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２020 年は後世から振り返った際にどのように表現されるでしょうか。

どのような呼称になるにしても、「コロナ」の文字が入ることは間違いないでしょう。東
京でオリンピックが開催されるはずであった 2020 年は、新型コロナウイルスの世界的蔓
延によって、価値観すら揺らいだ年となりました。

隔年で発行している本調査白書でも、新型コロナウイルスによる影響を分析対象に含めて
います。リモートワークがもたらす脆さや、業績悪化が惹起する不正への誘因に対し警鐘
を鳴らす内容を含んでいます。

しかしながら、我々が本白書を通じて本当に伝えたいメッセージは、少し別のところにあ
ります。

我々は、今回の調査白書で、前回好評を得た内容をさらに進化させるかたちで、不正に対
するガバナンスの実像に迫る質問を設計しました。その結果については本編をお読みいた
だければと思いますが、様々な課題があることが浮き彫りになっています。海外子会社管
理の脆弱性、危機意識の低下、デジタル化の遅れ、リソース配分の歪み、などが可視化さ
れています。

これらの課題は、おそらくかなり以前から日本企業の多くが抱えていたもので、新型コロ
ナウイルスは、それらを加速ないし表面化する効果があると、我々は考えています。

不正・不祥事対応は、経営を映す鏡です。本白書が提起している問題点は、一つひとつ対
応していくことも必要ですが、不正以外の経営課題とも密接に関連するため、トップダウ
ンでグランドデザインを描かなれば根本的な解決には至りません。

「コロナ」を奇貨として、積年の課題を解決する一歩を踏み出して欲しい。これこそが、
本白書が伝えたいメッセージになります。本白書が課題に向き合うための一助となること
を願っています。

Message

デロイト トーマツ  ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
フォレンジック＆クライシスマネジメントサービス統括　パートナー
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回答企業の分布

■ 回答者の役職

■ 回答企業の属する業種（構成比）

■ 回答者の所属部門

■ 関係会社数

0 〜 5 社

6 〜 10 社

11 〜 20 社

21 〜 50 社

51 〜 100 社

101 〜 200 社

201 〜 500 社

501 社以上

■ 調査概要

企業の不正リスクに関する調査

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、有限責任監査法人トーマツ

2020 年 6 月 25 日〜 2020 年 10 月 16 日

Web アンケート方式。コロナ禍であることを踏まえ、従来の郵送法に代えて、上場企業・非上場企業から無作為抽出で一定数の企

業に電子メールで回答用サイトを案内

427 社

回答企業数を母数としたパーセントで表示

【SA】は単一回答設問、【MA】は複数回答設問を示す

調 査 名 称

調 査 主 体

調 査 時 期

調 査 方 法

回 答 企 業 数

回答の集計方法

製造業

電気機器・情報通信業

小売・卸売業

サービス業

金融業

建設・不動産業

運輸業

電気・ガス業・その他

　部長・次長

　課長・マネージャー

　監査役

　取締役

　執行役員

　その他

33.9％

21.5％

16.1％

11.7％

6.0％

10.5％

　内部監査部門

　財務・経理部門

　監査役・監査役室

　法務・コンプライアンス部門

　経営企画部門

　その他

22.5％

22.3％

20.6％

16.6％

10.5％

7.2％
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Executive Summary
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対　談

海外子会社ガバナンス強化に向けて
今、やらなくてはいけないこと

容易に現地に行けなくなったことで
察知できない不正が蔓延しているかもしれない

扇原　コロナ禍の影響でリモートワークの環
境になって久しくなりました。この環境下では
どうしても、内部統制が形骸化されてしまいま
す。情報漏洩やサイバーアタックの話をよく聞
くようになりましたし、不正がやりやすい環境
になっているといえます。加えて出張もままな
らず、現地に行って監査ができないために不正
の発見が遅れているであろうというのが今の状
況かと思います。
中島　確かに、リモートワークでガバナンスが
緩んでいるというのは否めないですね。日本
企業はそもそも海外子会社のガバナンスに問
題を抱えていたところが多いので、企業によっ
ては危機的状況になってしまっている可能性が
あります。日本企業のガバナンスはいわば人的
ネットワーク頼りなので、急激なリモートワー
ク化でそれが機能しなくなっているだろうと懸

