  

サイボウズは、誰でも簡単にご利用いただけることをテーマに開発された中小規模向けのグル

ープウェア「サイボウズ Office 6」と大規模向けの EIP 型グループウェア「サイボウズ ガル

ーン 2」を販売しております。両製品を導入いただくことにより、社内の情報を集約でき、Web

ブラウザー上で簡単に社員のスケジュール管理や業務連絡を行えます。「サイボウズ Office」

は 1997 年から、「サイボウズ ガルーン」は 2002 年から発売しており、合計 2 万社以上のユー

ザー様にご利用いただいています。 

http://office.cybozu.co.jp/cb6/  http://garoon.cybozu.co.jp/ 

 

□ブリングアップ、「ガンマエンジン・フォー・サイボウズ」の紹介 

サイボウズ社の Web 型データベース製品を基盤にして開発された内部統制支援システムです。 

「日本版 SOX 法」で求められる「業務記述書」と、「業務フロー図」、「RCM (リスク・コントロ

ール・マトリクス)」の 3 つの文書管理を容易に行えます。データベース機能を活用し、「業務

記述書」や「業務フロー図」のファイル管理を行えることはもちろん、「日本版 SOX 法」の内部

統制実施基準に準拠した「RCM」の数百に及ぶ項目もテンプレートとして用意しています。この

テンプレートを利用することで販売や購買などの業務プロセスにおけるリスクとそのリスクに

対するコントロール (対処方法) の状況を手軽に管理することが可能になります。 

・RCM の主なテンプレート 

  販売管理、財務管理、購買管理、給与管理、生産管理、資産管理、財務管理 等 

・価格 

¥ 5,000,000  (税別) 

   ※ブリングアップのコンサルティング（全 8 回）を含みます。 
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   ※別途「サイボウズ デヂエ」が必要となります。 

※2 年目以降は¥ 1,000,000 (年額）になります。 

http://www.bringup.co.jp/gamma_cybozu/ 

 

□ソフトクリエイト、「X-point」の紹介 

ウェブブラウザ上で、「まるで紙に書くような」直感的な入力フォームを提供し、フォームの管

理機能、およびデータベースとの連携機能等を実現した、「書類管理の新しいスタイル 」を提

案するウェブフォーム・ワークフローです。フォームを専用デザイナで作成することにより、

日本型業務プロセスに対応した本格的なワークフローをはじめ、社内の様々な業務システムの

効率化や幅広いデータ活用が手軽に実現できます。 

http://www.atled.jp/x-point/ 

 

■会社概要 

□サイボウズ株式会社 

 

□株式会社ブリングアップ 

 

商号 サイボウズ株式会社 

設立 1997 年 8月 8 日 

代表者 代表取締役社長 青野 慶久（本名：西端 慶久） 

所在地 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

資本金 534,000 千円（2006 年 8 月末現在） 

ホームページ http://cybozu.co.jp/ 

事業内容 サイボウズはソフトウエア会社として 1997 年に設立されました。誰もが簡単に

使えることを追求したコンセプトに基づき、ビジネス用ソフトウエアを開発・

販売しています。主力製品のウェブ型グループウェア「サイボウズ Office」と

「サイボウズ ガルーン」は、現在 2 万社を超えるユーザーさまにご利用いただ

いています。今後はソフトウエア事業だけでなく、インターネットサービス事

業やモバイルサービス事業などにも注力してまいります。 

商号 株式会社ブリングアップ 

設立 2003 年 7月 1 日 

代表者 代表取締役 CEO 国吉 拡 

所在地 大阪市淀川区西中島 5-9-5 NLC 新大阪ビル5 階 

資本金 20,000 千円（2006 年 8 月末現在） 

ホームページ http://www.bringup.co.jp/ 

事業内容 株式会社ブリングアップはサイボウズグループのコンサルティング会社です。4

年前からリスクマネジメント事業を展開しており、内部統制コンサルティング

も多数手がけています。今後は、内部に保有するコンテンツを有効活用し付加

価値の高い製品、サービス開発に注力していきます。 
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□株式会社ソフトクリエイト 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

《本件に関するお問い合わせ先》 

■マスコミ各社様からのお問い合わせ先 

・サイボウズ株式会社  マーケティングコミュニケーション部 PR グループ 村松 

    〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

  MAIL: pr@cybozu.co.jp / TEL: 03-5805-9037 / FAX: 03-5805-9036 

・株式会社ソフトクリエイト  経営管理グループ 担当：佐藤、寺島 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 

MAIL: pr@softcreate.co.jp / TEL: 03-3486-0606 / FAX: 03-3486-0872   

■一般の方からの製品・購入についてのお問い合わせ先 

・サイボウズ株式会社  カスタマー本部  担当: 高田、金森 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

TEL: 03-5805-9833 / FAX: 03-5805-9036 

・株式会社ブリングアップ  リスクマネジメント事業  担当: 大澤、佐藤 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

TEL : 03-3815-2421 / FAX: 03-3815-2431 

・株式会社ソフトクリエイト  営業本部 担当：渡辺、武井 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 

URL: http://www.atled.jp/cybozu/index.html / MAIL: cybozu@softcreate.co.jp 

TEL: 03-3486-7198 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

商号 株式会社ソフトクリエイト 

設立 1969 年 8月 8 日 

代表者 代表取締役会長兼 CEO  林 勝 

所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 

資本金 822,754 千円（2006 年 3 月末現在） 

ホームページ http://www.softcreate.co.jp/ 

事業内容 ソフトクリエイトは、電子商取引を目的とした Web サイト構築などの IT に関す

る総合的なサービスの提供など、独自開発のソフトウェアプロダクトを中心とす

るシステムインテグレーション事業を展開しております。 


