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2015/16年度の監査サイクル
金融サービスにおける
内部監査について

内部監査の着眼点

金融サービスセクターの内部監
査部門は、規制当局の監視の
強化、新たなベストプラクティス
の出現、ステークホルダー（利
害関係者）の期待の高まりなど
を背景にしながら、引き続き監
査活動を行っています。

はじめに

金融サービスセクターの内部監査部門は、規制当局の監視の強化、新たなベストプラクティスの出現、ステークホ
ルダー（利害関係者）の期待の高まりなどを背景にしながら、引き続き監査活動を行っています。当社は、こうした
厳しい状況が2015/16年度においても緩和することはないと予想しています。
内部監査部門が次年度の計画を策定するに当たって、多くの優先領域はお馴染みのものになるでしょう。しかし、こ
れらの優先領域の下には新たな重点領域が複数あります。経済的信頼の高まりや、規制当局の優先順位の変化
に加えて、監査部門がガバナンス、企業文化などのテーマへのこれまでのアプローチを基盤にする必要性が生ま
れたことなどを踏まえて、新たな戦略やビジネスモデルが策定されており、これらがこうした新たな重点領域の多く
を生じさせた要因となっています。
2015/16年度の計画を策定するに当たって、内部監査部門はこれらの重点領域へのアプローチが有効で洞察力に
富んだものにするために、複数のより広範な課題に引き続き直面しています。これらには次のものが含まれます。
主題専門知識：技術的領域で厳しい挑戦を行っていく
ためには専門家のリソースが必要となり、例えばリス
クやテクノロジーの一部の領域等、方針や統制のデ
ザインが専門家の領域であった場合には特にそれが
当てはまります。リスクアペタイト、ガバナンス、戦略
的意思決定、企業文化などより判断に依存する領域
にも主題専門知識が必要とされます。関連スキルや
経験のある内部監査人の採用市場は極めて競争が
激しい状況にあります。
方法：例えばデータアナリティクス、ガバナンス、リス
ク文化、結果の検証などにおける新たな慣行を考慮
に入れて内部監査のアプローチやツールキットを継
続的に改善すること。
ステークホルダー管理：広範なステークホルダーグルー
プとの関わり合い、および期待（特に監査委員会、経
営陣、規制当局などの期待）の高まりへの対処。ま
た、内部監査部門は、ステークホルダーに戦略的意
思決定などセンシティブな領域における自部門の付
託権限やアプローチを確実に理解させるようにすべき
です。
現在も引き続き金融サービスの内部監査に関与する
には刺激的で興味深い時期です。内部監査部門には
組織に洞察や価値を加える機会が与えられていま
す。貴社の2015/16年度の計画にあたって本稿が有
用であることを願っています。
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本稿で考察する
主要な領域

リスクマネジメント

ビジネスリーダーシップ
• ガバナンス

• リスクアペタイトフレームワーク

• 企業戦略の変化

• リスク文化

• 個人の説明責任

• オペレーショナルリスク

• 子会社ガバナンス

• レピュテーションリスク

• 企業文化

• モデルリスクのライフサイクル

規制関連事項
• 顧客本位原則（TCF）、個人向け金融
商品販売制度改革（RDR）規制など
を含むコンダクトリスク
• 商品ガバナンス

• 規制変更アジェンダ
• データの質
• ソルベンシー評価・管理（SAM）

• 金融犯罪

IT

トレーディング

自己資本と流動性

会計と税務

• 評価の管理およびプロセス

• サイバーセキュリティー

• 国際財務報告基準（IFRS）第9号

• ホールセール分野での業務行為

• 障害回復と回復力

• 不正トレーディング防止プログラム

• 大規模な変更

• 2013年版トレッドウェイ委員会組織
委員会（COSO）フレームワーク
• 税務リスクマネジメント
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ビジネスリーダーシップ

