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2008年6月に成立した金融商品取引法、いわゆるJ-SOX法は、全上場企業に対し
て短期間での制度対応を求めたため、全社統制、業務プロセス/ITアプリケーション
統制、IT全般統制等多岐にわたる構築作業、監査法人との調整等の対応は、企業側
に労力・コスト面で相当な負担が強いられていた。
本稿では、『財務情報の信頼性確保』の一義的、短期的な達成をゴールと捉えがち
な企業が多い中、こうした環境変化への対応を好機ととらえ、内部統制構築から会
計システム見直しにとどまらず、継続的に経営改革へ取り組むプロセスそのものを
組織風土にまで昇華していこうとする中堅企業の取り組みを支援したコンサルティ
ング事例について紹介する。
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J-SOX 対応を起点とした継続的経営改革への取り組み

ま　え　が　き

百年に一度ともいわれる景気低迷が長期化する
中、各企業は投資案件を慎重に評価・選別しつつ、
こうした経営環境を好機ととらえ、経営改革へ取
り組むプロセスそのものを組織風土として刷り込
む活動に着手し始める企業が増えている。
本稿では、いわゆるJ-SOX法、金融商品取引法（注1）

への対応を好機ととらえた中堅企業における自立的継
続改善への取り組みを、長期スパンで支援したコンサ
ルティングの事例について紹介したい。

プロジェクトの背景

（1）お客様の概要
大平洋金属株式会社様は、青森県八戸市に本社

（製造所）をおき、フェロニッケルを中核とする製
造・販売を行う、いわゆるレアメタル（注2）関連企業
である。グループ従業員449名（2009年3月時点）
で、売上高約1,100億円、営業利益約530億円
（2008年度）を誇る。

10数年前に経営のリストラクチュアリングを断
行し、現在の主要製品となるフェロニッケルの製
造・販売に経営資源を集中した。その際、人的資
源のスリム化も実施し、従業員規模は現在と同規
模とした。近年のレアメタル国際市場の価格高騰
という追い風もあり、3年前に比べ売上、利益共に
3倍となった。ただし、従業員規模は以前とほぼ変
わらず、小数精鋭主義を貫いている。
（2）プロジェクトの背景・概要

2008年4月から全上場企業に対して内部統制制
度への対応が求められる中、富士通総研（FRI）は
2006年10月に大平洋金属様から内部統制構築支援
の提案依頼をいただいた。その際の主な要望は以
下の2点である。
①現地（八戸本社製造所）における直接支援
東京本店に一部営業、総務機能を有するものの、
主要機能は本社である八戸製造所内にほぼ集約し
ており、現地での支援を強く望まれた。当時の状
況は、全上場企業に対して短期間での制度対応を
求めたこともあり、内部統制専門スキル・ノウハ
ウを有するコンサルティング会社等の数は限られ
ていた。お客様からの問い合わせや引き合いが多

数あり、完全な売り手市場状態といえた。そのため、
コンサルティング会社側の提案内容の中には、“内
部統制構築セット”と称してテンプレートのみの提
供や、月1回程度の会議体での支援といったリモー
ト支援型も数多くみられた。人的資源やノウハウ
が不足する企業の中には自社のみでの制度対応に
苦慮しているところが多数あった。
②お客様メンバーへのノウハウ、スキル移転
推進にあたって、会社では「本プロジェクトを『財
務情報の信頼性確保』だけを目的とするのはもった
いない」と考えた。内部統制対応を全社的業務改革、
リスクマネジメントに繋げていく絶好の機会とと
らえ、まずは事務系（財務リスク中心）業務のみえ
る化を実現し、段階的にスコープを広げていく意
向を持っていた。その前提として、お客様メンバー
のみで改革を推進できるよう、内部統制構築を通
じて改革プロジェクトを推進可能な一連のノウハ
ウ・スキルの移転・定着を強く望まれた。
上記ご要望への対応を盛り込んだ提案が功を奏
し、外資系を含むコンサルティング会社との競合
の末、FRIを選択いただいた。本プロジェクトは
2006年11月にスタートし、FRIとしては2009年
3月まで2年4ヶ月の長期間にわたりご支援させてい
ただいた。

