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序論
1

規制当局の声明及び基準設定活動（例えば、COSO 、PCAOB 及び SEC）の一致した流れに
対応して、会社、監査委員会、監査人、及び規制当局は、財務報告に係る内部統制（ICFR）に
対する彼らの焦点を増やしている。SEC 及び PCAOB の代表者による声明は、会社及び監査
人は、内部統制に対し払う注意を増やすべきである、と強調している。例えば、2013 年 12 月の
スピーチで、SEC 主任会計士代理のブライアン・クロトー（Brian Croteau）は以下のように述べ
た。：
我々は、我々の[ICFR]への焦点の強さを維持又は増加しているが、・・・・私は、財務報告に係る内部
統制の監査に関連する PCAOB による検査発見事項の少なくともいくつかは、マネジメントによる
ICFR の評価における類似の問題の兆候であり、従ってまた潜在的に、識別されていない重要な不備
に関するリスクを暗示しているという確信は変わっていない。[また、]私は、全ての重要な不備が適切
に識別されているか疑い続けている・・・・。これは、当該不備が、最初の段階で識別されないこと、又
は不備の重大性が適切に評価されていないこと、のいずれかが原因である。

COSO が 2013 年枠
組みを発行して以降、
マネジメント・チーム

また、2014 年 3 月のスピーチで、PCAOB 審議会メンバーのジャネット・フランツェル
（Jeannette Franzel）は以下のように言及した。：

は、COSO による経

我々は現在、財務報告に係る内部統制の領域において、「完全なる暴風雨」の中にいる。これは、財
務報告及び監査の一環をなす全ての参加者による有効な活動を要求するものである。マネジメント、
内部監査人、及び外部監査人は、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）による、更新された「内部
統制―統合的枠組み」を導き、同時に、外部監査事務所は、彼らの内部統制の監査に関連する
PCAOB 検査発見事項に対応するため対策を講じてきた。

過措置ガイダンスに
準拠して、それを導
入する対策を講じて
きた。
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COSO がその内部統制―統合的枠組み （「2013 年枠組み」）を 2013 年 5 月に発行して以降、
マネジメント・チームは、COSO による経過措置ガイダンスに準拠して、それを導入する対策を
講じてきた。
2013 年枠組みの内部統制構成要素（すなわち、統制環境、リスク評価、統制活動、情報及び
伝達、並びに監視活動）は、1992 年枠組みのそれと同一であるが、新しい枠組みは、会社が、
17 の原則が存在し、彼らの内部統制システムが有効であるか否かを判定するに当たり機能し
ているか否かを評価することを要求している。さらに、17 の原則は、焦点となっているポイント
により支援されている。これは、当該原則に対処するために会社の内部統制のデザイン及び
運用上の有効性の評価に当たり、重要な考慮事項となる。

1

COSOとは、the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionの略であり、2013年5月、

2

2013年枠組み及び例示ツールは、AICPAストアから購入可能である。2013年枠組みのエグゼクティブ・サマリーは、

COSOは、1992年に当初発行された、Internal Control — Integrated Framework を更新した。
COSOのウェブ・サイトより無料で入手可能である。

これらの変更は、異なる不備評価プロセスに対する必要性を駆り立てることになろう。ICFR の
観点からは、2013 年枠組みの 17 の原則の一つ又は複数は、存在しておらず、また機能してい
ない場合は、重要な不備が存在するとされる。これは、2002 年サーベンス-オクスリー法のセク
3
ション 404（「SOX404」）における重大な不備と同等である 。加えて、事業体レベル・コントロー
ルは一般的に、財務諸表に間接的に関連しており、従って、直接的なプロセス・レベルコント
ロールよりも定量的に評価することがより難しいことを認識することが重要である。事業体レベ
ルコントロールはまた、典型的には、組織の規模、複雑性、及びリスク・プロファイルに、より適
合しており、従って、彼らの評価は、より定性的なものとなる。
会社は、SOX404 準拠及び IFCR に関連して COSO の枠組みを使用する一方、その適用を、
他の規制的又は事業的リスクへの拡張することに関して、重要な傾向が表面化しつつある。会
社は、総合的には、彼らの内部統制を客観的に再評価し、改善エリア及びシナジーを識別し、
体系的に、法的、事業的及び報告上のリスクを管理する機会を識別する手段として、2013 年
枠組みの導入を利用する契機及び機会の双方を有している。
この Heads Up は、2013 年枠組みの導入時期、並びに導入上の課題及び先導的な ICFR の
実務に関連する問題を議論している。それはまた、事業的及び規制的準拠目的に関する 2013
年枠組み適用に関する見解及び展望を提供する。2013 年枠組みの概要に関しては、デロイト
の 2013 年 6 月 10 日付 Heads Up を参照のこと。

導入時期

大部分の会社は、
COSO の経過措置
ガイダンスに従い、

会社が 2013 年枠組みを当期に採用することを要求されるか否かに関する質問が提起された。
COSO は、1992 年枠組みが差し替えられる 2014 年 12 月 15 日に、2013 年枠組みの採用を
勧奨する経過措置ガイダンスを提供した。SEC は、「適切で、認識されたコントロールの枠組
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み」を使用することを会社に要求している 。
大部分の会社は、COSO の経過措置ガイダンスに従い、今年度に 2013 年枠組みを採用する
よう進めている。彼らは、そのようにする多くの理由を以下の通り言及した。：

今年度に 2013 年
枠組みを採用する



取締役会、監査委員会及びマネジメント・チームは、COSO が直近のガイダンス及
び先導的実務の使用を実際に示すことを望んでいる。



2013 年枠組みで使用される原則及び焦点となっているポイントは、旧枠組みよりも、
内部統制の構成要素（統制環境、リスク評価、統制活動、情報及び伝達、並びに監
視活動）のより明確な説明を提供している。原則及び焦点となっているポイントに対
する組織の内部統制の状態の評価は、内部統制システムの有効性を合理化及び
強化することにより、組織に価値を提供する可能性がある（すなわち、リスク軽減）。



