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日本企業が海外展開を加速させるにつれ、海外拠点は年々監査対象先としての
重要性を増してきており、内部監査部門は、語学に堪能な人員を配置したり、
対象拠点に属する国の法規制を事前に調査するなど、海外拠点の内部監査を効
果的・効率的に進めるための対応を図っています。
しかし、海外事業は国内事業に比べてリスクが高いということを認識していな
がら、内部監査に費やす時間やリソースは、国内拠点に対するものと比べて少
なかったり、効率化するあまり監査が過度に形式的になってしまったりするこ
とで、本質的な経営管理上の課題を見逃してしまうことがあります。
また、海外拠点に対する内部監査を進めると、限られた人員で事業が運営され
ているため、職務分掌が適切に行われていないといった拠点レベルの経営課題
や、本来は本社主導で実施すべき海外拠点管理が十分に行われていないといっ
たグループレベルの経営課題が浮き彫りになることがあります。
本稿では、①海外拠点に対して内部監査を実施する上での課題、②海外拠点に
対して内部監査を実施すると見えてくる経営管理上の課題について、対応策を
含め解説します。
なお、本文中における意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじ
めお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  内部監査を実施したからといって必ずしも不正が発見されるとは限らな

い。しかし、内部監査は、不正の発生につながる内部統制の脆弱性の発見
と改善を促し、不正への抑止力となり得る。

◦  チェックリストを用いた内部監査は効率的である反面、監査が形式的にな
るきらいがある。内部監査を効率的に実施しつつ、経営管理上の重要課題
を見抜けるように、内部監査人のリスク感覚を養うことが重要である。

◦  海外拠点においては、リソースの制約から職務分掌が課題となる場合が多
い。その場合、単に職務分掌が不十分であることを指摘するのではなく、
職務分掌の不十分さを補う内部統制の有無を検証し、必要に応じて改善提
案を行う。

◦  複数年、特定の企業の海外拠点に対して内部監査を続けると、別々の拠点
で同じような課題が検出されることがある。それらは、海外拠点の個別の
問題というより、本社として解決すべきグループ管理の課題である場合が
多い。
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結局のところ、職務分離の不十分さ、相互牽制の甘さなどに
集約されるため、費用対効果の点から、不正パターンを漏れ
なく洗い出すことを目指すのは得策ではありません。企業のど
のような業務プロセスにおいて不正が起こり得るかは、公認不
正検査士協会が発行している「不正検査士マニュアル」などが
参考になります。また、自社の過去の不正事例から、どのよう
な内部統制が構築されているべきであったかを検証し、監査
要点として取り込むことも有効です。自社の抱える不正リスク
に基づく内部監査が可能となります。

（2）		不正の動機に対する牽制
定期的な内部監査は、監査の受け手に対して「自分の仕事は

見られている」という意識を持たせ、不正への抑止力となりま
す。この点では、CAAT（コンピュータ利用監査技法）を用い
た監査がより効果を発揮します。一般的な（手作業の）監査が、
一部のサンプルを対象としたものであるのに対し、CAATは、
少額取引や発生頻度の低い取引も含めたより広い範囲のデー
タを網羅的にモニタリングすることになるためです。

3. 過度に形式的なチェックに陥ってしまう可能性

年を追うごとに海外進出先が増え、それに応じて内部監査
の対象拠点も増加します。本来であれば、内部監査部門の人
員も増加されるべきですが、難しいというのが現状です。少
ない人員で多くの対象拠点をカバーしなければならないため、
内部監査部門は業務を効率化させる工夫をしていますが、内
部監査が必要以上に形式的なものとなってしまい、本質的な
経営上の課題を見逃してしまう場合があります。

（1）	形式的なチェックとなってしまっている実施例
よりリスクが高い海外拠点の内部監査は、国内拠点に対す

るものと比べて、より踏み込んだものにするべきです。しかし
実際には、国内拠点と同程度、もしくはコスト削減を理由に国
内拠点よりも簡易的に実施しているケースが見られます。