ビジネス成長のための保証が金融サービスにおける
2015/16年度内部監査計画の優先事項になります
国際市場において金融機関のガバナンスが厳しく監視されていますが、世界金融危機
時に見られた問題点や失敗を受けて、こうした傾向は必然的に継続することになるでし
ょう。このような監視活動は南アフリカでも強化されることになります。

実現上の課題
主題専門知識
企業文化、ガバナンス、戦
略などの 判断に依存す る
領域やセンシティブな領域
において上級ステークホル
ダーに対して疑問を投げか
けるためには、監査チーム
は適切な経験や地位を持
つメンバーから構成されて
いる必要があります。

方法
内部監査部門は企業文化
やガバナンスに関するテー
マ別の観察をサポートする
監査委員会報告フォーマッ
トを作成すべきです。

ステークホルダー管理
個人のアテステーション（保
証）や個人の説明責任に関
連してステークホルダーの
内部監査部門への依存度
が高まっています。リソー
ス計画は、内部監査部門
が急な依頼に応えて例え
ばM&Aに関する保証を提
供する保証機能を提供で
きるよう、柔軟性が十分高
いものでるあることが必要
となるでしょう。

2015/16年度には国際的に金融セクター全体で企業合併・買収（M&A）、ダイベストメン
ト（事業売却）、リストラクチャリング（事業再構築）などが顕著に増加すると予想されてい
ます。内部監査部門は、この傾向が南アフリカ市場に影響を及ぼす範囲で、戦略的な
意思決定を支援するために使用される情報や、企業戦略や企業構造の変化に伴い発
生する新たなリスクを的確に把握しておくべきです。

このような監視活動は南アフリカでも強
化されることになります
規制の観点からすると、銀行セクターにおける新たな「上級管理者および認証制度
（Senior Managers and Certification Regimes）」の導入に関する最近のコンサルテー
ションペーパーを踏まえれば、個人の説明責任がテーマとして浮上してきています。上
級経営幹部や取締役会メンバーは、ガバナンス、リスクマネジメント、統制環境などの
有効性を含む様々なテーマに関して規制当局に対し個人的に保証するよう求められる
傾向が強くなっています。上級ステークホルダーは、統制に関する自己認証プロセスや
個別リターンの詳細に関する保証の提供について内部監査部門を頼りにすることにな
るでしょう。
もう1つの重要な領域は堅固な子会社ガバナンスの確立です。内部監査部門は、子会
社の取締役会の構成、子会社や事業部門の経営幹部および統制機能からグループ本
社機能への報告ライン、法的事業体に関する経営情報（MI）の質などの検討を含め、こ
の問題に適切かつ重点的に取り組むべきです。内部監査計画には、規制当局が内部
監査部門に監督責任があると見做す、他の管轄区域で遂行された業務行為を含め、す
べての事業体が適切にカバーされていることが必要です。
顧客本位原則（TCF）のフレームワークの一環として企業文化が引き続き規制当局の関
心が高い領域となっており、取締役会や経営幹部は、期待する行動様式が効果的に明
確化され組織に根付いているかや、取締役会が適切な成果の達成についての評価アプ
ローチを明確に規定しているかに関する課題に直面しています。企業文化を評価する
場合「経営トップの姿勢(tone from the top)」が長い間重要とされていましたが、企業が
行動様式の変化を組織に根付かせることを中間管理職に頼っていることから、「中間管
理職の調整(tune from the middle)」の重要性に対する認識が高まっています。したが
って、内部監査部門は複数の組織階層で文化の状況を評価するようにすべきです。
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リスクマネジメント

企業は、リスクアペタイトフレームワークの構築や、同フレームワークを組織に根付かせ
るために必要なガバナンスやトレーニングに多大な投資を行っています。内部監査部門
はこれまでリスクアペタイトフレームワークの設計、実行、プロジェクト管理に重点を置い
て取り組む傾向がありました。監査計画には特定された弱点のフォローアップ作業も含
めるべきです。