当年度に採用する可能性が高い同業他社よりも遅れていると認知されることを会
社は望まない。



COSO の経過措置ガイダンスに準拠して 2013 年枠組みを採用することは、投資家、
銀行、産業規制当局又は他の利害関係者により期待されている可能性がある。

よう進めている。

これらの会社は、現在、相違評価実施中であり、当該相違評価及び最初の ICFR テストを、第
3 四半期末までに完了させることを目標としている。これにより、内部統制の相違の修正と再テ
ストを第 4 四半期に始める。この実施時期は、マネジメントが期末に、効率的かつ有効な ICFR
評価プロセスの確実に実施することを助ける。
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2013年枠組みは、内部統制における主要な不備に関する以下の新規ガイダンスを含む。
「重要な不備が存在する場合、組織は、有効な内部統制システムに関する規定を充足していると結論付けることはでき
ない。重要な不備が、内部統制システム内に存在するのは、マネジメントが、一つの構成要素及び一つ又は複数の関
連原則が存在しない若しくは機能していないと判定する、又は複数の構成要素が互いに機能していないと判定する場
合である。
一つの構成要素における重要な不備は、他の構成要素の存在及び機能により受諾可能なレベルまで低減されることは
できない。同様に、一つの関連原則における重要な不備は、他の原則の存在及び機能により受諾可能なレベルまで低
減されることはできない。」。
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SEC Exchange Act Rule 13a-15(c).

2

我々は、今年度（暦年）に 1992 年枠組みを適用し続けることを決定した会社におけるいくつか
の事例を観察した。彼らの決定は全般的に、取締役会、監査委員会並びに内部及び外部監査
人を含む多くの利害関係者との協議に基づいていた。会社は、彼らの決定如何にかかわらず、
彼らが 1992 年枠組みか、又は 2013 年枠組みを使用しているのかを、彼らの ICFR の年次評
価の中で、明確に開示しなければならない。
編集者注：SEC 規則（17 CFR セクション 240.13a-15(c)）によれば、「マネジメントによる、
発行者の財務報告に係る内部統制の評価に関する枠組みは、パブリック・コメントを求める
当該枠組みの広範な頒布を含む、デュー・プロセス手続に従う主体又はグループにより設
定された、適切に認識されている枠組みでなければならない」。
5

PCAOB 監査基準第 5 号 は、「監査人は、彼或いは彼女の財務報告に係る内部統制の監
査実施に当たり、マネジメントが、会社の財務報告に係る内部統制の有効性の年次評価に
使用するものと同一の、適切に認識されているコントロールの枠組みを使用しなければなら
ない。」と述べている。結果として、監査人が ICFR 監査に関して、2013 年枠組みに移行す
る時期は、会社の移行時期に依存する。我々は、マネジメントの ICFR 評価に使用される的
確な COSO 枠組みの開示に関するアプローチと同様に、使用される的確な枠組みを監査
報告書において言及することが適切であろうと信じている。

導入上の課題及び先導的実務

会社は、彼らの決
定如何にかかわら
ず、彼らが 1992 年
枠組みか、又は
2013 年枠組みを使
用しているのかを、
彼らの ICFR の年
次評価の中で、明

会社は、導入プロセスを通じて彼らの方法で作業を進めるため、ある会社は、新しい枠組みに
従ってチェックリスト・アプローチに頼る可能性がある。2013 年枠組み採用により達成されうる
真にその価値を発揮するためには、マネジメントは、一歩下がって、それが、会社の規模、複雑
性、世界的な範囲、及びリスク・プロファイルの観点から、その組織に対するリスクに如何に対
処しているかを評価しなければならない。2013 年枠組みの会社による導入に当たり、枠組み
の原則に対処する最低限の実施、と、当該原則に有効に対処する正しいことの実施、との間に
差異が生じる。正しいことの実施を選択した会社は、価値を発揮し、不正リスクを低減し、財務
報告上のサプライズを回避し、かつ長期間にわたる事業パフォーマンスの維持をサポートする
であろう。
以下の表は、2013 年枠組みの構成要素ごとの原則を要約するものであり、その後に続くパラ
グラフは、彼らが SOX404 目的で当枠組み導入のための作業に当たり会社が経験する共通の
課題、及び当該導入課題への対処を助ける可能性がある先導的な内部統制実務を議論する
ものである。

確に開示しなけれ

統制要素及び要約された原則

ばならない。

統制環境
1.
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誠実性及び
倫理的価値
に対するコ
ミットメントを
例証する。

2.

監視責任を
実施する。

3.

組織、権限
及び責任を
確立する。

4.

適性に対す
るコミットメン
トを例証す
る。

5.

会計責任を
行使する。

リスク評価

統制活動

情報及び伝達

監視活動

13. 関 連 性 あ
る質の高
い情報を
利用する。

16. 継 続 的 及 び
又は別個の
評価を指揮
する。

14. 内 部 的 に
伝達する。

17. 不 備 を 評 価
し伝達する。

6.

適切な目的
を 特 定 す
る。

10. 統 制 活 動
の選択し
展開する。

7.

リスクを識
別し分析す
る。

11. テ ク ノ ロ
ジーの全
般的統制
を選択し展
開する。

8.

9.

不正リスク
を 評 価 す
る。
重要な変更
を識別し分
析する。

15. 外 部 的 に
伝達する。

12. 方 針 及 び
手続を通し
て展開す
る。

PCAOB Auditing Standard No. 5, An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated With an
Audit of Financial Statements.
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有効な倫理プログラムの実証（原則 1、2）
組織が進展し変化するに従い、組織の倫理プログラムは、陳腐化する又は不適切となる可能
性があり、それへの準拠は、「チェック・ザ・ボックス」エクササイズとなる可能性がある。加えて、
多くの組織は、倫理プログラムを確立しているが、それらは、必ずしも財務報告又は ICFR に対
処しているわけではない。エンロンの行動規範は、最終的に会社を終結させ、かつ非常に多く
の者に影響を与えた不正スキャンダルの時期において、ワールドクラスと広く認められていた。
重大な不正事例において、しばしば、誠実性及び倫理的価値に関するそれに加え、その他の
改変されかつ矛盾するメッセージが存在する。多くの事例で、利益に対するプレッシャーと改変
されたメッセージを伝達する個人の性格が非常に強いため、それらは、誠実性及び倫理的価
値に関する組織のメッセージを上回るパワーを持つ。当該組織に広く行き渡っている当該トー
ンは、従業員が、その他の方法で受け入れられない可能性がある不正を犯し、正当化する従
業員の意思決定の要素となる可能性がある。トップの姿勢に関しては、行動が言葉よりも雄弁
である。
共通の導入上の課題
組織が進展し変化するに伴い、組織の倫理プロ
グラムは陳腐化する又は「チェック・ザ・ボックス」
エクササイズになる可能性がある。さらに、多くの
組織は、倫理プログラムを確立してはいるが、そ
れらは常に彼らの財務報告及び ICFR に対する
期待の統合に焦点を当てているわけではない。
組織はしばしば、