念されます。潜在的に不正は増えているのに、
今はまだ表に出てきていないということが十分
に考えられます。
　さらに言えば、業績が悪化している、ある
いは今後悪化するであろう企業が多いので、
今の状況はリーマンショックの後の状況と少し
似ているのではないかと思っています。当時は
危機的状況が去った直後というよりも少しタイ
ムラグがあって、粉飾決算や品質偽装など様々
な事案が噴出してきました。今回も、そういっ
た懸念はかなり大きいと思いますね。
扇原　欧米系の企業の場合は、そもそもリモー
トワークを前提に業務を構築しているケースが
多いので、今回の在宅化の流れも日本企業ほ
どの影響はなかったと聞いていますが、日本
企業はそこかしこに、その影響があるようです。
　そうした中で、前回の調査結果と今回の結
果を見比べると、やはり、不正の事例が少しず
つ増えてきているというのが気になります。そ
の中でもどこで不正が発生しているのかという
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質問に、前回は 16％が海外関係会社だったも
のが、今回は 24％に上がってきている。
　足元のガバナンス活動の問題点では、やはり

「出張できない」というのがトップですね。海
外子会社に対してはもちろん、今回は同じこと
が日本国内でも起こっています。大きな問題で
す。そのために、中島さんが言われていたよう
に、不正は起きているけど察知できておらず、
水面下で悪い方向にどんどん進行しているので
はないかと私も恐れています。

戦略がちぐはぐだから、本社、地域統括、
海外子会社が有機的につながっていない

扇原　次に日本企業の根本的な弱点の話なの
ですが、本社側の視点が日本ローカルに終始
しているという点が一番気がかりです。特に
経営に際しての考え方が日本視点に偏ってい
ます。つまり日本ローカルの視点をそのままグ
ローバルに適用しようとするので、そこでギャッ
プが生じてしまう。グローバルポリシーではな
く、本社のポリシーをそのまま海外に輸出し
ようとしているわけです。ところが各国ではそ
れぞれ商習慣も考え方も宗教も違う。だから
日本人の考えをそのまま適用しようとしてもハ
レーションが起きてしまいます。
中島　調査で海外子会社のガバナンス状況を
ダイレクトに聞いていますが、「本社コンプライ
アンス統括に集約している」というのが一番多
い回答になっています。地域統括や現地子会
社に権限委譲しているという回答をおさえて、
中央集権的なセルフイメージを持っている。と
ころが、関連する質問を全体に色々ちりばめて
いるのですが、中央集権的なガバナンスを敷く
場合、本来、必要となることがたくさんありま
す。きちんと情報を吸い上げるための情報イン
フラを整えて、子会社に組み込まなければい
けないし、モニタリングする内部監査の人員を
十分に備えていないといけない。あるいは内
部通報の仕組みがしっかりと機能していないと
中央集権型のガバナンスは実現できないので

すが、その辺ができていないという回答を多く
の企業がしている。ちぐはぐなんですね。つま
り、今回の調査で日本企業の多くで、グループ
ガバナンスに不備があることが明らかになって
しまっています。
扇原　まさにそうですね。その点をしっかりと
理解をして改めていかないと、海外子会社ガバ
ナンスの強化はなかなか難しいのではないか
と思います。
　ガバナンス強化の議論の中で、本社における
期待される機能というものが色 と々あると思っ
ていますが、企業理念から経営方針、またブラ
ンディングなどの点で本社がグループ全体の顔
になっていません。力強いアナウンスもできて
いない。また人材を含めた、経営資源の把握
と適切な配分もそうです。本社があって、地域
統括があって、海外子会社があるという箱物は
できていても、それらが有機的につなげられて
いないという印象を受けています。
　本社では現地の子会社で何が起こっている
かがわからない。だから一方的な指示に終始し
てしまう。日本企業では、地域統括会社の役
割も、残念ながら多くの場合不明瞭です。海
外子会社と本社との板挟みになっているだけと
思える場合も少なくありません。海外子会社は、
本社からはとにかく収益を出せと言われ、地域
統括からは不正防止を強く言われる。収益の
結果責任だけを問われ、それでいて海外は転
職が多いし、日本からの駐在員も 3 年程度で
戻ってしまうので、標準化が進まず、不正が発
生した際の有事対応もままならないという状況
に陥っているのではないかと思います。
中島　様々な要素がちぐはぐなわけですね。
結局、遡って何が根本かと考えてみると、自分
たちのあるべき姿みたいなものがきちんと描
けていないのだと思います。ガバナンスの在り
方もパターンとしては色々あると思う。欧米型
のガチガチの中央集権型でやるというのもあ
るでしょうし、逆により現地に権限移譲をして
やっていくという方法もある。仮に権限移譲を
大胆にやっていくというのであれば、その方が

