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はじめに 

内部統制問題が経営者の大きな関心事と

なっております。それを受けて、現場（経営

企画部門、経理財務部門、システム部門等）

で本格的な取り組みを始められた企業が増え

ています。先進企業（米国で事業を展開して

いて米国のＳＯＸ法の規制を受ける企業や、

「コンプライアンス」を重視してこられた企

業）では、かなりの部分で対応済みですが、

まだまだ完成とはいきません。このテーマで

は完全はあり得ないのです。「完全対応」を

自慢してきた大企業の綻びが目立つ昨今では

ありませんか！ 

あらためて、内部統制問題を基本から見直

してみる必要がありそうです。 
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徳田提言を受けて 

当ＭＩＮＤ－ＲＥＰＯＲＴの前号（２００６／７号）

で、徳田浩司さんからお寄せいただきました

「ＭＩＮＤ－ＳＡとの出会いから米国での起業

を経て、Ｊ－ＳＯＸ法対応への提言」（※注）

というレポートに刺激され、今回、このテー

マへの対応法について私の仮説を提示させて

いただくことにしました。皆様も私の当レポ

ートをお読みいただく前にぜひ、徳田さんの

「提言」や、その中で紹介されております徳

田さんのＢＬＯＧをご覧ください。 

今回の私の提言は、骨子を提示させていた

だくレベルで、実際にこの方法を利用いただ

くためには、さらなる具体化が必要であると

思われます。その点をお含みおきください。 

※注↓ 
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr74/mr7404.pdf 

 

内部統制強化の目的・ねらいのあり方 

この点が検討の原点として、極めて重要な

ことです。「やらねばならぬからやるのだ」

ではいけません。 

「何のために内部統制を強化するか」を真

剣に考えてみる必要があります。当然ながら、

法規制がなくても経営方針として本来やるべ

き事項や内容があると思われますが、現実的

には最低限の目標として、まずは法規制をク

リアすることが先決と考えられます。 

*************************************** 

内部統制強化は、「Ｊ－ＳＯＸ法対応」と称

して、「金融商品取引法（以下略称の金融商

取法とします）」への対応が主のように受け

止められています。確かにそれも一つの目的

ではあると思われます。しかし、その点につ

いて何らの検討もしないで、金融商取法への

対応のみに絞るのはいかがなものかと思われ

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr74/mr7404.pdf
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ます。会社法の規制もあるのです。 

 

両法への対応を同時に検討すべき 

金融商取法のほうが規制力や罰則規定も

強いのですが、会社法のほうが本来の内部統

制領域を広く対象としています。いずれは、

企業の社会的責任（ＣＳＲまたはコーポレー

トガバナンス）対応として、会社法への対応

も要求されることになるはずです。その際に、

あらためて同法への対応を検討するのは、二

度手間になります。「会社法」が公布されて

いない時ならともかく、今はその全容が分か

っているのです。両法への対応を同時に検討

すべきでしょう。 

*************************************** 

金融商取法（Ｊ－ＳＯＸ法）への対応が前面

に出ている理由は、二つあると思われます。

一つは、その対応を論じている方々が、米国

でのＳＯＸ法への対応の経験・事例を基にし

ているからです（会社法への対応はまだ「前

例」がありません）。 

二つ目は、この対応への支援をしようとし

ているのが、会計・監査法人だからです。大

手会計・監査法人への支援要請は過熱気味で、

大手ではもうこれ以上の支援要請には応えら

れないのだそうです。しかし、会計・監査法

人は財務的視点を超えた業務全般の統制方針

作成は得意ではありません。 

 

内部統制強化の目的はどうなる？ 

そう判断すると、内部統制強化の一般的な

目的・ねらいは、二つの法規制を考慮して、

図表１のような内容になると想定されます。 

基本目的の内訳として示している３項目

の中では、１．の「定められた基準に従って

処理がされているか」が、最も広範囲を対象
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とする基本的な目的です。 

