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全上場企業グループがコスト面で多大な負担を強いられた内部統制報告制度は3年
目を迎えた。制度の初期対応としては一段落したように思われる。しかし、本制度
は一旦対応すれば終わりではない。本制度が継続される中、企業グループは個々の
事情に応じたレベルアップを図りながら、IFRS等の会計制度変更、あるいは企業グ
ループ自身の事業再編やM&A等、内外の環境変化に対応し続けなければならない。
また、制度の3年目を迎え、各企業の要望も踏まえた金融庁による制度自体の見直し
も始まっている。
本稿ではそういった動向も踏まえ、企業グループが制度対応を継続的に行いなが
ら、より有益かつ効果的に内部統制を維持、あるいはレベルアップしていくための
視点を整理し、今後の企業グループの戦略的対応について確認する。また、その対
応の例として、多くの企業グループで充分な対応がとれず、課題の一つとなってい
る中小企業の内部統制構築を取り上げ、その対応手法の一端を紹介する。
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ま　え　が　き

金融庁の内部統制報告制度は2010年度で3年目
に入った。各上場企業グループは本制度に2年間対
応し、多くの課題は残るものの、その運用自体は
初年度より安定してきたと思われる。3月決算の企
業の場合、内部統制の重要な欠陥を公表した企業
は初年度では56社であったが、2年目は22社に減っ
ている。
そうした中、金融庁の企業会計審議会は2010年

5月21日に内部統制検討部会を再開した。これは
内部統制報告制度の実施基準を確定させた2007年 
1月以来、3年ぶりの開催で、制度の実施基準の見
直しを行うものだ。また、数年先には会計制度自
体の大幅な見直しであり、内部統制も多大な影響
を受けるIFRS（国際財務報告基準）の強制適用が
控える。
本稿ではこうした状況を踏まえ、企業が内部統
制に継続的に対応していくための視点を整理し、
今後の企業の取り組みについて考察したい。また、
企業の対応の例として、本制度の課題の一つでも
ある中小企業に関する内部統制構築の手法につい
てご紹介する。

内部統制報告制度の見直しと中小企業の課題

●	 内部統制報告制度の見直しの概要
今回の金融庁の内部統制報告制度の見直しは制
度を大きく手直しするものではない。経団連を初
めとする様々な企業の意見を反映し、3年目に入っ
た制度をよりよく修正する目的のものである。
その主な見直し案は以下の通りである。

（1）中堅・中小上場企業に対する簡素化・明確化
（人員の少ない企業に配慮して、既存のメモや引
継書等といった既存の文書の利用で、評価や監査
を実施するといった制度上の簡素化案）
（2）制度導入2年目以降可能となる簡素化・明確化
（内部統制の評価範囲について、前年の結果が良
好な場合に翌年削減できるという案）
（3）その他の明確化（重要な欠陥の判断指標等追加）
（4）「重要な欠陥」の用語の見直し
本見直しにより、制度運用上のコスト減等、全
上場企業に効果があるのは（2）の見直しである。

また（1）は特に中小規模の企業に対して負荷軽減
の施策である。
●	 内部統制報告制度と中小企業の課題
内部統制報告制度の課題の一つとして、中小企
業への対応がある。米国の内部統制報告制度であ
るSOX法では当初一定の基準を設けて、中小の上
場企業を対象外にした。しかし、日本では当初か
ら中小の上場企業も対象としたため、その負荷軽
減について、多くの要望が挙げられており、今回
の制度の見直しでも議論のテーマになっている。
一方、これまで内部統制の重要な欠陥を公表し
ているのは新興市場の企業（ジャスダック等）を中
心とした中小の上場企業の比率が高い。そのため、
こうした企業こそ内部統制をしっかり構築すべき
ではないかという意見も金融庁に出されている。
また、大企業の場合でも親会社ではなく中小企
業である子会社側が原因で重要な欠陥を出した
ケースが多い。さらに本制度で求められている財
務報告の信頼性以外の内部統制のテーマにおいて
も、例えば、公表されている企業の不祥事でも子
会社側の管理体制の不備等で発生しているケース
が多いのである。

