
FRIコンサルティング最前線. Vol.3, p.127-133 （2011） 127

リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

これまでの企業の内部統制整備への対応と関心は、財務報告の適正性確保を目的
とした金融商品取引法対応に偏重してきた。一方、コーポレートガバナンス強化を
目的とした会社法対応の内部統制整備は、内部統制構築の手順、構築すべき内部統
制のレベル、評価方法等が規定されていないこともあり、形式的な対応にとどまり、
自社の特性に応じた取り組みができている企業は少なかった。今回、我々は、金融
商品取引法対応の内部統制プロジェクトの経験から得たノウハウをもとに、会社法
対応の内部統制整備のフレームワークを策定し、企業への適用を試みた。本フレー
ムワークは、全社統制評価シート等のツール類を活用し、企業個々の課題に応じた
内部統制整備を可能とするものである。今後、本フレームワークを整備・拡充した
上で、大企業のみならず、善管注意義務の一環としてコーポレートガバナンス強化
に取り組む中堅・中小企業のお客様に幅広く提供していく予定である。 
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ま　え　が　き

内部統制整備は、金融商品取引法と会社法の2つ
の法律により義務付けられている。
金融商品取引法は、財務報告の適正性の確保に
必要な統制を求めるものである。目的が限定され
た上で、実施基準が公表され、内部統制構築の手順、
構築すべき内部統制のレベル、内部統制の評価方
法等が具体的に定められている。さらに、内部統
制報告書の不提出や虚偽記載があった場合は、罰
則が課される。
一方、会社法は、コーポレートガバナンス強化
を目的とし、法令遵守、職務の効率性の確保など、
会社の目的を達成するために必要となるすべての
要素を包含している。内部統制の構築の手順、構
築すべき内部統制のレベル、内部統制の評価方法
等は、一切、規定されていない。また、内部統制
の不備等に関して特段の罰則も定められていない。
こうした背景から、企業における内部統制の対
応と関心は、より細かな実務上の対応が求められ、
罰則も定められている金融商品取引法に偏重して
きた。一方、会社法対応の内部統制整備は、必要
最低限の規程類の整備などの形式的な対応にとど
まっている企業が多くを占めていた。法令遵守や
品質事故など、広い範囲の企業不祥事の防止とい
う観点からは、財務報告の適正性確保を目的とす
る金融商品取引法だけでは不十分であり、会社法
対応の内部統制の方がより有意義である。コーポ
レートガバナンス強化に向け、自社の企業規模、
事業特性等に応じた内部統制システムを整備する
べきである。
今回、我々は、金融商品取引法のプロジェクト
を通じて得た文書化・評価等のノウハウを活用し
て、会社法対応の内部統制フレームワークを策定
した。このフレームワークにより、企業個々の課
題に応じた内部統制を構築することが可能となる。
本稿では、情報システムの貸借・運用会社A社様へ
の適用事例を通じ、会社法対応の内部統制フレー
ムワークの内容を紹介する。

会社法が要求する内部統制

内部統制システムの整備が会社法に規定された

のは、近年の企業不祥事の多発が契機であり、不
祥事の防止を図るとともに、内部統制システムの
整備によりコーポレートガバナンスの向上を図る
ことが目的である。会社法では、代表取締役が整
備する社内の体制のみならず、取締役会が代表取
締役の行動を監視・監督する仕組み等、経営者を
含め、会社全体の経営に対して適正化を図るため
の内部統制システムを要求している。
また、大会社に対しては、内部統制の整備につ
いて以下の事項を取締役会で決議し、事業報告に
その内容を記載の上、株主総会に提出することを
義務づけている。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管
理に関する体制
②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制
④ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から
成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
⑤監査役監査に関する体制
会社法と金融商品取引法で求められる内部統
制の違いは、その対象業務範囲とレベルにある 
（図-1）。金融商品取引法においては、財務報告の
適正性を目的に、財務報告に関連する業務に限定
されている。内部統制のレベルは、全社レベルで
機能するものと業務プロセスレベルで機能するも
のの2つが求められる。そして、内部統制整備の手
順については、公認会計士等により監査が行われ
ることもあり、金融庁の実施基準により具体的に
定められている。

図-1 金融商品取引法と会社法で要求される内部統制の違い
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一方、会社法においては、財務報告の適正性、
業務の有効性と効率性、事業活動にかかわる法令
等の遵守を目的とし、会社全体に及ぶ広範囲な業
務が対象となる。ただし、そのレベルとしては、
全社統制のみが対象となり、業務プロセス統制ま
では求められていない。具体的にどのような内部
統制システムを整備するかの判断は、各企業にゆ
だねられており、内部統制整備の手順についての
規定はない。このため、多くの企業では、他社事
例等にならって規程や体制を形式的に整備する等
の対応にとどまっている。自社の取り巻く環境や
認識すべきリスクに対応した内部統制システムを
構築できている企業は数少ない。

