
FRIコンサルティング最前線. Vol.2, p.12-18 （2010）12

2008年4月より適用が開始された内部統制報告制度が2年目を迎えた。適用対象企
業は、初年度の「『重要な欠陥がない』状況に持ち込む」という取り組みを終えて、現
在は「内部統制を一層強化し、さらに効率化する」という方向に移行している。法制
度対応への取り組みから、強化・効率化へのシフトを図る上で最大の効果を得るた
めのポイントは、2年目以降の法制度対応をリスクマネジメント高度化の過程と捉え、
財務報告の信頼性を担保する以外の目的にも積極的に活用することにある。またそ
の実現には、リスクマネジメントを全社横断的に見渡す部門の整備と被評価部門の
スキル強化が不可欠である。
本稿では法対応の初年度の取り組み状況を振り返り、2年目以降の取り組みをどの
ように構築していくべきかについて、富士通総研（FRI）がご支援をしている複数企
業の状況を踏まえてご紹介する。
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ま　え　が　き

金融商品取引法により、2008年4月1日以降に開
始される事業年度から上場企業は財務報告に係る
内部統制の状況を評価し、評価結果を開示する義
務を負うこととなった。

2009年6月には、対象企業の約8割を占める3月
決算企業が内部統制報告書を提出し、初年度の対
応を終えた。新興市場上場企業を除いてはほとん
どの企業が「内部統制は有効である」という評価を、
内部統制報告書に記載して提出している。
対応初年度を無事に乗り切ったことにより、対
象企業の関心は、「内部統制を構築する。また、内
部統制の評価を行い開示する仕組みを構築する。」
から「内部統制を強化、効率化する。また、内部統
制の評価および開示をより効率化する。」という点
に移っている。
本稿では、FRIがご支援している複数の企業の

事例を通して、法対応の初年度の取り組み状況を
振り返り、2年目以降の取り組みをどのように構築
していくべきかについて述べる。

内部統制の取り組み概要

金融商品取引法により上場企業は財務報告に係
る内部統制の整備および評価を行い、外部監査人
により内部統制の監査を受けることが制度化（1）（以
下、当制度）された。

●	 初年度の体制
対象企業は、一般的には四つの統制範囲（全社統
制、IT全般統制、業務プロセス統制、決算財務報
告統制）に分割し、50名程度（内、半数程度はFRI
を含めた外部コンサルタント）のプロジェクト推進
チームを組織し、それぞれの統制範囲について評
価を行っている。（図-1）
評価を受ける側（現場側）では、200名程度がそれ
ぞれの部門の業務について文書作成、監査対応（内
部、外部）を実施している。
規模感としては、四つの統制範囲を通じて、約

1,000のプロセス、3,000キーコントロール（運用状
況評価の対象コントロール数）程度が一般的である。
●	 初年度のスケジュール
当制度への対応は、早い企業では2006年度より、
遅い企業でも2007年度には開始されている。当初
の目論見では、2007年度中に整備状況評価を終え、
2008年度に運用状況評価を実施するというスケ
ジュールが立てられていた。（図-2）
しかし、特に業務プロセス統制において、文書
化が思うように進まない、文書化した結果、不備
が多く発見されるなどにより、整備状況評価の完
了が2008年度までずれ込み、2008年度の後半か
ら運用状況評価を開始し2009年4月まで実施して
なんとか間に合わせるという状況が多くみられた。
当初想定よりも短い期間で運用状況評価を行うこ
とになったため、十分に不備改善を行う期間が取
れず、翌年に改善を行うことを考慮したうえで、
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図-1 初年度プロジェクトの一般的な推進体制
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監査結果が有効となったケースが多い。この状況
は業務プロセス統制に限らず、IT全般統制につい
ても多くみられた。
不備改善についても、効率的な統制を検討する
というよりも、とにかく重要な欠陥を無くすとい
う点が重視され、結果的に統制を運用する負荷を
増大させた。この負荷は初年度のみならず、効率
的な統制運用の改善が図られるまで企業にのしか
かるコストとなる。
●	 2年目以降のスケジュール策定

2年目以降のスケジュール策定については、当初
は、運用状況評価を行いながら、初年度の取り組
みの反省を踏まえて策定することを想定していた。
しかし実際には、初年度対応を完了させることに
リソースがとられ、初年度の反省を十分に行い、
戦略的に2年目以降のスケジュールを策定できた企
業は多くない。2年目は初年度と同様のスケジュー
ルを維持し、取り組みの定着を図り、3年目以降に
戦略的に取り組みを変化させていくというのが実
情に近い。

