研究会報告

＜ＣＩＡフォーラム研究会報告＞

「内部監査の成熟度に関するアンケート」
調査結果報告
調査／分析：研究会No.４−Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）

「ＣＩＡフォーラム」は、ＣＩＡ資格
保持者の研鑽及び相互交流を目的に活動
する、社団法人日本内部監査協会（ＩＩ
Ａ−ＪＡＰＡＮ）の特別研究会である。
各研究会は、担当の座長が責任をもって
自主的に運営し、研究期間、目標成果を
設定し、研究成果を発信している。
この研究報告書は、ＣＩＡフォーラム
研究会No.４−Ａが、その活動成果とし
てとりまとめたものである。報告書に記
載された意見やコメントは、研究会の
「見解」であり協会の見解を代表するも
のではなく、協会がこれを保証・賛成・
推奨等するものでもない。

準やメルクマールが提供されていますが、一
方その実際の運営、機能、貢献度、実効性と
いった内部監査の「機能状況」についてはど
のような状態がベストプラクティスであるの
か共通の土俵があるわけではありません。
もとより、内部監査は組織の方針、事情に
よって存在するものであり、定まったあるべ
き姿があるものではありませんが、当研究会
では問題意識を踏まえ、実務家の観点から一
定の整理を試み、特に実態的な機能状況に焦
点を当てた「内部監査の成熟度モデル」を策
定しました。モデルの特徴は、内部監査部門
との関係が深い取締役会、経営者、被監査部
門、監査役、外部監査法人からの内部監査部
門への期待度・貢献度・連係度を意識し、モ
デルを構築しました。
本報告は、同モデルについて日本内部監査

はじめに

協会ホームページ等にてアンケート調査をお

日本内部監査協会ＣＩＡフォーラム研究会
No.４−Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）

願いし、140社からいただいた回答をとりま
とめたものです。

は、日々、内部監査業務に携わる実務家によ

なお最初にお断りしますが、もし本稿の読

る研究会です。今般、「内部監査の成熟度に

者が内部監査部門の方、もしくは内部監査に

関するアンケート」を実施し、その結果をと

関係する方で、多少の時間があるのであれば

りまとめましたので報告します。

是非巻末のアンケートを自社分について実施

その背景、問題意識は以下のとおりです。

された上でこの報告書をお読みください。

内部監査の組織や体制、監査手順等に関し

140社との比較により、自社の現状及び今

ては、内部監査の品質評価等による様々な基

後の課題抽出が容易になり、この報告書の価
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◆調査方法

値も大幅に上がるものと考えます。
本アンケートとこの結果報告が、我が国内
部監査部門の実態的な機能向上に役に立ち、

記入式アンケート、日本内部監査協会ホー
ムページ及び各種会合での依頼により収集

もって我が国企業・組織のガバナンス、リス
ク管理、コンプライアンス機能の向上の一助
になれば望外の幸せです。

◆アンケート期間
2009年１月〜３月

◆回答数

□調査の概要

140社

◆調査目的
①

我が国企業・組織の内部監査部門責任者

が、自らの内部監査機能の発揮状況を実態

□アンケート結果の概観

面で自己評価することにより、単に制度の

○我が国内部監査部門は、独立性、指摘・勧

「たてつけ」にとどまらず、実態的な機能

告等への対応状況、予算や網羅性の確保等

状況について検証できるツールを提供する

の旧来からの課題を着実に達成しつつある

こと

ものの、一方、外部の第三者による内部監

②

我が国内部監査部門の現状をとりまと

査の品質評価、継続的モニタリング／監査、

め、各社が他社との比較の中で自らのポジ

監査支援ソフトの導入等比較的新しく出て

ションを確認できるようにすることで、今

きた課題にはいまだ対応中である。

後の継続的改善に資すること
③

○各社において対応の良否にバラツキのある

「内部監査の成熟度」を最も有意に説明

し得る項目を特定すること

項目があり、他社との比較において改善の
余地のある項目については早急に手を打つ
べきである。

◆アンケート調査票の構成

○今回の分析の結果、「内部監査の成熟度」

アンケート調査票は、次の４つのパートで

を表す項目のいくつかを示すことができ
た。すなわち、「リスクアセスメントプロ

構成した。
基本情報は、資料集（58頁）参照。
Ⅰ．取締役会、経営者との関係の中で内部監

セスの確立」、「内部監査の品質管理」、「事
業目的に沿った監査計画の存在」といった
項目は、内部監査の成熟度を表す鍵となる

査部門が整備・運営すべき項目
Ⅱ．被監査部門との関係の中で内部監査部門

項目であると考えられる。これらも参考に、
内部監査の機能向上に向けての次なる課題

が整備・運用すべき項目
Ⅲ．監査役、外部監査法人との関係の中で内
部監査部門が整備・運用すべき項目

抽出に役立てていただきたい。
○重要なことは、各社が自ら置かれた環境の

Ⅳ．内部監査部門内で整備・運用すべき項目

中で自社にとって足りないところや課題を

上記４つの分野にわたる計38項目（アンケ

見つけ対応することであり、これにより内

ートそのものは巻末）

部監査の機能を「実態面で」、「継続的に」
改善させていく努力が肝要である。またこ

◆調査対象

の際、平均点との比較にとどまらず、内部

内部監査部門責任者

監査のベストプラクティスを意識しつつ対
応していく視点も重要である。
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□調査結果

404 適時適切な監査対象の選定

3.04

401 内部監査プロセスの確立

2.98

調査結果は、次の３つのパートで分析した。

経営者の指導力及び内部監査への

〔１〕平均点分析

104

〔２〕標準偏差分析

103 経営者とのコミュニケーション

〔３〕内部監査の成熟度を表す項目の特定
107

サポート

内部監査に必要な十分な人材の確
保

2.86
2.80
2.74

301 監査役との連係

2.73

302 監査役監査の支援、補完

2.37

406 業務に合わせた監査手法の設定

2.31

アンケート各項目の成熟度レベル０〜５に

102 事業目的に沿った監査計画の存在

2.30

十分な整合性があるわけではなく、項目の

411 内部監査の人材育成と継続的教育

2.19

〔１〕平均点分析
１．項目別

「平均点」の分析には一定の限界があること
を認識しつつも、おおよその傾向を把握する

403

リスクアプローチに基づく監査計
画の策定

2.07

410 ＩＴ内部監査の実施

1.94

402 リスクアセスメントプロセスの確立

1.79

立性、指摘・勧告等への対応状況、予算や監

417 他のリスク管理部門等との協働

1.78

査の網羅性の確保等、全社的な内部監査体制

304 外部監査人との連係

1.75

の整備に係る項目が多くなっている。我が国

407 協働チームによる監査の実施

1.75

においても、内部監査の組織作りが着実に進

419

目的で分析を行った。
図表１のとおり、平均点の高い項目は、独

展していることがうかがえる。
一方、平均点の低い項目を見てみると、外
部の第三者による内部監査の品質評価、継続
的モニタリング／監査、監査支援ソフトの導

201

平均点

被監査部門との関係における内部
監査人の精神的な独立性

内部監査による指摘・勧告等への
対応状況

内部監査のパフォーマンスに関す

確化

418 ＥＲＭ活動への関与
人事的なキャリアパスとローテー

1.37

1.31

408 アウトソースの活用

1.24

414 監査支援ソフトの活用

0.96

413 内部監査の品質管理

0.92

3.66

416

3.34
303

内部監査部門長の役割と責任の明

1.44

ク

205 内部監査の情報発信への期待

3.39

対応

1.53

3.87

105 監査対象の網羅性
内部監査への期待、及び監査への

1.60

108

3.49

106

への期待

1.66

4.06

109 十分な予算の確保

202

内部監査のコンサルティング機能

405 ＣＳＡの活用

全体

質問項目

101 内部監査の独立性
203

の支援

412 る被監査部門からのフィードバッ

＜図表１＞
No

204

内部監査人の社外活動、資格取得

3.29
415

ション

継続的モニタリング／監査の仕組
みの導入
監査役業務の自己評価の支援・補
完
外部の第三者による内部監査の品

110 社内情報へのアクセス権

3.26

質評価

409 監査のフォローアップ

3.18

全体
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0.58
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２．属性別分析