企業の内部統制の継続対応

内部統制報告制度は今後も手直しされながら、
継続される。内部統制に関して、制度上の初期対
応を果たした企業は、今後、制度と継続的に上手
く付き合いながら、制度対応で構築した内部統制
をブラッシュアップするとともに、制度から離れ
たところにおいてもそれぞれの企業に応じた価値
を見いだしていくことが望まれる。以下に上場企
業グループの内部統制の継続的対応の視点を整理
する。
●	 企業の継続的対応の視点
内部統制の継続的対応の視点を整理すると、大
きく分けて以下の4つがある。
（1）内部統制対応におけるコストダウン
（2）統制の高度化、実効性の向上
（3）範囲の拡大
（4）変化への対応
以下にその概要を述べる。
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（1）内部統制対応におけるコストダウン
内部統制報告制度の対応に掛かるコストダウンは
制度の開始以前から議論になっているテーマだ。多
くの企業において初年度はコストよりも制度上の合
格、すなわち、「内部統制の有効性の確保」をまず
最優先した経緯があった。そのため、制度対応のコ
ストダウンを2年目もしくは3年目以降の継続課題
として取り組んでいる企業が多いと思われる。
これには細かく様々な論点がある。本稿では割
愛するが、内部統制の整備、運用、評価の3つの区
分において、自社の体制や役割分担を考慮し、継
続的に効率化を図っていくことが必要になる。例
えば、内部統制制度対応の専任組織のスリム化や
評価作業の効率化等が主要なテーマに挙げられる。
（2）統制の高度化、実効性の向上
統制の高度化、実効性の向上とは整備、運用し
ている個々の統制について見直しを行い、より効
果的なものあるいは効率のよいものにレベルアッ
プするということである。これは、その内容によっ
て（1）の内部統制対応のコストダウンとも密接に
絡んでくる。例えば、人のチェックによる統制を
ITによる統制を取り入れることにより統制の実効
性向上を図るとともに、コストダウンに寄与する
といった取り組みである。
（3）範囲の拡大
範囲の拡大とは内部統制の適用範囲を拡大する
ことである。これには①目的軸の拡大、②会社や
部門の拡大の二つの方向がある。
①目的軸の拡大
内部統制報告制度は財務報告の信頼性確保が最

終的な目的である。目的軸の拡大とは財務報告の
信頼性以外の目的、例えば業務の効率化やコンプ
ライアンスなどに内部統制の取り組みの幅を拡げ
ることである。
また、統合的に全社のあらゆるリスクをマネジメ
ントするフレームワークであるERM（Enterprise 
Risk Management）=全社的リスクマネジメント
についても少しずつ関心が高まっている。FRIが
2009年7月に実施した上場企業に対する内部統制
のアンケートによると、回答621社中、38.3%の
238社が今後取り組む予定の新規取り組みテーマ
の一つとしてERMを挙げている。
②対象会社や部門の拡大
企業グループの次の展開として、グループ内の
内部統制を実施していない、あるいは不充分な会
社や部門に内部統制の取り組みを拡大することも、
制度対応が一段落した企業グループの課題の一つ
になる。
内部統制報告制度では、企業の負担が大きかっ
たとされる米国SOX法の反省を踏まえ、業務プロ
セスレベルの内部統制を構築する範囲を連結売上
高の上位から2/3の事業拠点（事業部、子会社等）と
した基準を例示している。また、全社的観点で評
価すべきとされている全社統制、決算財務報告プ
ロセスに関しても連結売上高の上位95%に入らな
い子会社を対象外とする例示も提示されている。
多くの企業でこの基準に準じて評価範囲を設定
している。結果として、図-1のように子会社を数
十から数百と多数抱えるような企業グループで、
本制度の評価対象外の中小規模の会社を多く抱え