トップの姿勢に関し
ては、行動が言葉
よりも雄弁である。



信頼性ある財務報告及び ICFR の重要性
に関して焦点が当てられたメッセージの発
信等の、正式な継続的倫理プログラムを有
しない。
監査委員会による倫理プログラムの監視を
有しない。
環境変化に対応して、必要に応じ、行動規
範の継続的適切性に関するレビューの実
施、又はその更新の実施を怠る。



不適切な強制をトップ及びミドル・マネジメ
ントから受ける又は具体的に財務報告及び
ICFR を含む継続的研修プログラムを有し
ない。



従業員に対する利用可能な適合性ある資
料及びリソースを有していない又はそれが
適合性ある言語を用いていない。

先導的内部統制実務

統制環境：



マネジメントは、監査委員会の指揮及び監視
下で、信頼性ある財務報告及び ICFR に重点
を置いた継続的倫理プログラムを保持する。



全てのレベルのマネジメントは、強固な倫理
価値の重要性を補強するため、財務報告及
び ICFR 関連トピック等の、コミュニケーション
を行う。



取締役会（監査委員会）は、誠実性及び倫理
価値に関する基準及び期待を確立するため、
行動規範の定義及び創設を監視する。



行動規範は、新規従業員が入社した際、及び
その後は年次で提供され、かつ認識される。



行動規範は、第三者に提供され、かつ認識さ
れる。



事業体は、財務報告及び ICFR に関連する非
倫理的行動の報告に関する様々なやり取り
の方法を提供する。



財務報告及び ICFR に関連する非倫理的行
動は、適時に評価され、解決される。



マネジメントは、報告された倫理的行動の量
又は性質における傾向を評価し、かつ当該倫
理プログラムに関する改善アクションの改良
のための段階を踏むか否かを判定する。



マネジメントは、第三者の倫理監査等、定期
的倫理評価を実施する。



行動規範への違反は、適時に対処される。



誠実性及び倫理的価値の期待を、第三者
及び外部委託サービス提供者に伝達して
いない。



財務報告を含む、倫理に関する不適切な継
続的トレーニング・プログラムを有する。



有効性の定期的評価を実施していない。

情報及び伝達：



買収における倫理プログラムの十分な導入
及び密接な監視に失敗している。





文化的、社会的又は市場における、倫理及
び誠実性に対する抵抗等、有効な倫理に
対するリスクの十分な検討に失敗している
（例えば、特定の新興市場においては、賄
賂は受諾可能なビジネス実務として見られ
ている可能性がある。

事業体の倫理プログラムは、内部従業員によ
る非倫理的行動が報告可能な複数のチャネ
ルを提供する。



事業体の倫理プログラムは、外部当事者によ
る非倫理的行動が直接報告可能なチャネル
を提供する。
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有効な不正リスク評価の実施等のリスク評価（原則 7、 8）
マネジメントのリスク評価に対する注意は、財務報告リスクよりも、事業上又は規制上のリスク
により焦点が当てられる可能性がある。また、財務報告の観点では、棚卸資産の盗難又は不
正費用報告等の、資産の保全及び不正（これは、一般的に実際に識別された重要な不正の 3
6
から 4 パーセントを示すに過ぎない ）に関して、不正な財務報告のリスクよりも焦点が当てられ
る可能性がある。慎重な事業体による不正リスク識別は、特に利益に対するプレッシャー及び
アグレッシブなインセンティブ報酬プログラムが存在する場合には、不正リスク評価の重要な一
部となる。加えて、マネジメントはしばしば、不正リスク評価の一環として、産業の特定リスク及
び潜在的不正スキームを適切に検討していない。例えば、マネジメントによる内部統制の無視
並びに重要な判断及び見積りを含む財務報告領域に関する潜在能力は、ICFR に関連する不
正リスク評価において特別な焦点領域とされるべきである。
リスク評価は内部統制のデザイン及び導入を支えるものであるため、不完全又は有効でないリ
スク評価プロセスは、ICFR の有効性に重要な影響を有する可能性がある。さらに、重要な虚
偽表示又は不備（個別に、又は合計して）は、リスク評価構成要素に関連する原則が、有効で
ないことを示唆する可能性がある。
共通の導入上の課題

慎重な事業体によ

組織の発展及び変化に従い、組織のリスク評価
プロセスは陳腐化する可能性があり、また、更新
の実施は、少しだけの更新であっても、「チェック・
ザ・ボックス」エクササイズとなる可能性がある。
加えて、事業体のリスク評価は、財務報告及び
ICFR に関連するリスクを適切に考慮せずに、事
業上又は規制上の事項に焦点を当てる可能性が
ある。

る不正リスク識別は、
特に利益に対する
プレッシャー及びア
グレッシブなインセ
ンティブ報酬プログ

先導的な内部統制実務

リスク評価：



加えて、不正リスク評価に関して、事業体は以下
を実施する可能性がある。

ラムが存在する場



合には、不正リスク
評価の重要な一部



となる。

6

評価実施に当たり、関連する不正の種類を
考慮しない（すなわち、不正財務報告、資産
の横領）。

事業体は、そのリスク評価を年一回レ
ビュー及び更新する。
০

外部報告目的に関連するリスクは、
必要に応じ、主要な機能及び構成要
素のマネージャーからのインプットと
供に議論され、レビューされ、かつ改
訂される。

০

関連するリスクのそれぞれに対する
対応が識別される。



不正リスク評価は、外部報告に関係する潜
在的不正スキームを識別するために、主要
な機能及び構成要素のマネージャーからの
インプットを考慮して、年に一度実施又は更
新される。
不正リスク評価の結果は、監査委員会と議
論される。