初年度プロジェクトの問題と解決の方向性

このように、とにかく重要な欠陥が無いレベル
にまで持ち込んだというのが初年度のプロジェク
ト状況である。これらの対応状況から生じた、2年
目以降の取り組みに向けた課題を述べる。

●	 不備や要改善事項の積み残し
初年度の対応を終えて、胸を張って自社の内部
統制は十分であると説明できる企業はそう多くな
い。当初の想定以上に、自社の業務の問題点が発
見されたり、監査人から要求される統制レベルが
高度になったりということで、必要な作業項目が
膨れ上がったというのが多くの企業の実態である。
言い換えると当初想定を大幅に超える作業項目を
すべて完了して初年度を終えた企業は決して多く
ないということだ。大多数の企業は、2年目以降に
改善が必要な項目が積みて残されることになった
のである。
●	 非効率的な統制の暫定導入
前述したとおり、初年度の取り組みはとにかく
重要な欠陥を無くすというところに重点が置かれ
た。業務をどのように改善するかについては十分
な検討時間をとることができなかったために、業
務の効率化視点は結果的に軽視されることにな
り、とにかく1つ1つの不備について統制を導入し
たケースが多い。そのため現状は、効率化の余地
を多く残した統制が導入されているという状況に
なっている。
●	 期末に負荷が集中
新たな法制度への対応であったため、作業項目
が明確になる時期が遅かった。監査法人としても
企業側が考案した対応策に対する判断が遅くなっ
た。そのため、リソースプランニングが後手にま
わってしまうことになった。こうした状況を踏ま
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図-2 初年度プロジェクトの一般的なスケジュール
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えると、初年度のスケジュールおよびリソースプ
ランを二年目以降に適用するには、初年度の反省
を加味した検討が必要である。
また、二年目以降は、整備状況評価が初年度ほ
どの工数を要しなくなる。初年度と同じ工数がか
かる運用状況評価にあわせて工数計画をすると、
年度の前半は余剰なリソースを確保することに
なってしまう。かといって大幅なリソース削減は、
運用状況評価を完了させられない事態を招きかね
ない。作業項目を明確にし、作業負荷を平準化す
る検討が必要である。
●	 被評価部門にノウハウが蓄積されていない
初年度は、プロジェクト推進部門が外部のコン
サルタントの支援を受けてノウハウを蓄積し、被
評価部門をサポートして実施したという面が強い。
そのため、これらのノウハウが被評価部門に浸透
している状況は多くない。新たに内部統制の対象
となった業務および部門については、文書化と整
備状況評価およびキーコントロールの選定を被評
価部門だけで実施できる企業は多くないだろうと
考える。
また、プロジェクト推進部門に蓄積されたノウ
ハウも、そのままであることはない。二年目以降、
法制度の変更や監査人との調整により、枠組みは
随時変更されていく。こうして見てみると、これ
らに対応できるスキルが滞りなく被評価部門に浸
透していく仕組みを構築することが必要になるの
は明らかである。

初年度プロジェクトの問題への対応

これら初年度の取り組みの問題点を受けて、2年
目以降のプロジェクトを推進していくにあたり必
要な対応を以下に述べる。
●	 体制を縮小しすぎないで記憶に新しいうちに
改善を
初年度の法制度対応が、当初想定した作業を大
幅に超え、企業にとって大きなコスト負担を強い
ることになった。これは米国でも同様の状況であっ
た。一方、昨今の経済状況もあり、2年目以降のコ
ストダウンはプロジェクト推進チームには必須要
件となっており、そうした指示が既に出されている。
初年度と比較すると、整備状況評価および不備