Ⅰ 海外にて内部監査を実施する上での 
課題

1. 経営者が内部監査に期待することとのギャップ

不正の発見が内部監査の1つの使命として経営者から期待を
受けているという話をよく耳にします。たしかに、内部監査に
より、不正の事実が発見される可能性はあります。しかしなが
ら、不正の実施者が巧妙に隠蔽を図ろうとする中、一般的に 
1拠点あたり3日～ 5日程度の日程で実施される内部監査にお
いて、膨大な取引記録の中から不正の事実が含まれるサンプ
ルを抽出することは容易ではありません。公認不正検査士協
会（ACFE）が公表した「2014年度版　職業上の不正と濫用に
関する国民への報告書」によれば、2014年の調査結果におい
て、不正発見の手段の割合としては「通報」が42.2％と最も高
く、「内部監査」は14.1％に留まっています。

2. 不正に対する内部監査の効果

内部監査で不正が発見できるとは限らないのであれば、不
正に対して内部監査は無益なのでしょうか？以下の2つの観点
から、内部監査は不正に対して有効と考えられます。

（1）		内部統制の脆弱性の発見と改善
不正の「予防」の観点から、内部監査で不正が起こり得る内

部統制上の脆弱性を発見し、その改善を図るためには、不正
の事例（パターン）から検討を開始すると効率的です。不正の
事例から、本来どのような内部統制があれば不正を防止でき
たかを検討し、その「あるべき内部統制」の整備状況および運
用状況を検証することを監査要点とします（図表1参照）。

※不正の事例（パターン）を検討する際の留意点
不正のパターンは不正実行者の数だけあるといっても過言

ではありません。また、不正につながる内部統制の脆弱性は、

図表1　不正の事例と原因およびあるべき内部統制（例）

「営業担当者は、外部倉庫の在庫を横流しして代金を
着服し、外部倉庫からは虚偽の在庫証明書を入手し、
横流しを隠蔽していた。」

【あるべき内部統制】

① 出荷指示は発注書等、売先の発注の事実に基づき、
上長の承認を受けて実施される。

② 出納や購買など、不正が起こりやすい業務の担当
者は定期的にローテーションしている。　

③ 外部ベンダーとの取引開始に際し、相見積りを入
手して比較検討するなど、ベンダー選定のプロセス
が存在する。

 既存のベンダーに対しても定期的に見直しを行っ
ている。

④ 外部倉庫に対しても定期的に実地棚卸を実施し、
在庫の管理責任を持たない第三者（経理部等）が関
与している。

【原因】
① 営業担当者が単独で出荷を指示できたこと
② 外部の倉庫業者と共謀することができたこと
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■	 	往査の日程を必要以上に削減してしまっている。現場で時間的
な余裕がないため、形式的なチェックに陥りやすい。欧米企業
は一般的に、グループ全体に適用する方針・マニュアルを確立
しているにもかかわらず、2 週間程度をかけて海外拠点の内部
監査を実施している場合もある。

■	 	本来は、担当者が作成した調書をレビューアーがレビューする
ことにより、監査結果のロジックが不明確な箇所や論拠が不
十分な箇所が明らかになり、改善が図られることで監査として
の精度が上がるが、監査チームの人員を過度に削減しているた
め、レビューアーによるレビューが実施されていない。

■	 	事前に対象拠点から証憑を収集しているが、個人的に閲覧する
程度で、監査チームでリスクの高い領域を検討し、新しい監査
要点をチェックリストに追加することなどは行われていない。

■	 	少なくともリスクが高い領域については、証憑まで確認しなけ
ればならないにもかかわらず、担当者へのヒアリングのみで終
わってしまっている。

■	 	現地の証憑は、現地語で記載されているにもかかわらず、現地
語のサポートを受けないために、対象会社の従業員に内容を確
認するなど、監査の証拠力に問題が生じている。

