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経営者はどのようにしてグループ全体で、経営が確実に経営計画に基づいて業務が行われていることを
把握すればいいのでしょうか。経営環境の変化の不確実性が高い中、経営モニタリングの重要度が高まっ
ています。
統合前から内部監査室のリーダーを務め、コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社お
よびコカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社で内部監査室室長に就任された五十木浩之様に経営モニ
タリング活動の取組みについて、お話を伺いました。

経営モニタリングを見直す
～環境に対応したアプローチの検討

対談

立命館大学国際関係学部卒業。総合商社、
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レートガバナンス監査や、コカ･コーラウエ
ストとコカ･コーライーストジャパンの統合
を推進するための統合監査など、経営およ
び企業ガバナンスの目線で、経営諸活動か
ら派生するビジネスリスクにフォーカスし
た監査を実践している。
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旧来型「ガバナンス」から 

脱却する

浅沼：グローバル化が進む中、グループを

どう見ていくのか。自社で展開しているだ

けではなく、買収した会社を統合していく

こともあります。経営のスタイルや企業文

化が違う会社を取り込んでいく。このよう

なグループをどのようにグリップしていく

かというのが日本企業の経営課題です。

　グリップするとき、1つの手段として、

「グループ・ガバナンス」の話が、最近よく

言葉として出ますが、その中でモニタリン

グをどうしていくのか。

　一方で、経営の課題に対応したモニタリ

ングを実現するのは多大な負荷がかかり

ます。時間も人も、外注すればお金もかか

ります。それでもできないかもしれない可

能性もあります。

　なぜかというと、アプローチの問題です。

旧来から考えられていたモニタリングのア

プローチでは、例えば、人が関係者にヒア

リングし、人が関係伝票をめくって、資料、

記録を読み込むというような、人による作

業が中心でした。このような作業を前提と

したアプローチでモニタリングを進めるな

らば、それには膨大な時間と労力を伴うこ

とになるので、グローバル化が進んで、グ

ループが拡大している現状では、なかなか

対象をカバーしきれないということになり

ます。

　もう1つの背景は、それを担当する人が

なかなか確保できないということが挙げら

れます。本社自体をスリム化しなければい

けない。採用も難しいし、効率化しなけれ

ばいけないという状況もあります。そうし

たときにどうすればいいのか。

　やはり、アプローチを見直していくこと

です。これがいま、内部監査・経営ガバナ

ンスを巡って、日本の経営者に共通の重要

な課題になっていると捉えています。

五十木：企業をとりまく経営環境が目まぐ

るしく変化する中、旧来的なガバナンスの

考え方によるアプローチでは、限界があり

経営モニタリングの仕組みを 

見直す

浅沼：経営モニタリングで重要なことは、

まず、グループ全体からリスクの情報を集

めて、経営のところに届ける仕組みをつく

ることだと思います。

　たとえば親会社の中であれば、実際に生

産や販売をしている現場の事業部の方々が

抱えるリスクに対してどれだけ対応できて

いるかという情報を集めてくるというのが

1つ。さらにそれを横串で、いわゆる管理企

画系の専門部署が取り扱うリスクを経営に

伝える。つまり、事業側とそれを横断的に

見る会計や法務が「いま、何がリスクで、ど

う対応できているのか」を経営者に報告す

る仕組みをつくるのが基本だと思います。

　それを、グループの中にどう展開するか。

グループの子会社、孫会社からどう情報を

集めてくるか。これを、親会社の中で構築

された体制で拡大していくことが必要だと

思います。

　ただ、グループが増えていくと、途中で

統括会社を置いて集約することも必要で

しょう。物理的な地域や距離、言語の違い

等も出てくるので、情報は伝わりにくくな

ります。

　どこに情報が詰まっていて、どこに情報

が漏れているのか。これを点検するのが、

内部監査部署の1つの役割だと思います。

浅沼　宏
あさぬま　ひろし

KPMGコンサルティング株式会社 
執行役員　パートナー
リスクマネジメント、内部統制、内部監査
等の経営管理の機能整備から実施運用ま
で、幅広く経営支援プロジェクトに従事 
する。