入等比較的新しい課題が並んでおり、これら

¸

の項目はこれからの課題と見られる。
これを「取締役会・経営者」、
「被監査部門」、

業種別

業種別に平均点の分布を見ると図表３のと

「監査役・外部監査人」、「内部監査部門」の

おりである。

カテゴリー別に見ると、図表２のとおりであ

製造業（素材）、製造業（加工）、非製造業

る。全社的な体制整備が進む一方で、比較的

に比べ、金融保険の平均点が高いことが読み

新しい項目も盛り込んだ「内部監査部門」の

とれる。平均点が高い項目は、「ＩＴ内部監

平均点が低くなっている。

査の実施」、「アウトソースの活用」、「内部監

＜図表２＞

査の品質管理」、「経営者の指導力及び内部監
平均点

査へのサポート」といった、内部監査部門に

取締役会・経営者

2.94

おける体制整備の項目で平均を大きく上回っ

被監査部門

2.79

ていることがわかる。金融検査マニュアルへ

監査役・外部監査人

1.87

の対応等により、内部監査部門内での体制整

内部監査部門

2.38

備が進んでいるものと思われる。一方、「監

カテゴリー

＜図表３＞
全体 製造業 製造業
非
平均点 （素材）（加工） 製造業
140社
20社
49社
35社

質問項目

No

被監査部門との関係における内部監査人の精神的

金融
保険
24社

その他
12社

4.06

4.00

4.20

3.78

4.17

4.18

101 内部監査の独立性

3.87

4.05

3.86

3.53

4.25

3.91

203 内部監査による指摘・勧告等への対応状況

3.66

3.05

3.57

3.53

4.42

3.91

109 十分な予算の確保

3.49

3.05

3.37

3.53

3.75

4.09

105 監査対象の網羅性

3.39

2.95

3.27

3.28

4.17

3.45

202 内部監査への期待、及び監査への対応

3.34

3.00

3.33

3.22

3.71

3.55

106 内部監査部門長の役割と責任の明確化

3.29

3.45

3.22

3.06

3.67

3.18

110 社内情報へのアクセス権

3.26

3.25

2.86

3.03

4.08

4.00

409 監査のフォローアップ

3.18

2.45

2.96

3.06

4.17

3.73

404 適時適切な監査対象の選定

3.04

2.70

2.76

2.89

3.75

3.91

401 内部監査プロセスの確立

2.98

2.80

2.90

2.67

3.58

3.36

104 経営者の指導力及び内部監査へのサポート

2.86

2.50

2.65

2.36

3.92

3.82

103 経営者とのコミュニケーション

2.80

2.50

2.48

2.61

3.71

3.36

107 内部監査に必要な十分な人材の確保

2.74

2.30

2.76

2.36

3.74

2.55

301 監査役との連係

2.73

3.05

2.71

2.61

2.27

3.64

302 監査役監査の支援、補完

2.37

2.30

2.39

2.25

2.16

3.27

406 業務に合わせた監査手法の設定

2.31

1.95

2.18

1.94

3.08

3.00

102 事業目的に沿った監査計画の存在

2.30

1.85

2.19

2.00

3.08

2.91

411 内部監査の人材育成と継続的教育

2.19

1.75

2.37

1.75

2.50

3.00

403 リスクアプローチに基づく監査計画の策定

2.07

1.70

1.71

1.83

3.38

2.27

410 ＩＴ内部監査の実施

1.94

1.50

1.69

1.61

3.58

1.36
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402 リスクアセスメントプロセスの確立

1.79

1.35

1.45

1.69

2.88

2.00

417 他のリスク管理部門等との協働

1.78

1.55

1.57

1.53

2.58

2.18

304 外部監査人との連係

1.75

1.80

1.51

1.75

2.16

1.91

407 協働チームによる監査の実施

1.75

1.54

1.32

1.48

2.72

2.84

419 内部監査人の社外活動、資格取得の支援

1.66

1.00

1.51

1.64

2.42

1.97

204 内部監査のコンサルティング機能への期待

1.60

1.35

1.53

1.36

2.00

2.27

405 ＣＳＡの活用

1.53

1.05

1.50

1.31

2.13

2.00

1.44

1.40

1.06

1.28

2.33

1.73

418 ＥＲＭ活動への関与

1.37

1.02

1.45

1.21

1.62

1.65

108 人事的なキャリアパスとローテーション

1.36

1.40

1.16

1.17

2.04

1.27

205 内部監査の情報発信への期待

1.31

1.25

0.98

1.19

1.88

2.09

408 アウトソースの活用

1.24

1.20

0.63

1.17

2.64

1.27

414 監査支援ソフトの活用

0.96

0.75

0.71

0.75

2.21

0.36

413 内部監査の品質管理

0.92

0.50

0.61

0.61

2.29

1.09

416 継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

0.68

0.20

0.43

0.44

1.63

1.36

303 監査役業務の自己評価の支援・補完

0.58

0.78

0.28

0.57

0.59

1.55

415 外部の第三者による内部監査の品質評価

0.57

0.20

0.24

0.47

1.63

0.73

2.20

2.00

2.00

2.00

2.80

2.60

内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門か

412

らのフィードバック

全体

査役との連係」、「監査役監査の支援・補完」

公認内部監査人（ＣＩＡ）の数と平均点と

の項目では全体平均を下回っていることが特

の関係は図表５のとおりである。これもおお

徴的である。

むね正の相関が見てとれる。

¹

企業規模別

＜図表５＞

資本金、従業員の多寡による平均点の分析
結果は図表４のとおりである。一部例外はあ
るものの、全体としては企業規模が大きいほ
ど、平均点が高いという傾向が見てとれる。
＜図表４＞
資本金

平均点

従業員

平均点

〜10億円

2.3

〜500人

2.1

〜50億円

1.9

〜1,000人

2.0

〜100億円

2.0

〜3,000人

2.2

〜50億円

2.1

〜5,000人

1.8

〜1,000億円

2.3

〜10,000人

2.5

〜5,000億円

2.8

〜50,000人

2.5

5,000億円以上

3.4

50,000以上

2.6

ＣＩＡの人数

平均点

０人

2.0

〜２人

2.1

〜５人

2.4

〜10人

3.6

10人以上

3.2

（注）公認内部監査人とは、企業の内部監査
業務に関わる知識・技能を証明する米国
資格。

３．地域別分析
今回のアンケート回答数140社のうち、東
京が103社、大阪が37社。東西比較の結果は

º 公認内部監査人（注）の人数による
分析

図表６のとおりである。
平均点で見ると東京が大阪を上回ってい
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＜図表６＞
東京
平均点