■	 	経理、財務、人事、ITといった領域は、通常本社の管理部門
が海外拠点も含めて管理している。しかし、内部監査部門が他
部署との連携を図っていないために、各部署が求める管理項目・
管理レベルと内部監査の確認項目に齟齬が生じている。

■	 	チェックリストの項目をすべて確認することが監査の最大の目
標となってしまい、本質的な経営上の課題を見逃してしまって	
いる。

（2）			形式的であるが故に見逃してしまった	
経営上の課題（例）

海外拠点で内部監査を行うと、経営トップが、すべての日
常業務の最終承認者になっていることがあります。具体的に
は、支払伝票を含むすべての会計伝票の最終承認者が経営トッ
プとなっている場合などです。一般的には、海外子会社のトッ
プは社長業をこなすかたわら自ら営業の最前線に立ち、外出
する機会も多いことから、すべての承認を行うとなると、十分
な確認をせずに承認したり、承認を漏らしたりする可能性が
高まります。

経営トップがすべてを承認している限り、チェックリストに
基づく内部監査としては「問題なし」となりますが、十分な確
認をせずに承認されているかもしれないという状況は、不正
や損失などにつながる可能性のある、内部統制の欠陥として
扱われるべきものです。

本来、規模が大きくなるにつれて権限委譲など、実効性の
ある管理が行われるような変化が企業に求められ、それに対
して「経営トップが承認すべきものとそうでないものを見極め、
必要に応じて権限委譲を行ってください」というような改善策
を提案することになります。

内部監査の効率性と内部監査人のスキルの差を埋め合わ
せるためにも、チェックリストを用いることは有効ですが、
チェックリストの項目ができているか否かという視点だけで監
査すると、このように本質的にリスクの高い課題を見逃してし
まう可能性があります。

（3）			本質的な経営管理上の課題を見抜くリスク感度の	
育て方

内部監査において、本質的にリスクの高い課題を見逃さな
いようにするためには、チェックリストやマニュアルといった
形式知化されたものだけではなく、内部監査人のリスク感度を
高めることが重要となります。以下に、内部監査人のリスク感
度の向上につながる取組みを紹介します。

①	 	内部監査チェックリストに確認項目のみ記載され、関連するリ
スクの記載がない場合、個々の確認項目についてどのようなリ
スクを想定していたのかを、内部監査部門内で検討して、リス
クをチェックリストに記載する。確認項目の出来・不出来だけ
ではなく、リスクへの十分な対応ができているのか否かといっ
た実質的な監査の目線を養うことができる。

②	 	全社的なリスクマネジメントの一環として作成したリスクマップ
のリスクと、内部監査チェックリストの監査要点を紐付け、チェッ
クリストにないリスクについて、監査要点として含めるか否かの
検討を内部監査部門内で協議する。

③	 	内部監査の都度、内部監査チームの出した指摘事項・改善案
について、内部監査部門全体で、リスクの観点から監査報告
書に最終的に含めるか否かの検討を行う。

Ⅱ 海外拠点監査にて検出される 
経営管理上の課題

1. 拠点ごとの経営管理の脆弱性（不十分な職務分掌）

（1）	小規模であるが故の職務分掌の難しさ
海外子会社、特に小規模な販売会社においては、限られた

人員で経営が行われているため職務分掌が難しく、不十分な
職務分掌が内部監査の指摘となる場合が多く見られます。

たとえば、売掛金の入金を着服し、それを隠蔽するために
売掛金を貸倒処理するなどの不正が実行できてしまうため、
出納担当者と会計担当者の職務は分離することが鉄則ですが、
小規模な海外子会社においては、同一人物が担当せざるを得
ない場合があります。一番確実な改善の方法は、担当者を増
員して職務を分担させることですが、既に最小限の人員で業
務を行っている子会社では「内部統制を強化するための新規採
用」は難しい場合が多く、監査で指摘しても、何の解決にもな
らない場合があります。