図-1 売上高を基準にした内部統制報告制度の評価範囲

（売上高基準により、内部統制対象範囲外の企業数が多くなる）

出所　金融庁　第17回内部統制部会資料より抜粋
　　    内部統制制度の評価範囲（一部追記）
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ているところも多い。こういった企業グループで
は、Bの範囲の会社はチェックリストの実施だけな
どの形式的な対応に、Cの範囲の会社は実質的には
何も実施していないという対応になりがちのよう
である。
企業グループの中には、図-1のBあるいはCの会
社や部門についても、何らかの課題認識を持って
いるケースもあろう。あるいは、親会社からはこ
れらの会社の内部の実態がよくわかっていないと
いうケースも多い。
金融庁の内部統制報告制度はあくまで財務報告、
すなわち投資家へのディスクロージャーの信頼性
確保が主目的である。従って、このような連結決
算の数値に影響度が低いBあるいはCの会社にはA
の範囲の会社と同等の制度対応目的の内部統制構
築を行う必要は全くない。内部統制は企業内部の
管理の仕組みであり、その企業の事情にあったも
のが構築されるべきである。こうした企業には、
その点に留意して、内部統制の目的も財務報告の
信頼性に限定せず、費用対効果を考慮し、課題に
則した取り組みを行う方が良い。その際には、例
えばAの範囲の会社の取り組みで顕在化した課題の
うち、共通で対処すべき事項をその他のBやCの会
社にも横展開するなどポイントを絞った対応が望
まれる。
（4）変化への対応
変化への対応とは、企業の内外の環境変化に対
応して、内部統制を見直していくことである。具
体的にはIFRS（国際財務報告基準）等の制度対応、
あるいは企業自身のM&A、事業や組織再編等への
対応になる。
内部統制の取り組みにおいては、ルールや手続
きを中心に企業内部の仕組みを整えることが中心
になる。当然ながら、公的ルールの大幅な変更や
企業自体の事業等の大きな変化は内部統制の初期
対応と同様に大きな負荷が掛かる。例えば、IFRS
対応の場合、会計基準の変更に伴い各業務プロセ
スの見直しが必要になる。これにより業務プロセ
ス上の具体的な手続きやシステムの改善、それに
伴う新しい統制の検討を行い、その内容に沿った
内部統制文書の改版や新しい業務プロセスの有効
性評価といった作業が発生する。
また、企業の中には売上計上規準等の会計処理

のルールが大幅に変わること等により、内部統制
報告制度の評価範囲が変わる場合もある。グルー
プに共通の決算に関わる全社的な統制の見直しを
行う必要もあろう。
内部統制を推進する責任者や部門は環境の変化
が発生してから、あるいは変化の予定が定まって
から対応するという受動的な取り組みではなく、
常に経営のアンテナを高くした上で、早い段階で
対応の検討を行うことが望まれる。
●	 企業のオプションと戦略的対応
このように上場企業グループは、一旦制度対応
を構築した内部統制をどのように継続的に対応し
ていくかについての4つの視点があり、その下に
は施策レベルでたくさんのオプションが存在する。
（図-2）
この4つの視点は別々ではなく、全て絡まり合っ
ているものである。自社グループの取り組みを検
討する際にはこの4つの視点で相互の影響を考慮
し、ムリ、ムダが発生しないように、各オプショ
ンを中長期でどのように実施していくべきかが検
討課題となる。
そのためには、経営者の理解もさることながら、
内部統制を推進する部門は経営者と近い位置にい
て充分なコミュニケーションを取っていく必要が
ある。
内部統制対応の課題はこれまで単年度ごとの内
部統制の制度合格のための取り組みとその運用を
中心とするコストダウンの推進が中心であった。
コストダウンの対象は制度対応のための専任組織
や専任者の設置、文書化作業、内部統制評価（監
査）作業といったものであり、経営者からすると利

図-2 内部統制の継続対応における４つの視点

① コストダウンの推進

④ 変化への対応 ② 統制の高度化、
　　実効性の向上

③ 範囲の拡大

内部統制対応上の
"オプション"
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益に影響する余分なコストという意見も多かった。
上場維持のための追加コストという見方である。
当面はその対応を継続する企業も多いであろう。
しかし、制度自体はずっと継続される。今後は経
営に有効であるように、内部統制で得た可視化等
の成果やチェック機能等の内部統制の仕組みを有
効に活用し、業務自体の効率化等によるコストダ
ウンあるいは組織や業務のレベルアップ等による
企業価値向上に向かうべきである。（図-3）
企業はその点を踏まえて、継続される制度と付
き合いながら、中長期的な視野をもって、戦略的
に内部統制の必須オプションと選択オプションを
選んで推進していくことが問われ始めている。そ
の中心になるのは必須オプションであり、かつ現
時点で強制適用時期やその内容が確定していない
IFRSへの対応になる。IFRSへの対応と内部統制
の取り組みをどう合わせていくが、今後の内部統
制の推進上の最大の課題となる。

【対応手法例】　中小企業の内部統制構築

これまで述べた今後の企業の継続的対応のオプ
ションの一つとして、以下に中小企業への内部統
制構築について取り上げたい。中小企業の内部統
制構築についても様々なテーマがあるが、ここで
は、大企業の配下でまだ業務プロセスレベルの内
部統制に取り組んでいない図-1のBやCに位置して
いる比較的規模が小さく、業務の可視化が課題と

なっている会社を念頭に、簡易な業務プロセス統
制の取り組み手法を紹介したい。
これは、前述の企業の継続対応の視点では範囲
の拡大の視点での施策の一つになる。（図-1B）
具体的な狙いは企業グループの状況や抱える課
題等によって異なってくるが、例えば、制度上の
業務プロセス統制範囲外の会社における業務品質
のチェックと底上げ、不正等の財務報告の信頼性
以外も含めた業務上の重要なリスクの抽出と対応、
IFRS対応に向けた各社主要業務の把握と課題の洗
い出し等が考えられる。