不正な財務報告が発生しうる以下の方法を
検討していない。
০

マネジメントによるバイアス（例えば
会計原則の選択における）。



০

外部報告における見積り及び判断の
程度。

統制活動：

০

事業体が事業を行う産業セクター及
び市場に共通の不正スキーム及び
シナリオ。

০

事業体が事業を行う地球上の地域。

০

不正な行動を動機付ける可能性があ
るインセンティブ。

০

技術の性質及びマネジメントが情報
の操作を行う能力。

০

重要なマネジメントによる影響のもと
に あ る 通 常 でない、又 は 複雑 な取
引。

০

既 存 の 統 制 活 動 をか いく ぐ る た め
の、マネジメントによる無視、及び潜
在的スキームに対する脆弱性。



事業体は、IT 環境に関連する統制活動等、
リスク評価で認識されたリスクを軽減する
統制活動を選択する（不正リスク評価も考
慮に入れる）。

デロイトの Ten Things About Financial Statement Fraud を参照のこと。
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共通の導入上の課題



内在リスクとは対照的に、残余リスクを不適
切に考慮する。



不正リスクを定期的（例えば年次）、及び事
業体内部又は外部環境の重要な変化が生
じた際に、再評価しない。



外部委託サービス提供者により実施される
関連活動に関するリスクを検討しない。



不正リスク評価の結果を監査委員会と共に
レビューしない、又は監査委員会が、マネジ
メントによるコントロールの無視リスクへの
チャレンジ等、マネジメントによる不正リスク
評価に対し、有効にチャレンジしていない可
能性がある。

先導的な内部統制実務

変化の識別、及びリスク評価プロセスへのそれらの適切な要因づけ（原則 9）

企業は典型的には、
IT システムに関し
ては強固な変更プ
ロセスを有するが、
彼らはしばしば、財
務報告に影響を与

変化はリスクを創出する。従って、マネジメントは、適時に組織に影響を与える変化を識別し、
かつ評価することができるようなプロセスを導入しなければならない。企業は典型的には、IT シ
ステムに関しては強固な変更プロセスを有するが、彼らはしばしば、財務報告に影響を与えう
るその他の変化を管理するための定義されたプロセスを有していない。それは、外部で（例え
ば、新会計規定）又は内部で（例えば、非経常的若しくは複雑な取引に関する会計処理、事業
プロセスの再設計若しくは集権化、又はサービス提供者に対するアウトソーシング）組成される
可能性がある。時には、これらの変更及び関連内部統制に関連する役割及び責任は、複数の
当事者に広がり、有効に監視されない。加えて、多くの会社は、経過期間中のこれらの新規役
割及び責任に関する従業員トレーニングを提供することの重要性を過小評価している。これに
より、有効でない内部統制のリスクが創出される。
実務的には、重要な不備は頻繁に、これらの変更に関連しており、関連するリスクの不適切な
評価並びに直接リスクに対処するコントロールの不十分な配置及び監視の両者による結果の
一部となる。

えうるその他の変
共通の導入上の課題

化を管理するため
の定義されたプロ



セスを有していな
い。



適切な人員が関与した、詳細で、思慮に富ん
だリスク評価の欠如（及びその結果としての、
適切なコントロールの識別及びデザインの失
敗）。
マネジメントが、適切に追加的な能力の必要
性を評価すること、又は第三者等、他の者を
関与させる必要性に対応することに失敗す
る。



主要な個人の変更の検討及び監視の失敗。



非経常的取引又は事象の評価又は会計処理
に使用されるデータの信頼性の欠如（例えば、
通常のデータ品質コントロール下にないデータ
が、不正確又は不完全である可能性があ
る。）。



マネジメントによる無視に関する潜在的可能
性の上昇（インセンティブ又はプレッシャーが、
バイアスを創出する可能性がある）。



外部事象又は傾向、及び事業体の ICFR に対
するそれらの影響の検討又は目的評価の欠
如。



機能（例えば、事業、税金、及び財務報告）間
のコミュニケーションと調整の欠如。
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先導的な内部統制実務
統制環境：



変化又は事象により影響される報告ライン及び
責任は、評価され更新される。



事業体は、外部財務報告及び ICFR に関連する
能力を監視する。

リスク評価：



マネジメント（機能又は構成要素のマネジメント、
第三者専門家、又はその双方からのインプットを
有する）は、変化又は事象が、不正に対するもの
を含む、新規又は修正されたリスクを生じさせた
か否かを判断する。

統制活動：



変化又は事象から生じるリスクの対応に当たり、
マネジメントは、(1)新規コントロールが必要であ
る、又は(2)当該リスクは、既存のコントロールに
より適切に対処されるか否かを判定する（例え
ば、複雑又は非経常的な契約条件の識別及び
評価に関するコントロール）。



米国会計基準の適用に係るコントロール。

共通の導入上の課題

先導的内部統制実務



変化又は事象の影響算定に係るコントロール
（IPE 7等）。



システム導入変更コントロール。



内部統制方針及び手続は、場合に応じて、変
化又は事象を反映するために更新される。

情報及び伝達：



ICFR に関連する可能性がある、変化又は事
象の適時な識別を促進するため、情報源泉が
識別され、かつコミュニケーション・チャネルが
確立されている。

監視活動：



内部監査は、新規又は非経常的事象又は取
引に影響を受ける、適時な別個の統制活動の
評価を実施する。



SOX 証明プログラムは、全ての関連情報が提
供されていることの確認を要求する。

職務の分離（原則 10, 11）
多くのマネジメント・チーム及び取締役会は、本当に、従業員が不正を犯すために共謀す
るリスクに関して懸念を抱いている。しかしながら、複数のシステム又は手動のプロセスを通じ

職務の分離におけ
る不備は、重要な
不備及び重要な不
正行為に共通する
発生原因となって
いる。

て適切な職務分離をマネジメントが失敗することは、従業員が、共謀なしに不正を犯したり又は
不正行為を隠蔽することができるであろう、独特のリスクを提起する。不正を犯す機会及びそ
の発生可能性は、共謀が必要でない場合、職務が適切に分離されていない場合には、非常に
より高い。これは特に、相当な数の財務取引を個々に処理する、大きな統合型業務（ERP）シ
ステム時代には、真実であった。正確でない、かつより事業に焦点が当てられる可能性がある
発見統制のみでは、その性質上、しばしば、不正予防又は発見に有効ではない。特に、多くの
重要な不正行為は、一つの重要な取引の結果ではなく、一定期間にわたり合計された場合に
のみ重要となる。
職務の分離における不備は、重要な不備及び重要な不正行為に共通する発生原因となってい
る。以下は、当該不備を含む重要な不備に関する過去 10 年間に報告された、多くの公開会社
の内部統制開示のいくつかの例示である。
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・