ます。

　弊社の場合、今回の統合による新会社の

設立を機に、業務プロセスも基幹システム

も含めて、新会社にとってのベスト・イン・

クラスは何か、という視点で、ガバナンス

のあり方を見直す、絶好のチャンスだと前

向きに捉えました。

　統合する際、「これはうちの方が優れて

いる」や「こっちの方がいいんだ」など、「自

分のところがいい」「これをもって新会社を

運営していきたい」という考え方が出てき

ます。

　これは今回の統合の中で非常に気をつ

けたところです。いわゆる政治的な駆け引

き、争いにならないようにということです。

　旧来的なガバナンスのあり方から脱却す

るのはどういうことかというのを、今回の

統合に照らし合わせて考えてみると、「過

去どうだったかということに囚われるので

はなく、将来的にこの会社をどうしたいの

か、今後の会社の姿にみんなの目線を合

わせ、これをもって会社を統合していく、

新会社のガバナンスのあり方を考えてい

く」という形を取ったということだと思い 

ます。

　弊社には「THE ROUTE」という企業理念

があります。これは、新会社での「あるべ

き姿」「なりたい姿」をまとめたもので、全社

員がこの「THE ROUTE」作成に関わり、こ

れを基に会社をまとめてきました。この中

にコーポレートアイデンティティ（一般的

にビジョンと言われるもの）があり、これが

柱となり、これをもって会社を統合できた

という形になると捉えています。

　ですから、旧来的なガバナンスというよ

りは、会社としての「あるべき姿」「なりた

い姿」を主軸においたガバナンスの取り方

というのを、今回、弊社で実践してきたと

考えています。
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　さらに、必要に応じて各本部長や部門長

と、1対1で私が面談をします。情報を掴み

にいくわけです。これをしておくと、私自

身の報告ラインは経営者であり、ガバナン

ス機関にあたる監査等委員会ですが、そこ

に対して、「上に上がってはいないが、こん

な問題がちらついています。これは上に上

がってくる前に会社として対応しなければ

いけません」と、経営や監査等委員会に対

してものを言えるわけです。問題が顕在化

する前に対応することで、リスクが小さな

芽のうちに摘んで、未然に防ぐという経営

モニタリングの仕組み作りはとても大切 

です。

浅沼：おっしゃっていただいているような

経営モニタリングの仕組みは、実効性の高

い取組みだと思います。一方で、特に御社

のように会社が統合していく過程では、会

社にとって予想外の出来事もあったのでは

ないでしょうか。そういった出来事にも内

　ほとんどの会社で仕組みは持っていると

思いますが、それが本当に機能しているの

か、大事な情報が適切に上がってきている

かというと、ほとんどの会社が何らかの課

題を抱えて、対応に取り組まれていると思

います。

　たとえば、事故が起こった後に情報が上

がってくる。つまり顕在化した情報しか上

がってこない。

　事業活動での問題であっても、あるい

はチャンスであっても、可能性の段階でリ

スク情報として集めることがポイントだと

思います。その可能性に対して経営が判断

して、人を充てていくのか、組織を変える

か、投資して何か別のことに転換していく

などの対策を講じるのです。しかし、結果

だけが届いては、事後処理になってしまい 

ます。

五十木：おっしゃるとおりで、結局、経営に

上がってくる情報というのは、いい意味も

悪い意味も含めて、研ぎ澄まされたもので

す。特に、嫌な情報ほど上に上がってこな

い。現場で発生してくるリスクが捉えきれ

ないのです。

　弊社では、経営モニタリングについて

「コーポレートガバナンス監査」というユ

ニークな取組みをしています。各本部や部

門、社内の重要な会議体の中で経営モニタ

リング活動が行われているという前提のも

と、取締役会を含め重要な会議体の資料や

議事録はすべて適時に閲覧しています。内

部監査室が、です。

　この背景には、結局、「事後的に何か問題

が上がってきてからの対応ではだめです

よ」ということがあります。各会議体の中で

モニタリング活動が実効性をもって行われ

ているかを、監査が見にいくわけです。そ

して、重要な問題事項が適時適切にディス

カッションされて、それに対応され、その

結果が報告されているか。そこまで見にい

きます。

|図表1　THE ROUTE 
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部監査として対応されたというご経験はあ

