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KPMGが上場企業（約3,800社）を対象に実施したサーベイによると、海外拠点での不正被害額は、

国内拠点における不正と比較し高額になるという傾向が示されており、海外拠点における不正防止
の重要性を改めて認識させられる結果となっています。

本セミナーでは、不正防止体制強化に有効と考えられる発見的統制のポイントを解説したうえで、こ
れを海外拠点に展開する際の留意点を考察いたします。さらに、不正の徴候が発見された際のレピ
ュテーションダメージによる二次的損失を最小化するための初動対応、調査対応について、クロスボ
ーダー調査特有の観点を含め考察していきたいと思います。

海外拠点に駐在されている方は、本社から派遣され拠点の管理および本社への報告という業務を
任されていると思います。特に、本社および海外拠点の双方の目線から、不正予防について理解を
深めて頂ければ幸いです。

本セミナーのねらい

出所： 2011年1月発行 KPMG FAS、あずさ監査法人 － 日本企業の不正に関する実態調査
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Agenda

Ⅰ． 不正防止体制の強化

■ 不正防止のための発見的統制

■ 発見的統制のトピック

■ 海外拠点への発見的統制の展開

Ⅱ． 不正発覚時の調査対応

■ 不正発覚時の初動対応

■ 調査の実施

■ クロスボーダー調査の留意点



Ⅰ．不正防止体制
の強化



不正防止のための発見的統制
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 不正を防止するために・・・

いまだ蔓延する不安感

 本体およびグループ会社内で不適切な支出は本当にないか？

 海外子会社に対するモニタリングは本当に十分だろうか？

 不正やコンプライアンス違反が発生する芽は事前に摘み取れているか？

等々

「性悪説」、「性弱説」を前提とした
内部統制を構築してきたはず・・・

不正を防止するために・・・
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不正の特徴を考察

内部統制の高度化
内部統制は、その構造上、必ずスキ（限界）があるものである。
内部統制は、不正防止の基礎として有効であるものの、自身の業務プロセスの内部統
制機能を熟知している者が意図的に行う不正行為に対しては、その効果が発揮しにく
い。

不正は、内部統制のスキをついて意図的に行われる

行動規範の確立、および研修等による周知
研修により何が悪いのかを従業員に周知することができるため、気が付いたら不正行
為に手を染めていたということの防止効果が期待できる。しかし、不正は悪意をもち（悪
いということを理解したうえで）、意図的に行われる行動であるため、不正実行へのブ
レーキとしては限界がある。
なお、役職者にとっては、通常の業務報告から不正の徴候に気付く必要があるため有
益な部分が多い（階層別研修）。

これらは管理体制強化の根幹をなすものであり、極めて重要であるが、
不正防止には、これらアプローチだけで十分なのだろうか？
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何故、発見的統制？

不正実行者は、「これぐらいなら許されるだろう」という倫理の歪みのみならず、「どう
せ見つからないだろう」と認識した時に不正を実行する（魔が差す）ものと考えられる。

つまり、不正を実行しようとしている者に「不正をすれば見つかってしまう」という心理
的プレッシャー（意識）をかけることができれば、不正を未然に防止することができるも
のと考えられる。

発見的統制強化が不正防止には有効なのではないか

 内部通報制度
内部監査
 CAATの活用 ・・・
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不正事例 1  気づきのヒント ～A社の事例（1/2）～

取引内容 A社は、東南アジア企業B社グループの東南アジア拠点（販売先B）に対し、国
内メーカー製品をB社グループの他拠点（仕入先B）より仕入れ、販売するという
輸出貿易取引を実施していた。BグループはA社が介在することで商品代金の
6ヶ月分相当の金融を得ることができるメリットがあった。

状況 ・Ａ社は、貸倒リスクを回避するため、厳格な与信管理を行なっていた。
・Ｂ社における需要増により、B社グループ全体の与信限度を超える取引需要
が生じた。

⇒このような状況において、営業担当者は何を考えたのか？？

国
内
メ
ー
カ
ー

仕
入
先

Ｂ
社

Ａ
社

販
売
先

Ｂ
社

直接取引（本来の姿）

取引当初のビジネススキーム
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手口 担当者3名は、新たな取引先（間接取引）を介在させ、製品の実質販売先がB社
であることを隠すことで、Ｂ社の取引需要に応えた。
また、間接取引の協力会社に対し、販売先Bに対する債権回収リスクをA社が
負担するという口頭での約束をしていた。

発覚 約3年程経過し、頻繁に入金遅延が生じた。定例内部監査での、適切な受渡証
憑書類が整っていないという指摘を受け、調査の結果、間接取引が発覚した。

国
内
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ー
カ
ー

仕
入
先

Ｂ
社

Ａ
社

販
売
先

Ｂ
社

直接取引（本来の姿）

間接取引
（合計15社）

協力 協力 協力 …..