「具体的には、会社は、財務報告に係る内部統制において、合計して重要な不備と
なる、職務の分離、アクセス制限、ベンダー及び顧客マスター・データの変更、取引
レベル並びに決算に係る統制に関する不備を識別した。」

・

「ユーザーによるアクセスを制限する、並びに開発、管理の変更、及びシステム・ア
プリケーションの維持をレビューするための、有効でない職務の分離及び全般的情
報技術統制に関連する重要な不備[が存在する。]」

・

「[ERP アプリケーション導入前の、適切なユーザー承認テスト実施の失敗]は、不適
切な職務の分離及び ERP のユーザーへ割り当てられた役割を基礎とした特定の
仕訳入力の承認にかかる不適切な統制をもたらした。」

・

「[マネジメントによる評価で識別された重要な不備は、次のものを含む。] 重要な
勘定及びプロセスにおける、適切な職務の分離の欠如、及び反不正プログラム及
び統制等の、マネジメント監視に係る有効でない統制。」

Information produced by the entity.
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・

「財務報告に係る内部統制における重要な不備は、職務の分離の欠如、及び財務
諸表のマネジメントによる適時かつ一貫したレビューに関する不備・・・・に関連[する
ものであった]。」
共通の導入上の課題









先導的な内部統制実務

職務が、複数システム又は手動プロセスを
通じて、適切に分離されていない可能性が
ある（例えば、補助元帳及び総勘定元帳の
両者へのアクセス）。

統制環境：



マネジメントによるコントロールの無視のリス
クに対する監査委員会の監視に関連するコ
ントロール。

IT システムへのアクセスが、システムの機
能性又はデータに対する変化をコントロー
ルできないために、重大又は重要な問題を
生じさせる可能性がある（例えば、変更実
施又は移動のアクセス）。これは、利用者
の(1)自動化されたシステム・コントロール、
(2)財務又はコントロール報告書、及び(3)
関連システムにおける取引のソースデータ
の妥当性に関する信頼性を損なう可能性
がある。



目標達成のためマネジメントに対するプレッ
シャーの大きさを評価及び監視するコント
ロール。

職務の分離を確保するためのコントロール
が、適切に全体的に実施されていない。特
に、小規模又はより分散した拠点。
軽減コントロール（例えば、より高度の財務
結果のレビュー）は、職務の分離に関係す
るリスクを軽減するために十分に正確でな
い可能性がある。

リスク評価：



有効な不正リスク評価の実施に関連するコン
トロール。これは、不正を犯す機会、正当化、
及びインセンティブ又はプレッシャーを考慮す
る。

統制活動：



兼務すべきでない職務の分離を定義及び対
処するコントロール。



分離することができない可能性がある兼務す
べきでない職務に関係するリスクを軽減する
コントロール。



ICFR を支援する関連システムに関する IT コ
ントロールを識別する以下のコントロール。
০

テクノロジー・インフラストラクチャー・コ
ントロール。

০

セキュリティー管理コントロール。

০

テクノロジー取得、開発及び保持コント
ロール。

監視活動：



定期的に、職務の分離を妨げるユーザー・ア
クセスのコンフリクトを識別、評価及び改善す
る監視コントロール。



定期的に、ICFR に関連するシステムに対す
る IT 担当者のアクセスを評価する監視コント
ロール。

マネジメントによるレビューコントロールの有効なデザイン（原則 10, 12, 13,
16）
マネジメントによるプロセス及びコントロールのデザインは典型的に、予防的及び発見的コント
ロール（例えば、マネジメントによるレビューコントロール）から構成される。しかしながら、マネ
ジメントは、SOX404 目的で当該コントロールへ過度に依拠している可能性がある。これは、そ
れらがしばしば、それ自身、重要な虚偽表示、具体的には、合計すれば重要な金額となりうる
より少額又はシステム上の虚偽表示、を発見するために十分に正確ではないためである。時
には、これらのコントロール（例えば、予算と実績の比較コントロール）における業務上のバイア
スが存在する。コントロールは、差異が生じた場合に潜在的虚偽表示を識別するようデザイン
されている可能性があるが、それは、差異が存在しない場合には虚偽表示を識別するようデザ
インされていない可能性がある。この理由により、マネジメントによるレビューコントロールのデ
ザイン及びそれらの運用上の有効性の証拠は、特に見積りに関連する、及び米国会計基準の
新規又は頻繁でない取引又は事象に対する適用に関連する、マネジメントによるレビューコン
トロールに関して、マネジメント、監査人及び規制当局にとって重要な焦点領域となっている。
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共通の導入上の課題
マネジメントは、以下の例示にように、十分に正確
でないマネジメント・レビュー・コントロールに過度
に依拠している可能性がある。

ICFR 目的でリスク
を軽減するコント



コントロールの目的が、差異の説明のみで
あり、記帳金額が適切か否かの評価ではな
い。



実施基準及び期待値が明確 では ないた
め、コントロールが意図されたように機能し
なかった。



レビュー実施者が、十分に詳細化された又
は分解されたレベルで、基礎データ又はサ
ポート資料を評価していない。



コントロール内で使用されるデータ（レポー
ト）の信頼性が、ユーザーによって適切に考
慮されていない。



レビュー担当者が、データ又は識別された
エラーを評価するに十分な知識及びサポー
ト資料の基礎を有していない。



レビュー担当者により使用される調査に関
する規準が高すぎる、十分に定義されてい
ない、又は一貫して遵守されていない。



エラーが発生したか否かを判定するための
フォローアップに関して、レビュー担当者が
ほとんど質問しない、又は十分に熱心でな
い。

ロール選択に当た
り、マネジメントは、



コントロール実施の証拠が、監視部門が客
観的に、レビュー担当者が何を検討した
か、及びレビュー担当者の結論の基礎を判
定することができるには、不十分である。



米国会計基準におけるマネジメントの検討
の不十分な証拠が存在する（例えば、監査
人による米国会計基準の評価は、マネジメ
ントにより対処されない会計上の問題を考
慮する）。