（2）	増員が難しい場合の対応策
増員による職務分掌の強化が難しい場合、既存の人員で、

どのような補完的な内部統制でリスクが低減されているかを
検証することが必要です。先ほどの例で言えば、出納担当者
と会計（売掛金）担当者の職務を分離することは難しいとし
ても、（補完的に）経理マネジャーが売掛金の回収状況や異常
な貸倒処理をモニタリングするといったことです。経理マネ
ジャーが1人で出納業務と会計業務を実施している場合には、
経営トップがチェックし、経営トップでも難しい場合は、本社
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が同様のチェック機能を果たす必要があります。担当者レベ
ルの職務分掌が難しい状況の中で、経営者が直接確認すべき
重要な管理ポイントは無限にあるわけではありません。各社で
職務分離の状況などから必要なものを決定し、確実に実施す
ることを推奨します（図表2参照）。

2. 親会社として不十分な海外拠点管理

（1）		親会社として実施すべき海外拠点管理の不備
ある特定の日本企業の海外拠点に対する内部監査を複数年

継続すると、内部監査の度に必ず不備として検出される項目
があるのに気付くことがあります。

たとえば、いずれの拠点においても「機密管理の方針・規程
が整備されていない」ということが、不備として検出されると
いったものです。通常は、不備が検出された各拠点に対して、
不備の指摘と改善提案を行うわけですが、同じ課題に対する
指摘と改善提案を繰り返し行うことは非効率と言えます。ま
た、監査の終わっていない拠点があるとすれば、同様に機密
管理方針が整備されていないと想定されますので、方針の未
整備で機密情報が漏えいしてしまうリスクが存在するにもか
かわらず対応を先延ばしにしていることになります。

機密が漏えいした際のグループ全体への影響が大きいこと、

労務管理などに比べて国や地域性を考慮する要素が相対的に
少ないことから、機密管理は親会社が主体となって、グルー
プとしての管理方針を導入すべき領域の1つと考えられます。
つまり、海外拠点における機密管理方針の未整備は、子会社
の課題とするのではなく、親会社のグループ管理上の課題と
して取り扱われるべきものと言えます。

また別のケースでは、外国公務員への贈賄に関するガイド
ラインの浸透度にバラツキがあることが判明しました。ヒアリ
ングを行ったところ、ある会社では「印刷されたガイドライン
を受け取り、内容を確認したことの宣誓書を提出した」という
回答を受け、また別の会社では「存在を知らない」「メールで
案内があったようだが、内容は確認していない」という回答を
受けたことがありました。外国公務員への贈賄は、官公庁向
けのビジネスが多いとリスクも相対的に高いといったように、
事業部ごとに対応すべき程度が異なりますので、本社が主体
となって対応が図られるべき管理項目の1つです。

このように海外拠点の内部監査を通じて、グループ経営管
理上の問題として親会社が扱うべき課題が見えてくるというこ
とには留意が必要です。

（2）	内部監査部門を核とした海外拠点管理強化の取組み
本社として策定すべき方針・ガイドラインが確立していない

ことが監査で明らかになった場合、先程の機密管理の例で言
えば、本社の機密管理の担当部署（たとえば総務部）と連携し、
海外拠点に向けた機密管理方針を整備させ展開させることが
必要となります。内部監査部門以外の部署の方から、「内部監
査部門は、自部門だけで完結できるような課題だけを報告して
くる。本質的に重要な課題には目を背けているのではないか？」
といった声を聞くことがありますが、まさに他部署を巻き込ん
で、本質的な課題に取り組んでいく必要があります。一方で、
内部監査部門が他部門の担当領域を侵犯しているといった批
判を受ける可能性もありますので、グループ経営を行う上で、
本社と子会社の役割分担、本社内部での役割分担、その中で
の内部監査部門の位置付けなどを協議し、整理することも重
要です。