具体的取り組み内容の紹介

（1）全体概要
コンサルティングの実施期間は、大きく二つに
大別できる。ひとつは、内部統制構築フェーズ
（2006年11月～ 2008年6月）、二つ目は内部統制
に基づいた会計システム構想立案フェーズ（2008
年9月～ 2009年3月）である。（図-1）
内部統制構築フェーズは、財務報告の信頼性の
実現を目的としたものであり、会計システムの再構
築は、財務報告の信頼性を実現した上で、ITによ
る業務の有効性および効率性の実現をめざしたも
のである。以下各フェーズにおける推進概要、改
善内容、推進のポイントについて述べる。（図-2）
（2）内部統制構築フェーズ（財務報告の信頼性確保）
1）推進概要

2006年11月～ 2008年6月にかけて、内部統制
構築フェーズを以下の流れで推進した。
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①文書化3点セット（業務フロー・業務記述書・
RCM）の整備
②監査法人を含めた整備内容の確認
③現場部門を巻き込んだ改善ポイントの立案およ
び共有
上記の流れを踏まえた上で、改善を中心とした
内容および推進のポイントを説明したい。
2）改善内容
①業務/システムの見える化
特に決算財務報告プロセスに関して、今まで各
部署の各担当しか分からなかった業務が、業務フ
ローおよび業務記述書を記述することで、全社的
に可視化された。さらに可視化されただけでなく、
他部署の業務および全体の流れを理解することで、
その中での自身の業務の位置づけや本来の役割を
深く理解できるに至った。
②関係者間での合意形成の徹底
社内プロジェクトメンバーはもちろんのこと、
経営層や監査法人とも四半期ごとには必ず進捗状
況・今後の推進方法などについて、情報共有およ
び取り組み内容の合意形成を行った。さらにはお
客様主体で会議を進めることでスキル・ノウハウ
向上の場としても位置づけた。そうすることで、
検討の方向性のブレをなくし、効果的かつモチベー
ションを高く持ってプロジェクト推進することが
できた。
③社内改善意識の醸成
可視化された業務を統制するだけでなく、改善
することが内部統制構築のもう1つの目的である。
各担当メンバーは、プロジェクトを通して自身で

統制業務の記述・評価を繰り返し行っている。こ
のことで、新たな業務を設計する際に、「業務の効
率性向上・正確性確保」の観点から評価する習慣が
身につき、マニュアル統制からIT統制への変革に
向けた社内の改善意識が醸成された。
3）推進のポイント
①目標と目指すべき成果の明確化と共有
内部統制構築フェーズは1年半（2006年11月～

2008年6月）にもおよぶ長期のプロジェクトである
が、全体スケジュールの中で四半期ごとに目標を
明確に設定し、推進した。その中で経営層への報
告および監査法人とのコミットメントの場を必ず
設定した。特に監査法人と内容に関して合意する
ことが大きな目標の1つであり、常に我々もアドバ
イザーとして同席し、必要に応じてサポートしな
がら、あくまで「お客様主体」で会議を進めること
で、目標の達成感を共有化することができた。
そのために日々のミーティングにおいても、我々
が主体的に推進する進め方から、徐々にお客様主
体で推進する進め方に意図的にシフトしていった。
その中でプロジェクトメンバー各々が自身の役割
を認識していったと言える。
具体的には、監査法人対応において、説明資料
作成等の支援はしたが折衝の主体はあくまでお客
様（プロジェクトメンバー）を中心に進められた。
このようなお客様自身の体験が、「自分たちの取り
組みは間違っていない」「目標を定め、各々が役割
を持って着実に推進すれば必ず成果が出る」という
意識を醸成し、改善推進に必要な習慣の定着化に
つながったといえる。