中小企業の内部統制上の特徴と課題

これらの中小企業における内部統制の観点での
特徴はいかがであろうか。業種・業態やその規模
等により一概にはいえないが、例えば、従業員数

図-3 内部統制における制度対応のコストダウンと今後のあるべきコストダウン

図-1B 売上高を基準にした内部統制報告制度の
評価範囲と任意の範囲拡大
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で30人~50人程度から200人あまりの比較的規模
の小さな企業の場合、一般的には以下のような問
題点がみられることが多い。
①業務の可視化が不充分
人員が少ないために規程等のルールの明文化や
業務プロセスのマニュアル化などの業務の可視化
（ドキュメント化）が遅れている。
②属人化
業務が特定の人に集中しがちであり、属人化が
顕著である。また、一人で多数の担当業務を抱え
ている場合があるなど、兼任の状態が多く、ロー
テーションもしづらい。
③職務分掌が不充分
人員が少ないためにいわゆる第三者による
チェックが不充分な場合が多い。いわゆる牽制が
利いていないケースである。

中小企業における進め方

●	 対応のポイント
中小企業の場合も、プロジェクトとして進める
際の考え方や手法は、大企業の内部統制と基本的
には同じである。例えば、あるプロセスをパイロッ
トとして実施してから、それをサンプルとして残
りを実施するなど多くの大企業で採用された手法
も有効になる。
しかし、中小企業の場合、人員に余裕がなく、

かつ組織やプロセスが簡素であるといった特性か
ら、特に以下の点に留意する。
①目的とゴールの明確化
親会社の制度対応の延長として、財務報告の信
頼性に絞って対応するか、それとも自社の持つ業
務改善等の課題も合わせて対応するか等、実施目
的を明確にする。
尚、大企業の場合、制度対応である財務報告の
信頼性を目的とした内部統制構築と効率化を目的
とした業務改革や改善は同時に進めにくいケース
が多い。しかし、中小企業の場合、業務が比較的
シンプルであり、関係者とのコミュニケーション
も取りやすいといった点から、財務報告の信頼性
以外の目的も含めた改善に向かいやすい面がある。
②推進体制
人員の少ない会社の場合、内部統制を進める担

当の専任化は難しく、兼任で進めざるを得ない場
合が多い。推進する上ではその点に配慮し、トッ
プの関与は当然のこと、メンバー全員の情報共有
の場の設定等が重要である。
また、親会社が関与する場合、業務プロセスレ

ベルの内部統制について充分な理解がある親会社
担当者等にアドバイスを受けることができるよう
にするのが望ましい。
③簡素化
一般的に内部統制の必要な強度は組織のサイズ
に比例すると言われる。比較的小規模の会社の場
合、人員が少なく組織やシステムが少人数でかつ
組織がシンプルであるため、会社全体が見渡しや
すく、管理しやすい側面がある。そのため、内部
統制も簡素で良い。統制の付与や見直しから、作
成する文書までこの点に留意して絞り込む。過剰
にならないように配慮することが重要である。
●	 中小企業での内部統制構築の利用ツール
こういった中小企業で、内部統制を構築する場
合のツールはどのように考えれば良いであろうか。
例えば、システム導入の際に業務の可視化を実施
し、業務マニュアルがしっかり作成されているよう
な企業の場合は、金融庁の実施基準の見直し案で述
べられているようにそれらの利用が考えられる。
しかし、これまで業務の可視化が充分になされ

ておらず、そのような文書が皆無に近い中小企業
の場合、簡易的に業務プロセスレベルでの内部統
制の構築を進めるには、図-4のようなフォームで
の作業をお勧めしたい。
これは、業務プロセス統制で一般的に3点セット

と呼ばれる業務フロー、業務記述書、リスクコン
トロールマトリクスを簡易に一緒にした意味合い
があり、いわゆる内部統制文書の機能を持たせる
ことができる。加えて簡易的な業務マニュアルと
しての活用、業務運用時のチェックリストの機能
も果たそうというものである。内部統制のプロジェ
クトとして推進する場合、本フォームとスケジュー
ル管理、課題管理に係わる資料、実際に利用して
いる資料や証憑類をコピーしたファイルや利用シ
ステムの資料等があれば、推進用のドキュメント
として最低限事足りる。
本フォームを中心に内部統制を進めることによ
り、一般的な業務プロセス統制で整備されている
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リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