大阪
平均点

差異

101 内部監査の独立性

3.98

3.57

−0.41

102 事業目的に沿った監査計画の存在

2.42

1.97

−0.45

103 経営者とのコミュニケーション

2.94

2.41

−0.53

104 経営者の指導力及び内部監査へのサポート

3.04

2.38

−0.66

105 監査対象の網羅性

3.49

3.14

−0.35

106 内部監査部門長の役割と責任の明確化

3.29

3.27

−0.02

107 内部監査に必要な十分な人材の確保

2.80

2.57

−0.24

108 人事的なキャリアパスとローテーション

1.32

1.46

0.14

109 十分な予算の確保

3.58

3.22

−0.37

110 社内情報へのアクセス権

3.33

3.05

−0.28

201 被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性

4.10

3.95

−0.15

202 内部監査への期待、及び監査への対応

3.31

3.41

0.09

203 内部監査による指摘・勧告等への対応状況

3.71

3.51

−0.20

204 内部監査のコンサルティング機能への期待

1.55

1.73

0.18

205 内部監査の情報発信への期待

1.37

1.16

−0.21

301 監査役との連係

2.69

2.84

0.14

302 監査役監査の支援、補完

2.27

2.65

0.38

303 監査役業務の自己評価支援、補完

0.52

0.75

0.23

304 外部監査人との連係

1.75

1.76

0.00

401 内部監査プロセスの確立

3.03

2.84

−0.19

402 リスクアセスメントプロセスの確立

1.85

1.62

−0.23

403 リスクアプローチに基づく監査計画の策定

2.15

1.86

−0.28

404 適時適切な監査対象の選定

3.10

2.89

−0.21

405 ＣＳＡの活用

1.45

1.76

0.30

406 業務に合わせた監査手法の設定

2.33

2.24

−0.09

407 協働チームによる監査の実施

1.79

1.65

−0.14

408 アウトソースの活用

1.38

0.86

−0.52

409 監査のフォローアップ

3.29

2.86

−0.43

410 ＩＴ内部監査の実施

2.11

1.49

−0.62

411 内部監査の人材育成と継続的教育

2.21

2.16

−0.04

412 内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック

1.59

1.00

−0.59

413 内部監査の品質管理

1.02

0.65

−0.37

414 監査支援ソフトの活用

0.92

1.05

0.13

415 外部の第三者による内部監査の品質評価

0.72

0.14

−0.59

416 継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

0.74

0.51

−0.23

417 他のリスク管理部門等との協働

1.81

1.68

−0.14

418 ＥＲＭ活動への関与

1.42

1.22

−0.20

419 内部監査人の社外活動、資格取得の支援

1.79

1.30

−0.50

2.25

2.07

−0.18

No

質問項目

全体
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る。特筆すべきは、監査役関連の項目はすべ

ため、標準偏差分析を行った。これを行うに

て大阪が東京を上回っている点である。要因

当たり、平均点分析と組み合わせ、以下の４

までは分析できなかったが、興味深いデータ

象限による分析とした（図表７）
。

といえる。逆に東京が上回っている点が高い

今回のアンケート結果の平均点と標準偏差

項目は、「経営者の指導力及び内部監査への

（図表８−２）をこのマトリックスに当ては
めると図表８−１のとおりである。

サポート」、
「ＩＴ内部監査の実施」である。

①

第一象限（総じて対応できているが、で

きていない会社がある）

〔２〕標準偏差分析

特徴的なのは「経営者の指導力及び内部監

項目別に対応の良否のバラツキを把握する

査へのサポート」である。内部監査の機能発

＜図表７＞
平均点
第四象限

第一象限

高
総じて対応できておりそ
のバラツキも小さい

総じて対応できているが
できていない会社もある
標準偏差

小

大
総じて対応できていない
ができている会社もある

総じて対応できておらず
そのバラツキも小さい
第三象限

第二象限

低

＜図表８−１＞

平
均
点

被監査部門との関係における
内部監査人の精神的な独立性

内部監査の指摘・勧告等への
対応状況
201

4

101

内部監査の期待及び
監査の対応

203
202

3

110
401

継続的モニタリング／
監査の仕組みの導入

104

ＩＴ内部監査の実施

302
406102
403

411

内部監査のコンサルティング機能
への期待

監査役業務の自己評価支援、
補完

103

107

417 402
304

204

1

409

404
301

2

経営者の指導力及び
内部監査へのサポート

109

105
106

108

418
205

412

405

408
413414

303

外部の第三者による
内部監査の品質評価

アウトソースの
活用

416
415

ＥＲＭ活動への関与

1
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＜図表８−２＞
No

平均点

標準偏差

101 内部監査の独立性

3.9

1.2

102 事業目的に沿った監査計画の存在

2.3

1.5

103 経営者とのコミュニケーション

2.8

1.5

104 経営者の指導力及び内部監査へのサポート

2.9

1.6

105 監査対象の網羅性

3.4

1.0

106 内部監査部門長の役割と責任の明確化

3.3

1.0

107 内部監査に必要な十分な人材の確保

2.7

1.3

108 人事的なキャリアパスとローテーション

1.4

1.3

109 十分な予算の確保

3.5

1.2

110 社内情報へのアクセス権

3.3

1.4

201 被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性

4.1

0.9

202 内部監査への期待、及び監査への対応

3.3

0.8

203 内部監査による指摘・勧告等への対応状況

3.7

0.9

204 内部監査のコンサルティング機能への期待

1.6

1.1

205 内部監査の情報発信への期待

1.3

1.4

301 監査役との連係

2.7

1.1

302 監査役監査の支援、補完

2.4

1.5

303 監査役業務の自己評価支援、補完

0.6

1.0

304 外部監査人との連係

1.8

1.5

401 内部監査プロセスの確立

3.0

1.1

402 リスクアセスメントプロセスの確立

1.8

1.5

403 リスクアプローチに基づく監査計画の策定

2.1

1.5

404 適時適切な監査対象の選定

3.0

1.2

405 ＣＳＡの活用

1.5

1.6

406 業務に合わせた監査手法の設定

2.3

1.4

407 協働チームによる監査の実施

1.8

1.4

408 アウトソースの活用

1.2

1.7

409 監査のフォローアップ

3.2

1.5

410 ＩＴ内部監査の実施

1.9

1.7

411 内部監査の人材育成と継続的教育

2.2

1.3

412 内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック

1.4

1.5

413 内部監査の品質管理

0.9

1.5

414 監査支援ソフトの活用

1.0

1.5

415 外部の第三者による内部監査の品質評価

0.6

1.3

416 継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

0.7

1.2

417 他のリスク管理部門等との協働

1.8

1.4

418 ＥＲＭ活動への関与

1.4

1.1

419 内部監査人の社外活動、資格取得の支援

1.7

1.6

54

質問項目

月刊監査研究

2009．9（No.425）

研究会報告

揮は経営者の意向によるといわれることも多

他の37項目との間の相関係数が計算される

く、経営者のコンスタントなサポートが求め

が、一定の相関係数を上回る項目数を数え上

られる。

げた。

②

第二象限（総じて対応できていないが、

これは「たくさんの項目と相関があれば、
成熟度を表す項目となるのではないか」との

できている会社もある）
「ＩＴ内部監査の実施」、「アウトソースの

仮説に基づくものである。

活用」、「内部監査人の社外活動、資格取得の

第二に、
「主成分分析」である。

支援」は全38項目中、出来／不出来のバラツ

当研究会としては、本アンケートの38項目

キの最も大きい３項目。内部監査部門として

が「全体として」内部監査の成熟度を表すと

は、他社事例等も参考にしながら機能向上に

考えているので、これを前提として主成分分

努めていくことが望まれる。

析を行った。

③

第三象限（総じて対応できておらず、そ

この結果、第一主成分の寄与率（全情報量
のうち、該当する主成分が占める情報の量）

のバラツキも小さい）
「監査役業務の自己評価支援、補完」、「内

は0.399と、第二主成分の寄与率0.050と比べ

部監査のコンサルティング機能への期待」、

て格段に大きく、第一主成分が「内部監査の

「ＥＲＭ活動への関与」、「継続的モニタリン

成熟度」を表す主成分ではないかと考える。

グ／監査の仕組みの導入」、「外部の第三者に

そこで、第一主成分と各項目との相関係数

よる内部監査の品質評価」など、比較的新し

である因子負荷量を計算し、38項目のうち、

い課題が並んでおり、これからの課題といえ

どの質問項目が「内部監査の成熟度」に寄与

る分野である。

している項目であるかを調査した。

④

第四象限（総じて対応できており、その

バラツキも小さい）

主成分分析とは、相関関係にある複数

「内部監査への期待及び監査への対応 」、

の要因を圧縮し、総合的な評価や特性を

「被監査部門との関係における内部監査人の

分析する手法である。例えば、営業利益

精神的な独立性」、「内部監査による指摘・勧

率、自己資本比率、売上高成長率、流動

告等への対応状況」など、もしこれらの項目

比率という４つの要素から企業の総合的

でできていない項目があれば、早急に手を打

評価を行うといった分析手法である。

つことが望まれる。
その上で、如上２つの分析結果を比較し、

〔３〕内部監査の成熟度を表す項
目の特定
アンケート項目38項目の中から、「内部監
査の成熟度」を表す項目は何なのかを特定す
るため、当研究会として以下の分析を試みた。
第一に、「相関分析」である。手順は以下
のとおりである。

「内部監査の成熟度」を表す項目の特定を試
みた。

１．相関分析
相関係数が0.5以上の比較的高い相関を示す
項目数は図表９のとおりである。
「リスクアセスメントプロセスの確立 」、
「内部監査の品質管理」、「事業目的に沿った

全38項目について、ある項目に対する０〜

監査計画の存在」、「内部監査プロセスの確

５の回答と当該他の項目に対する０〜５の回

立」、「適時適切な監査対象の選定」といった

答との間の相関係数をとる。各項目において、

項目となる。
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＜図表９＞
203
No
402

質問項目

相関数

リスクアセスメントプロセスの確
立

内部監査による指摘・勧告等への
対応状況

301 監査役との連係
18
419

1
1

内部監査人の社外活動、資格取得
の支援

1

413 内部監査の品質管理

13

102 事業目的に沿った監査計画の存在

10

101 内部監査の独立性

0

401 内部監査プロセスの確立

10

110 社内情報へのアクセス権

0

404 適時適切な監査対象の選定

10

201

205 内部監査の情報発信への期待
403

9

リスクアプローチに基づく監査計
画の策定

411 内部監査の人材育成と継続的教育
107

内部監査に必要な十分な人材の確
保

9
8
7

103 経営者とのコミュニケーション

6

406 業務に合わせた監査手法の設定

6

416

継続的モニタリング／監査の仕組
みの導入

6

202

被監査部門との関係における内部
監査人の精神的な独立性
内部監査への期待、及び監査への
対応

0
0

302 監査役監査の支援、補完

0

303 監査役業務の自己評価支援、補完

0

418 ＥＲＭ活動への関与

0

２．主成分分析
第一主成分との相関係数は図表10のとおり
である。

内部監査のパフォーマンスに関す
412 る被監査部門からのフィードバッ

5

ク

第一主成分との相関係数が高い項目は「リ
スクアセスメントプロセスの確立」、「内部監

414 監査支援ソフトの活用

5

査の品質管理」、「事業目的に沿った監査計画

417 他のリスク管理部門等との協働

5

の存在」といった項目になる。

104
108

経営者の指導力及び内部監査への
サポート
人事的なキャリアパスとローテー
ション

＜図表10＞
4
4

407 協働チームによる監査の実施

4

409 監査のフォローアップ

4

410 ＩＴ内部監査の実施

4

204

内部監査のコンサルティング機能
への期待

質問項目

No.