実現上の課題
主題専門知識
リスクフレームワークの設
計、実行、有効性やモデル
リスクなどの領域で各事業を
批判的に検討するために、
専門知識を持った監査チー
ムのリーダーやメンバーの
ニーズが強まっており、リ
ソース管理モデルはこうし
たニーズに対応するものであ
ることが必要となるでしょう。

方法
監査計画には、モデルリス
クマネジメントフレームワー
クや統制に対 する適 切な
広 さと深 度 の あ る 作 業 が
必要です。監査上の課題
を方向付け、焦点を合わせ
るために、リスクベースの
メトリクス（評価尺度）が使
用されるべきです。監査の
手法やアウトプットは、リス
ク分類の実務の変化を反
映し、3本の防衛線全般に
わたってオペレーションとレ
ポーティングとの整合性を
高めるために、進化してい
く必要があるでしょう。

ステークホルダー管理
内部監査部門は、他の防
衛線と重複しているという
認識をステークホルダーが
持つことを回避するため
に、自部門 の役 割を明確
に説明することが必要とな
るでしょう。
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2015/16年度の監査計画には、リスクアペタイトフレームワークの運用上の有効性や、リ
スク管理や組織へより広範な価値をもたらすための同フレームワークの活用方法（つま
り、リスクアペタイトフレームワークが日常のビジネス活動に根付いている度合い）につ
いての作業も含めるべきです。例えば、多くの企業がビジネス成長計画を策定します
が、優先度の高い監査項目の中に、取締役会以下すべての組織階層で事業戦略の意
思決定を知らせるうえでリスク関連の経営情報がどのように活用されているかを含める
べきです。また、内部監査部門は、リスクアペタイトの評価基準や上限が日常の業務活
動でどのように使用されているかについてや、改善されたリスクマネジメントが意図した
水準を達成したかどうかに関する課題も提示すべきです。
優れた内部監査部門であるためには、この領域における監査アプローチや監査ツール
を定期的に見直し、改善することが必要でしょう。企業はリスク文化を規定し、組織に根
付かせ、評価するアプローチを継続的に策定しているので、監査対象となる業務活動や
統制活動のリストも拡大し続けています。
オペレーショナルリスクは引き続き重点領域となっており、企業はこの領域の複数の領
域で改善を行っています。その中には、オペレーショナルリスクを戦略目標と関連付ける
ことに加えて、オペレーショナルリスクのシナリオ分析を事業に組み込むことや、再建お
よび破綻処理計画における非財務的な仮定を検証するために当該分析を使用すること
も含まれています。内部監査の2015/16年度の計画には、各事業部門がどの程度これ
らの改善を実行し、組み込んでいるかに関するテーマ別レビューに加え、オペレーショナ
ルリスクフレームワークの設計や有効性のテストが含まれるべきです。
一部の企業では、レピュテーションリスクが、オペレーショナルリスクと区別されて、別個
のリスククラスとして浮上しており、固有のリスク委員会や承認プロセスが設定されてい
ます。内部監査部門は、この領域やリスクマネジメント慣行が急速に進化している他の領
域（コンダクトリスクなど）において、リスク分類の慣行の変化や、それに伴うフレームワー
クの再設計の影響について常に最新の状況を把握していることが必要です。
モデルリスクのライフサイクル（設計、開発、検証、実行、適用）全般にわたる内部監査
の対象範囲の有効性も2015/16年度の監査計画に反映されるべきです。内部監査部門
は、（例えば、所要自己資本規制［CRR］第191条の「バーゼルIIのクレジット・リスクに関
する内部格付手法」に記載されている）構造化されたモデルリスク監査プログラム内の
モデルリスクをレビューし、当該リスクを批判的に検討すべきです。内部監査部門による
モデルリスクの監査対象範囲は、企業のモデルガバナンスポリシーフレームワークや現
状が、リスクアペタイトの管理、規制上の要件の遵守（特にモデルが自己資本目的で使
用される場合）、および外部監査人が期待する統制環境の実現（モデルが財務諸表上
の数値の算定に使用されている場合）のために適切になるように設定されるべきです。
内部監査部門はモデル検証部門（設置されている場合）による作業だけに依存すべで
はありません。内部監査部門は、批判的検討、分析、評価のレベルが第2ラインの統制
機能の要求事項を確実に満たすように、対象を絞って、その作業をレビューするとともに
おそらく再実施するべきです。