本社の担当部署が海外拠点に向けて機密管理方針等のガイ
ドラインを発信し、内部監査部門は、そのガイドラインに従っ
て業務が行われているかを監査するというのが本来のあるべ
き姿ですが、このレベルまで到達している企業グループはま
だ多くはありません。海外拠点管理を行うには部門を超えた
連携が必要になりますが、海外事業統括の専門部署ではない、
経理や人事といった部門がリーダーシップを発揮することはあ
まりありません。しかし近年、内部監査部門がグループ経営
高度化のプロジェクトリーダーとして、他部門を巻き込みなが
ら取り組むケースが見られるようになりました。

図表2　経営者が自ら実施または確認したい管理項目（例）

現預金
ファームバンキングシステムによる送金の最終承認

銀行もしくはシステムから直接入手した残高明細と
帳簿残高の照合

職務分掌

サイン権限の管理、社印へのアクセス、サインスタ
ンプの管理状況

基幹業務システムへのアクセス権のモニタリング（業
務上の責任・権限とアクセス権の整合性）

仕入

新規仕入先の承認と既存仕入先の再評価結果の
確認

仕入先ごとの異常値の確認と原因分析	
・特定の仕入先への急激な取引増加

在庫
実地棚卸結果と差異分析の確認

倉庫（外部倉庫含む）への抜き打ち訪問・チェック

売上

新規顧客の承認と既存顧客の再評価結果の確認

売先ごとの異常値の確認と原因分析	
・決算後の大量の売上取消し	
・特定の販売先への急激な取引増加

債権管理 滞留債権とその理由、滞留先へのフォロー状況の
確認

経費 交際費を含む経費の内容の確認と承認

固定資産 固定資産の購入と除売却の承認

給与 給与台帳の妥当性と計算結果との整合性の確認

財務諸表 勘定残高の増減分析と異常値（たとえば仮勘定の
急増）の確認
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経営トピック④

【内部監査部門が主体となって取り組む海外事業管理強化案】

①	 	内部監査チェックリストの監査要点を見直す際に、本社の管理
部門が海外拠点を含めて発信しているガイドラインとの整合性
を図るために、各管理部門との協議を重ねるようにした。

②	 	内部監査チェックリストを門外不出として、内部監査部門だけ
で利用されていたものを、子会社に公開し、チェックリストを「内
部管理のためのルール集」として活用してもらうようにした。

Ⅲ おわりに

内部監査チェックリストを用いた内部監査は海外も含めてほ
ぼ一巡し、指摘事項に対する改善もおおよそ完了していると
いう一方、子会社、特に海外子会社における不正の件数が増
加している、または一向に減少する気配がないといった声を聞
くことがあります。

もちろん、内部監査を実施したとしても、不正そのものを発
見できるとは限りません。しかし、なぜ現状の内部監査の手
順・手続で、不正もしくは不正が起こり得る内部統制上の欠
陥が発見できなかったのか？それについて、グループの不正
情報を集約している部門から情報を入手し、定期的に検証す
ることを推奨します。別の言い方をすれば、内部監査の手順・
手続が独りよがりではなく、現実世界のリスクに沿ったものに
なっているのかどうかを検証してみるということです。

これはあくまで一例にすぎませんが、経営に資する内部監
査、今回の海外拠点の内部監査でいえば、グループ全体のリ
スク対応、あるいはグループ経営管理の強化につながる内部
監査とするためには、内部監査部門単独ですべてを解決する
ことは難しく、グループ経営管理の全体的な枠組みの中で、
内部監査部門の責任・役割として何を実施していくのかを明
確にし、経理や人事といった各部門と連携していくことが重要
です。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社　
シニアマネジャー　大島	英人
TEL: 03-3548-5305（代表番号）
hideto.oshima@jp.kpmg.com
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