気付きのヒント 与信管理の厳格化により、当初想定していた与信超過による貸倒リスクは減少
したが、同時に潜在的不正リスク（新たな貸倒リスク）が発生していることを認識
すべき。

不正事例 1  気づきのヒント ～A社の事例（2/2）～
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放置故意の
不正行為

不正の根本原因からの考察

不正の隠蔽

ミスの隠蔽

重大な不正

組織のブラックボックス単なる
業務上のミス

当初の原因は、誤謬であったが、これを隠したいとの思いから、隠蔽工作が行われ、これ
が不正となることもある。

特別な人だけではなく、多くの従業員が、
不正に手を染めてしまうリスクに晒されているのではないか
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不正事例 2  誤謬の隠蔽が不正となったケース

 不正の分類、概要および手口

– 架空循環取引

– 正規の輸入取引でクレーム等の損失が生じたため、当該損失に相当する架空の仕入取引を
創造して当該架空仕入商品を名義変更取引のみで販売し、損失の隠蔽を図った。最終的に
当該取引は、取引先を巻き込んだ循環取引として継続された。架空循環取引は、取引担当者
の交代に伴い発覚したが、その間15年以上にわたり継続して行われ、架空循環取引発覚時
の最終損失額は、当初損失の80倍程度にまで膨れ上がっていた。

 不正の動機（個人的動機）

- 主体的関与者は、クレーム損失が明るみになると、当時開始された輸入取引が停止させられ
ると考え、当該損失を隠蔽しなければならないと考えてしまった。また、主体的関与者は、会
社における輸入取引の先駆者としてのプライドから、輸入取引で損失を生じさせてしまったこ
とを他の社員に知られたくなかった。



発見的統制のトピック
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不正の発覚経路

不正の発覚は、通報制度によるものが
多い。
通報制度は、実際に不正を検知する為
の機能のほかに、不正を行なうと周囲
の者に通報されてしまうかもしれないと
いう意識を持たせる不正抑止効果も期
待される。
＊本集計結果には、内部通報制度のみなら
ず、通常の業務報告ルートで発覚した不正も
含まれている可能性がある。

内部統制報告制度導入により業務処
理統制が強化された結果、業務処理統
制において不正が発覚するケースが増
加しているものと考えられる。

出所： 2011年1月発行 KPMG FAS、あずさ監査法人 － 日本企業の不正に関する実態調査

内部からの通報

外部からの通報

業務処理統制

管理者によるモニタリング

内部監査

会計監査人監査

監査役監査
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内部通報の状況

内部通報制度は96%の企業で運用されている。しかし、「頻繁に利用される」と回答した企業はわず
か5%に過ぎず、今後、いかに利用を促進していくのかが課題

96%

84%

49%

4%

16%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Survey2010

Survey2008

Survey2006

内部通報制度の運用状況

運用している 運用していない

頻繁に利用される

5%

利用されたことは

あるが件数は少な

い

61%

利用されたことが

ない

34%

内部通報制度の利用実績

利用促進に向けた主な実施事項
•導入の趣旨を再度周知する
•受付手段、受付対応者の見直し
•通報者の身分保証
利用が促進されたとき（通報件数が増加したとき）に向けての準備
•通報者への確認事項の整理
•通報情報への対応プランの策定
•通報者へのフィードバック方針の策定

出所： 2011年1月発行 KPMG FAS、あずさ監査法人 － 日本企業の不正に関する実態調査
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Survey 2006
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内部監査上のトピック

不正の観点から内部監査上、検討を要すべき課題・・・

• 内部統制報告制度対象業務については、一定の管理強化がなされたものと
考えられるが、昨今、顕在化している不正の多くは、内部統制報告制度対象
外業務であるノンコアビジネス領域から発生している。

• 当然ながら、「ノンコアビジネスから生じた不正だから仕方ない」という風潮
はなく、風評リスクの観点からは、内部統制報告制度の対象外業務・対象
外拠点の監査強化も望まれる。

46%

39%

28%

4%

16%

0% 20% 40% 60%

内部監査の実施者が不足している

不正リスクの特定が難しい

特定された不正リスクに対する監査手続の策定およ

び実施が難しい

その他

課題はない

内部監査の課題
昨今の経済状況下で、人員不足を補うために
は、監査の効率化を図り、実効性を高めるこ
とが現実的。不正の観点からはCAATが有効
となる可能性がある。

不正リスクに気付くためには、監査対
象取引を広くする必要がある。また、各
取引に関する情報を従来よりも深くし
なければ不正か否かの判断は困難で
ある場合が多い。
⇒人材不足と相反する要求

出所： 2011年1月発行 KPMG FAS、あずさ監査法人 － 日本企業の不正に関する実態調査



16© 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved.