規制関連事項

実現上の課題
主題専門知識
顧客成果を評価することに
加え、方針や手順の統制
が遵守されているか否か
を検討することができるた
めには、監査チームは適
切な専門知識を有 してい
ることが必要でしょう。顧客
成果の評価は判断に依存
し、特殊技能を必要とする
領域であることから、内部
監査人は自分の出した結
論の論理的根拠を明確に
文書化することが必要とな
るでしょう。

方法
監査の手法は、幅広い部
門や活動を対象にした監
査で顧客成果が明示的に
検討されるように策定され
る必要があります。これに
より、データアナリティクス
の活用を拡大する機会が
生じます。多くの内部監査
部門はアナリティクスの使
用に関しては依然として相
対 的 に 未 熟 であ る こ とか
ら、アナリティクスの使用自
体が課題となります。デー
タアナリティクスの使用を
監査の手法の一部として
組み込んでいくためには、
専門知識とともに長期的な
利益を重視するという姿勢
も必要となります。

TCFの着手に伴い、企業が事業成長や利益拡大を追求するなかで、企業の戦略や、コン
ダクトリスクを管理していくための統制活動の妥当性が一段と重視されるようになって
います。企業は、顧客を事業戦略の中核に置くことが必要であり、同時に事業成長や
利益拡大の追求によって顧客成果（customer outcome）を悪化させ規制当局から制裁
措置を科せられ、顧客に対して改善措置を講じるような事態を決して起こさないように
することが必要です。企業は、コンダクトリスクを定義し、監視するとともに、組織内に
「顧客中心」の文化を根付かせる能力を持つことが不可欠です。内部監査部門は、顧
客を保護し規制上の要件を遵守するためのフレームワーク、方針、手順の整備を評価
することに加えて、顧客成果の妥当性を客観的に検討すべきです。
商品を設計・販売する企業にとって、商品ガバナンスは重要な重点領域であり、
2015/16年度の内部監査の優先事項とすべきです。商品のターゲット市場は明確に定
義されているべきであり、また企業は適切なターゲット顧客が当該商品を購入している
ことを証明しなければなりません。公正な契約条件、価格設定、および商品情報（金融
プロモーションを含む）はすべて、商品の設計やレビュープロセスの不可欠な部分とな
るべき重要な領域です。企業の焦点、ひいては、内部監査部門の焦点は現行の商品
のみに限定されるべきではありません。レガシー商品のガバナンスも重要な領域です。

内部監査部門は特定の規制に対応する
ための方針、手順、統制などの変更の妥
当性を検証すべきです
内部監査部門は特定の規制に対応するための方針、手順、統制などの変更の妥当性
を検証すべきです。その事例としては、TCFや、金融サービス委員会（FSB）による「個
人向け金融商品販売制度改革（Retail Distribution Review）」に関する提案の実施後
に出現する新たな状況などがあります。
金融犯罪は依然として懸念事項となっています。企業は、金融犯罪に対処し、金融犯
罪リスクを管理するためのシステムや統制活動を維持・強化していくことが必要です。
最近、反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反で罰金が科せられるケースがあります
が、これは相対的にリスクの高い顧客を特定、管理することの失敗が浮き彫りにされた
事例です。内部監査部門は自社の現在の金融犯罪能力を評価し、潜在的な弱点が存
在する領域を明らかにできるようにしなければなりません。英国、米国、欧州連合
（EU）、国際連合（UN）によって課せられている金融制裁措置は、引き続き優先順位の
高い領域であり、（特に、ロシア・ウクライナ情勢を踏まえれば）企業がタイムリーにシス
テムや統制活動を適合させることができるよう、確実に、内部監査の議題として取り扱
い続けるべきです。