×中島祐輔     扇原洋一郎
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

フォレンジック＆クライシスマネジメントサービス統括　パートナー
公認会計士

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
シニアヴァイスプレジデント

フォレンジック＆クライシスマネジメントサービス

Yusuke Nakashima

会計不正、品質偽装、贈収賄など
様々な不正・不祥事事案に調査委
員や責任者として関与。ステーク
ホルダー対応等の危機管理や再発
防止策導入など危機に直面した
企業を信頼回復まで一貫して支
援している。会計監査を経験後、
2002 年 に DTFA に 入 社。M&A、
企業再生、組織再編など広範な領
域でプロジェクトマネジメントの
経験を有する。2018 年より現職。
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かなり難しいと思うのですけど、密度の高い人
的交流などを通して、同じ価値観をグループ全
体で醸成していかないといけない。その結果、
暗黙のルールを共有できていないと、権限移
譲は成功しない。しかし日本人は若干クロー
ズドな面もあるので、そういったこともなかな
か進められていない。一方で中央集権型にし
ようとしても、情報インフラやガバナンスに資
する人的投資もあまりできていないので、それ
も中途半端になっています。何もかもが中途半
端な感じで、日本企業はどこへ行くのかという
ことがまさに問われているのだと思います。
扇原　そうしたちぐはぐさは、今回の調査結果
の中にもしっかりと見られます。例えば地域統
括会社の存在感が薄いとか、権限移譲のレベ
ルに本社と海外子会社の間で認識のギャップ
もあるようです。

経営者の強い覚悟を発信するのが
海外子会社ガバナンス強化の最大の要諦

扇原　では今後、どういった視点でガバナンス
を強化していかなければならないのかという点
について、「海外子会社ガバナンスの強化のた
めの要諦」というものをまとめました（下表参照）。
この中で一番大事なのがマネジメントの強化
で、特に大切なのが Tone at the Top ＝経営
者の意思表示です。経営者が変わらないと会
社は変わらない。意識レベルだけでなく、対外

的に経営トップの責任として、自分自身および
会社の経営ビジョンをどんどん外に発信し、意
志表示をしていく。たとえば取締役の責任はこ
うだとか、経営トップとしての倫理観とか、トッ
プの姿勢を従業員にきちんと見せて、自分はこ
うやるからついてこいと、従業員に対する意思
表示もしっかり行う。公平な扱いをしているこ
ともはっきりと見せる。不正は許さないという
明確な意思表示ももちろん力強く宣言していく
必要があります。その覚悟に沿って、ガバナン
スの啓蒙教育としての Code of Conduct（行動
規範）を作ったり、コーポレートカルチャーを
醸成したりしてほしいですね。
中島　特にコロナ禍によって、苦しい業績に追
い込まれている企業が少なくない。そうした企
業がこれからもっと増えると思われる今だから
こそ、マネジメントとしてしっかりメッセージを
発していくということが、今後の会社の方向性
を左右すると思います。業績回復するためにと
にかく色々な手を打っていく必要があるし、ビ
ジネス上の様々なビジョンを示していく必要が
あるのだけど、それと同時に、「こういった状
況でコンプライアンス云々言っている場合では
ないだろう」みたいなマインドに陥りがちなの
で、そこで歯を食いしばって、そうした罠に陥
らないように従業員を叱咤激励していく必要
があるということを忘れないでほしいですね。
それこそがマネジメントの力量だと思います。
扇原　覚悟を決めるということですよね。そ
して責任を明確化する。その過程で一番重要
なのがやはりグローバルポリシーです。トップ
の覚悟から各部門に落とし込んでいく。地域
統括を経て各海外子会社にも浸透させていく。
各子会社はそれを自分なりに適応させていく。
何をやるのか、何をやってはいけないのか、
何をやらなくてはいけないのか。そのためには
グループの会社間で相当コミュニケーションを
活発にしなくてはいけないと思いますので、グ
ローバルポリシーを通す手続き自体で、ガバナ
ンスは強化されるはずなのです。少なくともそ
のトレーニングにはなるはずだと思っています。

海外子会社ガバナンス強化に向けて
今、やらなくてはいけないこと

中島祐輔 　 扇原洋一郎×

海外子会社ガバナンス強化のための要諦

マネジメント

責任の明確化

リスクと統制

人材と組織

モニタリング

Tone at the Top
ガバナンス啓蒙教育・Code of Conduct
グループコーポレートカルチャー育成

グローバルポリシー・規定の策定・導入
役割・責任・機能の明確化と権限移譲
業績管理と財務管理の分離

プロセスの標準化・可視化（システム等）
リスクの評価と可視化
グローバルコンプライアンスマネジメント

グローバル人材モビリティ戦略
グローバルエスカレーションシステム
事業・機能・地域による組織体制

内部監査の高度化
内部監査の人材強化
監査役監査の強化
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不正監査に必要となる４つのキーワード
デジタルツールを使いこなしてほしい