不正の徴候の多くは、それ自体が不正を示すものではなく、

⇒複数の徴候から手口を想像することが重要（不正発見目線）

何故、不正リスクの発見が難しいのか
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1 私的資産購入

調達先と共謀し、私的資産（貴金属、家電等を想定）を購入。

なお、通常の取引を行なっていない調達先との取引を実行し

ていることを想定

● ● ● ● ● ● ● ●

2
水増請求による

キックバック
調達先と共謀し、水増し請求をさせ、キックバックを受領 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 架空発注 調達先と共謀し、架空見積、架空発注 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

不正の徴候

No. 不正手口 内容
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• 不正防止には、不正の徴候の発見的統制強化が効果的と考えられる。しかしながら、
一つの不正手口を類推するためには、複数の不正の徴候を検出しなければならない。

• 現状のリソースでは、大量の取引から複数の不正の徴候を発見することは困難。

システム的に検出可能な不正の徴候については、システムによる自動検出、すなわち、
CAATの活用により、少ないリソースでも複数の不正の徴候の検出（発見）が可能とな
ることから、不正防止に効果的であると期待される。

CAAT（Computer Assisted Audit Techniques）とは

ITにより管理されている取引情報等をデータベースソフトウェアにダウンロードし、設定
されたリスク（シナリオ）に該当する取引を抽出する手続である。全取引を対象（網羅
的）に均質な取引検出が実現できることから、不正取引の効果的効率的な検出が期待
できる。

CAATの活用
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CAAT活用例１

架空取引や私的資産購入などの

不正な資産調達が行われていないだろうか？

CAAT 活用例１ ～調達における架空取引～



19© 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved.

CAAT 活用例１ ～調達における架空取引～

Q. 不正リスクの高い取引はどれでしょうか？

調達取引のサンプルデータには高リスク取引が含まれていますが、マニュアル目視で検出ができますか？

管理番号 稟議番号 発行日 実績金額 依頼者 調達担当者 検収者 仕入先 受入日 検収日

A2345CDAC A2211 2009/11/10 30,000              加藤武 加藤武 加藤武 名古屋精機 2009/11/15 2009/11/18
C2345CDBC C7665 2009/11/10 30,000              荒木六郎 松山太郎 伊藤夕子 中田産業 2009/11/15 2009/11/30
C1020TERR C9843 2009/10/4 220,000 山田太郎 松山太郎 鈴木一郎 神田工機 2009/10/6 2009/10/10
B2121UUTR B9223 2009/10/5 380,000 中島二郎 伊藤夕子 鈴木一郎 新橋産業 2009/10/12 2009/10/18
C2234ADEC C2576 2009/10/25 450,000             田山花子 田山花子 田山花子 鈴木工業 2009/10/28 2009/10/30
B2234BDEC B3487 2009/10/25 450,000             松山太郎 伊藤夕子 鈴木一郎 高橋精機 2009/10/1 2009/10/30
C1234ADEC C1234 2009/10/1 850,000             山田太郎 伊藤夕子 松山太郎 日本工業 2009/10/8 2009/10/9
A9999EDRT A1233 2009/10/6 890,000 鈴木一郎 田山花子 松山太郎 高橋精機 2009/11/7 2009/11/20
C1234CDAE C1234 2009/10/1 1,190,000          山田太郎 伊藤夕子 加藤武 日本工業 2009/10/8 2009/10/9
A1234AACC A1587 2009/10/1 1,200,000          山田太郎 山田太郎 山田太郎 東京商事 2009/10/9 2009/10/9
A1234BBCC A8765 2009/10/1 1,200,000          中島二郎 山田太郎 田山花子 神田工機 2009/10/1 2009/10/1
C1234ACDC C1234 2009/10/1 1,200,000          山田太郎 松山太郎 鈴木一郎 日本工業 2009/10/8 2009/10/9
B8794ERTY B9873 2009/10/7 1,250,000 松山太郎 松山太郎 伊藤夕子 竹田建設 2009/10/12 2009/10/14
C1244ADEE C8987 2009/10/5 1,530,000          鈴木一郎 鈴木一郎 鈴木一郎 新橋産業 2009/10/15 2009/10/16
C1244BDEE C4545 2009/10/5 1,530,000          荒木六郎 松山太郎 伊藤夕子 新橋産業 2009/10/6 2009/10/10
A0022FFED A6234 2009/10/3 1,650,000 伊藤夕子 鈴木一郎 加藤武 名古屋精機 2009/10/12 2009/10/12
A1175BCDA A8764 2009/10/2 2,020,000 田山花子 松山太郎 加藤武 内山機械 2009/11/15 2009/11/18
C1234CADD C1234 2009/10/1 2,230,000          山田太郎 荒木六郎 中島二郎 日本工業 2009/10/8 2009/10/9
B2334CCDD B9882 2009/11/1 2,234,400          伊藤夕子 伊藤夕子 伊藤夕子 内山機械 2009/11/7 2009/11/20
B2334CCDD B2357 2009/11/1 2,234,400          加藤武 田山花子 松山太郎 竹田建設 2009/11/7 2009/11/20
C1234ADEE C1234 2009/10/1 4,530,000          山田太郎 松山太郎 鈴木一郎 日本工業 2009/10/8 2009/10/9
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管理番号 発行日 実績金額 依頼者 調達担当者 検収者