ステークホルダー管理
内部監査部門長は顧客成
果に影響を与える要因に
ついての内部監査の監視
の幅広さや深さに関して監
督当局の調査を受ける可
能性があることを覚悟する
とよいでしょう。
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自己資本と流動性

バーゼルIII、ソルベンシーII、G20によるグローバル金融危機へのより広範な国際的対
応の最終要素などに牽引されて、世界的な規制変更アジェンダは着々と進んでいます。

実現上の課題
主題専門知識
内部監査チームは、効果
的な範囲の決定および厳
格な作業を確保するため
に、バーゼルIII（自己資本
指令第4弾［CRD IV］）、ソ
ルベンシーIIなどの領域に
関する適切な専門知識を
有するメンバーを加える必
要があるでしょう。

ステークホルダー管理
内部監査チームは、規制
変 更 プロ グ ラ ム に 関す る
保証を提供するうえでの自
チームの役割や責任を明
確に定義し、他の2本の防
衛線との整合性をとること
が必要になるでしょう。

バーゼルIIIの要件は南アフリカ銀行法の一部改正という形で南アフリカにおいて法制化
され、2013年1月から施行されています。銀行がバーゼルIIIで導入された追加的な資本
バッファーを満たすために必要な資本を調達できるように経過措置が設定されました。
流動性カバレッジ比率（LCR）の強制的な最低要件が2015年1月から5年間かけて段階
的に導入されます。その後に、安定調達比率（NSFR）フレームワークやレバレッジ比率
が続いて導入される予定になっています。LCRやNSFRの実施によって、銀行は短期的
なストレスに対する流動性バッファーや、中長期的にバランスの取れた資産・負債構成を
確保することになります。重要な規制比率（例えば、NSFRやレバレッジ比率）の最終的
な水準調整（calibration）の発展性があり不確実な性質に加えて、規制変更の幅広さや
複雑性によって、実用面や運用上の観点から多くの課題が生まれています。特に、ガバ
ナンス、リスクマネジメントや資本管理、内部統制や質的基準を、規制遵守を維持するた
めに更新し効果的に運用するという課題があります。
以下の理由によって、自己資本（リスク加重資産の計算を含む）、流動性やレバレッジの
メトリクスに関する強固な内部統制フレームワーク、および関連する規制上の報告や第
三の柱による規制上の外部情報開示の網羅性や正確性が、2015/16年度における監査
委員会や取締役会の優先順位の高い重点課題となるべきです。
• 格付け機関、投資家、株主、規制当局が規制上の自己資本比率に依拠する度合い
が高まっていること。
• 南アフリカの銀行セクターの効果的な監督を可能とするために、また規制上のストレ
ステストのために、規制当局へ提出されるデータの量、複雑性、および粒度が大幅に
変更されたこと。
その結果、自己資本や流動性の管理に関する要件の遵守についての保証を提供すると
いう点で内部監査部門の役割が重要性を増しています。客観的なレビューや検討の主
眼は新規制の重要な領域に置かれると予想されています。かかる重要な領域には、例
えば、自己資本や流動性の要件の計算に関するガバナンスフレームワークや内部統制
の有効性、規制上の自己資本比率や流動性比率に関する遵守状況の監視活動、デー
タの質、自己資本や流動性の管理に関する内部報告や外部報告の信頼性および網羅
性などが含まれます。
保険会社に適用されるソルベンシーII規制は、FSBのソルベンシー評価・管理（SAM）規
制変更プログラム（2016年1月実施予定）を通じて南アフリカの長期・短期保険法の改定
という形で法制化される過程にあります。FSBは、保険会社に対してガバナンスフレーム
ワーク、リスクマネジメント、内部統制システムの要件強化に関する経過措置を導入する
予定です（2015年4月実施）。内部監査部門の重要課題は、企業内での大規模な変更
に対応できるよう、特に、FSBへの規制で決められた報告や公的な外部報告に関する量
の増加や粒度の向上に対応できるよう、SAM実行計画の柔軟性を確保することです。
監査計画には、SAM規制対応の準備態勢に関するプロジェクト保証、当該モデルの独
立した保証、第三の柱を段階導入したFSBへの予備報告のレビューなどが含まれるべ
きです。効果的な範囲の決定および厳格な作業を確保するためには、内部監査チーム
は、自己資本、流動性、リスク管理に関する適切な専門知識を有することが必要になるで
しょう。内部監査チームは、規制変更プログラムに関する保証を提供するうえでの自チー
ムの役割や責任を明確に定義し、他の2本の防衛線との整合性をとることが必要になる
でしょう。
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FSBの委員会通知第158号
FSBの委員会通知第158号によってSAMフレームワークの下で内部監査機能を設置す
ることが事実上義務付けられています。委員会通知第158号によって新SAMフレーム
ワークの下での経過措置（リスクマネジメント、ガバナンス、内部統制）が2016年1月1日
から施行されます。委員会通知第158号の要求事項への対応に関しては、以下が要求
されていることから、内部監査部門がその課題の大半に対処することになります。
•
•
•