改善が今年度は軽減されること、また作業に習熟
することによる効率化によって作業量が削減する
と想定される。そのため、体制を大幅に縮小でき
ると考えられがちである。しかし、前述のとおり
初年度の積み残しの不備改善と2年目以降に監査法
人の要求レベルが高くなることによる不備改善へ
の対応が必要となるため、実際の削減割合には1～
2割程度と認識している。後述する被評価部門の自
立ができない限り、これ以上の削減は困難である
と考える。
一方、2年目は、初年度に導入された非効率にな
らざるを得なかった統制を改善することによるコ
ストダウンが可能かつ効果的であると考える。初
年度の検討経緯が記憶に新しいうちに改善を行う
ことで、検討時間を削減できるからだ。いずれに
しても、統制の導入による被評価部門の負担まで
含めて法制度対応のコストとして捉えて、削減の
努力をすべきである。
●	 被評価部門の自立、サポート体制の確立、コ
ミュニケーションの確立
前述したとおり、2年目以降からは、一年を通じ
て負荷が高いという状況ではなくなる。また、初
年度の新たに仕組みを構築するというフェーズか
ら、定型的な作業が多くなる運用フェーズに移行
するため、プロジェクト推進チームを現状どおり
に維持すると、リソースが有効に活用されない可
能性が高い。そのため、プロジェクト推進チーム
を縮小する企業が一般的であるが、その前提とし
て、被評価部門が独自に取り組みを推進すること
ができるようにする必要がある。
被評価部門の自立のためには、4つの施策が有効
である。
（1）プロセス相関図の整備
内部統制の評価において業務プロセスをフロー
チャートなどにより可視化することになるが、そ
れぞれのフローチャートの関係を表現した図であ
る。相関図を「世界地図」「日本地図」、フローチャー
トを「住宅地図」という言葉で説明することが多い。
（図-3）
相関図の導入により、社内のメンバが自身の作
業範囲を理解し、過不足なくまた周囲の業務との
連携を認識した上で評価を行うことが可能となる。
これらは、初年度の取り組みの最初に行うスコー
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ピング作業において実施していることが望ましく、
また実際にFRIがご支援している企業では多くの
企業で導入されているが、初年度に実施できなかっ
た場合でも、2年目の最初に振り返って整理を行う
ことは有効である。初年度に導入した企業におい
ても、当初の想定から変更があった分を見直す必
要がある。
この作業を通して、プロジェクト推進チームの
一部の担当にしか蓄積されていないノウハウを明
文化することができ、ノウハウの被評価部門への
移転が可能となる。
（2）マニュアル、手引類の充実
文書化、整備状況評価、運用状況評価のそれぞ
れの手順は、明文化されずに、プロジェクト推進
チームにノウハウ蓄積されていることが、現状で
は多い。これらのノウハウはマニュアルや手引類
に明文化しない限り、被評価部門は自ら作業を進
めることができないため、これが整備されない限
り、結果として推進チームが手厚いサポートを続
けなければならなくなる。マニュアル、手引類を
被評価部門へのノウハウ移転ツールとしてとらえ
活用すべきである。
（3）コミュニケーションルールの確立
初年度は、外部監査人との調整や部門間の調整
をプロジェクト推進チームが実施し、各部門への
周知を行った。今後はこれらの調整も被評価部門
が主導して行う必要が生じる。被評価部門の責任
者が定期的に集まるミーティングなど、コミュニ
ケーションルールの策定が必要である。
（4）コンプライアンスオフィスの設置
被評価部門への業務の移管によって懸念される

のは、当制度に関する業務品質の低下と、部門を
またいだ改革が起こりにくくなるという点である。
こうした懸念に対応するためには、初年度のプロ
ジェクト推進チームのコアメンバーを構成員とし
た、コンプライアンスオフィスを設置することが有
効である。コンプライアンスオフィスは、新規業
務が評価範囲に追加となったり、業務改革により
統制が変更となった場合などに内部統制文書のレ
ビューを行い、文書の品質を確保する。また、部
門間をまたいだ業務改革の提案などを行いながら、
全社を通しての効率化、高度化を推進する。（図-4）
こうして各部門にスキルを移転しながらプロ
ジェクト推進チームを縮小化することで、2年目以
降も品質を維持しながらコストを削減することが
可能となる。
また、各部門が自らの取り組みであることを強
く認識することにより、内部統制の取り組みを有
効活用しようという意識が高まる。これが、次に
述べるリスクマネジメント高度化への土壌となる。
●	 3年目からの変革を見据えた2年目の取り組み

2年目の取り組みを終えて、内部統制報告書を提
出し、翌年度の取り組みにかかれるのは、2年目の
始めと同じように、6月になることが想定される。
そこから年度末までの9ヶ月で、積極的な統制の効
率化を行うことは困難さを伴うことが予想される。
3年目からの変革を見据えて、2年目に取り組みの
青写真を描き、対応を開始するというアプローチ
が有効になる。

プロセス相関図（世界地図、日本地図）
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図-3 プロセス相関図とフローチャートのイメージ
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リスクマネジメントの高度化