402

リスクアセスメントプロセスの
確立

413 内部監査の品質管理
102

3

事業目的に沿った監査計画の存
在

406 業務に合わせた監査手法の設定

第１主成
分との相
関係数
0.810
0.750
0.728
0.726

304 外部監査人との連係

3

405 ＣＳＡの活用

3

411

105 監査対象の網羅性

2

205 内部監査の情報発信への期待

0.725

408 アウトソースの活用

2

401 内部監査プロセスの確立

0.720

2

107

415

外部の第三者による内部監査の品
質評価

106 内部監査部門長の役割と責任の明

56

育

内部監査に必要な十分な人材の
確保

1

103 経営者とのコミュニケーション

1

403

確化
109 十分な予算の確保

内部監査の人材育成と継続的教
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404 適時適切な監査対象の選定

0.708

417 他のリスク管理部門等との協働

0.683

416

継続的モニタリング／監査の仕
組みの導入
経営者の指導力及び内部監査へ

の対応状況
202

0.679

内部監査への期待、及び監査への
対応

101 内部監査の独立性

0.537
0.522

被監査部門との関係における内部

0.677

201

304 外部監査人との連係

0.676

109 十分な予算の確保

0.513

405 ＣＳＡの活用

0.669

302 監査役監査の支援、補完

0.464

301 監査役との連係

0.443

303 監査役業務の自己評価支援、補完

0.381

418 ＥＲＭ活動への関与

0.363

104

108

のサポート

人事的なキャリアパスとローテ
ーション

0.665

410 ＩＴ内部監査の実施

0.654

409 監査のフォローアップ

0.644

204

内部監査のコンサルティング機
能への期待

407 協働チームによる監査の実施
415

外部の第三者による内部監査の
品質評価

0.519

３．両者の比較と検討

0.637

両者を比較すると、上位３項目は「リスク

0.637

アセスメントプロセスの確立」、「内部監査の
0.633

品質管理」、「事業目的に沿った監査計画の存
在」であり、全く同一の項目となった。

内部監査のパフォーマンスに関
412 する被監査部門からのフィード

監査人の精神的な独立性

また、相関分析の上位15項目をキーとする

0.626

バック

と、そのうち13項目までが主成分分析の上位

408 アウトソースの活用

0.615

15項目となっており、ほぼ同じ項目であるこ

105 監査対象の網羅性

0.609

とがわかる。

106

内部監査部門長の役割と責任の
明確化

したがって、これらの項目が「内部監査の

0.579

成熟度」を特定する項目であると考えられる。

110 社内情報へのアクセス権

0.569

これらの項目の実態的な機能向上が、我が

414 監査支援ソフトの活用

0.560

国内部監査機能向上の鍵であるわけで、その

0.548

早急かつ着実な取り組みが求められるものと

419

内部監査人の社外活動、資格取
得の支援

203 内部監査による指摘・勧告等へ

考える。

0.544

＜ＣＩＡフォーラム研究会No.４−Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）メンバー＞
（順不同・敬称略）
座

長：塩見 之郎（公認内部監査人（ＣＩＡ）
）

メンバー：梅山 勉（ＣＩＡ）・金森 淳二（ＣＩＡ）・河邊 精一（ＣＩＡ）・木村 行成（ＣＩＡ）
・眞田 光昭（ＣＩＡ）・芹沢 清（ＣＩＡ）・高木 信二（ＣＩＡ）・高瀬 浩幸（ＣＩ
Ａ）・竹内 博史（ＣＩＡ）・高田 外次（ＣＩＡ）・塚田 寛（ＣＩＡ）・中村 正樹
（ＣＩＡ）・布村 秀夫（ＣＩＡ）・森居 達郎（ＣＩＡ）・矢島 博之（ＣＩＡ）・山本
邦博（ＣＩＡ）・吉本 康徳（ＣＩＡ）
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【資料集】
基本情報は次のとおりである。

＜図表１＞業種
8%

＜図表５＞内部監査部門の監査対象範囲
14%

8%

17%

26%

35%

製造業（素材）
製造業（加工）
非製造業
金融・保険
その 他

＜図表２＞資本金
12%
9%
26%

11%

〜10億円
〜50億円
〜100億円
〜500億円
〜1,000億円
〜5,000億円
5,000億円以上

＜図表３＞従業員数
11%

18%

単体会社の内部監
査部門で対象範囲
は自社のみ

74%

その他

＜図表６＞公認内部監査人（ＣＩＡ）の人数

2% 12%

28%

親会社に属し、自
社及びグループ内
の他社も含む

4% 4%
10%

0人
〜2人
〜5人
53%

29%

4%

16%
11%

9%
19%

〜500人
〜1,000人
〜3,000人
〜5,000人
〜10,000人
〜50,000人
50,000人以上

＜図表４＞内部監査部門を管掌している役員・

33%

41%

専任でいる
兼務している
監査役スタッ
フはいない

26%

＜図表８＞監査役体制

委員会

5%

5%

25%

監査委員会設
置会社

ＣＥＯ
31%

監査役会設置
会社

監査委員会
63%

58

10人以上

＜図表７＞監査役スタッフ

30%

1%

〜10人

その他

監査役

内部監査部門
は存在しない
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個々の評価内容

存在しない
レベル０
初期段階／その場対応
レベル１

定められたプロセスがある
レベル３

最適化されている
レベル５

（１）取締役会、経営者
101 ＜内部監査の独立性＞内部監 内部監査規程の内容が内部監 内部監査規 内部監査規程はあるが、同規 内部監査部門が、内部監査部 内部監査部門が、内部監査部
査部門の目的、権限、責任等 査の独立性を保証し、また経 程がない。 程は業務の実施規程に偏り、 門の目的、権限、責任及び業 門の目的、権限、責任及び業
内部監査部門の目的、権限、 績等について、定期的に取締 績等について、定期的に取締
は「内部監査の専門職的実施 営会議や取締役会で承認され
責任及び業績等についての取 役会及び経営者へ報告するこ 役会及び経営者へ報告するこ
の国際基準」では、同基準に ているか。
締役会及び経営者へ報告する となどを定めた内部監査規程 となどを定めた内部監査規程
適合するとともに取締役会で
ことなどを定めた規程となっ があり、当該規程の制定及び がある。当該規程の制定及び
承認された基本規程において
ていない。被監査部門によっ 改廃に経営会議や取締役会等 改廃権限は取締役会にあり業
定義されるとされています。
ては、監査結果等への干渉や 決裁機関が関与するプロセス 務の実施に当たり独立性が確
実際の運営においても、被監
保されている。組織も内部監
介入が皆無ではない。
査部門やその関係者からの干
がある。
査部門の独立性を尊重してお
渉や介入は排除されていなけ
り、実際の運営においても内
ればなりません。
部監査への干渉や介入は皆無
である。
102 ＜事業目的に沿った監査計画 内部監査部門の監査活動がど 内部監査部 内部監査部門は、各業務部門 内部監査部門の事業計画等の 内部監査部門による、経営戦
の存在＞内部監査部門の監査 れだけ会社の経営戦略を反映 門が経営戦 から業務計画等を取りよせ、 事後のモニタリングに加え、 略の事後的、事前の検証によ
活動は、経営者によって策定 し、更に内部監査活動は会社 略に基づい これを検証した上で監査計画 組織の重要な事業戦略につい って、組織の事業目的に沿っ
された経営戦略に基づき、事 の経営戦略にどれだけ影響を た監査活動 を策定する。この限りにおい ては、オブザーバーとして参 た形で監査計画が立てられ、
を行ってい て監査計画は事業目的に沿っ 加し、内部監査部門の活動は 更に期中においても、適時に
業目的の達成を支援する形で 与えているか。
ない。
実施されていることが求めら
ているといえる。
組織の経営戦略に（内部監査 その監査計画が見直された上
れます。
の独立性を阻害しない形で） で、監査が実施されている。
監査活動の結果は経営者によ
一定の影響を与えている。
り次回の経営戦略の策定にお
いて活用されている。
103 ＜経営者とのコミュニケーシ 内部監査部門と経営者との連 内部監査部 必要に応じて意見・情報交換 社内規定等に基づき、月次・ 社内規定等に基づき、月次・
ョン＞内部監査部門と経営者 係の内容・方法・頻度は必要 門と経営者 を実施し、経営者から内部監 四半期等定期的に会合を開催 四半期等定期的に会合を開催
との間で連 査部門（長）に対して指示・ して意見・情報交換を実施 して、あるいは必要がある場
との間において双方が積極的 にして十分か。
に連係することが求められて
係が行われ 照会がある、あるいは内部監 し、経営者から指示・照会、 合には随時に、年間監査計画
います。
ていない。 査部門（長）から経営者に対 あるいは経営者に対して要 等に則った内部監査活動に関
して具体的な意見・情報交換
して要望・照会を行ってい 望・照会を行っている。
を実施し、必要な場合はその
る。
記録を残したり、別途適切な
メンバーによる会合を開催し
たりして、継続的に代表取締
役・取締役会と内部監査部門
との連係を維持・強化してい

設問の狙い

アンケート内容
自社
評価
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定期的に内部監査報告を議論
する経営会議などの会議体が
ある。ただし、経営会議等の
場で内部監査報告の重要事項
について経営陣が積極的に議
論・検討しておらず、講じた
是正措置等まで確認していな
いので会議が活性化していな
い。

定められたプロセスがある
レベル３

専任の内部監査部門長がお
り、職務責任が定められてい
る。取締役会や社長が承認し
た監査方針と年度監査計画を
作成し監査業務を行ってい
る。

経営トップ自身の関心事につ
いて個別に質問や指示を行う
ことはあるが、内部監査報告
を定期的に経営陣が議論する
経営会議などは設置されてい
ない。

初期段階／その場対応
レベル１

106 ＜内部監査部門長の役割と責 内部監査部門部門長の職務責 内部監査部 専任の内部監査部門長がいな
任の明確化＞有効な内部監査 任と役割が、明確であり、実 門長はいな い。他のライン業務の責任者
い。
業務の継続的活動には、監督 行されているか。
による兼務である。
者としての内部監査部門長の
職務責任と指導的な役割が重
要であり、ＩＩＡの実施基準
も内部監査部門長の役割とベ

経営者は内
部監査報告
や内部監査
機能の有効
活用に関心
が低い。

存在しない
レベル０

内部監査規程等で業務範囲の
制限ないことが明示されてい
るが、監査資源（要員・スキ
ル・予算等）の制約、被監査
部門との力関係などから、一
部内部監査の対象としたこと
のない分野が存在する。