A1234AACC 2009/10/1 1,200,000      山田太郎 山田太郎 山田太郎

C1244ADEE 2009/10/5 1,530,000      鈴木一郎 鈴木一郎 鈴木一郎

C2234ADEC 2009/10/25 450,000        田山花子 田山花子 田山花子

B2334CCDD 2009/11/1 2,234,400      伊藤夕子 伊藤夕子 伊藤夕子

A2345CDAC 2009/11/10 30,000          加藤武 加藤武 加藤武

（分析例① 架空取引リスク・・・職務分掌に着目）
「依頼」、「調達」、「検収」を同一人物が行なっている設備調達取引を検出

① 運用ルールからの逸脱が特定の部署に集中している場合、その部署独自の運用ルールが存在
していないか。

② 伝票に記録された担当者は入力代行であり、真の発注者が別に存在していないか。

③ 運用ルールからの逸脱が特定個人に集中している場合、システム利用IDが共有されていないか。

④ 上記ルール違反の中に架空取引、私的資産購入などの不正が紛れ込んでいないか。

Check Point

CAAT 活用例１ ～調達における架空取引～
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CAAT 活用例2 ～不正な財務報告～

CAAT活用例2

財務報告は、適正なのだろうか？
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前提条件

 決算日は３月３１日、決算は４月７日（深夜12時）までに締められる。

① 決算日後の伝票入力日ごとの起票件数、金額に着目

締め日直前の４月７日に高額の仕訳伝票が
起票されている点に着目

仕訳伝票入力日 伝票件数 仕訳合計金額

2010/4/1 125        28,525,115         

2010/4/2 75          42,552,876         

2010/4/3 255        227,928,512       

2010/4/4 320        381,261,998       

2010/4/5 98          78,675,342         

2010/4/6 25          34,587,628         

2010/4/7 18          318,276,985       

2010/4/8 -            -                       

2010/4/9 -            -                       

CAAT 活用例2 ～不正な財務報告～
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② ４月７日の伝票入力者別内訳を分析

仕訳伝票入力者 伝票件数 仕訳合計金額
山田一郎　部長 2            290,000,000           
鈴木幸一 12          23,545,672             
田中明 4            4,731,313              

合計 318,276,985           

 売上計上、手数料の戻しが決算締め日直前に部長自らが起票している。

 決算の締め直前に売上や手数料収入の取消をしており、イレギュラーな処理である
ことが想定される。

日付

2010/4/7 売掛金 170,000,000   売上 170,000,000   
2010/4/7 未払金 120,000,000   支払販売手数料 120,000,000   

借方 貸方

CAAT 活用例2 ～不正な財務報告～
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CAAT 対象業務と検出シナリオの例示

検出シナリオ例

- 取引の依頼者と承認者が同一人物

- 仕入先業者が従業員の近親者

- 幽霊社員への給与支払

- 特定業者への特定担当者からの多数の発注

- 権限の無い社員による取引実行

- ユーザー登録されていない社員による取引

- 調達単価の異常性比較 ・・・・

CAAT対象業務の例

• 設備調達

• 購買

• 経費

• 会計仕訳

• 人件費

• 贈収賄関連 等

CAATは、検出シナリオの設定如何が、その有効性を大きく左右する。
なお、CAATはシステム情報が前提となるため、システム化されていない領域では利用ができない。



海外拠点への発見的統制の展開
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海外拠点における不正リスク上の特性 (1/3)

特性 留意点

① 地理的要因 - 海外拠点は、当該地で完結していることが多く、独自の文化が形成
され、さらに本国ではその事実に気付きにくい。
「売上至上主義（部下への圧力）」
「仕事のスタイル」
「営業方法（交際費）」
「希薄な（濃密な）人間関係」
など、不正リスクにつながる可能性のある事実は、社内の雰囲気
により気付くものも多い。

② 有効な内部統制の欠
如（経営資源の不足）

- 相応の規模を有する組織でなければ内部統制の有効性を維持す
る為のコストを吸収できない。

- 結果、特に小規模拠点においては経営者の特性に経営が左右さ
れやすく、不正や重大なコンプライアンス上の問題が生じかねない。

- 内部統制報告制度の評価対象範囲から外れる拠点および業務プ
ロセスについては、リソースの関係からも本社からのモニタリング
が行き届いていない可能性がある。
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海外拠点における不正リスク上の特性 (2/3)

特性 留意点

③ 人事ローテーション
の困難性

- 長期間同一業務への従事は、取引先との癒着、業務の属人性等
不正の原因となる。

- しかしながら、諸外国では特に専門性が高い業務において人事異
動自体が一般的ではなく、本人の承諾のない異動は業績評価の問
題を引き起こし、訴訟問題に発展しかねない。

- すなわち、担当替えは、転職とほぼ同義となり、結果、長期間従事
となってしまう。

- 日本で不正発覚の好機となる「人事異動」は日本以上に困難を伴う。

④ 現地の非公式ネット
ワークの存在
（取引先との癒着）

- 現地駐在の日本人が形成する日本人コミュニティーで、関係してい
る企業との取引を優遇し、個人的なリベートを受領するなどの不正
リスクが存在する可能性がある。（特にリベートの受取が慣習的に
なっている国）