会社法では、「効率性や不当性排除」の観

点を述べています。金融商取法では、主に「適

正な会計処理」の観点を主張しています。 

次いで、「ミスが発生しないようになって

いるか」の観点では、会社法は主として法人

に「損失」を与えないかという観点ですし、

金融商取法では、真実の財務数値を公表する

という観点から、事実に反する「虚偽」とな

らないかという観点です。 

３番目の「不法な処理（法令違反、犯罪）

を排除できるようになっているか」は、内部

統制目的では最も厳しい「法令順守」の観点

です。これも、会社法ではあらゆる法令順守

が対象となるのに対して、金融商取法は、主

に「粉飾」が対象となります。 

以上お分かりのように、両法が規制対象と

する主眼点が異なっております。その点を図

表２にまとめました。 
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 １．内部統制強化のねらい 

（１）会社法が求めることを実現する。 
・取締役及び社員の職務の遂行が法令及び

定款に適合していること、効率的に行われ

ること 
（２）金融商品取引法の求めることを実現する。 

・公表する財務資料が適正な方法で算出さ

れ、虚偽が無いこと 
 
２．内部統制強化の目的 

２．１ 基本目的 ............「ねらい」が実現するような体制・制度・基準を作り、それらが守られていることを

担保する仕組みを作る。 
２．２ 基本目的の内訳 （１）定められた基準に従って業務が実施されていなければならない。 

・定められた基準を作成する。 
・それが順守されていることの確認・監査の仕組みを作成する。 

 （２）ミスが発生しないようになっていなければならない。 
・ミスのチェックシステムを作成する。 
・それが順守されていることの確認・監査の仕組みを作成する。 

 （３）不法な処理（法令違反、犯罪）を排除できるようになっていなければならない。 
・不法を排除できる仕組みを作成する。 
・それが順守されていることの確認・監査の仕組みを作成する。 

図表１ 内部統制強化の目的・ねらい 

以下のリスクが発生する。 
・会社が損失を蒙る 
・社会的信用を失墜する。 
・その結果、会社の存立が危うく

なることも想定される。 

この対応を 
行わないと…
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括弧内は、その法が主に対象としている不備・不法の内容を示します。 
 会社法 金融商取法 
１．定められた基準に従って処理がされているか。 ○ 

（効率性、不当性排除） 
○ 

（適正な会計処理） 
２．ミスが発生しないようになっているか。 ○ 

（損失） 
○ 

（虚偽） 
３．不法な処理（法令違反、犯罪）を排除できるように

なっているか。 
○ 

（法令違反） 
○ 

（粉飾） 

 

 

 

基本目的の具体化目標時期 

基本目的を設定しましたら、それについて、

年度別にどこまでの完成度を目指すかを数値

目標として設定する必要があります。 

当然ながら、基本目的の３．は早急に実現

する必要があります。すべてを完全に実現す

ることは困難だとしても、何らかのレベルで

対応しておかなければ重大な結果を招くこと

になってしまいます。 

例：基本目的の具体化目標時期 

 １年目 ２年目 ３年目 

１．について ８０ １００

２．について ５０ ８０ １００

３．について １００ 

図表２ 内部統制強化の目的・ねらい 
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以上で内部統制強化の目的が明確になる

ことになります。しかし、それをどのような

手順で決定すればよいのかが課題です。 

その点を次に解説します。 

 

内部統制強化対策実施方針検討の進め方 

１．内部統制強化目標の設定 

（１）全社業務の整理 

全業務を対象に、図表３－１、３－２の

ように体系的・階層的に整理します。ここ

では、当社で提供しているＰＤＲ（業務プ

ロセス設計リポジトリ）での例で示します

が、これによらず、何らかの方法で全業務

に「網をかける」必要があります 

（ＰＤＲについて、ご関心ある方は、 
http://www.newspt.co.jp/data/bmodel/pdr/index.html 

をご参照ください）。 

 