定期的に内部監査報告を議論
する場として経営会議等が設
置され、経営者自らが議論・
検討・是正措置を講じている
か。

個々の評価内容

105 ＜監査対象の網羅性＞通常、 形式的な定めを超えた部分で 内部監査規 内部監査規程等で業務範囲の
内部監査の対象は、社内「全」 の実質的な内部監査の業務範 程等で業務 制限ないことが明示されてい
業務と定められていることが 囲は必要にして十分か。
また、 範囲の網羅 るにもかかわらず、監査資源
多いのですが、それが運用上 組織内にその認識が浸透して 性が担保さ （要員・スキル・予算等）の
も担保され、実施されている いるか。
れていない。 制約、被監査部門との力関係
ことが重要です。
などから、監査対象としたこ
とのない重要な業務が多数存
在する。

104 ＜経営者の指導力及び内部監
査へのサポート＞経営者は内
部統制を整備・運用する役割
を有しています。この役割を
達成するために経営者は内部
監査部門の機能を有効に活用
することが求められています。

設問の狙い
る。
定期的に内部監査報告を議論
する経営会議などの会議体が
設置されている。その運営プ
ロセスは経営者及び内部監査
部門長の協議により確立して
おり、経営陣が議論・検討・
是正措置を講ずることが実施
されている。たとえば経営ト
ップが経営会議で、是正勧告
を受けた部門の担当役員に対
応方針の説明を求める、ある
いは是正すべき点について見
直しを要請するなど指示が明
確である。なお、内部監査は
その属性からして、被監査部
門から批判を受けやすいこと
を経営トップが理解してお
り、必要に応じ内部監査機能
をサポートしている。
内部監査部門で監査対象の網
羅性を確保するためのリスク
アセスメントのプロセスが確
立している。ＩＴ分野やグル
ープ会社も含めてあらゆる部
門や機能がすべて監査対象と
してカバーされている。
人事、
不祥事故調査機能はじめ、合
併・提携・出資といった異例
事態にかかる経営判断プロセ
スも監査対象となっている。
執行役員あるいは同等クラス
以上の経営管理者の内部監査
部門長が専任されている。内
部監査部門長は、必要な知識
と見識があり、内部監査の実
務に明るい上、世界・業界の
ベストプラクティスを理解

最適化されている
レベル５
自社
評価
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監査計画を遂行するための予
算、および付加価値を向上す
るための予算（教育費・監査
ツール・外部サービス・監査
実施計画外の交通費・交際費
等）は、ともに十分である。
当期の予算費消については検
証され、増額を含む予算水準
の見直しが行われるプロセス
がある。
内部監査部門は、社内のすべ
ての分野の情報に制限なくア
クセスすることができる。ア
クセス権及び、被監査部門の
資料提出義務が内部監査規程
等で明文化されており、組織
にもこのことが十分浸透し、
実際にもその通り運用されて
いる。

内部監査部門予算は、研修費
用など内部監査の将来の価値
を向上させるための予算も含
めて確保されているか。

（２）被監査部門
201 ＜被監査部門との関係におけ 内部監査監査人は、偏向を排 内部監査部 内部監査人は、被監査部門か 職業倫理規定、基準、内部監 内部監査人の精神的な独立性
る内部監査人の精神的な独立 し公正で客観的な監査を行う 門は被監査 らの圧力によってその意見形 査規程等が整備され、監査人 を維持するため、職業倫理規

内部監査部門は、監査業務に
必要な情報に制限なくアクセ
スすることができる。当該ア
クセス権が内部監査規程等で
明文化されている。

内部監査部 監査計画を遂行するための予 監査計画を遂行するための予
門の予算管 算は十分ではない。予算は頻 算は、十分である。
理が実施さ 繁に削減される。
ただし、付加価値を向上する
れていな
ための予算（教育費・監査ツ
ール・外部サービス・監査実
い。
施計画外の交通費・交際費
等）は、十分ではない。

内部監査人 内部監査人のキャリアパスが 内部監査人のキャリアパスは 内部監査人のキャリアパスは
のキャリア 明確ではなく、要員の配置の 明確になっており、幹部候補 明確になっており、幹部候補
生養成のための人事ローテー 生には内部監査（内部統制）
パスは存在 基準が明確ではない。
しない。
ションに組み込まれてはいる の理解が必須となっている。
が、十分に機能していない。 また、内部監査部門には、幹
例：経理・財務、営業などに 部候補生養成のプログラムも
優先的に配置され、内部監査 ある。
は副次的である等。

内部監査部門のキャリアパス
は明確になっており、幹部候
補生養成のための人事ローテ
ーションに組み込まれている
か。

し、その吸収、業務への応用
に努めている。
組織にとって必要な内部監査 内部監査部 要員数が少なく、専門的な知 内部監査の専門的な知識を有 必要な業務監査を遂行するの
を遂行するのに十分な知識・ 門が存在し 識を有する要員が不足してお する者に加え、多様な職種･ に十分な知識・能力･経験の
り、また、職務経験が十分な 職務経験を持つ者から構成さ ある人材に加えて、状況に応
能力･経験のある人材を配し ない。
じて外部人材の活用を実施す
要員が不足している。
れている。
ているか。
る等、柔軟な対応ができる体
制になっている。

110 ＜社内情報へのアクセス権＞ 内部監査部門のアクセス権は 内部監査部 内部監査部門は、監査業務に
内部監査部門は、社内のすべ 制限なく、確保されているか。 門は、監査 必要な情報にアクセスできる
ての分野の情報に対して制限
業務に必要 が、制約がある。
なくアクセスすることができ
な情報にア
ることが必要です。また、こ
クセスでき
ない。
のアクセス権は、内部監査規
程等で明文化されていること
が望ましいといえます。

ストプラクティスを定めてい
ます。
107 ＜内部監査に必要な十分な人
材の確保＞内部監査部門の監
査に必要な人材が質・量とも
に確保されているか。必要に
応じ不足人材の補充・補完等
の手続が整備されていること
が重要です。
108 ＜人事的なキャリアパスとロ
ーテーション＞内部監査部門
が幹部候補生養成のための重
要な部署の１つであることの
認識が経営者や人事部門にあ
り、実際にそのように運用さ
れ、組織の中でもそのように
認識されていることが重要で
す。
109 ＜十分な予算の確保＞内部監
査部門が、活動できるための
十分な予算を確保できている
ことは内部監査活動の前提で
す。
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個々の評価内容

存在しない
初期段階／その場対応
定められたプロセスがある
最適化されている
自社
評価
レベル０
レベル１
レベル３
レベル５
性＞内部監査監査人は、偏向 ため、精神的な独立性を維持 部門と一体 成が頻繁に変更されている。 の教育指導もなされている 定、基準、内部監査規程、教
が、内部監査人は被監査部門 育指導等が定期的に見直さ
を排し公正で客観的な監査を しているか。
となってお
によっては遠慮をしたり、暗 れ、継続的に改善がなされて
行うため、精神的な独立性を
り、内部監
黙の圧力を受ける場合もあ いる。被監査部門とは客観的
維持することが求められま
査人には独
立性がな
な監査の発見事項に基づき、
る。
す。
い。
建設的な意見交換の中で、将
来のリスク低減のための施策
が協議されている。
202 ＜内部監査への期待、及び監 被監査部門からの内部監査へ 内部監査が 被監査部門が非協力的、かつ 監査請求資料は、納期までに 被監査部門の責任者は、内部
査への対応＞年間監査計画等 の期待があり、その対応が受 拒絶される 監査担当窓口を設置せず、情 取り揃え、送られてくる。イ 監査によるアシュアランスに
で通常の内部監査を受ける時 け入れられているか。
場 合 が あ 報提供・監査対応も消極的で ンタビューにも時間調整をし 期待するだけではなく、業務
る。内部監 監査請求資料もかなり催促し ながら応じてくれている。
改善のための客観的な問題発
の、被監査部門の内部監査へ
査への期待 ないと揃わない。「監査には 内部監査を受けることに理解 見と助言を望んでいる。助言
の期待とその対応の受容度は
が組織内に できれば来てほしくない」と はあるが受動的である。
の周辺のリスク確認も行い、
内部監査の成熟度を示す１つ
の指標となりえます。
存 在 し な の認識が組織内に広がってい
適切な是正措置を講ずる態勢
がある。内部監査機能を積極
る。
い。
的に受け入れ協力する企業風
土が定着している。
203 ＜内部監査による指摘・勧告 内部監査実施後、内部監査部 内部監査部 内部監査の指摘・勧告等は現 内部監査の指摘・勧告等を経 改善計画内容が、被監査部門
等への対応状況＞内部監査部 門からの指摘・勧告等が被監 門からの指 場担当者レベルにケースバイ 営管理上の職位者を含む被監 で確実に実施され不備事項等
門は監査の際、被監査部門に 査部門に受け入れられ、改善 摘・勧告等 ケースな方法で連絡される 査部門の関係責任者に発信す が改善されている。またその
対して指摘・勧告等を行い、 が実施されているか。
が、上位職には特に伝えてな る社内手続がある。当該部署 日常的監視体制も構築され
はない。
改善を促しています。その指
い。また被監査部門が改善計 から改善計画書を受け取るル て、再度不備が起こるリスク
摘・勧告等が被監査部門に受
画書により内部監査部門に回 ールになっており、指摘・勧 が軽減化されている。このサ
け入れられ、その改善が自発
答するルールになっていな 告等に基づく対応が報告され イクルが重要であることの認
的に実施されていることが重
い。指摘・勧告等が無視され、 ている。ただし、確実に実行 識が被監査部門に浸透してい
要です。
対応が放置される場合があ されているかどうかのモニタ る。
る。
リング体制まではできていな
い。
204 ＜内部監査のコンサルティン 被監査部門などに対する内部 被監査部門 被監査部門などから内部監査 内部監査部門として、コンサ 内部監査部門として、マニュ
グ機能への期待＞内部監査部 統制の構築・運用に関するコ などから内 担当者の個人的な経験･スキ ルティング依頼を受けた際の アルに沿って行ったコンサル
門が被監査部門などから内部 ンサルティングが実施されて 部統制の構 ルや人的ネットワークに依存 マニュアル（受付から対応方 ティング業務が被コンサルテ
築・運用に し、非公式にコンサルティン 法、更に取締役会への報告方 ィング部門でどのように実践
統制の専門家として認知・信 いるか。
関するコン グを求められることがある。 法など）が整備されている。 されているかモニタリングさ
頼され、内部監査部門が内部
サルティン ただし、回答はコンサルティ
れている。被コンサルティン
統制の構築・運用についてコ
ンサルティングすることが被
グを求めら ングを求められた担当者の個
グ部門でも内部監査部門のコ
ンサルティングを活用した結
監査部門から期待されてい
れたことが 人的な見解であり、会社の方
果を内部監査部門へ定期的に
る、また、内部監査部門がそ
針や事業環境に沿った適切な
ない。
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レベル３の記載事項が、議事
録に残され、監査役からの提
言が実践できているか、又は
実践していない場合はその説
明を果たしているかが定期的
に棚卸しされている。