- また、新興国の現地従業員にとっては、日本企業の海外拠点のトッ
プに着任するならまだしも、昇進昇格や長期的雇用の保障に期待
が持てない日本企業への忠誠心は低く、むしろ如何に現地の非公
式ネットワークに利益があるかが彼らのモチベーションになり得るこ
ともある。
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海外拠点における不正リスク上の特性 (3/3)

特性 留意点

⑤ 言語
（コミュニケーション）

- 社内資料の作成言語、会議で使用する言語など、現地語の使用範
囲を定めておくことが望ましい。現地語の使用範囲が多い場合、日
本人管理者のモニタリングが阻害され不正リスク要因となりかねな
い。

⑥ 日本人の監督姿勢 - 日本人上司による監視監督は言葉の問題を挙げることも多いがそ
れ以上に問題なのが「姿勢」にある。異文化社会の中で、円滑なコ
ミュニケーションを構築することは重要であるが、部下の業務執行
に対し監視監督の甘い上司は早晩、部下から軽視される。

⑦ トップマネジメントの
不正リスク

- 海外拠点のトップマネジメントは、膨大な権限を与えられていること
が多く、結果、外部者からの不正のターゲットになりやすい。本国で
は、トップマネジメントが不正に手を染めてしまうリスクを想定したう
えでのモニタリング策を検討すべき。

⑧ 現地人マインドの
理解不足

- 現地人の考え方と日本人の考え方は根底に相違があることが通常
である。したがって、「モラルがあるはず」、「話せばわかってくれる」
という考え方を安易に当てはめるべきではなく、現地人が何を目的
として働いているのかということを充分に理解したうえで、マネジメ
ント方法を考える必要がある。
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海外拠点における内部監査強化のポイント

内部監査強化のポイント

① 現地の内部監査チームと本社チームの役割分担は？

- 海外においてもっとも大きなリスクはマネジメント層の不正であるが、現地の内部監査
チームはマネジメント不正に対しては無力化するリスクがある。これを回避するために
は、「現地内部監査チームの報告ラインを本社ダイレクトにする」、「言語を考慮し、本
社が雇用した外部者による内部監査チームを入れる」などの措置が有効。

② 現地特有のリスクは手続に反映されているか？

- マネジメントの権限、現地の商慣習などリスク要因となるものが国内と海外では異なる。
よって、現地のリスクに適合した監査手続を策定する。

③ リスクに応じた「手法」を検討したか？

- 日本では一般的ではない、高リスクリスト、個人の資産調査などの活用も検討する。

④ 現場レベルの情報は把握されているか？

- 従業員にアンケートを取るなど、不正の徴候を幅広く掴むことも有効。日本人の倫理
感と現地人の倫理感は少なからず異なることに起因し、不正行為の重大性の認識も
異なっている可能性もある。
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特性 留意点

① 国民性を考慮 - 実効性が低い場合、実効性を高める手段（周知、外部窓口の設置、
通報のインセンティブ？）のみならず、定期的なアンケートを併用す
ることなど他の手法も検討する必要があるが、何が効果的か検討
する際には国民性を考慮することが重要である。

- 英語の普及率が低い国の場合、実効性が上がらない要因に言語
の問題がある場合も存在する。この場合、多数言語に対応した外
部業者の利用などを検討するのも有効である。

② グローバル
通報制度

- 通報窓口が現地のマネジメント管理下に置かれていては、マネジメ
ント層の不正に対し、当該制度は機能しない。なお、外部窓口につ
いてもその報告先が現地のマネジメントであれば同様である。よっ
て、窓口を外部に設置するとともにその報告先を本社にするなど、
現地のマネジメント層が関与しないダイレクトラインの確保が望まし
い。

- ただし、この場合においても事実確認は現地の担当者の関与が必
要となる。通常、日本人出向者等を担当とする、もしくは本社が監
査を実施する（外部委託の場合もあり）。

- プライバシー関連法制への注意が必要（特にEU諸国）。

海外拠点における内部通報制度のポイント
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海外拠点におけるCAAT活用の考察

海外拠点に往査に出向くことが、不正抑止の牽制として望ましいのは言うまでもない。
しかしながら、多数の拠点を少数の内部監査人員で網羅するのは現実的ではないと考えられる。
CAATは、サンプリングツールに過ぎず、これにより現場往査が代替されるものではないが、活用
により、「不正を抑止する」という牽制目的には寄与するものと期待される。

CAAT運用プロセス 各拠点にて運用
各拠点の取引データを

データセンターに集約し運用

① シナリオ設定
本社、各拠点が共同して設定 本社が実施。各拠点の状況をどの程

度反映させるかは本社が判断

② 抽出結果レビュー
各拠点が実施。ただし、傾向を掴む
ため本社が検出件数等をレビュー

本社が実施

③ サンプリングチェック
各拠点がサンプリングした取引につ
いて、各拠点が点検を実施

本社が取引サンプリングを実施し、
各拠点に点検を依頼、各拠点が点検

④ 結果の考察
各拠点にて結果を考察。本社は各
拠点の考察結果をレビュー

点検結果を本社が考察

Point
各拠点の自己点検機能は強化され
るものの、トップマネジメント不正に
は無力化する怖れがある

本社からのモニタリングにより、高い
牽制効果が期待されるが、実態にそ
ぐわないシナリオとなるリスクがある
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簡易スクリーニング ～不正防止体制強化に先だって～