文書類と比較し、文書作成を大幅に減らすことが
可能である。
このように本フォームは業務プロセス統制を簡
易に進める際の強力なツールとなる。そして、単
に内部統制の文書化等の作業を軽減するだけなく、
親会社から見て、同一の枠組みで業務の可視化を
進めることにより、ブラックボックス化している
各子会社の業務品質やスキル等の実態を横断的に
比較しながら把握し、評価できるメリットがある。
そして、それはグループ経営の様々な判断に有益
な材料をもたらす意味合いがある。
●	 業務改善のための活用
本フォームを活用することにより、様々な視点
で業務改善を行うための分析も可能である。内部
統制の強化との関連でみると、例えば、職務分掌
欄を活用しての分析がある。
内部統制の強化の観点では、必要な職務分掌（職
務の分離）がなされているかという点にまず着目す
る。最もわかりやすい例としては、キャッシュに
関する支払い等の処理が、担当者が1人で実施でき
るようにしないということである。当たり前のよ
うだが、比較的規模が小さい会社ではここに不備
がある場合が多い。システム化が進展した今日で
も、数多くの企業の子会社において、横領や着服
といった不祥事の発生が時折報道されている。原
因として、基本的な職務分掌ができていない、あ
るいは実質が伴っていなかった場合が多いようで
ある。
中小企業では前述の通り、人員の関係から充分な
職務の分離は取りにくい。全社で再チェックし、よ
りリスクの高いものに絞り込むことが必要である。
他方、業務の効率化の観点でもこの職務分掌の

欄は役に立つ。実態を記載し、役割分担分析を行
うことにより、業務のムリ、ムダを見つけること
ができる。不必要な流れがないかといった点につ
いては、フローチャートよりもわかりやすい。
また、メンバーの現状スキルと今後のスキルアッ
プの必要性などリソースにおける課題も改めて整
理することができる。
このように本フォームは特に右側の職務分掌の
ところがポイントであり、簡易的な業務フローの
意味合いも持たせている。こういった分析のため
にも、職務分掌欄には記号やアルファベットによ
る凡例を明確にし、業務の実質的な役割を分類し
て記載することが望ましい。
実質的な役割とは処理の意味合いを考慮し、役
割の実態を判断することである。例えば、部下Aが
日々資料を作成し、先輩の部下Bがそれをチェック
し、部長Cがそれを押印して承認するという流れが
あるとする。そこで、部長Cはミスがないか等、内
容までチェックしているものなのか、内容の妥当
性を検証することはできずに、単に部下の作業結
果の追認なのか等、といったことである。尚、記
述の際、複数の役割を負っている場合は複数の記
号を入れる。
このような業務処理においても、実際に果たし
ている役割や処理件数等によって、業務改善の最
適解は変わる。筆者の経験上でもこういったこと
に極めて意識的で常に改善を図っている組織もあ
れば、無自覚で従来のやり方を踏襲しているだけ
の組織も多い。後者のような組織には、このよう
に可視化し、数値化したりすることで次の打ち手
が見えてくる。
また、本フォームの他の活用方法として、例えば、

図-4 中堅企業での内部統制推進用フォームのイメージ
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右側に欄を追加して、業務処理ごとのコスト分析
（業務処理ごとの単金×時間×処理件数）、あるい
は会社や部門の目標と業務の適合性の分析等を行
うことができる。中小企業の抱える課題に応じて、
他のアプローチでの業務改善についても本フォー
ムを基軸に進めることが可能になる。

む　　す　　び

本稿では企業の制度対応を行ってきた企業グ
ループには今後の継続的な内部統制対応に様々な
オプションがあり、自社の事情と環境の変化に応
じた、より戦略的な進め方が必要になることを述
べた。そこでは、内部統制を単なる制度対応から、
企業の価値向上を目的とした変革へのツールとし
て活用するという考え方が重要になってくる。
例えば、内部統制のコストダウンが課題である
と述べたが、今後は内部統制の制度対応のコスト
削減だけではなく、内部統制自体を向上させるこ
とによって、費用や原価のコストダウンにどう寄
与するかという点にもっと目を向けるべきである。
あるいは、M&Aなどで買収した会社を内部統制の
視点で評価し、その価値を向上させるということ
もテーマに挙がってくる。

FRIでは企業の実情に則した内部統制の構築の
支援を行ってきた。また、企業の内部統制の見直
しも支援している。型通りに制度対応を行い、そ
のアウトプットの有効活用を見いだせない企業、
あるいは内部統制を進展させるシナリオを明確に
できない企業にもその経験がお役に立てると考え
ている。
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