プロジェクトの背景

情報システムの貸借・運用会社A社様は、リー
ス会計基準変更により、昨年度決算で負債総額が 
200億円を超過し、会社法の分類上、従来の「中小
会社」から「大会社」に変更となった。これに伴い、
本年度より会社法対応の内部統制整備が義務づけ
られる。

A社様は、負債総額こそ200億円を超過したもの
の、従業員60名の非上場会社であり、取引規模は
中小会社と変わらない。上場大企業と比較し、事
業の規模や種類が少なく、対象となるリスクは限
定される。また内部監査部門、法務部といった内
部統制に関する専門知識や技能を有する人材を採
用し専門組織を配置することは難しい。限られた
経営資源を最大限に活用し、自社の規模や体制に
応じた内部統制システムを整備するべきである。
また、品質マネジメントシステム（QMS）、環境マ
ネジメントシステム（EMS）、情報セキュリティマ
ネジメントシステム（ISMS）、プライバシーマー
ク（PMS）の4つの経営マネジメントシステムが既
に導入・運用済みであり、これらのマネジメント
システムと今回構築する内部統制システムとの整
合も図らなければならない。
こうした要件には、会社法や同施行規則で定め
られた事項に単純に逐一整備していくことでは対
応できない。A社様の内部統制の現状を客観的に評
価し、課題を明らかにした上で、A社様の事業規模
や特性に即した内部統制を整備する必要がある。

この内部統制整備の手順そのものは、金融商品
取引法と同じ考え方を適用することができる。そ
こで、金融商品取引法の実施基準をもとに会社法
対応のフレームワークを策定し、それを適用する
ことで内部統制課題を抽出するというアプローチ
を試みた。次章で、この手順の内容を具体的に説
明する。

内部統制の評価

（1）会社法対応の内部統制評価基準の策定
金融商品取引法の内部統制の評価基準としては、
金融庁の実施基準がある。この実施基準で、全社
統制の42の評価項目が具体的に公表されている。
評価項目は、COSOフレームワークにおける内部
統制の5つの構成要素（統制環境、リスク評価、統
制活動、情報と伝達、監視活動）が日常の業務に組
み込まれ、有効に機能しているかという観点から
抽出されたものである（図-2）。5つの構成要素が、
統合したプロセスとして内部統制を形成している
という考え方に基づいている。
会社法に対応する内部統制評価基準は、この金
融商品取引法の実施基準の考え方をもとに策定す
ることが出来る。ただし、金融商品取引法の実施
基準は、対象業務が「財務報告の適正性」の目的に
限定されているため、会社法に対応させるため、
「業務の有効性と効率性」、「法令等の遵守」の観点
から業務範囲を拡げる必要がある。
また、金融商品取引法の実施基準は、上場大企
業向けに策定されているため、取引規模が中小会

図-2 COSOフレームワークと対象業務範囲
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社であるA社様の実態に適合するよう評価項目を見
直す必要がある。例えば、大企業においては、1人
以上の従業員または1つ以上の部署が互いの活動を
牽制し合い、取引における複数の処理を1人の人間
が担当できないよう、職務分離を徹底させている。
中小会社においては、経営資源の制約がある関係
上、職務分離を十分に行うことは現実的に困難で
ある。こうした状況を補うため、経営者が取引に
関する正式な報告書を定期的にレビューしている
か等の補完する方策があるかどうかで評価を行う。
こうした観点から、実施基準の42の評価項目を見
直し、全社統制評価シートを作成した（図-3）。
これまで、会社法対応の内部統制については、
こうした具体的な指針がなかった。このため、多
くの企業では、法令や施行規則で要求される最低
限の対応にとどまり、金融商品取引法対応の内部
統制と比較すると不充分な対応となりがちであっ
た。本評価シートを活用することで、金融商品取
引法と同水準の統制を整備することが可能となる。
また、何もないところから作業項目を洗い出す手
間が削減され、作業をスムーズかつ高い生産性で
実施することが出来る。
（2）評価の実施
全社統制評価シートに必要事項を記入・文書化し
た上で、A社様の現状における内部統制の評価を実
施した。内部統制評価は、整備状況評価、運用状況
評価の順に行う（図-4）。整備状況評価は、そもそも
規則として内部統制が存在するかどうかを、運用状
況評価は、内部統制が実際に運用されているかどう
かを、それぞれ確認する。この手順は、金融商品取
引法の内部統制整備と同じ考え方である。