マネジメント・レ
ビュー・コントロー
ルの正確性を、
様々な要素を考慮

先導的な内部統制実務

統制環境：



マネジメント・レビュー・コントロールに責任を
負う、マネジメント・レベルの個人等、全てのコ
ントロール・オーナーは、期待値に達しない実
施について責任を問われる。

統制活動：



ICFR 目的でリスクを軽減するコントロール選
択に当たり、マネジメントは、マネジメント・レ
ビュー・コントロールの正確性を、例えば以下
の要素を考慮することにより評価する。
০

コントロールの目的。

০

コントロールが軽減することをデザインさ
れている、リスクの性質及び重要性。

০

コントロールが実施される組織内のレベル
（例えば、残高、事業ユニット/場所、又は
高 度に 集約 された ベースでの 企業 レ ベ
ル）。

০

詳細 性のレ ベル及 びサポ ート資料 を含
む、コントロールで使用されるデータ及び
レポートの性質。

০

コントロールで使用されるデータ及びレ
ポートの信頼性。

০

コントロールが実施される頻度及び継続
性。

০

コントロールを有効に実施する、コントロー
ル・オーナーに必要とされる能力及び知
識。

০

調査に使用される規準及びプロセス。

০

コントロールが、他のコントロールに依拠し
ている、すなわち、その他のより正確なコ
ントロールが識別されることを示唆してい
るか否か。

情報及び伝達：

することにより評価



する。

コントロール方針及び手続は、事業体の内部
統制イントラネット・ウェブ・ページに保持され
かつ伝達されている。

監視活動：



四半期毎に、コントロール・オーナーは、彼ら
が責任を負うコントロールを、設定された方針
及び手続に準拠して実施したことを証明す
る。



内部監査は定期的に、マネジメント・レビュー・
コントロールの有効性のレビューを実施する。

外部委託サービス提供者（複数の原則）
情報、事業プロセス及び IT に関する外部委託の重要な増大を与件として、外部委託サービス
提供者（OSP）に関連する内部統制が、重要となってきている。ほとんどの会社は、2013 年枠
8
組みの統制活動要素に対処するため、サービス組織から入手した SSAE16 レポートを評価す
るプロセスを具備しているが、ほとんどの利用者組織は、枠組みのその他の 4 構成要素（例え
ば、行動規範に関する期待、責任及び権限の伝達に係る統制、並びにサービス・レベル契約
及び伝達に関する統制）に関連する OSP 考慮事項に対処する正式かつ監査可能な統制を有
していない。

8

AICPA Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16, Reporting on Controls at a Service
Organization.
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・

加えて、会社は直接、OSP からの報告書を基礎として、それらの報告書が実質的に正確かつ
網羅的であるか否かを判定する適切な監視メカニズムなしで、重要な仕訳を記帳する可能性
がある。マネジメントにとって、OSP に係る強固な監視コントロールを確立することは重要であ
る。当該コントロールなしでは、SSAE16 報告書が送付される年度後半に、予期しない限定付
報告等、不運なサプライズが生じかねない。
共通の導入上の課題

・

誠実性及び倫理的価値の期待が、OSP に
伝達されていない。

・

権限及び承認方針、並びに OSP を含む他
の者に委譲された役割の不適切な監視の
欠如。

・

不正リスク等、OSP により実施される関連
活動に固有のリスクの検討の失敗。

・

OSP により実施される統制活動識別の失
敗。

・

OSP とのコミュニケーション・ライン確立の
失敗。

・

先導的な内部統制実務

統制環境：



マネジメント及び取締役会は、組織構造、報
告ライン、並びに適切な権限及び責任を確立
する際に、OSP を検討する。



OSP は、指揮及び実施、能力レベル、期待さ
れる情報、権限委譲の範囲、並びにコミュニ
ケーション・フローに関する事業体の期待に
関連する明確かつ簡潔な契約条件を提供さ
れる。



マネジメントは、OSP の能力を評価する。



マネジメントは、サービス・レベル契約又はそ
の他の合意された基準に対する、OSP の業
績を評価する。

OSP により実施される統制活動監視の失
敗。

リスク評価：



リスク評価プロセスは、OSP による可能性あ
る共謀等、OSP におけるリスク発生を考慮し
ている。



事業体は、OSP との関係等、事業上の変化
に関するリスク評価を更新する。

マネジメントにとっ
て、OSP に係る強
固な監視コントロー

統制活動：

ルを確立することは



重要である。

マネジメントは、(1)OSP での関連コントロー
ル、(2)事業体内の関連コントロール又は(3)
その両者を識別する。

情報及び伝達：



非倫理的行動を報告する伝達チャネルは、
OSP が利用可能とされている。



事業体の代わりに事業プロセスを管理する
OSP から得られた情報は、事業体により内部
で作成された情報と統一の品質期待に課され
る。

監視活動：



事業体は、必要に応じ SSAE16 報告書を入
手し評価する等の、OSP の活動を監視する
（例えば、より頻繁な監視活動は、安定的状
態に達するまで、新規 OSP 関係に関して実
施される）。

情報品質（原則 13）
財務報告上の虚偽表示は、誤りのあるデータ又はレポートに対する不適切な依拠から生じる
可能性がある。これは、以下のいずれかに関連するデザイン又は運用上の有効性における失
敗に起因する。

・

ソース・データに関するコントロール（すなわち、手動又は自動化されたコントロー
ル）。

・

インターフェース及びデータ・トランスファーに係るコントロール。
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システムから作成された情報の信頼性及び誠実性を支援する間接的な IT 全般統
制（GITC）

時には、会社は、SOX404 目的で彼らが依拠する重要な情報に関連するリスクに対処する適
切な統制を有していないか、又は当該情報に係る統制の識別若しくはテストに失敗している。
この問題に対する解決は、マネジメントが、システムから作成されない報告書並びに OPS への
及びからのデータを含む、データに関して導入された具体的な統制を有していることを確証す
ることである。加えて、会社は、基礎的 GITC を超えて見る必要があり、また、財務報告情報及
びデータに係るプロセス・レベル統制に焦点を当てる必要がある。
共通の導入上の課題







らが依拠するデー
タに関する適切な

統制活動：



情報オーナー及びユーザーが、情報の信
頼性（すなわち網羅性又は正確性）に影響
を与えるソースデータ、レポート・ロジック、
又はパラメーターに係るコントロールをデザ
イン及び導入することの失敗。