扇原　移動が制限される中で、これから将来
に向けて、いかにテクノロジーを導入していく
かも重要です。その意味で、今後強化すべき、
不正検知を重視した内部監査、いわゆる不正
監査には 4 つのキーワードがあると整理してい
ます。
　1 つ目は「データアナリティクス」。アナリ
ティクスを使うと取引データの中に含まれてい
る隠れた情報を炙り出せる。購買システム、生
産システム、在庫システム、経理システムなど、
基幹システム系のデータを組み合わせて、何
かおかしな動きがないかを検知する。そういっ
た情報と、例えば出退勤、休暇などの情報、
Outlook のスケジュールデータ、e メールのデー
タなど色々な周辺データも組み合わせて分析
することも可能です。そうした多角的なデータ
分析から不正の兆候、レッドフラグを検知す
るようなことができるようになってきています。
　2 つ目が「デジタル化」。これまで内部監査
は、現地に行って調査をしていたわけですが、
それを日本に居ながらやらなくてはならないの
で、必然的に様々なリモートツールを使う必要
があります。例えば現地から何らかの証票類
を入手する際に、クラウド上に情報をアップロー
ドしてもらう。あるいはビデオ会議で現地と密
にコミュニケート、ないしは監査目的のインタ
ビューを行う。さらにはビデオ会議で得られた
情報から、音声や表情解析によって裏側に隠
れた情報を得る技術も存在します。
　３つ目が「フォレンジックの知見」。最近注
目しているのは犯罪心理学です。これに基づ
いたプロファイリング技術。あるいはそもそも
今まで蓄積してきた不正調査の知見（不正リス
クシナリオ）。これらはまさに我々の専門性で
すが、どのような状況になったら、どういった
不正が起こりやすいのか。それらを紐づけるシ
ナリオ、仮説。そういった知見を縦糸としなが
ら、「データ活用」や「デジタル化」の横糸を

より合わせていく。
　そして最後の 4 つ目が「人」。教育と企業文
化の改革、Tone at the Top、人事戦略など。
これらの組み合わせで監査する人材を強化し、
同時に監査される側を教育するわけです。
　この 4 つは相互に関連しています。同時並
行で推進することで次世代の不正監査の質を
高めていただきたいと思っています。
中島　日本企業は内部監査を若干軽視してい
る傾向があります。今回の調査結果にも出て
いますが、人的規模が欧米に比べると１〜２桁
少ないし、内部監査が会社の中でのキャリア
プランの中に位置づけられていないなど、なか
なか陽が当たっていないところがある。ここに
陽を当てていくことが必要です。
　加えて、監査の中でこうしたテクノロジーを
導入すればすぐに機能するのかという話ではな
くて、ビジネスのオペレーション自体がそもそ
もデジタル化していかないと不正監査の高度化
も実現が覚束ない。そういった意味では、デ
ジタル化の全社的な推進自体が経営の重要な
メッセージたりうるし、加えて、内部監査に
対してきちんと人的・財務的支援をしていくこ
とによって、これまでとは違う、グローバルガ
バナンスを効かせていくんだというマネジメン
トの姿勢を明確に示すこともできるわけです。
メッセージと施策を整合的に進めることで、大
きく組織文化を変えていく必要があると思いま
す。
　結局、マネジメントがきちんと方向性を示す
ことが大切という話に戻ります。不正への対応
は経営の良し悪しを判別するリトマス試験紙の
ようなものです。グローバル経営をどうしてい
くのかということを明確に示しつつ、その中に
コンプライアンスやガバナンスをしっかりと位
置付ける。その結果としての不正防止・早期対
応であると。今回の調査で様々なことが明ら
かになっていますので、自らの現在位置を確認
し、根本に遡って見直すのに役立てていただ
きたいと思っています。

Yoichiro Ogihara 

アメリカ合衆国ハワイ出身。前職
では日系一部上場企業にて経理財
務部門に 20 年以上勤務。アジア
ビジネスに 10 年以上かかわる。
デ ロ イ ト ト ー マ ツ フ ァ イ ナ ン
シャルアドバイザリーに入社後、
東南アジアを中心とした不正調査
や海外子会社ガバナンスの強化策
の設計と導入を担当している。
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