これまで、当制度の枠組みの中での効率化、高
度化について述べたが、内部統制をリスクマネジ
メントの一つとして捉えることで、当制度の取り
組みからさらなる価値を引き出すことが可能とな
る。以下にその施策を述べる。
●	 監査活動の統合
内部統制の評価は、財務報告の信頼性を担保す
る以外の目的（業務の適切性、IT利活用の適切性な
ど）の監査と統合することが可能である。
整備状況評価では、被評価部門の業務を可視化
し、そこに潜むリスクとそれに対応する統制（コン
トロール）を評価する。一般的にはフローチャート
に業務の流れを描き、リスクとコントロールの関
係をリスクコントロールマトリクスとして一覧で
記載し、その評価を行う。これらの文書は、全社
共通のルールで表現された文書であり、現状の業
務を内部監査部門が理解することに役立つ。また、
内部監査部門からの指摘や、被評価部門の業務改
善についても、これら内部統制の文書を通して行
うことで効率化を図ることが可能となり、また理
解のしやすい資料として活用することも可能でと
なる。
運用状況評価は、整備状況評価で有効であると
判断されたコントロールについて、その通りに行わ
れているかを評価する。この活動では、被評価部
門から業務の結果発生する帳票類を収集し、統制
が適切に行われているかを検証する。この帳票類

はその他の目的の監査でも活用することができる。
●	 業務改革などへの活用
内部統制の成果物は、業務改革への活用も可能
である。
前述した相関図は、複雑に連関した全社規模の
業務を整理した資産という意味を持つ。これまで
作成された業務概観は、特定の業務に閉じたもの
や部門単位のものがほとんどで、全社の業務関係
を表現したものがないこと多い。また、整理の視
点も様々なため、相互に比較して業務改善の気づ
きを得るのは容易ではない。今回作成した相関図
ほど、共通のルールで広範囲の業務について整理
したものは、一般的には存在しないため、相関図
を共通認識の基本とすることで、業務改革の最初
に必要な内部環境分析を効率化することが可能と
なる。
さらに詳細に分析するには、内部統制文書の3点
セット（フローチャート、業務記述、リスクコント
ロールマトリクス）が有効になる。こちらについて
も、共通のルールで広範囲の業務を整理したもの
であるため、これまでなかったというのが実態で
あろう。
これら3点セットを活用することにより、今まで
比較が困難であった類似した業務とそのプロセスを
文字どおり横に並べて比較することが可能になる。
具体的には、相関図にて、同じ意味合いを持つ
業務が整理できていれば、相関図で同じ意味合い
とされている業務（例えば、売掛金管理など）のフ
ローチャートを横に並べて、部門によって必要な
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業務ステップ数やキーコントロール数、書類数の
差異などを一目で判別できるため、ベストプラク
ティスの他部門への展開や、複数部門で同一の業
務が行われている場合には重複プロセスの統合に
ついて検討が可能になるということだ。

む　　す　　び

本稿では、内部統制をリスクマネジメントの一
つであると捉え、2年目以降の内部統制の取り組み
を、リスクマネジメントの高度化につなげていく
流れについて述べた。上述の流れは、リスクマネ
ジメントを単体で行うのではなく、事業活動の立
案、運営と一体化してリスクマネジメントを行う
べきである（2）という考えが根底にある。
事業活動に潜むリスクを明確化せずに、立案を
行い、内容が固まった後に、リスクマネジメント
について考慮するのでは、全体最適を目指したリ
スクマネジメントの構築は困難であるし、事業活
動にも必要以上の制約を与えかねないと考えるか
らである。
では、どのように一体化させるべきか。この取
り組みは、内部統制への取り組みで既に始まって
いる。内部統制の2年目以降には、年度の早い時期
で、当年度に法制度対応に影響を与える事業活動
の変化がないかを洗い出すことが必要になる。ま
た、洗い出された事業活動の変化については、新

たな対応が必要か、どのような対応が必要かを検
討することになる。このとき、法制度対応が間に
合わない事業は実施しない、または実施を延期し
準備期間を長く取るなどの判断が行われることも
ある。しかし、こうした検討や判断は、リスクマ
ネジメント担当だけでは成立せず、事業活動を立
案し、運営していく担当との協議が必須となるた
め、一体化の取り組みを促進することになる。
財務報告に係る内部統制に限定した対応ではあ
るが、リスクマネジメントを事業活動の立案、運
営と一体化させた取り組みの入り口となる。この
取り組みを他の目的にも拡げていくことで、より
一体化を進めることに寄与できるのである。

FRIでは、法制度への対応を、リスクマネジメ
ントと事業活動の一体化につなげていく取り組み
を目指されているお客様へ、豊富な経験や知見を
活かしてご支援させていただいている。

参 考 文 献

（1）企業会計審議会：財務報告に係る内部統制の評価及
び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及

び監査に関する実施基準の設定について（意見書）．

 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/
 20070215.pdf
（2）「企業の利益を最大化する「攻め」の視点をもったリ
スクマネジメント」：富士通ジャーナル2009-6月号、
p.2-7．

2009コンサル集_15.indd   18 2009/11/06   13:51:06