監査役監査の支援の一助とし
て、監査役から要請がある場
合は、監査役が行う内部統制
システムの整備・運用状況の
評価を行う等のほか、内部監
査としてスキル面、人材面等
でできる限りの支援を行って
いる。例えば、監査役が要望
する監査テーマの検討・実
施、重大なリスク情報の報告、
監査ツール等の提供等を行
い、監査役監査の向上を支援
している。
303 ＜監査役業務の自己評価の支 監査役の自己評価の業務の支 監査役の業 監査役の業務の自己評価につ 監査役の業務支援の一助とし 監査役の業務支援の一助とし
援・補完＞監査役は、監査役 援・補完を必要な範囲で十分 務の自己評 いて、内部監査部門長や部員 て、監査役から要請がある場 て、定期的かつ継続的に、監

必要に応じて、監査役と監査
計画・監査結果等の情報交換
や監査業務の調整を実施して
いるが、定められたプロセス
とはなっていない。

内部監査部門の紹介や内部監 レベル１に記載された監査は レベル１に記載された監査関
査手順の説明、内部統制に関 関連情報が定期的に発信され 連情報に加え、特定の業務や
プロセスにかかるリスク情報
する一般的な情報を、イント ている。
が定期的に発信されている。
ラネットや社内報又はメール
ｊ配信などによって、社内の
更にそれらが内部統制向上に
与える効果や反応等をモニタ
関係者に対して行っている。
リングして、情報コンテンツ
ただし、情報更新や新規情報
の見直しに反映させている。
発信の頻度は定期的ではな
く、散発的である。

ものとは限らない。

内部監査部門と監査役との連
係が内部監査規程及び監査役
監査基準等に明文化され、監
査計画・監査結果等の情報交
換や監査業務の調整が監査役
会等において実施されてい
る。監査役の問題意識に基づ
く内部監査部門への提言が実
施されており、内部監査部門
もこれに対応している。
302 ＜監査役監査等の支援、補 監査役監査の支援・補完を必 監査役監査 内部監査結果を報告する際、 監査役監査の支援の一助とし
完＞一般に、専門的な監査知 要な範囲で十分に行っている との協働は 監査役から報告事項に関連す て、監査役から要請がある場
ない。
る質問があり、それに対して 合は、内部監査部門が内部統
識・経験をもたず、スタッフ か。
内部監査部門から回答してい 制システムの整備・運用状況
も必ずしも十分とはいえない
る。
監査役に対して、内部監査部
の評価を行い、監査役監査に
門がどのような支援を実施し
その結果が活かされている。
ているかは、監査役監査の実
効性向上のために重要です。

れらの期待に応えているので
あれば、先進的な内部監査部
門ということができるのでは
ないでしょうか。
205 ＜内部監査の情報発信への期 被監査部門などに対する内部 被監査部門
待＞内部監査部門が被監査部 統制の構築・運用に関する継 などに対す
る情報発
門などから内部統制の専門家 続的な情報発信・情報提供
信・情報提
として認知・信頼され、内部
監査部門からの情報発信･情
供を行って
報提供が被監査部門などから
いない。
期待されていること、また、
内部監査部門がそれらの期待
に応えていることが重要で
す。
（３）監査役、外部監査人
301 ＜監査役との連係＞監査役監 監査役との連係に当たって、 監査役と情
査と内部監査の目的及び対象 監査役と情報交換や監査業務 報交換・監
は厳密には異なりますが、実 の調整を実施しているか。
査業務の調
務上重なる部分も多くありま
整を実施し
ていない。
す。この部分での連係を十分
に図り、それぞれに役に立つ
ような役割分担がされること
が重要です。
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外部監査人の監査計画や監査
結果を、定められたプロセス
に基づいて、内部監査活動に
利用している。

外部監査人の監査計画や監査
結果を内部監査活動に利用す
る場合もあるが、定められた
プロセスがあるわけではな
い。

外部監査人
の監査計画
や監査結果
を内部監査
活動に利用
していな
い。

外部監査人の監査計画や監査
結果を、定められたプロセス
に基づいて有効に活用し、効
果的かつ効率的な内部監査活
動を実施している。例えば、
内部監査の監査対象や監査項
目の優先順位付けなどに活用
している。活用プロセスは定
期的に見直し改善も図られて
いる。

定められたプロセスがある
最適化されている
自社
評価
レベル３
レベル５
合は、監査役の業務の自己評 査役の業務の自己評価のメン
価のメンバーに内部監査部門 バーに内部監査部門が参画
評価業務を支援している。
が参画し、評価業務を支援し し、
ている。

初期段階／その場対応
レベル１
に、監査役から意見を求めら
れる場合があり、それに対し
て内部監査部門は対応してい
る。

存在しない
レベル０
価のメンバ
ーに内部監
査部門は参
画していな
い。

内部監査を 内部監査の実施手順が担当者 内部監査実施プロセスが、内 個々の内部監査は、公式な手
行っていな の判断に任されており、公式 部監査の実施に関わる規程類 順に従って実施されている。
い。
な手順として定められていな や手順書などによって公式に 内部監査実施プロセスが必要
い。
体系化･文書化されている。 に応じて見直され、改善が図
個々の内部監査が、公式な手 られている。
順に準拠して実施されてい 他社や業界の内部監査実施プ
ロセスの水準や業界のベスト
る。
プラクティスが把握され、自
社の内部監査実施プロセスの
改善が、内部監査部門の中期
計画などに盛り込まれ、経営
者の承認を得ている。
改善の進捗状況が経営者など
によって定期的にレビューさ
れている。
402 ＜リスクアセスメントプロセ リスクアセスメントが実施さ リスクアセ リスクアセスメントは内部監 内部監査部門で適切に実施さ 年間計画策定時のリスクアセ
スの確立＞年間監査計画を策 れ、かつ、このプロセスと結 スメントを 査部門において実施されてい れたリスクアセスメントは、 スメントは、内部監査部門で
定するに当たっては、内部監 果が経営に報告されている 実施してい るが、組織全体のリスクの網 そのプロセスと結果が経営に 明文化したリスクアセスメン
査部門は組織全体のリスク・ か。
羅性確保において改善の余地 報告され、経営者への報告、 トプロセスに沿って、その結
ない。
コントロールを網羅、俯瞰し、
がある。内部監査部門内では あるいはその議論の過程で、 果とプロセスが経営に報告さ

業務の品質向上のために、自 に行っているか。
らの業務を評価し、その説明
責任が求められてきていま
す。その評価のメンバーに内
部監査部門が参画して支援を
することは、連係を深めるた
めには重要です。
304 ＜外部監査人との連係＞外部 内部監査活動に当たって、外
監査人は通常会計監査を行う 部監査人の監査計画や監査結
前提として、業務プロセスの 果を有効に活用しているか。
内部統制状況について監査を
行います。この部分は、内部
監査部門としても情報交換で
きる余地があります。これを
有効に活用することが内部監
査の効果的・効率的な実施の
ために重要となります。
（４）内部監査部門内で整備・運営すべき項目
401 ＜内部監査プロセスの確立＞ 内部監査の品質を一定以上に
内部監査実施プロセスが確立 担保するための内部監査実施
されていることは内部監査の プロセスが確立されている
前提ですが、その上で、それ か。
に基づき内部監査の品質が常
に一定のレベルにあることが
重要です。
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内部監査の対象分野が事業計 内部監査が
画・事業活動と連動して、適 実施されて
時かつ適切に選定されている いない。
か。

