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内部統制はなぜ「内部」統制なのか 
～内部統制をどう捉えるか③～ 

 
                                                           総合研究部  山本 祥司 

(要旨) 

○内部統制の仕組み・プロセスは、そう呼ばれていなくても、会社法・金融商品取引法により法的義

務とされる前から存在した。制度化されたことにより、①内部統制として経営者による持続的な検

証が求められ、また②外部に開示され、チェックされるべきものとなった。 

○制度化に至った原因は企業不祥事だ。社会あるいは証券市場に及ぼす企業不祥事の影響が看過でき

なくなったため、その抑制手段として、米企業改革法で本格導入された内部統制が取り入れられた。

大企業が対象なのは社会的影響が大きいため、上場企業が対象なのは投資家保護と市場への信頼性

向上の重要な要素だからだ。 

○制度化は、内部統制が、不祥事防止を含むコーポレート・ガバナンスの実効性確保を企業内で支え

る手段となったことを意味する。コーポレート・ガバナンスと関連付けられたことで、企業の内部

は外部と完全に分断された存在ではなくなった。企業内の誰もが、自社の内部統制が社会や証券市

場とつながっており、チェックされるものという意識・緊張感を持つことが必要になった。 

 

１．内部統制の制度化～何が変わるのか 
２つの法律により内部統制に関する法的義務が明確化された（以下「制度化」）わけだが、それに

よってこれまでと何が変わるのだろうか。例えば財務報告に係る内部統制についてみると、多くの企

業では制度化される前から財務報告に係る内部統制に相当する仕組み・プロセスは存在し、また有効

に機能していたはずと考えられる。そうでなければ適正な財務報告は作成できなかったはずだ。そこ

で以下では、制度化に伴う変化について、財務報告に係る内部統制を例に考えてみたい（資料１）。 
まずこれまでについてみると、

財務諸表は、企業内に存在する

財務報告に係る内部統制を基礎

に作成されていた。その有効性

の評価は外部監査人により行わ

れていたが、それは外部監査人

が財務諸表監査を行う際、不正

を見逃すリスクを抑えるためで

あって、あくまで外部監査人自

身の監査手順の一環としてのも

のだった。経営者による内部統

制の評価は制度として義務付け

られたものではなかった（注１）。

資料１ 財務報告に係る内部統制の制度化による変化 
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（出所）ＤＬＲＩ作成。 

第一生命経済研レポート 2006.7 



第一生命経済研レポート 2006.7 

また全ての企業が実施していたわけではないと考えられる。 
制度化後は、２つのことが新たに求められることとなった。経営者による内部統制の有効性の評

価・報告と、外部監査人によるその監査だ。その概要は既に述べたとおりである。 
この間の変化の意味は次の２点にあるといえる。ひとつは、これまで把握しておく必要のなかった

財務報告に係る内部統制の有効性を、今後は経営者が意識的に掌握しておくことが求められるように

なったこと、もうひとつは、あくまで企業内部の仕組み・プロセスに過ぎない内部統制が、今後は、

経営者による内部統制の評価に対する外部監査人の検証やその評価結果の開示を通じ、企業の外部か

らチェックされるべき性質のものと位置付けられるようになったことだ。 
会社法における変化の意味も、基本的には同様とみることができる。取締役会による内部統制シス

テム構築の基本方針決定は、それを行うに際し、自社の内部統制の現状を意識的に掌握しておくこと

が前提となるし、以降もその運用状況を把握しておくことが当然必要となると思われる。決定概要の

開示の義務化は、内部統制が外部からチェックされる性質のものとなったことを示している。また、

決定内容の監査役監査は、この２つの意味を両方含んでいると解釈することができる。 
つまり、内部統制システムに相当する仕組み・プロセスは、そう呼ばれていなかったとしてもこれ

までも確かに存在していた（注２）。それは企業経営を執行していく上で明確に意識はされなくとも

構築されてきた要素のひとつであり、またあくまで企業内部のものだった。しかし今後それは「内部

統制」として経営者による持続的な検証が求められ、また外部に開示され、チェックを受けるべきも

のとなった。 
 

（注１）ただし、「企業内容等の開示に関する内閣府令」により、2003 年４月１日以後開始する事業年度から代表者

確認制度が任意の制度として導入され、その中で財務報告に係る内部統制の有効性の確認が求められている。

また、有価証券報告書でコーポレート・ガバナンスの状況の開示が求められ、その内容のひとつに「内部統

制システムの整備の状況」が例示されている。 
（注２）内部統制の整備が法的義務となり、企業は何らかのアクションを取らなければならなくなったが、何もない

状態からのスタートはありえないことを意味している。 

 