（２）内部統制強化目標のブレークダウン評価 

図表４の事例のように、マクロレベルの

業務ごとに内部統制強化の必要性（＝リス

ク程度）を評価します。 

マクロレベルについてすべて評価が終

了しましたら、図表３－３のように、次の

階層（ミドルレベル）、その次の階層（ミ

クロレベル）と同じような方法でブレーク

ダウンしていきます。内部統制強化目標の

例は図表５、図表６をご覧ください。 

最終的に内部統制対応法を検討するの

は、ミクロレベルの業務単位ですが、全体

での位置づけを俯瞰し、重要性を認識しな

がら検討するために、上の階層から順次下

りていく方法をとります。 
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図表３－１ 業務体系の３階層ブレークダウン 

10 業務 

ミドルレベル 10 枚 ミクロレベル マクロレベル 

10×N 業務 10×N×N 業務
＝約 500 業務

10×N 枚

図表３－４ 目標評価の統合 

ミクロレベルの評価を元に、ミドルレベルの評価を見直す。
ミドルレベルの評価を元に、マクロレベルの評価を見直す。

ミドルレベル 10 枚 ミクロレベル マクロレベル 7 枚（？） 
（×10）

図表３－３ 目標評価のブレークダウン 

マクロレベルで当たりをつけて、ミドルレベルで評価、 
ミドルレベルの評価を参考に、ミクロレベルの評価を行う。

ミドルレベル 1 枚 ミクロレベル マクロレベル 7 枚 

http://www.newspt.co.jp/data/bmodel/pdr/index.html


 図表３－２ 全社業務（マクロレベル） 

 
PDR

業務機能体系図

 （マクロレベル）

X020

作成単位

 業種

 ﾏｸﾛ

 ﾐﾄﾞﾙ

 ﾐｸﾛ

 ﾌﾛｰ

 X020  見込生産・組立型消費財製造業

  

  

  

  

作成年月日

  

  

  

  

  

作成者 番号

 

 

 

 

 

X020

見込生産・
組立型消費
財製造業

A01

人事

A02

財務

A03

組織統轄
（総務）

A04

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾ
ｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ（BPE）

A05

品質保証

A06

購買

A07

マーケティン
グ

A08

チャネル編
成

A09

生産技術

A10

製品開発

A11

研究開発

A12

環境保護

C01

経営管理

D01

補給計画

D02

営業

D03

受注出荷

D04

生産

D05

資材購買

D06

外注

D07

物流

D08

アフタサービ
ス

D09

リサイクル

P01

経営計画

S01

経営活動実
績把握

見込生産・組立型消費財製造業の「マク
ロレベル業務機能体系図」です。

業務ブロック番号をクリックすると、そ
の下位の業務機能である「ミドルレベル
業務機能体系図」に展開されます。
ここでは、D07「物流」を選択します。
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（３）内部統制強化目標の統合評価 

ミクロレベルの目標評価が終了したら、

その評価内容を受けて、ミドルレベルの評

価を見直します（図表３－４参照）。 

次いで、その結果を受けてマクロレベル

の評価を見直します。 

その時点で、全社業務の内部統制強化目

標が固まったことになります。この数百枚

の各階層の業務機能体系図とそれぞれの強

化目標の記述書（図表４、５、６等）を見

れば、すべての業務の強化目標を知ること

ができます。 

 

（４）内部統制基本目的実現目標の見直し 

各々の概略対応工数（基準や仕組みを整

備する工数）を想定して、前記「基本目的

の具体化」の数値目標を見直し、仮設目標

として設定します。

 
 
図表４ 経理業務の内部統制強化目標（◎非常に重要な対象、○重要対象、△非重要） 
【Ｓ０１経営活動実績把握（経理）業務（マクロレベル）】 

 会社法 金融商取法 
１．定められた基準に従って処理がされているか。 ◎ 

（効率性、不当性排除） 
◎ 

（適正な会計処理） 
２．ミスが発生しないようになっているか。 ○ 

（損失） 
◎ 

（虚偽） 
３．不法な処理（法令違反、犯罪）を排除できるように

なっているか。 
○ 

（法令違反） 
◎ 

（粉飾） 
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図表５ 内部統制強化目標ミドルレベルの例【物流センタ業務】 
 会社法 金融商取法 
１．定められた基準に従って処理がされているか。 ◎ 