ICFR に関連する事業上及び規制上の情
報に関するコミュニケーション・チャネル及
びコントロールが有効でない。



マネジメントは、ICFR に使用される、外部
当事者からの情報に係るコントロールを適
切に検討していない（例えば、サービス組
織又はマネジメント側の専門家）。

様々な統制活動が、特定のデータ及びレポー
トに依拠して実施される。
例えば、

০ 自 動 化 され た 及 び/ 又 は 手 動 の コ ン ト
ロールが、取引情報（ソースデータ）が妥
当かつ正確であることを検証するために
確立されている（例えば、供給者番号と
購入依頼の確認チェック）。

情報要求が、組織の現状を反映すべく、更
新されていない（例えば、事業ユニット構造
及びシステム生成レポートの変更）。



時には、会社は、
SOX404 目的で彼

事業体が、情報に関するコントロールの期
待を定義するデータ統治戦略、方針、又は
基準を有しない。

先導的な内部統制実務

০ マネジメントは、財務報告システム間の
情報移管の網羅性及び正確性を検証す
るため、システム間情報の手動調整を実
施する。

০ 情報セキュリティー及びプログラム変更
に係る GITC は、財務報告アプリケー
ション及び関連インフラストラクチャーの
ためにデザイン及び導入されている。

০ スプレッドシート・コントロールが、外部財
務報告及び ICFR に使用される全てのス
プレッドシートに関してデザイン及び導入
されている。

コントロールを有し
ていない

০ マネジメントは、事業体と外部当事者（例
えば、サービス組織、顧客及び供給者）
間で移管される情報に係るコントロール
を導入している。
情報及び伝達：



マネジメントは、外部財務報告及び ICFR に
使用される情報の質を検証するため、データ
統治戦略、方針及び基準を確立している。



マネジメントは、情報の保持を通じて、フロー
チャート、データ・フロー・ダイヤグラム、プロ
セス記述書、手続マニュアル、及びコントロー
ル手続（例えば、コントロールで使用される情
報作成及び保持に係るコントロール）等、デー
タの保全性に係るコントロールの機能を支援
している。

監視活動：
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四半期毎に、コントロール・オーナーは、彼ら
は設定されたデータ管理方針及び手続に準
拠したことを証明する。



内部監査は定期的に、設定された管理方針
及び手続に従ってテストを実施する。

内部統制デザイン評価（複数の原則）
事業体レベル・コントロールのデザインが完全に評価されない場合、当該統制における不備は、
見逃される可能性がある。2013 年枠組みにおける 17 の原則のそれぞれが存在し、かつ機能
しているか否かを別個に判定する規定がある条件下では、事業体レベル統制は、重要な基礎
的統制である。我々の経験によれば、マッピング・エクササイズ（すなわち、現行統制の 2013
年枠組みへのマッピング）実施の結果ではなく、ギャップの過半数は、統制のデザインの評価
並びにそれらの統制をテストするマネジメント、内部監査人及び外部監査人の能力を評価する
結果として識別される。マネジメントが、内部統制改善及び ICFR 証明を支援するため、強固な
デザイン評価を指揮することは重要である。
共通の導入上の課題



事業体レベル・コントロールのデザイン及び
検証する能力を適切に評価することの失
敗。

先導的な内部統制実務



業務及びコンプラ
イアンス目的での
2013 年枠組みの使



用（ICFR に加えて）

以下の規準が、間接的事業体レベル・コント
ロールのデザイン評価において評価される。
০

コントロールがどのように実施されると
期待されるかの詳細な説明。

০

コントロールが、関連する焦点ポイント
及び原則にいかに対処するか。

০

コントロール・オーナーの権限及び能
力。

০

コントロール実施の頻度及び継続性。

০

調査に関して使用される規準（すなわ
ち閾値）及びフォローアップ・プロセスの
適切性の検討。

০

その他のコントロールまたはサポート・
データへの依拠。

以下が、コントロールのテストの可能性に関
連して検討及び対処される質問である。
০

コントロールの運用上の有効性がどの
ようにテストされるか？

০

コントロールの全ての側面がテストされ
うるか？

০

コントロールが機能しているとの十分
で、一貫性ある利用可能な文書証拠が
あるか？

は、会社の間で成
長しつつある傾向
である。

業務及び規制コンプライアンスのための 2013 年枠組みの使用
業務及びコンプライアンス目的での 2013 年枠組みの使用（ICFR に加えて）は、会社の間で成
長しつつある傾向である。更新後の枠組み導入は、会社の内部統制システムの成熟度如何を
問わず、組織のために価値を創出する潜在性に関して、内部統制を新鮮な目で検討する良い
機会を提供する。会社の内部統制システムの有効性改善は、より効率的な業務、コンプライア
ンス割合の増大、及びより有効な内部管理報告に繋がりうる。2013 年枠組みの自発的使用の
例は以下を含む。：

・

銀行規制コンプライアンス―ほとんどの銀行及び資本市場会社は、COSO 内部統
制枠組みを、SOX404 の ICFR コンプライアンス・システムをデザインするために使
用しているが、その多くは現在、更新された枠組みの広範な見地を採用している。
多くの銀行及び資本市場会社は、COSO 枠組みの原則を、事業及び規制報告等
の他の領域に係る品質保証レビュー機能のデザインに適用している。財務サービ
ス産業におけるコンプライアンスの傾向に関する更なる情報については、デロイトの
In Focus: Compliance Trends Survey 2014 を参照のこと。
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・

サイバーセキュリティー―あらゆる組織は、外部及び内部源泉からの様々なサイ
バー・リスクに直面している。サイバー・リスクは、事象が発生し、組織の目的の達
成に負の影響を与える可能性に対して評価される。
2013 年枠組みの原則 6 は、サイバー・リスク評価プロセスに影響を与えうる方法に
おいて、目的を評価する方法に関する側面を組織に与えるいくつかの焦点ポイント
を提供している。
サイバー・リスク評価は、情報システム及び事業体の目的を支援する資産に対して
導入される統制活動に関する意思決定に情報を与えるため、シニア・マネジメント
及びその他の非常に重要な利害関係者が、事業体の目的に則して、何が保護され
るべきかを識別するためのリスク評価プロセスを促進することは重要である。追加
的情報については、デロイトの Chaniging the Game on Cyber Risk を参照のこと。