2006年度 2007年度 2008年度
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

パイロット
評価

スコーピング
の確認

文書化
方針の
確認

ウォークスルー
実施要領
の確認

運用テスト
実施要領
の確認

次年度
スコーピング
の確認

システム
全体イメージ
の報告

システム
構築計画
の報告

会計システム
構想立案

パイロット
フェーズ 全社展開フェーズ 実施フェーズ

• 体制構築
• パイロット選定

• 文書化
•ウォークスルー
• 運用テスト

• 不備改善
• 有効性評価

• 構想立案
•システム要件定義

イ
ベ
ン
ト

図-1 全体スケジュール

統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング

ITへの対応 事業活動A
事業活動B
部署X
部署Y

事業単位
と活動

内部統制構築
フェーズ

内部統制構築
フェ ズ

内部統制構築
フェーズ

内部統制構築
フェーズ

会計システム
再構築フェーズ再構築フェーズ
会計システム
再構築フェーズ
会計システム
再構築フェーズ

中・長期的
取り組み

出所：日本版COSOフレームワーク(「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」）を一部修正・加筆

図-2 内部統制の確立から業務の効率化実現へ
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②長期スパンでの支援の意義
我々が選択した支援のスタイルは、文書化等の
テンプレートを使用し、お客様と共同作業で作成
することで要領を掴んで頂き、その後はお客様自
身に作成して頂く、というスタイルである。
このスタイルのメリットは、お客様が何をどう
していいか分からない状態を作らず、お客様自身
で作り上げることができ、かつスキル・ノウハウ
が移転する、という点である。

J-SOX対応は永続的な作業であるため、その場
凌ぎの支援では意味を成さない。そのため我々は
長期的な支援になるものの、お客様のためとなる
このスタイルを選択した。お客様自身が活用する
ことでテンプレートが生まれ変わり、結果として
我々のノウハウがお客様にフィットした状態で移
転したこととなった。
（3）会計システム構想立案フェーズ（ITによる業務
の有効性および効率性の実現）
1）推進概要

2008年9月～ 2009年3月にかけて会計システム
再構築の構想立案を中心に行った。内部統制の構
築によって財務報告の信頼性実現には目処がつい
たが、実際に業務を効率的に行っていくうえでの課
題は多く残っていた。この会計システム構想立案
フェーズでは、業務の効率化という観点から会計
業務の棚卸と整理を行い、それを起点にして会計
システムの実現手段を検討し、各関係部署を巻き
込んだ会社全体としての仕組みの再構築を行った。
2）改善内容
①マニュアル統制からIT統制へ
内部統制を真に有効なものにするにはITの利用
が欠かせない。内部統制では内部統制ルールに基
づいた業務プロセスの徹底が求められるが、人手
に依存したプロセスではこういったルールの徹底
には限界があり、後で不正行為をチェックするこ
とも困難である。今回のプロジェクトでは、人手
に依存したマニュアル統制をできるだけIT統制へ
移行した。
②データの一気通貫
財務報告の信頼性に対するリスクを高め、業務
効率を著しく低下させている原因のひとつに現場
（データ発生元）で入力されたデータが、他の部署
に連携されておらず、部署をまたがる度に再度