各拠点の状況を調べるといった点では内部監査と同様であるが、簡易スクリーニング
の最大の目的は、不正リスクを捉えるための目線（思考過程）で、各拠点の状況を概
観ことにある（目的が異なれば、異なるものが見えるはず）。

Stage1
不正リスクエリアの検討

【手続1-2】
業務の理解

（インタビューを含む）

【手続1-3】
内部情報の把握

【手続1-4】
リストスクリーニング

【手続2-1】
取引データ分析

【手続2-2】
証憑等の閲覧分析

Stage2
不正の徴候の
有無の把握

【手続2-3】
背景調査

（必要に応じて）

【手続1-1】
マネジメントアンケート

【手続1-5】
対象エリアの特定

• 対象会社の情報をもとに、
調査対象を決定する。調
査対象は、「特定業務プ
ロセス」、「特定取引先」、
「特定人物（社内）」、「特
定不正手口」などのレベ
ルで決定する。

手続の結果

左記手続により、
「対象業務における
不正リスク」、もしく
は「不正の疑義の
ある取引」が認識さ
れる。
しかしながら、不正
事実を認定すること
は困難である。よっ
て、不正の疑義が
高い場合は、引続
調査手続が必要と
なる。



Ⅱ. 不正発覚時の
調査対応
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不正発覚時における調査対応の流れ

・内部通報ルート
・外部からの通報
・社内でのうわさ
・監査での指摘
・
・

不正の懸念 本調査実施対応判断 初動対応 再発防止

・重要性判断
・緊急性判断
・真意の推測

・通報者へのフィー
ドバック

・
・

・情報の収集
・情報の分析
・根本原因の究明
・処分の決定
・調査結果の報告
・
・

・公表の有無
・証拠保全
・調査チーム組成
・
・
・

・短期、中長期に
区分した再発防
止策の実行

・内部統制報告制
度対象範囲の検
討

・

情報収集ルート
の確立が必要

（子会社、取引先
の扱い？）

・判断責任者
・判断基準

（子会社の不正に
対する親会社とし
ての対応を含む）

・対応責任者
・緊急体制方針
・開示方針
などの方針確立

事前に方針として定めておくと良い部分



不正発覚時の初動対応
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初動対応項目の例示

• 開示（公表）

- 適時開示（決算への影響、監査対応）

- 当局等への対応

- 対応すべき地域はどこか

• 調査チームの組成

• 証拠保全

• 情報の統制

• 被害者への対応

• 不正実行者への対応

• マスコミ対応

• 監査法人への説明

• インサイダー取引規制への該当性判断

• 会社関係者への説明

＊対応すべき項目をリストアップし、優先順位づけをする
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初回公表時期の検討

昨今の事例としては、緊急性の高い場合を除き、発覚後2週間程度での公表が多い。

 初回公表は市場に与える影響が大きく、時期、内容の検討には慎重を要する。
これらの検討にあたっては、公表の目的を明確にすることが重要である。

 投資家の投資判断に資するもの
財務影響の概算額（最大額）が判明した時点で開示。
なお、「事実関係」、「責任の所在」、「精確な数値」等は、調査後に再度報告

 被害の拡大防止、消費者との信頼関係回復
緊急性の高い情報（食品、自動車リコール、カード情報漏洩など）は、早急に開示

発覚経路による対応の相違
 企業内部からの発覚

初回公表のタイミングは企業側で決定できるが、公表の遅延は隠蔽体質と批判されるリスクが高い。

 マスコミ等からの発覚
企業は即時に対応せざるを得ない。また、マスコミが会社以上に情報を持っていることも多く、誤った
情報が流れた際にも、会社には訂正することが困難

⇒会社としての誠実性を強調し、過熱する社会の反響を止めなくてはならない。
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海外拠点における不正の公表

 海外拠点での不正発生時の公表にあたっての主な検討事項

 公表すべき国・・・被害者への注意喚起の観点

 当局への報告・・・上場国のみ？被害発生国？

 届出義務、回収義務・・・法令＋レピュテーション

 マスコミ対応の文化的相違・・・説明方法は？

 懲戒処分時の公告・・・表見代理のリスクは？

日本人の感覚が必ずしも通用するわけではない。
したがって、当局からの指摘やレピュテーションリスクといった二次的損害を回避するためにも、
現地の事情に精通した専門家の意見を取り入れることが望ましい。

⇒法令のみならず、当該国における誠意の表現方法も検討すべき。
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調査体制の例示