２．制度化の原因は企業不祥事 
では、内部統制の整備はなぜ法的な義務とされたのだろうか。その背景を考えるため、法律制定に

至る経緯を振り返ってみたい。関連する主なできごとを時系列でまとめたものが資料２だ。 
まず会社法についてみると、「会社法制の現代化」の検討は法務省の法制審議会への諮問に始まり、

その後「要綱試案」「要綱案」を経て、2005 年３月法案の国会提出、同年６月成立に至っている。「内

部統制システムの構築に関する決定・開示」の項目は、当初含まれていなかったが、要綱案段階で盛

り込まれ、検討されることとなった。会社法（現代化関係）部会での議論もなされていたが、自由民

主党商法に関する小委員会「中間取りまとめ」に同様の提案が含まれていたことをきっかけに、本格

的な検討に着手されたようだ（注３）。 
法的義務とすることが必要と考えられた最大の理由は、当時相次いだ企業不祥事に対し、それを抑

制すべきコーポレート・ガバナンスが不十分という認識だった（注４）。この時期発生した食品会社

等における複数の不祥事は、それが大企業によるものであったため、株主だけでなく、消費者や取引

先、従業員も含む社会全体に大きな影響を与えた。企業不祥事防止のための商法改正（監査役制度の

強化など）はそれまでも継続的に行われてきたが、それでは不十分と受け止められたのはこのためだ。 



資料２ 内部統制制度化に関連する近年の主なできごと 

年月 内容 会社法 金取法
2000.9 大阪地裁・大和銀行株主代表訴訟判決
2001.12 米エンロン破綻
2002.1 企業会計審議会「監査基準」全面改訂（リスク・アプローチの明確化等） ○
2002.2 法務省、法制審議会に「会社法制の現代化に関する諮問」 ○
2002.4 神戸地裁・神戸製鋼所利益供与事件株主代表訴訟「所見」
2002.5 商法特例法改正、委員会等設置会社との選択制導入（2003年4月施行） ○
2002.7 米企業改革法（サーベインス・オクスレー法）成立
2003.4 「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正（代表者確認制度、コーポレート・ガバナンス開示強化） ○
2003.10 法制審議会会社法（現代化関係）部会「会社法制の現代化に関する要綱試案」取りまとめ ○
2004.6 自由民主党政務調査会「コーポレート・ガバナンスの強化に関する小委員長提案」
2004.6 自由民主党政務調査会「会社法制の現代化に関する中間とりまとめ」
2004.11 東京証券取引所「有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書」導入発表
2004.12 法制審議会会社法（現代化）部会「会社法制の現代化に関する要綱案」取りまとめ ○
2004.12 金融審議会金融分科会第一部会報告「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けて」 ○
2004.12 金融庁「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応（第二弾）について」 ○
2005.2 法制審議会「会社法制の現代化に関する要綱」決定 ○
2005.2 企業会計審議会内部統制部会審議開始 ○
2005.3 会社法案国会提出（6月成立） ○
2005.8 経済産業省「コーポレート・ガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組みに

ついて－構築及び開示のための指針－」公表
2005.11 内部統制法務省令案公表 ○
2005.12 企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」公表 ○
2005.12 金融審議会金融分科会第一部会報告「投資サービス法（仮称）に向けて」 ○
2006.1 東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス報告書」導入発表
2006.2 会社法施行規則公布 ○
2006.3 証券取引法改正案（金融商品取引法案）国会提出（6月成立） ○
2006.5 会社法施行 ○   

（出所）ＤＬＲＩ作成。 
（注）○は会社法、金融商品取引法にそれぞれ関連性の強い事象を示す。 

これに加え、子会社の不祥事であっても、グループ全体に致命的な悪影響を及ぼすという事実が注

目された（注４）。会社法で、株式交換・株式移転により他の会社をグループ化することが容易とな

る中、このことが、親会社株主が子会社不祥事を抑制しうる手段を持つべきという問題意識につなが

った。 
次に金融商品取引法だ。同法で内部統制が制度化されることとなった最大の要因は、2004 年 10 月

以降頻発した有価証券報告書虚偽・不実記載問題だ。中には、上場廃止という一般投資家にまで多大

な損害を与える結末を招いた事案も複数あり、結果として証券市場における開示情報や開示制度の信

頼性を著しく損ねることとなった。有力な上場企業による不祥事であったことだけでなく、多くの企

業で同様の問題が発覚したことで裾野の広がりも問題視された。 
このような状況に対し、金融審議会金融分科会第一部会は「ディスクロージャー制度の信頼性確保

に向けて」と題する報告書で、経営者による内部統制の有効性の評価・報告と外部監査人によるその

監査を含む複数の対応策を提言、これを受けた企業会計審議会が内部統制部会を設けて検討を開始し、

2005 年 12 月「財務報告にかかる内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」の公表に至った。