りましたでしょうか？

五十木：統合ですので、予想外の出来事は

もちろんありました。しかし、そのような

出来事は、もともと想定していたよりも少

なかったと思います。統合という局面にお

いても、経営には往々にしてよい情報しか

上がってこないということがあります。例

えば、順調にシナジーが出ている、売上も

上がっているという類の情報が経営に上

がる、そういう情報です。実際には、統合

の足かせとなるような事象も存在している

わけで、経営としては、そのような事象の

存在を前もって認識しておく必要がありま

す。そうすれば、経営として早め早めに次

の手を打てるわけです。弊社の内部監査で

は、統合シナジーの進捗状況を含めたPMI

の状況全般について監査し、統合を推進す

る委員会のトップとも、常に課題認識を共

有した上で、経営とガバナンス機関に報告

する。それを統合監査と呼んで実践してき

ました。その結果として、予想外の出来事

ができる限り起こらないようにすることに

繋げることができました。

経営者と議論ができる体制を 

つくる

浅沼：グループ全体で、経営計画に基づい

て、事業活動が確実に遂行されているこ

と。これを経営が証明する根拠となるのが、

内部監査の結果であり、そこから得られた

情報、さらに、リスク管理などの管理業務

の情報になるのだと思います。

　あとは、いかに効率的に情報を集めるこ

とができるかです。年に1回か2回の頻度

で、経営向けの報告が届くだけでなく、経

営者が必要なとき、知りたいときに、情報

が得られるような仕組みを整備しておく

ことが、経営者にとっての課題だと思い 

ます。

　内部監査の世界で「ダッシュボード」と

いうものがあります。多くの経営情報の中

から、事業の状況を示す指標を絞り込ん

で、ひとつの画面に集約して見せる経営

ツールです。経営者あるいは管理者は、い

つもこの「ダッシュボード」を見ておけば、

事業活動の状況について、リアルタイムと

は言わずとも最低限は掴めるようになって

います。

　日本でも「ダッシュボード」がこれから

たくさん使われるかはわかりませんが、そ

ういう発想は一般的になってくると思い 

ます（図表2参照）。

五十木：まさしくそのとおりですね。それ

から、もう1つ。ダッシュボードで経営者に

何を見せるのか、その内容が経営にとって

価値のあるものにすることが重要ですね。

そのためにも、内部監査に従事している人

間が、いかに積極的に経営に関わるかとい

う、覚悟といいますか、心構えを持つこと

が、これからさらに求められてくると思い

ます。マインドセットの問題ですね。

　単純に、旧来的なやり方で内部監査をし

ていればいいかというとそうではありませ

ん。そのため、内部監査側も、「経営とは何

か」「経営者が欲している情報は何か」を積

極的に掴みに行って、自らそれを経営ない

しガバナンス機関にフィードバックしなけ

ればならない。こういう強い心構えをもっ

てやっていかないと、不祥事は今後も続く

し、ガバナンスも弱いものになってしまう

でしょう。

|図表2　ダッシュボードイメージ

リスクを網羅的に定義、

紐づく社内データを収集し活用

データ収集・加工BIツール等で

ビジュアル化

業務システム
経営管理データ（BI）

工場・生産部財務部

人事部 資材部

購買部 IT部

営業部

拠点

本社

A社

B社

C社

D社

E社

1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q

リスク分析用
フォルダ

手入力の仕訳

財務系

高リスク取引 退職率

人事系

・・・



© 2018 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

特
集

特集①

5 KPMG Insight  Vol. 33   Nov. 2018

みを始めようとされていると思います。最

新の仕組み、データ活用などに対して、経

営者の方々は好意的に捉えていると思い 

ます。

　内部監査部門からは「時間も人も限られ

ているので、なかなかすべてを見られませ

ん。見た範囲では、以下のとおりでした。」