リスクベースの監査計画を策定、実行、維持すること。
ガバナンスフレームワークの有効性を評価すること。
保険会社のリスクマネジメント、コンプライアンス、保険数理の各機能の妥当性や有
効性を評価すること。

上記の要求事項によって、内部監査部門は、通常の内部監査ではレビューしない領域
に重点的に取り組むことを余儀なくさせられることから、スキルアップやトレーニングが
必要となる場合があるでしょう。
また、内部監査部門は下記を含めリスクとソルベンシーの自己評価（ORSA：Own Risk
and Solvency Assessment）のレビュー責任を負う場合があります。
•

•

•
•

エコノミックキャピタル（経済資本）の計算は独立したレビューを受けるべきです。独
立したレビューは、内部監査部門が組織内に独立した適切なスキルや専門知識を
有している場合には、社内での実施、あるいは（内部監査部門の責任の履行を支援
するために）外部機関を活用しての実施のいずれでも可能です。モデルの要素（データ
の網羅性や正確性、仮定の妥当性など）もこうした定期レビューの一環としてレビューさ
れるべきです。しかし、モデリングや分析の技法が年ごとに変わらず一貫性がある場
合には、これらの要素のレビュー頻度を少なくすることができます。
ORSA文書に関しては、社内の内部監査部門によって、あるいは、（内部監査部門
の責任の履行を支援するために）外部機関を活用して、独立した評価が実施される
べきです。
内部監査部門には、プロセスガバナンス体制やORSA報告書に関する批判的な検
討、ベンチマークおよび独立したレビューを実施することが期待されています。
また、内部監査部門はORSA関連のプロセスガバナンス体制の品質保証を与える
べきです。

この場合も同様に、これらの専門的な要件を満足するために、内部監査部門は、社内
でこれらのレビューを実施できるようにスキルアップなどの投資を行うことが必要となる可
能性があり、あるいは、外部専門機関の支援を得ることが必要になる場合があります。
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トレーディング

評価の管理およびプロセスが一段と重視されていることから、一部の内部監査部門は定
量面での専門知識を持った人材を増やしたり、時には詳細な商品知識を持った元フロント
オフィスのスタッフや元リスク管理責任者を雇ったりしています。これによって内部監査
部門は、モデル承認や独立した価格検証プロセスなどの複雑な領域で、より詳細かつ分
析的に批判的な検討を実施できるようになっています。

実現上の課題
主題専門知識
不正トレーディング、モデル
承認、独立した価格検証な
どの領域で効果的に事業
の批判的な検討を実施す
るためには、監査チームの
リーダーは専門知識を持っ
ていることが必要です。こ
れらの専門スキルを持った
人材の市場での報酬相場
は高額であり、多くの場合
はこうした人材は関連した
内部監査経験を持っていま
せん。