405 ＜ＣＳＡの活用＞ＣＳＡは、 ＣＳＡを組織の実情に合わせ ＣＳＡは利
用していな
現場にとってはそのリスク認 て適切に活用しているか。
い。
識向上に役に立ちますが、内
部監査部門にとってはリスク
アセスメントへの活用による
着眼点の絞り込みを通じた内
部監査の効率化に資するもの
です。組織の個々の実情に合

404 ＜適時適切な監査対象の選
定＞内部監査部門は監査対象
を経営への貢献の視点で、適
時、適切に選定することが重
要です。

403 ＜リスクアプローチに基づく リスクアプローチに基づく監 ローテーシ
監査計画の策定＞リスクの識 査計画の策定がされている ョン年数等
に基づく定
別・評価の基準・手順が確立 か。
期監査のみ
され、リスクの重要性に基づ
いて内部監査計画が策定され
で、リスク
ていることが必要です。
アプローチ
は特に考慮
されていな
い。

これを評価しなければ、計画
は立てられないはずです。ま
た、重要なことは、この評価
プロセスと評価結果を経営に
示し、経営との議論を経て、
その了解を得ることです。

適切なレベルまで報告されて リスクアセスメントのプロセ れ、経営レベルでの議論の結
いるが、経営には報告されて ス、結果が見直されている。 果、リスクアセスメントの手
法、結果が見直されている。
いない。
これに加え、社内のリスクの
発現事例、他社の事故事例、
関係当局や諸団体のガイドラ
イン発布などにより、適時適
切にリスクアセスメントの手
法と結果を継続的に見直すプ
ロセスがあり、これが適切に
運営されている。
リスクアプローチによる内部 リスク評価のモデル･手順が 公式なリスク評価のモデル･
監査を志向しているが、主に 公式に体系化･文書化され、 手順に従い年間監査計画、個
ローテーション年数に基づく これらに準拠して年間監査計 別監査計画が策定されてい
定期監査が行われている。
画、個別監査計画が策定され る。
ている。
リスク評価モデル･手順につ
ただし、リスク評価モデルが いて、事業環境の変化、他社
客観性に欠けるなど、合理的 や業界のベストプラクティス
な監査計画の策定が保証され が把握され、自社のリスク評
価モデル･手順を適切なレベ
ない。
ルに向上させるために、見直
し、改善が図られている。
内部監査の対象選定は、事業 内部監査の対象は、事業計 内部監査の対象は、事業計
計画・事業活動と連動してい 画・事業活動と連動して選定 画・事業活動と連動して、選
ない。
されているが、経営の視点か 定されている。また、組織の
らすると重要な項目の一部で リスクプロファイルの変化に
監査対象となっていないもの 合わせて、内部監査部門にお
がある。また、監査の適時性 いてタイムリーなリスク把握
が実施されており、適時適切
からも改善の余地がある。
に監査項目の選定が行われる
ことにより、組織のリスク顕
在化を未然に防いでいる。
業務部門の行う各種自己検 内部監査がリスクアセスメン 業務部門にはそれぞれプロセ
証・評価結果を入手すること トを行う際、業務部門に対し スオーナーが定められてお
により、現場のリスク認識を てアンケート形式のＣＳＡを り、業務部門の行うＣＳＡは
確認しているものの、当該自 依頼するなど、業務部門のリ 業務の網羅性が担保できてい
己検証・評価は業務の一部分 スク認識を確認するプロセス る。内部監査はこの結果を参
考にしながら内部監査の対象
しかカバーしておらず、網羅 が確立している。
や重点監査項目を決定してお
性に欠ける。
り、内部監査の効率化が果た
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408 ＜アウトソースの活用＞内部
監査部門だけでは監査のリソ
ース（マンパワー・専門的能
力等）が不足する場合、外部
の専門家を活用することも検
討する必要があります。
409 ＜監査のフォローアップ＞指
摘・勧告等を実施した後、被
監査部門による対応状況のフ
ォローアップが重要です。結

指摘、勧告等のフォローアッ フォローア
プを実施しているか。
ップを実施
していな
い。

外部の専門家を必要に応じ活 外部の専門
用しているか。
家は活用し
たことがな
い。

407 ＜協働チームによる監査の実 内部監査部門内で効果的かつ 各チームに
施＞内部監査部門に複数の監 柔軟なチームアップができる 割り当てら
査チームが設置されている場 体制となっているか。
れた被監査
業務以外に
合、監査対象業務・プロセス
は担当しな
に適合する形で機能別のチー
い。
ム編成をして、より実効的な
内部監査を実現することが重
要です。
（内部監査部門の人数が少な
く、チームが１つの場合は回
答不要（ブランクにしておい
てください）です）

業務やプロセスに合わせた形
で複数の形態の監査を行う旨
が規程等に定められ、それに
沿って監査が実施されてい
る。

定められたプロセスがある
レベル３

最適化されている
レベル５
されている。

業務やプロセスに合わせた形
で複数の形態の監査を行う旨
が規程等に定められ、それに
沿って監査が実施されてい
る。
それぞれの監査結果がそれぞ
れ他の監査形態のリスクアセ
スメント、あるいは着眼点等
に活用され、監査の形態を跨
った形で内部監査部門内での
監査品質向上のＰＤＣＡのサ
イクルが実効的に回されてい
る。
内部監査人のリソースが不足 内部監査人のリソースが不足 監査を実施する場合、その人
する場合、一定のプロセスを する場合、一定のプロセスを 員編成は機能別チームから適
経て、内部監査部門が、被監 経て、内部監査部門が、被監 切な人員を集める形で実施さ
査部門から内部監査人を指 査部門から内部監査人を指 れる。あるいは、業務・プロ
名、活用している場合がある。 名、活用する規程があり、実 セスの専門家があらかじめ定
施している。特に被監査業務 められており、当該業務・プ
の一部に重要なシステム分野 ロセスの監査の場合には、当
があった場合、ＩＴ内部監査 該人が一定の関与をする形で
人がその監査チームに入り、 監査が実施される。これらの
協働して監査を実施すること 運用がグローバルに実施さ
がある。システム以外の分野 れ、ＰＤＣＡが回っている。
でも監査のチームの協働が行
われている。
必要に迫られる形で外部の専 外部の専門家を活用すること 外部の専門家のエクスパティ
門家を活用したことがある。 が必要な場合があらかじめ定 ーズ、ノウハウを内部監査に
められており、これに則って 活かすプロセスがあり、内部
外部専門家の活用が行われて 監査の品質向上にアウトソー
スが戦略的に活用されてい
いる。
る。
フォローアップは、場合によ フォローアップの頻度、フォ フォローアップは定められた
っては実施することもある。 ローアップの対象、フォロー 要領に従って改善されるまで
例えば、監査結果が悪い場合 アップ結果の報告先等につい モニタリングし、その状況は
に、被監査部門宛にその後の てのフォローアップ要領を定 しかるべき経営にまで報告し

わせて活用することが重要で
す。
406 ＜業務に合わせた監査手法の 会社の業務に合わせた形で部 全社一律の 業務やプロセスに合わせた形
設定＞多種多様な業務に合わ 署別監査、テーマ監査等が使 監査手法を で複数の形態の監査が行われ
と っ て い ている。
せる形で内部監査部門もいく い分けられているか。
る。
つかの監査手法を持つことが
重要です。

設問の狙い

自社
評価
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ＩＴ内部監査体制が整備さ ＩＴ内部監
れ、内部監査部門のＩＴ対応 査を実施し
力を保持した上で、ＩＴ内部 ていない。
監査が実施されているか。
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412 ＜内部監査のパフォーマンス
に関する被監査部門からのフ
ィードバック＞被監査部門か
らフィードバックを求め、こ
れを監査の改善に役立ててい
くというプロセスを持つこと
が重要です。
413 ＜内部監査の品質管理＞内部
監査部門での監査品質向上の
フィードバ
ックの仕組
みは存在し
ない。

内部監査部門内における監査 通常のライ
品質向上の枠組みが存在する ンでの決裁

被監査部門から、監査業務に
ついての意見書を入手するフ
ィードバックの仕組みが構築
され、狙いどおりに運用され
ているか。

411 ＜内部監査の人材育成と継続 内部監査人の人材育成と継続 内部監査人
的教育＞監査品質の向上のた 的教育が実施されているか。 の育成プロ
めに、内部監査人の育成と継
グラムはな
続的な能力向上が必要です。
い。