という説明だったのが、「全部見た結果と

して、以下のように報告します」となるの

です。データを裏付けとして具体的に報

告・指摘されるようになるのです。これは

経営者にとってはありがたいことだと思い 

ます。

　この変化が、データ分析という手法なり、

アプローチを変えたからだとするなら、そ

れは「どんどんやりなさい」となると思い 

ます。

　御社では、既に始めていますよね。

五十木：そうですね。データ分析は、もう

待ったなしですね。要するに、人手を介し

て何かを見にいくというのは、限界があり、

効果的でも効率的でもない。

　いまや、ビジネスの結果というのは、す

べからくデータに落ちてきているわけで

す。そのデータ、結果を多方面から多角的

に分析することによって、「このビジネスが

うまくいっていない」とか、「その原因は何

か」、「この統制活動が重複していたがため

にこの結果になった」とか、そういうことが

出てきます。その部分について業務改善の

効率化の機会として捉え、データ分析ツー

ルから入っていくかたちで、業務改善に取

り組んでいます。

浅沼：業務自体、そもそもデジタル化が進

んでいるので、昔のように人が中心になっ

て動いているというよりは、標準化され

たプロセスやシステムを使いながら業務

を行っているのです。したがって、均質の

データが蓄積されるようになったので、そ

のモニタリングとしてデータ分析を進める

というのは、合理的なアプローチだと思い

ます。

　いままで、内部監査の担当者というと、

浅沼：経営と議論できるような内部監査と

いうのが、これから重要になるのではない

かと思いますね。議論というのは、意見す

るというよりは、根拠をもって、現状の認

識が違うのであれば、現状はこうだという

認識をもってもらえるようにすることで

す。意向を受けて、経営に代わって情報を

集めてくるだけではなく、そこに内部監査

の方々の考えが加わることで、付加価値に

繋がるのではないかと思います。

コミュニケーションの精度を 

上げる

浅沼：会社によりますが、経営者が求めて

いる情報と監査の考える情報に、乖離があ

ると思います。この乖離を埋めるためには、

コミュニケーションを高めることが大切で

す。ただ、いままでもコミュニケーション

はあるので、その質を変えることになりま

す。人それぞれの感覚的なものではなく、

例えば、データを活用したり、グループ全

体をいかに網羅するかという観点からのコ

ミュニケーションが必要かと思います。コ

ミュニケーションの精度を上げ、客観性を

増し、裏付けをもったコミュニケーション

をとる。おそらく、そういうことが課題に

なるのでしょう。

五十木：まさしく、「コミュニケーションの

精度を上げる」というのにはピンとくると

ころです。内部監査に携わる者、あるいは

ガバナンス機関に携わる者は、経営者と経

営目線で議論ができないと、今後はいけな

いと私は考えています。

　たとえば、年次の内部監査計画の策定に

あたっては、その当初で、社長、社内外の

取締役、それから営業も含めた各本部長や

部門長と私で面談をします。公式の場の時

もありますが、食事の席などの非公式の場

合もあります。それで何を知りたいのかと

いうと、どこがかゆいところなのかという

こと。それに合わせて監査をして持ってく

るから、「ぜひ、そこを教えてください」と

話をします。

　まさしくコミュニケーションの精度は、

経営者ないしガバナンス機関の方々の期待

値をどれだけ内部監査が理解しているかと

いうところにかかってくるのではないかと

思います。彼らが求めていることがわかれ

ば、それに向けた監査手続きを踏んでいく

ことができます。

　我々としては、そういうかたちで日々監

査に取り組んでいます。ですから、「コミュ

ニケーションの精度を上げる」ということ

は、経営モニタリングの在り方を考える上

では、まさに的を射た言葉だと思います。

内部監査業務を効率化・ 

合理化し、その分を 

デジタル化に充てる

浅沼：いずれの会社も合理化に向けた取組
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職人的な、他の管理部門の方とはちょっと