• 不正・不祥事の調査実施体制は、以下に大別される。

 社内調査チームのみで調査

社内における役員、従業員を中心として部門横断的に調査チームを結成。
調査の客観性、透明性の観点、専門性の有無がポイント。

 第三者委員会が中心となり調査

主に弁護士、会計士等の専門家を中心として調査チームを結成。
なお、社内人員は、資料提供等の事務局的な役割を担う。

 社内調査チーム、第三者委員会の併存による調査

主に社内調査チームが実施した調査アプローチおよび手続に関して第三者委員会
が、その内容を検証するという形式で行われる。

親子上場のケースなどは、子会社で事実解明調査を行うための調査チームを組織
したうえで、親会社は親会社としてのガバナンス状況を調査するためのチームを組
織する場合もある。
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調査体制検討のポイント～

調査体制検討の主なポイント

 経営者不正か、従業員個人の不正か

 企業全体に関わるものか、特定部門特有の問題か

 法令違反の有無および程度

 当局から求められる対応の程度

 企業の主幹事業（コアビジネス）と不正の関係

 不正スキームの複雑性（必要とされる専門性の程度）

 社会的影響の程度

第三者委員会を設置することが望ましいケースの例示

 会社トップの不正への関与が疑われるケース

社内調査チームでは、トップへの不都合な真実に関する調査に限界がある。

 不正行為への関与者が多数のケース

社内調査チームに不正行為者が紛れてしまうリスクがある。

 重要な法令違反の可能性が高いケース

企業として透明性の高い調査を実施し、違反行為の有無を厳格に判断する必要がある。

 発生した不正事案が多数のステークホルダーに影響を与えるケース

調査の客観性・信頼性を高め、説明責任を担保することが極めて重要である。
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クロスボーダーチーム組成の留意点

クロスボーダー調査チーム組成にあたっての主な留意点

 現地チームの組成（現地の不正調査専門家、現地の弁護士）

– 言葉の障壁のみを考えがちであるが、言葉の障壁のみならず、現地の慣習に基
づく不正手口の理解、実施可能な手続範囲（後述）、インタビューやメール分析
における隠語の理解や、微妙なニュアンスの把握は、現地での不正調査経験の
有無が重要である。

– 現地法令に基づく訴訟戦略、懲戒処分時の理由の伝え方、手切れ金を払わざる
を得ない場合の相場観や交渉術、解雇後のリスクヘッジ手法などは、現地で活
躍をしている弁護士が長けている。

 日本チームと現地チームの連携

– 事実解明にあたり必要と考える情報が、現地と日本では異なることがある。意思
決定や開示を行うのが日本である場合、現地の調査に一任するのではなく、日
本サイドと現地サイドが連携したうえで調査手続・範囲を検討することが望まし
い。

– 調査過程における情報開示上の制約にも留意する必要がある。

– 対象拠点が複数者の出資を受けている場合には、報告経路（主担当を決める、
もしくは同時に報告）、報告言語を決定する必要がある。
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グローバル調査チーム組成事例

ケース 不正取引の疑い

背景

• 海外子会社で不正の疑義を示す多数の内部通報が発生し、親会社は事実解明
調査の実施を決定。

• 調査結果に基づく、「処分等の意思決定」、「投資家への開示判断」が日本で行わ
れるため、日本サイドでも調査チームが組成され、調査の目的、進め方を検討。

• 外部情報を利用した調査や現地語で書かれた書類閲覧の必要性から現地の調
査専門家による調査チームを組成、調査の目的、進め方を日本チームと現地
チームで継続的に確認しつつ実際の調査を遂行。

• 不正事実が明らかとなり処分が必要となった。処分の意思決定には、現地の法制
度や慣習を考慮する必要から、現地人弁護士を調査チームに加えた。

Point

• 意思決定を日本で行う場合、調査をコントロールするチームを日本で組成しなけ
れば、調査により意思決定に有用な情報が得られないことがある。

• 現地の感覚と日本の感覚は異なることが多い。よって、現地からの報告は調査結
果をもらうだけではなく、調査過程における密なコミュニケーションが調査成功の
カギとなる。



調査の実施



44© 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved.

 背後情報の把握

不正発生部署の概要、不正行為者の役職（役割）、経歴、職場環境等

 不正の事実解明

不正の内容、損害額および影響金額

 件外調査の結果

同種の不正が他にないことを確認した結果

 不正の発生原因の調査

不正のトライアングル（動機、機会、正当化する姿勢）に従った原因分析

 再発防止策の策定

分析された不正の発生原因を前提とした再発防止策の策定

調査の目的

調査により明らかにすべき事項（調査報告書にまとめるべき事項）は次のとおり。
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仮説検証アプローチの目線を持つことが重要

• 仮説検証アプローチとは、仮説（ここでは不正手口）を定め、「当該仮説が正しいので
あればこのような徴候があり、徴候の有無は、○○の資料により確認できるはず」と
いった観点や、逆に事実情報から「目の前にある情報は、仮説に反しない情報であ
るかどうか」といった観点で仮説を検証しながら、事実を明らかにしていくアプローチ
である。