同じようなデータの入力が繰り返されていること
だった。こういった業務プロセスでは、入力ミス
も発生しやすくミスを発見するのも困難になる。
そして何よりも各部署で発生している同じような
データの重複入力は、会社全体で見ると業務効率
の面で大きなロスとなっていた。今回のプロジェ
クトでは、データ発生元で入力されたデータが必
要とする部署で利用可能にし、従来多くの時間を
費やしていたデータの収集・入力・加工といった
時間を大幅に削減した。
③手組みのシステムから会計パッケージへの移行
手組みで構築される会計システムはその会社の
業務プロセスに基づいて作られるため使いやすい
ところがある反面、法制度の改正に対するプログ
ラムの変更対応などには非常に手間がかかる。今
回会計パッケージを導入しバージョン対応してい
くことで法改正に伴う内部的なプログラム変更対
応コストの削減を狙った。
3）推進のポイント
①全体計画の共有と経営層のコミットメント
お客様含め最初から目指すべき会計システムの
全体像を思い描くことは難しい。したがって、ま
ず仮説ベースで目指すべき会計システム像を描き、
どのような手順を踏めば現実的なものになるかお
客様と全体スケジュールを共有してプロジェクト
を進めていくことが重要である。
その全体計画に従いお客様の経営層含めプロ
ジェクトに参画するメンバーが共通の目標に向
かって絶えず現在位置を確認し、適宜必要な経営
判断を行ってプロジェクトを遂行していくことが
プロジェクトを成功させるための重要なポイント
となった。
②コンサルタントのスキル・ノウハウを媒介にし
てお客様の想いを形にしてもらう
目指すべき会計システムの全体像を明確にして
いくには、お客様が抱えている問題点、将来的に
こうなってほしいという漠然とした想いを浮き彫
りにしていく必要がある。
お客様が抱えている業務の問題点や思いを我々
コンサルタントが行うインタビューや我々が有す
る業務・会計・システムに関する知識・ノウハウ
の提供を通してお客様自身が再認識し、具体的な
形にしてもらうことが重要なポイントである。そ
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うした共同作業を通してはじめてお客様にとって
も納得性の高い仕組みが実現できる。
③会社全体に広がった経営改革
内部統制構築フェーズでは、財務報告の信頼性
にかかわる部署すべてがプロジェクトに参加した
ものの製造部門においては一部が参画するにとど
まっていた。ただ、この会計システム構想立案
フェーズでは、製造部門をはじめ会計および原価
報告書作成にかかわる全部門が参画した。
各現場でのインタビューの際には受身の姿勢が
目立ったものの、インタビューを終え、今まで見
えていなかった互いの部門の業務内容が見えてく
ると、部門の壁を越え、業務の一連の流れが効率
的に行えるような提案が実務担当者から積極的に
出てくるようになった。
参加者それぞれが、受身の姿勢ではなく自分た
ちの業務改革に積極的にのりだし、自らも経営改
革の一員であることを認識しはじめたことは、会
社として経営改革が自立的かつ継続的なものとな
るうえで最大の収穫になったといえるだろう。

プロジェクト成功のポイント

以上を整理すると、自立的継続改善に向けたプロ
ジェクト推進の主な成功のポイントは、以下の4点
と考える。
（1）プロジェクト推進のためのノウハウ・スキルの
“プログラム化”
本プロジェクトは概ね3ヶ月を1タームとして、

2年間の全体スケジュールを提示しながら、ターム
毎にコンサルティング契約を締結し、支援を行っ
た。内部統制構築、改革プロジェクト推進に必要
なノウハウ・スキル全体を可能な限り洗い出し、
各ターム、作業ステップ、主要イベント/マイルス
トーン、会議体に分解・プロットし、計画的提供
を実施した。そうすることで支援する側としても
移転すべきノウハウ・スキルの網羅性を担保する
ことができた。各ターム終了時に、推進プログラ
ム（WBS（注3）、ワークショップ資料まとめ、各種テ
ンプレート、推進マニュアル、マスタースケジュー
ル等で構成）一式についてお互い確認を行った。
（2）主要なイベント/マイルストーンでの成功体験
を通じたスキル・ノウハウの移転

主要なイベント/マイルストーンを設定し、その
活動における成功体験を通じて、お客様の各階層
に対してスキル・ノウハウ獲得を実感していただ
くことを意識した。具体的には、「各プロジェクト
メンバー」には内部統制構築各種作業を通じたスキ
ル・ノウハウ修得、「各WGリーダー」にはワーキ
ンググループ、定例会対応、役員報告（リハーサル
含む）等を通じたスキル・ノウハウ獲得、「経営トッ
プ層」には監査法人説明（リハーサル含む）を通じた
スキル・ノウハウ強化を実施した。
（3）最適なスキル・ノウハウを提供するためのイン
テグレータ＆トランスレータ役に努める
本プロジェクト推進に必要なスキル・ノウハウ
領域は、内部統制（全社統制、業務プロセス、ITア
プリケーション統制、IT全般統制）、プロジェク
トマネジメント、会計システムなど多岐にわたる。
本プロジェクト体制をお客様自ら構築し、推進・
管理することは非常に困難といえた。FRIの価値
として、上記スキル・ノウハウをお客様へ円滑に
提供、移転するためのインテグレータ役、トラン
スレータ役を担うことと考えた。今回、会計士や
税理士等各領域の専門集団4社の万全な支援体制で
臨んだ。
（4）トップの強力なリーダーシップによる全員参加
型プロジェクト体制の実現
今回の内部統制構築のような専門的なノウハウ・
スキルを要する業務改革活動は、主要なプロジェ
クトメンバーに閉じた“職人的活動”に陥る危険性
をはらんでいた。実際、他のお客様ではプロジェ
クトメンバーや外部のコンサルティング会社が孤
軍奮闘しながら構築しているケースも多く見られ
た。「今回の取り組みを全社的業務改革の入り口
としたい」という経営トップ層の熱い想い、強力な
リーダーシップがあってこそ、事務系部門だけで
なく製造部門も巻き込んだ総勢100名以上が参画す
る全員参加型プロジェクトが実現できたと考える。