整備状況評価は、経営者・関係者へのインタ
ビューと資料閲覧の組み合わせにより実施する。
例えば、「企業倫理および行動規範を公式に定めて
いるか」との質問項目に対しては、まず「倫理規程」
を閲覧し「倫理規程」が質問項目を満足する内容で
あることを確認する。
運用状況評価は、内部統制が関係者に伝達され
理解され実施されているか否かで判断する。具体
的には、以下の5つの観点で評価を行う。
• 統制の内容が関係者に伝達されているか（伝達）
• 統制の内容を関係者は理解しているか（理解）
• 統制を関係者に理解させるために研修を行って
いるか（研修）
• 統制の運用に関心があることを経営者は言動で
示しているか（関与）
• 統制の実施を監視しているか（監視）
（3）内部統制の課題
こうしてA社様の内部統制を評価した結果、組織
体制や手続きに関して、以下の3つの課題が明らか
になった。
第一に、全社的かつ体系的なリスク管理方針の
構築である。A社様は、これまで品質マネジメン
トシステム（QMS）、環境マネジメントシステム
（EMS）、情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）、プライバシーマーク（PMS）の4つの経
営マネジメントシステムを個別に整備・運用して
きた。品質、環境、情報セキュリティ、個人情報
のそれぞれのリスクに対し個々に体制やルールは
整備されているが、全社的・統合的な観点で広い
範囲のリスクを管理するための指針や体制は整理
されていない。会社法では、顧客・取引先・株主・
競合企業・従業員など、それぞれに対して考えら
れるリスクへの全社方針・体制を決定し、取締役

図-3 全社統制評価シート 図-4 内部統制評価の進め方
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会で決議することを義務づけている。
第二に、大会社移行に伴う監査体制の見直しで
ある。会社法では、株式会社を大会社と中小会社、
公開会社と非公開会社の観点で4分類し、それぞれ
に応じた機関設計を義務づけている（図-5）。A社
様は、リース会計基準の変更により、非公開会社
の中小会社から大会社へ移行し、会計監査人の設
置が義務づけられる。また、中小会社に分類され
ていた時は、定款にて監査役の監査権限を会計監
査に限定していた。しかし、大会社となると特例
が認められず、会計監査だけでなく業務監査にま
で監査範囲を広げる必要が生じる。これは、コー
ポレートガバナンスを強化する上で、経営者を監
視する監査役の役割・責任が重要という会社法の
考え方に基づいた対応である。
第三に、内部通報システムの導入である。従業員
規模や取引規模が中小会社と変わらないA社様にお
いては、経営トップに権限・裁量が集中するため、
経営トップにより内部統制に関する手続きが無視さ
れるリスクが大きい。それを補う1つの有効な手段
として、違法行為等のリスク情報を現場から経営層
に早期に伝達させる内部通報システムを導入した。

内部統制の整備

A社様の3つの課題に対応するために実施した内
部統制整備の内容を以下に紹介する。
（1）全社的かつ体系的なリスク管理方針の構築

A社様は、その時々の必要に応じ、経営マネジメ
ントシステムを個別に整備・運用してきた。今回
新たに策定するリスク管理方針は、既存のマネジ
メントシステムで整備した規程との間に重複や矛
盾などの不整合がないようにする必要がある。何
故なら、方針と規程の間に食い違いがあり、異な
る規程間に同じことや異なることが記載されてい
れば、業務を進める際に現場で混乱をきたすため
である。
既存のマネジメントシステムとの整合を図るた
め、A社様のビジネス上のリスクカテゴリを洗い
出し、リスクカテゴリ毎の規程類の位置づけを明
確化し、方針・規程を体系化して整理した（図-6）。
リスクカテゴリは、リスクユニバースの考え方に
基づいて洗い出す。リスクユニバースは、A社様の
事業目標に影響を与える可能性のあるリスク要因
を、例えば、マクロ環境、ステークホルダーなど
の外部環境、人・組織やプロセス・ITなどの内部
環境に分類・整理する手法である。洗い出したリ
スクカテゴリ全体に対する方針を全社リスク管理
規程として新たに整備した。さらに、既存のマネ
ジメントシステムで構築済みの規程が、どのリス
クカテゴリに対応しているかを明確に位置づける
ことで、規程間の整合を図ることが可能となる。
（2）大会社移行に伴う監査体制の強化

A社様は、大会社移行に伴い、監査役の業務範囲
を業務監査に拡大しなければならない。新たに対応
すべき具体的な業務監査は、以下のとおりである。
• 取締役会における経営上の意思決定過程の監査
• 内部統制システムの整備状況の監査
• 協業取引など取締役の義務に違反する行為・事実

図-5 会社法で定められている機関設計

図-6 規程の全体体系図
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リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