そして、金融審議会報告「投資サービス法（仮称）に向けて」でこれら提言の導入が勧告され、証券

取引法改正案（金融商品取引法）に盛り込まれるに至っている。 
したがって、根本にある要因はここでも企業不祥事、とりわけ証券市場における開示の信頼性を揺

るがすような不祥事にあったといえる。そして、「有価証券報告書の虚偽記載の発生→財務報告の信

頼性が揺らぐ→会計監査など財務報告の適正性を確保する制度そのものへの信認が揺らぐ→投資家

保護を損ない市場メカニズムの基礎が揺らぐ」という悪循環を断ち切り、制度そのものの信認を回復

させるための手段が求められたと考えられる。その手段のひとつとして、信頼に足る財務報告を作成

しうる仕組み・プロセス（すなわち内部統制）が企業内に存在することの確認が有効と判断されたと

いうことだ。 
要するに、金融商品取引法は財務報告の信頼性確保に係る内部統制、会社法はより広範な内部統制
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という相違はあるが、いずれもまず、看過できない水準の企業不祥事（望まれない企業行動）が発生

し、それを抑制する手段のひとつとして内部統制の制度化が検討されることとなった点は共通してい

る。手段として内部統制が選ばれたのは、米エンロン事件等により導入された企業改革法で、不祥事

防止策としての内部統制が重要な役割を果たすようになったことが影響している。 
会社法において大企業が対象とされているのは、不祥事の社会的影響が大きいからだ。また、上場

企業の財務報告に係る内部統制が求められるのは、その信頼性の確保が、投資家保護と市場への信頼

性向上を図る上で重要な要素だからである。 
 

（注３）法制審議会会社法（現代化関係）部会の議事録（2004 年６月 30 日）（法務省ウェブサイト）参照。なお、自

由民主党政務調査会法務部会商法に関する小委員会「会社法制の現代化に関する中間とりまとめ」（2004 年

６月 16 日）では、「コーポレート・ガバナンスの強化」として「内部統制システムに関する決定・開示の義

務付け、罰則の在り方の見直し等についてさらに検討する」とされている。 
（注４）会社法（現代化関係）部会の議事録（2004 年６月 30 日）に第一の理由、同（６月 16 日）に第二の理由に関

する言及がみられる。 

 
３．なぜ「内部」統制なのか 

企業不祥事の抑制手段として、なぜ内部統制なのか。それは、内部統制が、コーポレート・ガバナ

ンスの実効性確保を企業内部で支える手段と位置付けられるようになったからだと考えられる。以下

このことを考えてみたい。 
コーポレート・ガバナンスは、明確な定義が定まっている概念ではないが、ここでは改定ＯＥＣＤ

原則を参照し、「会社経営陣、取締役会、株主及び、ステークホルダー（利害関係者）間の一連の関

係に関わるものであり、会社の目標を設定し、その目標を達成するための手段や会社業績を監視する

ための手段を決定する仕組みを提供するもの」としておく（注５）。この定義は、一般的なコーポレ

ート・ガバナンスの捉えられ方の２つの側面、つまり、企業経営に対する株主他のステークホルダー

による規律付けや監視のメカニズムなど外部からのコントロールとしての性質と、企業内部における、

取締役会を始めとする経営管理機構の仕組み・役割のあり方という両方を含んでいると考えられる

（注６）。 
過去、企業不祥事のたびにコーポレート・ガバナンスのあり方が問題とされてきたことは周知の通

りだ（注７）。不祥事防止のため、様々なコーポレート・ガバナンス改革が取り組まれてきたことも、

日本に限られない。だが、近年の企業不祥事から明らか

になったことは、コーポレート・ガバナンスだけでは不

祥事防止には不十分という認識ではないかと思われる。

つまり、議決権行使や取締役の選任・解任といった株主

によるコントロール、あるいは監視機能強化など経営管

理機構の改革といった手段だけでは万全ではないのでは

ないかということだ。コーポレート・ガバナンスに加え

内部統制が世界各国で着目されるようになった背景には、

このような意識の変化があると考えられる。 

資料３ コーポレート・ガバナンスと内部統制の

関係 

株主
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
市場等

取締役会・監
査役等の経営
管理機構

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

内部統制

開示

 
（出所）ＤＬＲＩ作成。 

では、不祥事防止の観点で、コーポレート・ガバナン

スと内部統制はどう関連付けられるのだろうか。その関

係を図示したのが資料３だ。 
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この図の意味するところは、まず株主等のステークホルダーや市場が、行動や意思表示により外部