現在の状況と今後の取り組みについて

J-SOX法の本番年度である2008年度は、1年を
通してお客様自身のプロジェクト運営により文書
化の見直しから監査法人による内部統制の運用評
価に至るまで滞りなく実施されている。
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J-SOX 対応を起点とした継続的経営改革への取り組み

中長期的には今回の推進体制、獲得したスキル・
ノウハウを基盤として、経営改革、業務改善に向
けて自立的かつ継続的に取り組むプロセスそのも
のを組織風土として定着化させていく予定である。
具体的には、①すべての業務プロセスを外部から
でも解る透明性の高いマニュアルにしていく＜みえ
る化＞、②すべての業務プロセスで合理化・効率化
に継続的に取り組んでいく＜業務改善運動＞、③事
務系・製造部門一体となった全社的リスクマネジメ
ント体制の構築、へとつなげてゆく計画である。

む　　す　　び

本事例は、内部統制構築からシステム再構築に
つなげ、さらには経営改革へ取り組むプロセスを
組織風土そのものまで昇華していこうという点で
意義のある取り組みであり、昨今の経済環境下に
おける改善・改革の方向性を先取り、予見した好
例といえる。

FRIでは、このように顧客と一体となった業務改
革を通じてお客様におけるスキル・ノウハウ獲得、
人材育成を実現する「クイックウィン」（注4）「フィー
ルド・イノベーション」（注5）等様々なサービスをご用
意しており、是非ご活用いただければと考えている。
最後に、大平洋金属様経営トップ層、プロジェ
クトメンバーの皆様のたゆまぬ改革意欲に敬意、
感謝の意を表すると共に、今後の自立的継続改善
への成功を確信しつつ稿を閉じたい。

（注1）J-SOX法、金融商品取引法
 相次ぐ会計不祥事やコンプライアンスの欠如などを防
止するため、米国のサーベンス・オクスリー法（SOX法）
に倣って整備された日本の法規制のこと。上場企業お

よびその連結子会社に、会計監査制度の充実と企業の

内部統制強化を求めている。

（注2）レアメタル
 非鉄金属のうち、埋蔵量が少なく、採取困難等の理由
により、生産量や流通量が非常に少ないもの。国際的

な定義は明確ではないが、日本では経済産業省がプラ

チナやニッケルなど31種類の金属をレアメタルに指定
している。今やレアメタルは自動車やエレクトロニク

スなどの基幹産業に欠かせない金属になっている。

（注3）WBS（Work Breakdown Structure）
 プロジェクトマネジメントで計画を立てる際に用いら
れる手法の一つで、プロジェクト全体を細かい作業に

分割した構成図。「作業分割構成」「作業分解図」などと

も呼ばれる。

（注4）「クイックウィン」
 FRI独自の診断手法により、改革の視点・観点を提供し、
短期間に問題点・課題を発見し、解決の方向性を導く

コンサルティングサービス。主なサービス領域として、

営業、物流、間接業務コスト削減、ITアセット診断な
どがある。

（注5）「フィールド・イノベーション」
 「人」と「プロセス」と「IT」をみえる化することで本質的
課題を見極め、人の知恵によって課題解決を行う、富

士通が新たに提唱した継続的革新を実現するための

サービス手法。
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