等の監査
• 事業報告の監査
新たな業務監査の業務量を想定すると、本来は
監査の専門知識や能力を有する人材を補充するこ
とが望ましい。しかし、A社様の場合、新たな人材
を採用・配置することは現実的に難しい。こうし
た状況において、監査役監査の実効性を確保する
べく、以下の環境整備を図った。
①監査役の補助スタッフ設置
監査役が業務監査に必要な情報を収集するため、
自らの手足となるスタッフを設置可能とする。
②監査役ホットラインの設置
社内の各事業部の現場から監査役にリスク情報
を直接報告できるホットラインを設置する。
③監査環境の整備
取締役会やそれ以外の重要会議への出席、議事
録等の重要書類閲覧、必要に応じた取締役・主要
部門への事情聴取等を可能とする。
（3）内部通報システムの導入
内部通報システムは、単に通報窓口を設置すれ
ばよいものでなく、通報者の側に立ち、いかに通
報者に利用させる仕組みを構築するかがポイント
である。これまでの弊社の経験とノウハウをもと
に、以下の点に配慮した運用ルールを策定し、運
用マニュアルにとりまとめた。
①通報者保護の明文化
内部通報規程に、通報者、通報協力者への不利
益取扱の禁止を定める。通報対象者に対して、通
報者への報復行為を禁止し、そのような行為をし
た場合、厳罰に処されることを明文化する。
②情報管理の徹底
通報の過程において、通報者が特定されないよ
う、窓口担当者や調査担当者情報を取り扱う担当
者を限定させる。必要に応じて、窓口担当者や調
査担当者と誓約書の取り交わしを行う。
③通報者の身元秘匿
社内規定で通報者が保護されたとしても、通報
者の身元が明らかになった場合、職場の人間関係
等の面で、通報者が様々な不利益を被る可能性が
ある。通報者の不安感を減らすために、匿名での
通報も可能とし、幅広くリスク情報を収集する。

今後の展開

ここまで、A社様の事例を通じて、会社法対応の
内部統制評価手法および構築の内容について紹介
してきた。金融商品取引法における内部統制整備
プロジェクトの実践を通じて得た我々のノウハウ
を活用することで、A社様の要望であった自社の規
模や事業特性に応じた、費用効果的な内部統制を
約半年間という短期間で整備できた。A社様の場合、
内部統制構築にあたって、経営トップの理解と現
場責任者の積極的な参画があったことも今回の成
功につながった。
今後、今回の取り組みを通じて得た、全社統制
評価シート、リスク管理規定、内部通報マニュア
ル等のツール類を整備・拡充した上で、コーポレー
トガバナンス強化に向けた内部統制整備に取り組
まれるお客様に幅広く、ご活用いただきたい。そ
のためには、次の2つの課題に対応する必要がある。
第一に、内部統制システムの評価・整備だけで
なく、内部統制システムを運用し見直していくた
めの手順の検討である。内部統制システムは、一
度その内容を整備すれば終わるものではなく、定
期的にその有効性を評価し問題点を改善しなけれ
ばならない。金融商品取引法においては、年度毎
に内部統制の整備状況、運用状況を内部統制評価
報告書に取りまとめ開示する運用となっている。
会社法対応で構築した内部統制についても、自己
評価を定期的に実施し、見直しと改善を継続的に
図り、内部統制を進化させていく仕組みを考える
必要がある。
第二に、会社法の企業分類に応じた内部統制フ
レームワークの整備である。会社法では、前述し
たとおり、株式会社を大会社と中小会社、公開会
社と非公開会社の観点で4分類し、それぞれに応じ
た機関設計を義務づけている。今回は、A社様の企
業分類である非公開会社の大会社のフレームワー
クのみ構築した。今後、他の企業分類のフレーム
ワークについても順次、整備していく予定である。

む　　す　　び

これまで、多くの企業における内部統制整備の
取り組みは、より細かな対応が求められる金融商
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会社法対応の内部統制フレームワーク—企業規模・特性に適合したコーポレートガバナンス体制構築に向けて—

品取引法に偏重してきた。
しかし、本来の内部統制構築は、財務報告の適
正性確保という法対応の観点だけでなく、コーポ
レートガバナンス向上という観点からの自発的な
取り組みが必要である。会社法において内部統制
整備が義務付けられている大企業だけでなく、法
的義務がない中堅・中小企業においても、善管注
意義務の一環として、経営者さらには従業員を守
るという観点で、内部統制整備に取り組むべきで
ある。そのためには、本稿で紹介した会社法対応
の内部統制フレームワークが有効である。フレー
ムワークを活用し、内部統制を客観的・網羅的に
評価することで、企業個々の課題を浮き彫りにす
ることが出来る。それにより、企業特性や規模に
応じたコーポレートガバナンス体制を構築しやす

くなる。
このような観点から、今回紹介した会社法対応
の内部統制評価、整備のフレームワークを、幅広
いお客様にご活用いただきたいと考えている。
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