ホールセール領域での業務行為に関して国際的な注目が銀行に集まっていることを踏
まえると、多くの監査部門にとって業務行為関連の問題に保証を提供することが重要な
重点領域となっているはずです。

不正トレーディング防止プログラムの有
効性や網羅性をレビューし、批判的な検
討を実施することが、多くの内部監査部
門の重点領域となっているべきです
多くのトレーディング事業にとって重大な不正トレーディング事件は、重大な財務および風
評の影響が発生する可能性があることから、引き続き重要なリスク領域となっています。
不正トレーディング防止プログラムの有効性や網羅性をレビューし、批判的な検討を実
施することが、多くの内部監査部門の重点領域となっているべきです。

方法
強制的な規制上の監査を
効果的に 実施す る ために
は監査ツールやアプローチ
を改善していくことが必要
です。
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IT

内部監査部門は引き続き、技術変化のペースに遅れずについていくことに加えて、金融
サービスセクター全般にわたって業務環境が複雑化、専門化する中で保証を与えていく
ための適切なスキルを持ち続けるという課題に直面しています。当社の見解では、
2015/16年度監査計画では、企業の持続可能性を支援するより伝統的な技術リスク領
域の一部を引き続き優先させるべきと考えています。

実現上の課題
主題専門知識
内部監査部門はサイバー
リスク 対 応 の ため に 企 業
がとっている「綿密な」アプ
ロ ー チ を 監 査 す る ため に
必要な一連のスキルを確
保するという課題に直面し
ています。また、内部監査
部門は複雑な技術的領域
全般にわたる回復力を評
価するために必要な技術
的能力の確保にも苦労し
ています。

方法
内部監査部門は、所要の
成果が大規模な変更プロ
グラムで達成されつつある
か否か、および、当該プロ
グラムの ガバナ ン ス統 制
が有効に運用 されてい る
か否かを評価すべきです。
多くの内部監査部門がこう
した領 域において柔軟 か
つタイムリーに保証を与え
るために独自のアプローチ
や様々なレポーティングツ
ールを開発する必要があ
るでしょう。

ステークホルダー管理
テクノロジーがサイバーや障
害回復の話題の中心になり
ますが、これらのレビューの
影響は、伝達、広報活動、
危機管理などの領域にお
いてビジネスステークホル
ダーを関与させるなど、ス
テークホルダーによって大
幅に強化されます。

多くの企業でサイバーセキュリティーが引き続き優先事項となっています。その理由の
一部には、サイバー攻撃の脅威に対処する企業の準備態勢を評価するために、規制当
局の監視が強化されたことや、政府支援の下で評価活動が実施されていることがありま
す。英国では、英国の金融システムの安定性をテストすることを目的とした業界全体の
倫理的セキュリティーテスト（CBEST）が多くの企業の取締役会の注目を集めており、こ
れによって内部監査部門がサイバー攻撃の影響を検出、防止するためや、さらに重要
なこととして、この影響を管理するための諜報能力や監視能力および関連プロセスなどを
含め、様々なサイバー防衛層の評価に引き続き重点的に取り組むようになっています。
最近注目を浴びたシステム機能の停止を踏まえて、障害回復プロセスやシステムの回
復力に企業や規制当局の注目が集まっています。システム機能の停止によってATMや
支店ネットワーク、決済システム、そして究極的には顧客のサービス利用にも影響する
ことから、規制当局や企業は引き続きシステムの安定性の確保により大きな注目を払う
ようになっています。内部監査部門は、回復力の統制やプロセスの妥当性、変更管理
の有効性、システム運用の維持のために設定されたシステム保守プログラムの有効性
などに対して保証を与えるという重要な役割を担っています。
企業が規制当局の要求に適合しつつ事業成長を推進するために大規模な変更に投資
を行っており、内部監査部門はこうした大規模な変更に対して保証を与えるためにかつ
てないほど多くの時間やリソースを割いています。SAM、TCF、国際財務報告基準
（IFRS）第9号などの領域における変更プログラムの高度な技術的内容を踏まえると、
ITの専門家は、適切かつ厳格な検証を実施するうえで、多専門的な内部監査チームへ
大きく貢献することになります。