• 当初、考えていた仮説と異なる事実が生じた場合、一つの仮説に固執せず、速やか
に仮説の間違いを検討しなければならない。なお、この場合、仮説が異なっていた事
実も調査報告書において有用となるケースが多い。

例えば、「横領の事実を隠すために粉飾をした」という仮説が、調査により「業務上のプレッシャーにより粉
飾をした」ということが事実であることが判明した場合、調査報告書上、「○○の手続をした範囲において
は横領の事実は確認されず、一方、△△により業務上のプレッシャーを感じていた可能性が確認された」
などと記載することになる。

• 不正発見のためには、当初想定する不正手口（仮説）のみならず、さまざまな手口の
可能性を考え続けなければならない。このためには常に全体像を捉え、違和感を感
じとるアンテナを高めるとともに、バイアスを排除した考え方を持つことが必要である。

調査アプローチ



46© 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved.

調査で入手する情報の例示

1. インタビューによる供述証拠

- 従業員、退職者、取引先、クレーム申出者等

2. 紙媒体の情報

- 証憑、会計伝票、帳簿記録、契約書、通帳記録、稟議書等

- メモ書き、スケジュール帳等

- 内部通報窓口への通報

3. 電子媒体の情報（デジタルフォレンジック技術の活用）

- 取引（会計）データ

- 個人PC/共有PCデータ、サーバーデータ、バックアップテープ

- 携帯電話等の通信機器

- その他記憶媒体
（CD-R、DVD、USBメモリー、記憶領域を持つ音楽プレーヤー等）

4. 企業調査/個人調査

5. その他

- 顧客からのクレーム情報

- ネット掲示板等への書き込み



クロスボーダー調査の留意点
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クロスボーダー調査実施時の留意点

 現地の商慣習を考慮

- 通常の接待のレベル、キックバックやワイロの特殊性、ベンダーの営業手法など、
対象会社が、どのような不正リスクにさらされているのかを考慮する。

 現地人のマインドを考慮

- 不正の事実解明にあたっては、不正実行者のモチベーションがどこにあるか（動機
が何か）、不正協力者は、何故、協力したのか（忠誠心？他人主義？お金？）といっ
た点を知ることは、調査においても、その後の再発防止策の策定においても重要で
ある。

 現地法令への配慮

- プライバシー法制など調査範囲に影響を与える法令の詳細な解釈を把握し、調査
戦略に反映させなければならない。

 企業調査/個人調査の利用

- 日本においては、個人の資産状況等は開示されていないが、個人情報が開示され
ている国もあり、調査に有用な情報となる可能性がある。また、いわゆる高リスク先
リストが開示されている国もあり、これも有益な情報となる。
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クロスボーダー調査事例

子会社におけるマネジメント不正のケース

背景

• 親会社は、海外子会社のマネジメントが不正を行っている可能性があるとの内部
通報を受けた。

• 通報情報が虚偽であった場合のリスクを考慮し、通報の対象となったマネジメント
の資産保有状況を調査した。結果、給与水準に見合わない資産を保有しているこ
とが判明した（取得経路はわからず）。

• 本人に気付かれぬようLAN経由で会社貸与PC内のメールを取得、同時に会計
データを取得し、秘密裏にて裏付け調査を実施。

• 結果、特定ベンダーと癒着している可能性が濃厚となった。

Point

• マネジメント不正の疑いの場合、背景に権力争いがあるなど、通報情報が虚偽の
ものである可能性も存在する。

• また、海外拠点のマネジメントは絶大な権限を持っている場合もあり、調査の事実
がマネジメントに知れることによる証拠隠滅のリスクが高い。

• よって、秘密裏に調査を進め、真実を固めることが求められ、調査手法、情報統
制などの高度な調査経験が必要である。



タイにおける不正に関する実態調
査（2007年度版）からの考察
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Thailand Fraud Survey 2007より：発覚した不正種類

発覚した不正種類は金融機関とそれ以外の業種では傾向が異なる。

出所： Thailand Fraud Survey 2007 
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Thailand Fraud Survey 2007より：不正行為者のプロフィール

不正行為者の典型的なプロフィールは26歳から40歳までの男性で勤務歴2年から5年、月収25,000
バーツ未満（約67千円）。非管理職の行為が過半数を占める。

出所： Thailand Fraud Survey 2007 
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Thailand Fraud Survey 2007より：不正の発覚経路

不正発覚経路は、内部通報、外部通報が有力なルートであることは日本と比較しても変わらない。

出所： Thailand Fraud Survey 2007 , 2011年1月発行 KPMG FAS、あずさ監査法人 － 日本企業の不正に関する実態調査

• 一方で、タイの2007年の調査では発見的

統制の一環として通報制度を整備していると
回答した企業は41%と低かった。
• ただし、これは2007年当時は内部通報制

度そのものの認知度がタイの企業では定着
しておらず現在では状況は変わっている模様。
（日本における調査でも2006年から2008年
にかけて内部通報制度の運用状況が49%か
ら84%に飛躍的に伸びている）
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