・

サプライ・チェーン・リスク管理―特定の規制及び事業リスク、例えば、食品及び製
品安全性、紛争鉱物、並びに製品パフォーマンスによる顧客喪失の結果として、会
社は率先して、サプライ・チェーンにおけるリスクの識別及び管理への焦点を絞りつ
つある。サプライ・チェーン・リスクは、多くの会社にとって広範レベルの戦略的リス
クになりつつある。従って多くの会社は、現在のリスク・エクスポージャーを評価し、
より正式な統治構造の導入し、及びサプライ・チェーンにおけるリスク管理に対する
より秩序付けられたアプローチのデザインに取り組みつつある。これらの活動は、
サプライ・チェーンを競走上の利点としてか位置づけること、規制リスクを管理し、事
業上の突然の予期せぬ出来事を軽減或いは除去し、事業実施上のコスト低減、及
び資本配分意思決定情報の入手、において会社を支援しうる。更なる情報につい
ては、デロイトの From Risk to Resilience: Using Analytics and Visualization to
Reduce Supply Chain Vulnerability を参照のこと。

・

供給者管理―事業及びコンプライアンス目的（財務報告目的に加え）を支援する、
2013 年枠組みの OSP に関する供給者管理プログラムへの適用は、増大する複雑
な事業及びコンプライアンス・リスクに対処するために必要な秩序を提供しうる。さら
に、この秩序は、組織が、コスト管理又は低減、リスク軽減、及びサービス卓越性を
促進することを可能ならしめる。結果として、会社は、新規プログラム又は既存のそ
れを強化するために、2013 年枠組みの構想を使用している。当該強化は以下を含
むが、これに限られない。

2013 年枠組みの、
財務報告文脈以外
での使用は、取締
役会及び監査委員
会に対する支援的
及び必要な規律を
提供する。

・

০

OSP が、マネジメントによる誠実性及び倫理的価値へのコミットメントを理解
することを確証する。

০

OSP に起因するリスクを、会社のリスク評価プロセスに統合する。

০

問題識別の手段として、サービス・レベル契約に関連する主要な業績指標に
関する監視手続を開発する。

管理の変更―2013 年枠組みの原則 9 は、会社が有効に、事業又は規制の変化に
関連する内部統制を管理することを広範に支援しうる。会社は、事業上又は規制上
のコンプライアンスに関連する内部統制を保持及び継続的に改善するため、重要な
変化識別される場合、原則 9 及び関連する概念を適用するプロセスの開発の検討
を欲する可能性がある。

編集者注：業務及びコンプライアンス目的での 2013 年枠組みの追加的適用例については、
デロイトの 2014 年 3 月の Audit Committee Brief を参照のこと。
2013 年枠組みの、財務報告文脈以外での使用は、取締役会及び監査委員会に対する支援的
及び必要な規律を提供する。これは、彼らが監視する増大しつつあるリスクの複雑な配列に対
処するためである。それはまた、その統制構造を定義し、導入し、監視する一貫した効率的な
枠組みを提供し、全体的リスク管理プロセスを継続的に改善することを支援することができる。
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登録
デロイトの Accounting Standards and Communications Group が発行する Heads up およびその他の会計に関する出版物を希望され
る方は、以下のウェブ・サイトにご登録ください（www.deloitte.com/us/subscriptions）。

財務責任者のための Dbriefs
Dbriefs へぜひご参加ください。Dbriefs はデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実践戦略を
提供するものです。「Financial Executives」シリーズのウェブキャストを通じ、以下のテーマに関する貴重なアイデアや重要な情報にアク
セスしてください。
・事業戦略および税務

・税務に関する財務報告

・企業価値の強化

・ガバナンスおよびリスク

・財務報告

・テクノロジー

・取引およびビジネス・イベント

Dbriefs は CPE クレジット取得のための、身近にご利用いただける便利で柔軟な方法も提供します。今後のウェブキャストに関するお知
らせをお受け取りいただくには、以下のウェブ・サイトにて、Dbriefs にご登録ください（http://www.deloitte.com/us/dbriefs）。
今後予定されている以下の Dbriefs ウェブキャストへの登録が可能です。下記のリンクより今すぐご登録ください：
・EITF Roundup: Highlights From the September Meeting（9 月 23 日午後 2 時（東部標準時））

Technical Library と US GAAP Plus
デロイトはご登録いただいた方々を対象に、会計や財務開示に関する資料のオンライン・ライブラリーへのアクセスを提供しています。
Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool と呼ばれるこのライブラリーには、弊社の会計および SEC マニュアルならび
にその他の会計および SEC の解釈指針のみならず、FASB、EITF、AICPA、PCAOB、IASB、SEC の資料などが含まれています。
営業日ごとに更新される Technical Library は使いやすくデザインされており、ナビゲーションシステムは強力な検索機能を備えているた
め、いつでも、どのコンピューターからでも瞬時に情報を入手することを可能にします。Technical Library 登録者には、ライブラリーへの
最新の情報をハイライトした週報「Technically Speaking」もお送りします。登録やオンライン上のデモンストレーションなどの詳細につい
ては、デロイトのウェブ・サイト www.deloitte.com/us/techlibrary をご覧ください。
さらに、US GAAP Plus にも忘れずにアクセスしてください。これは、米国 GAAP に重点を置いた、会計に関するニュース、情報や出版物
を取り上げるデロイトの新しい無料ウェブ・サイトです。このウェブ・サイトには、FASB の活動や FASB Accounting Standards
Codification™のアップデート、そして、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、IFRS 解釈指針委員会などのその他の米国と国際会計基準の設
定主体や規制当局の進展に関する記事が掲載されています。今すぐチェックしてください！

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）
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のメンバーファームおよびそれらの関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株
式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称で
す。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの
適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内
約 40 都市に約 7,600 名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本
企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Web サイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざま
な業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームの
ネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、
世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約 200,000 名を超える人材は、
“standard of excellence”となることを目指しています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドならび
にそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL
および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または”Deloitte Global”）はク
ラ イ ア ン ト へ の サ ー ビ ス 提 供 を 行 い ま せ ん 。 DTTL お よ び そ の メ ン バ ー フ ァ ー ム に つ い て の 詳 細 は
www.tohmatsu.com/deloitte/をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具
体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制
度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、
当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに
依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。
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