から経営陣を規律付ける。経営陣はその期待に応えるべく企業の目標設定（法令遵守や不祥事防止を

含む）と戦略立案を行うとともに、その執行を支える内部統制を構築する。ここまでがコーポレート・

ガバナンスである。そして、立案された戦略目標を達成し株主へのアカウンタビリティを果たすため、

構築した内部統制を基礎として経営（マネジメント）が執行される。経営陣は、自社の内部統制を検

証し、外部に対してそれを開示することで、コーポレート・ガバナンスの実効性（例えば、不祥事防

止に効果があるということ）を示すことができる。つまり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能

することを確保するために、企業内部においてマネジメントを支えるプロセスが内部統制という関係

になっている（注８）。また、経営管理機構が、コーポレート・ガバナンスと内部統制を結ぶ上で重

要な役割を果たしていることもみてとれよう。内部
．．

統制（コントロール）は、経営管理機構を介し、

コーポレート・ガバナンスの外部
．．

コントロールの側面につながっているということだ。このように、

内部統制がコーポレート・ガバナンスと関連付けられたことにより、企業の内外を通じ一貫した規律

付けが可能になったとみることができる。 
制度的にみた場合、企業内部（あるいはグループ内の子会社）の不祥事がステークホルダーや市場

に悪影響を及ぼすことを抑制しようとしても、コーポレート・ガバナンスで規律できる対象は経営管

理機構しかない。そこで、規制目的達成のため、法律で、経営管理機構等に内部統制を整備・検証さ

せる役割を担わせ、そしてそれを外部からもチェックできるようにすることが考えられた。これが内

部統制の制度化と捉えられよう。 
このように内部統制がコーポレート・ガバナンスと関連付けて捉えられるようになった結果、企業

にとっては次のような点への留意が必要となったといえる。 
まず、内部統制はこれまでも企業内に存在するものだったが、今後は単に存在するというだけでは

済まされず、その有効性について常に検証し、かつそのことをステークホルダーや市場に対して開示

し納得を求めることが必要になったということだ。つまり、内部統制の制度化により、企業の内部は

今や外部と完全に分断された存在ではなくなった。このことにより、内部統制の整備に責任を負う経

営陣はもちろんのこと、企業内の誰もが、自社の内部統制が社会や証券市場につながっており、チェ

ックされるものという意識・緊張感を持つことが必要になったといえよう。 
 

（注５）日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム編「ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス－改定ＯＥＣＤ原則の

分析と評価」2006 年。なお、同原則Ⅵ.「取締役会の責任」Ｄ.７は、取締役会が果たすべき機能として、「独

立の監査を含め、会社の会計・財務報告体制の廉潔性を確保するとともに、適切な管理体制、特に、リスク

管理、財務・経営管理、法律や関連する基準の遵守のための体制が整っていることの確保」という、内部統

制に近い概念を挙げている（同書）。 
（注６）日本では、不祥事防止が主に商法改正で対応されてきたこともあり、コーポレート・ガバナンスは後者の側

面で捉えられることが多い。本稿でも、「２.制度化の原因は企業不祥事」までに示したコーポレート・ガバ

ナンスの語は後者の意味が強いと思われる。筆者は３で示した２つの側面を持つものとしてこの用語を用い

ている。なお、ＯＥＣＤ原則がコーポレート・ガバナンスの市場機能促進の側面を強化していることについ

て、筆者はかつて触れたことがある（「ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則の衝撃」週刊エコノミスト

2004 年８月 10・17 日合併号）。 
（注７）例えば、浅井淳子「コーポレート・ガバナンス論の広がり」日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム編

前掲書所収。 
（注８）ただし、内部統制には、企業会計審議会内部統制部会基準案にも示されている通り、「経営者による無視」

など固有の限界があり、その意味で不祥事防止に万全というわけではない。 

（続く） 
やまもと しょうじ（主任研究員） 
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