内部監査部門は、回復力の統制やプロ
セスの妥当性、変更管理の有効性、シス
テム運用の維持のために設定されたシ
ステム保守プログラムの有効性などに対
して保証を与えるという重要な役割を担っ
ています
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会計と税務

実現上の課題
主題専門知識
監査 チームに は、様 々 な
管轄区 域全般に わ たる、
関連する会計基準、税法
および規制の知識を有する
専門家が必要になるでしょ
う。IFRS第9号対応プログ
ラムに対して有効な保証を
与えるためには、プロジェ
クト管理スキル、会計や減
損の専門的モデルに関す
るスキルや、より広範なオ
ペレーションへのIFRS第9
号の影響に関する知識が
必要になるでしょう。

IFRS第9号金融商品（2018年発効予定）は現在のところ依然として最も注目を集めて
いる会計基準です。IFRS第9号は貸倒引当金や金融商品の評価に直接的かつ定量化
できる影響を与えることから、貸借対照表と損益計算書の両方に影響を与えることにな
るでしょう。また、企業価値の様々な寄与要因にも間接的に影響を与えることが予想さ
れます。IFRS第9号の中で最も重要な変更は、国際会計基準（IAS）第39号で使用され
ていた発生損失モデルから予想損失モデルへの変更です。金融機関にとっては、この
将来予測的な方法への対応がIFRS第9号にかかわる重要な課題となります。この予想
損失モデルは（リスク、経理、オペレーション、財務を含む）複数の部署からのデータの
網羅性や正確性に大きく依存することになるでしょう。これらの部署はこれまで様々な度
合いの統制、監督、および独立した監視を受けてきています。したがって、これらのデー
タインプットの統制が極めて重要な重点領域となるでしょう。
2018年までに頑強なソリューションの実現を確実にするために、多くの企業がIFRS第9
号対応プロジェクトの設計、構築、テストの各段階をカバーした複数年の実行プログラ
ムをスタートさせています。内部監査部門は初期の段階から当該プログラムの主要な
設計方針や関連するリスクを批判的に検討するために、当該プログラムおよびそのプロ
ジェクト管理やガバナンスの取り決めに関する監査を2015/16年度の監査計画に含め
るべきです。

内部監査部門が監視すべき会計基準に
関するそれ以外の変更にはリースや保
険（IFRS第4号フェーズII）に関する基準
の変更があります.
内部監査部門が監視すべき会計基準に関するそれ以外の変更にはリースや保険
（IFRS第4号フェーズII）に関する基準の変更があります。
サーベンス・オクスリー法（SOX法）第404条の遵守や、財務報告に係る内部統制が一
段と重視されていることに関連して、内部監査部門は2013年版トレッドウェイ委員会組
織委員会（COSO）フレームワーク（2014年発効）が組織内で実行され、根付いているこ
とを検証すべきです。2013年版COSOフレームワークの内部統制の構成要素（統制環
境、リスクの評価、統制活動、情報と伝達、監視活動）は1992年のCOSOフレームワー
クと同一ですが、各企業は現在、自社の内部統制システムが有効であるかどうかを判
断するために、これらの構成要素の基礎を成す17の原則が「存在し、機能している」か
を評価することを求められています。内部監査部門が2015/16年度に一段と重視する
可能性のある領域には、非定型的な取引や事象に影響を受ける統制活動、マネジメン
トのレビュー統制の有効性、およびIT全般統制、ソース情報、データ転送などについて
の定期的なテストの実施などが含まれます。
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