違う、内部監査特有の表現や説明に精通す

ることが必要でしたが、これからは少し変

わってくると思います。よりデジタル、デー

タを通して分析できる人が内部監査として

成果をあげられるようになってきます。内

部監査の人材像も変化してくるのではない

かと思います。

五十木：おっしゃるとおりですね。一方で、

そのような人材を採用なり育成するため

に、追加で予算を割く経営者というのは、

少ないのではないでしょうか。

　弊社の経営の1つの方針として、「小さな

本社」というのがあり、内部監査も本社の

機能として、効率性、効果性が求められて

きています。デジタル化するための人材や

予算を追加でもつというよりは、いまある

内部監査業務を効率化、合理化した上で、

デジタル化に向けた人材や予算に回すとい

うのが課題としてあります。

　これについて弊社では、内部監査の

PDCAをクラウドで実施するようにしてい

ます。監査調書から監査項目、結果報告書

まで、全部モバイルアプリ1つで飛ばすと

いうことをしています。手を使ったマニュ

アル的な監査業務をグッと減らしているの

です。その結果、余裕が出てきた人員や予

算をこのデジタルの方に充てる。より経営

にとって重大と思われるようなリスクに焦

点を当てて、取り組めるような監査体制に

なっていっているというのがあります。

浅沼：内部監査、管理部門の追加予算を認

めてもらうためにも、合理化とのセットで

新しいアプローチに投資するという説明が

必要ですね。

人材確保の新たな試み

五十木：人材不足も大きな課題です。内部

監査やガバナンスに詳しい人材というの

は、採用しようとしてもほとんど見つかり

ません。候補者が出てきても、大手監査法

人のビッグ4と取り合いになる。これは過

去に何度もありました。

　そういう中で、採用に関して、参考にな

りそうなことがあります。先ほどお伝え

した「THE ROUTE」の中に、にダイバー

シティというキーワードがあります。ダイ

バーシティというと、言葉だけが先行し

て、なかなか中身を伴った活動に繋げるこ

とが難しいと思うのですが、弊社の内部監

査の中では、ダイバーシティという言葉を

採用活動に活かしています。

　どういうことかというと、内部監査の

人員構成を見ると、ラインマネージャーの

女性比率は4割を超えており、ほとんどが

ワーキングマザーです。女性ダイバーシ

ティ、ジェンダーダイバーシティという目

線で女性を採用しにいったのではなく、優

秀な人材を採用しにいった結果、女性の比

率がここまで高まったということです。

　弊社では、在宅勤務を推奨しています。

弊社の内部監査の管理職を含めた女性陣

は、ほとんどが月の半分近く在宅で仕事を

しています。また、お子さんが小さい方も

いますので、保育園の送り迎えなどのため

に、フレックスタイムという働き方も推奨

しています。

　ワーキングマザーは、日本ではまだ働き

にくい環境にあると思います。しかし、そ

こに優秀な人材が埋もれているので、これ

を逆手にとり、会社のダイバーシティとい

うアイデンティティを利用しながら、良い

人を採用して、社内で育てていく。

　たとえば、弊社でデータ分析のトップを

務めているのは、ワーキングマザーである

女性です。こういうかたちで採用活動等に

一工夫加えることにより、より実効性のあ

る内部監査体制、モニタリング体制に繋げ

ることができるのではないかと思います。

浅沼：大変参考になります。それは、われ

われが考えている課題でもあります。

　伝票をめくるというのは、物理的な場所

が結構重要でした。伝票は家に持ち帰れま

せん。ただ、いわゆるリモートで仕事をす

る環境が整ってきた。クラウドベースにな

るということもありますし、対象がデータ

になるということで、物理的にどこにいる

かということよりも、そこにアクセスでき

るということが重要になってきました。こ

ういう環境になってくると、おっしゃるよ

うに内部監査の業務は、在宅等でも行うこ

とが可能になると思います。

　家事や家庭の事情で在宅を希望される

方がポイントでしたが、おそらく海外の方

も、そのうちデータ化が進んでいくと、日

本語の文章を読んだり、ヒアリングするた

めに日本語でインタビューしながら顔色を

伺うようなこともなくなって、必ずしもそ

んなに日本語が流暢でなくてもできるかな

と思いますね。データをどこかに集めてグ

ローバルの監査をするのであれば、日本人

でなくても分析できるかもしれない。もち

ろん、業務がグローバルで標準化されてい

るということが前提になりますが。

　誰が内部監査をするのかというところの

多様性というのは、すごく進むのではない

でしょうか。その前提は、デジタル化やデー

タ分析を中心としたアプローチにシフトし

ていった結果ということだと思います。本

日はありがとうございました。

本稿に関するご質問等は、以下に記載
のメールアドレスにご連絡くださいま
すようお願いいたします。
　　　
KPMGジャパン
marketing@jp.kpmg.com
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