※ＩＴ内部監査とは、情報シ
ステム監査、情報セキュリテ
ィ監査等、ＩＴを対象とした
内部監査全般を指します。

410 ＜ＩＴ内部監査の実施＞ＩＴ
内部監査は十分な能力を持っ
た内部監査人によって実施さ
れなければなりません。

果が一定水準以下の場合は、
フォロー監査を実施すること
も必要な場合があるでしょ
う。

め、それに沿ってフォローア ている。フォローアップの結
ップを実施している。
果、被監査部門の対応が不芳
である等の事態の場合には、
それを経営者などのラインに
まで報告する。監査結果が一
定レベル以下の場合や、あら
かじめ定められた基準に満た
ない場合には、フォロー監査
を定められた手続に則って実
施している。
ＩＴ内部監査が実施されてい 中期あるいは年度の内部監査 内部監査方針に基づき、中期
るが、中期あるいは年度の監 計画の中で、ＩＴ内部監査が 及び年度の内部監査計画の中
で、ＩＴ内部監査が計画され
査計画に基づくものではない。 計画され実施されている。
内部監査人のＩＴ監査の専門 内部監査人のＩＴ監査の専門 実施されている。
内部監査人のＩＴ監査の専門
性（システム監査技術者、Ｃ 性が確保されている。
ＩＳＡ等の有資格者の存在） 必要に応じ、情報システム部 性が確保されている。
が確保されていない。
門や外部の専門家の支援のも 必要に応じ、情報システム部
情報システム部門や外部の専 とで、ＩＴ監査が実施されて 門や外部の専門家の支援の下
で、ＩＴ監査が実施されてい
門家の支援を受けていない。 いる。
る。
内部監査人の育成・能力向上 策定された監査方針と年度監 策定された監査方針と年度監
の必要性を認めているが、具 査計画に基づく内部監査人の 査計画に基づく内部監査人の
体的な方針がなく、監査方針 育成・能力向上のプログラム 育成・能力向上のための継続
や年度監査計画との整合性に があり、そのための予算が確 的な教育プログラムと予算が
確保されている。個々の内部
ついても検討されていない。 保されている。
監査人の能力に合わせた個別
の監査能力向上のプログラム
も用意されている。継続的な
教育プログラムの定期的なレ
ビューと継続的な改善も行わ
れている。
非公式なフィードバックを得 フィードバックを得る仕組み 入手したフィードバックが分
ることがあるが、これは内部 が規定等に明記され、それが 析され、内部監査の改善が必
要な部分については、適時に
監査の改善には役立てられて 実施されている。
見直しが行われる仕組みが存
いない。
在する。フィードバックフォ
ームの見直しも定期的に行わ
れている。
監査品質の担当者を配置して 監査品質の担当者は、毎年の 監査品質向上プログラムが、
おり、一定の監査品質を担保 監査品質向上プログラムを策 その方針とともに、内部監査
対応状況を聴取している。
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個々の評価内容

存在しない
初期段階／その場対応
レベル０
レベル１
のみで監査 している。
調書の検証
や監査報告
書の発行等
が実施され
ている。

定められたプロセスがある
最適化されている
自社
評価
レベル３
レベル５
定し、それに基づいて監査品 部門内の各個人別にまで定め
枠組みが定められ、これが実 か。
質の向上活動を継続して実施 られており、一定頻度でのレ
効的かつ継続的に実施されて
ビュー・見直しのプロセスが
している。
いることが重要です。
存在し、次年度等における同
プログラムがそれらに基づい
て策定されている。
組織や人事等の長期にわたる
課題も認識されており、監査
品質向上に向けての、組織と
しての対応が着実に実施され
ている。
414 ＜監査支援ソフト（自作のエ 組織の実情に合わせた形で監 監査支援ソ 監査プロセスの一部に監査支 組織の内部監査プロセスに合 普段に監査支援ソフトのアッ
クセルベースのツール等も含 査支援ソフトを活用している フトを活用 援ソフトを、ほぼカスタマイ わせた形で監査支援ソフトを プデートを実施し、監査プロ
したことが ズなしで活用している。
む）の活用＞監査プロセスの か。
カスタマイズし、内部監査の セスの改善、内部監査の品質
統一・標準化、あるいは効率
インフラを統一した上で、各 向上を図っているほか、ソフ
ない。
化のために、監査支援ソフト
監査チーム相互のレビューを トを使った監査プロセスの効
を活用することが有効な場合
実施し、監査の品質向上を図 率化を内部監査側、被監査部
門側の双方で進めている。
があります。効果的に活用し
っている。
たいものです。
415 ＜外部の第三者による内部監 外部の第三者による内部監査 これまでコ 外部の第三者から、監査プロ 一定頻度で外部の第三者から 一定頻度で外部の第三者から
査の品質評価＞内部監査協会 品質評価が実施されている ンサルティ セスの一部についてコンサル 品質評価を受けるべき旨の定 の品質評価を受けるべき旨の
の「専門職的実施の国際基準」 か。
ン グ 会 社 、 ティング、あるいは評価を受 めがあり、それに従って品質 定めがあり、それに従って品
質評価が行われている。そこ
によれば、「外部評価は、組
評価が行われている。
監査法人等 けたことがある。
での議論や指摘を通じて得ら
織体外の適格にしてかつ独立
外部の第三
れた知見を活用して、内部監
なレビュー実施者又はレビュ
者（以下
「外部の第
査部門の戦略、組織、計画、
ー・チームによって、最低で
三 者 」） に
報告等を含む広範にわたる監
も５年に一度は実施されなけ
品質評価を
査プロセス全般の見直しが継
ればならない」とされていま
す。
受けたこと
続的、自律的に実施されてい
る。このプロセスや結果がし
外部の視点からの指摘やアド
がない。
かるべきラインまで書面にて
バイスを内部監査部門のアク
報告されている。
ティビティにどう活用してい
くのかが鍵となります。
416 ＜継続的モニタリング／監査 内部監査部門による継続的モ 継続的なモ 内部監査部門内で一定のKey 内部監査部門においてＩＴ等 内部監査部門の継続的モニタ
の仕組みの導入＞内部監査部 ニタリング／監査（Continuous ニタリング Risk Indicator（KRI）が定め を活用した継続的な情報収 リングから得られた情報は、
門のグローバルベストプラク Monitoring／Auditing）が実 の仕組みが られ、その動向が適時にモニ 集、モニタリングの手法が定 個別の監査報告を補足する形
ティスの１つとして、最近 施されているか。
存 在 し な タリングされており、部門内 着しており、異常値が検出さ で経営陣にも報告され、個別
Continuous Monitoring／
で報告されている。
れた場合には組織内に適時な の監査報告書よりも更に広い
い。

設問の狙い
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418 ＜ＥＲＭ活動への関与＞最近 ＥＲＭ活動に対し適切な関与
の内部監査部門は、経営者が があるか。
持続可能な競争優位を構築し
企業価値を実現するためのＥ
ＲＭに適切に関与することが
求められています。
（組織としてＥＲＭ活動を実
施していない場合は回答不要
（ブランクにしておいてくだ
さい）です）
419 ＜内部監査人の社外活動、資 内部監査人の様々な社外活
格取得の支援＞自社の内部監 動、資格取得の支援を実施し
査活動が我が国内部監査部門 ているか。
の範たるべき充実を示してい
ることは、採用、情報入手、
組織のレピュテーション維
持・向上のために誠に有益な
ことです。内部監査人の外部
活動支援はその一環となるで
しょう。

Auditingが取り上げられるこ
とが多くなっています。
その取り組みは各社によって
当然異なりますが、そのコン
セプトを上手に取り込みたい
ものです。
417 ＜他のリスク管理部門等との 他のリスク管理部門との協働
協働＞組織のリスク管理に携 が必要にして十分な程度に実
わる他部署との連係により、 施されているか。
経営にとってより効率的、効
果的なリスク管理が可能とな
ります。内部監査の独立性に
は配慮しながらも、できる限
り協働を進めていくことが重
要です。
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支援制度は
存在しな
い。

内部監査部
門のＥＲＭ
に対する関
与はない。

情報交換も
含めて一切
協働は実施
していな
い。

社内リスク管理部署と定例的 他のリスク管理部門との実務
に協議が行われ、リスク情報 レベルの情報交換に加え、内
について定性的／定量的な情 部監査部門長が会社トップや
報交換が行われるとともに、 被監査部門の担当役員レベル
その議事が記録に残されてい と、リスク認識等に関する定
例又は随時の協議の場を持
る。
ち、監査すべき事項、テーマ
等について情報交換が行われ
ている。これらの情報は内部
監査部門の監査項目の選定プ
ロセスの中に組み込まれ、監
査の実施等の内部監査部門の
活動に適切に活用されている。
内部監査部門がＥＲＭ活動の 内部監査部門が、ＥＲＭ活動 内部監査部門が、ＥＲＭ活動
一部を知り、監査計画に反映 を理解し、監査する範囲が明 を熟知し、組織体の戦略と整
しているが、不定期であり、 確で監査計画に反映してい 合した監査計画に毎年見直し
場当たり的である。
る。また、そのプロセスも明 反映している。また、年間を
確となっている。ＥＲＭ会議 通じたレビューも定期的に実
への出席、資料へのアクセス 施されている。
権が内部監査部門長に与えら 内部監査部門は、求められれ
ば監査の独立性を損なわない
れている。
適切な範囲で助言をしてい
る。
一定の内部監査関連の資格を 資格取得のための勉強会を社 各内部監査人の支援のみなら
取得するために、報奨金支給 内で開催したり、資格取得者 ず、組織として日本内部監査
等の制度がある。
のモラル向上等の施策を実施 協会等の各種団体に講演者や
勉強会講師等を派遣したり、
している。
内部監査協会ＣＩＡフォーラ
ムに多数の人員の参加を促す
など、我が国内部監査機能の
発展・向上を支援している。
すべてではないが一部のリス
ク管理部門との間で必要に応
じ協議が行われ、リスク認識
のすり合わせが行われてい
る。

アラームの発出を行うととも 「経営陣の視点」からの監査
に、これらの情報を踏まえた 報告、評価が実施されている。
適時適切な監査が実施されて
いる。
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