（効率性、不当性排除） 
○ 

（適正な会計処理） 
２．ミスが発生しないようになっているか。 ◎ 

（損失） 
△ 

（虚偽） 
３．不法な処理（法令違反、犯罪）を排除できるように

なっているか。 
○ 

（法令違反） 
△ 

（粉飾） 
 
 
図表６ 内部統制強化目標ミクロレベルの例【物流センタ出庫業務】 

 会社法 金融商取法 
１．定められた基準に従って処理がされているか。 ◎ 

（効率性、不当性排除） 
○ 

（適正な会計処理） 
２．ミスが発生しないようになっているか。 ◎ 

（損失） 
△ 

（虚偽） 
３．不法な処理（法令違反、犯罪）を排除できるように

なっているか。 
○ 

（法令違反） 
○ 

（粉飾） 
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２．内部統制整備点の調査 

１．内部統制強化目標の設定の仮説に基づ

き、実際の業務内容に当たり、改善・整備点

を明確にし、その実現工数・費用のアタリを

つけます。 

調査はミクロレベルの業務単位に実施し

ますが、以下のような内容で行うとよいでし

ょう。 

（ミクロレベルの）業務名 
必要工数 必要費用

整備項目 内容 
大 中 小 大 中 小

制度・基準        

業務 

マニュアル 
       

システム        

設備・機器        

教育        

監査方式        

その他        

この段階では、 

• 必要工数は、大（数人月）、中（１人

月程度）小（数人日程度） 

• 必要費用は、大（１００万円以上）、

中（数十万円）、小（数万円） 

のように、概略の見当で該当欄にチェックを

入れる程度でよいでしょう。 

 

 

３．内部統制強化実施方針の設定 

ここまでは、現段階の法レベル（金融商取

法の実施要領の発表前）で検討できるはずで

す。 

２．内部統制整備点の調査の結果を受けて、

内部統制強化目標の設定段階の仮説の見直

しを行い、内部統制強化実施方針として経営

決定します。 
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４．内部統制強化の具体的対応法の設定 

金融商取法の「実施基準」が発表された段

階で、必要であれば内部統制強化実施方針を

見直し、それに基づいて、具体的な対応方針

（どのような制度・基準を作るか、どのよう

なチェック・監査体制を作るかなど）を設定

します。 

例：物流センタ出庫業務 

１．定められた基準に従って処理がされているか。 
• 定められたルールで自動作成される出庫指

図に基づき出庫を行う。 

• その内容を別の切り口で自動作成する積み

込み指示書によって積み込み作業者が検証

する。 

• 最終的に最低月１回の循環棚卸しによって

出庫の正当性を検証し、不一致がある場合

はその報告書を作成し、上司が確認する。 

• そのレポートを保存し、監査人の監査におい

て適時に提出できるようにする。 

【参考】 

日本経済新聞（2006.8.19 付）に紹介さ

れた帝人㈱の内部統制のガイドには、以下

のような記述がされているということです。 

 

関係業者との取引では「業務を発注する

際は口頭だけではなく、書面も交わさな

いと下請法に触れる危険性がある」 

社員個人の財産形成では「妻が働いてい

る会社の株であっても内部事情を利用

して売買すればインサイダー取引にな

る」 
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５．内部統制強化計画の設定 

４．の結果で開発作業を見積り、開発・移

行計画を作成します。 

 

 

６．内部統制対応法の意思決定 

これまでの検討結果に基づき、開発・移行

の意思決定を行います。 

 

*************************************** 

ここまでは、内部統制強化の準備段階です。

具体的に何もできてくるわけではありません

ので、ややもすると、「議論ばかりしないで

早く始めろ」という意見が出てくる可能性が

あります。 

しかし、「全体設計」に基づき優先順位を

決定して取り組むことは、どんな場合にも非

常に重要なことです。どういう方針で臨むか

は、このプロジェクトを進める責任者（一般

的には経営トップ）の判断によることになり

ます。意思決定者の責任は重大です。なぜな

らば、この対応方法の整備には非常に多くの

労力・費用がかかるからです。 

以上の私の提言を踏まえて、やり直しや見

落としのないアプローチをされることを切に

願っております。¶ 

 

目次に戻る

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr75.html



