
福井県例会報告 北信越支部報告          2010.07 SAAJ 会報 

 

1 

 

平成 22年度 北信越支部 福井県例会報告 

 

日時：2010年 6月 12日（土） 13:00-17:00 

会場：アオッサ 7階 706号室  (福井市) 

 

◇ 研究報告 

「監査（内部統制監査）のためのサンプリング」 

「日本公認会計士協会監査基準委員会報告書

第 9 号（中間報告）試査」＋統計的サンプリング

の紹介 

No.1267 角屋 典一 
 

「監査基準委員会報告書第 9 号 試査」と統

計的サンプリングの理解と利用の目的について

発表した。 

まず、十分且つ適切な監査証拠の入手方法と

して、以下の方法となる。 

１．監査手続の実施に際して、原則として試査

によって十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。 

２．十分かつ適切な監査証拠は、統制評価手続

又は実証手続の実施過程において実施され

る。 

３．試査による場合、母集団からその一部を抽

出して監査手続を実施する。 

４．項目の抽出を伴う十分かつ適切な監査証拠

の入手方法と項目の抽出を伴わない十分か

つ適切な監査証拠の入手方法もある。 

監査証拠の入手方法は以下のように分類でき

る。 

(1) 項目の抽出を伴う十分かつ適切な監査証拠

の入手方法 

①精査（母集団の全件を抽出してテスト対

象とする） 

②試査（母集団の一部を抽出してテスト対

象とする） 

ア．サンプリングによる試査 

 ・統計的サンプリング 

 ・非統計的サンプリング 

イ．特定項目抽出による試査 

(2) 項目の抽出を行わない十分かつ適切な監査

証拠の入手方法 

「サンプリングによる試査」は、一部の項目

に対して監査手続を実施した結果をもって母集

団全体の一定の特性を評価する目的を持つ試査

と定義しているが、母集団についての留意点と

して監査要点との関連性、母集団の完全性の 2

点挙げている。 

「サンプリングによる試査」は、統計的サン

プリングと非統計的サンプリングにわかれるが、

その定義は以下のようになる。 

１．統計的サンプリング 

次の(1)と(2)のすべての要件を満たすサン

プリング手法 

(1)サンプルの抽出に無作為抽出法を用い

る。 

(2)サンプルの監査結果に基づく母集団の

関する結論（サンプリングリスクの程度の

測定を含む。）を出すに当たって確率論の考

え方を用いる。 

２．非統計的サンプリング 

上記の(1)(2)の要件をひとつでも満たさな

いものは非統計的サンプリングに分類され

る。 

統計的サンプリングに係る「サンプリングリ

スク」について、以下のように説明している。

サンプルの抽出方法に起因するリスクであり、

抽出したサンプルが母集団の特性を成果に反映

しないために、監査人が誤った結論をリスクで

あり、 

(1) 統制評価手続において統制リスクの程度を

実際より高いと結論付けるリスクで監査の

効率性に影響を与える。 

(2) 統制評価手続において、統制リスクの程度

を実際よりも低いと結論付けるリスクであ

り、監査の有効性に影響を与える。 

内部統制監査の運用テストを統計サンプリン

グで実施する際には、「属性サンプリングテス

ト」と呼ばれる手法が利用される。 

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準」では、サンプルについて、例

えば、日常反復継続する取引について、統計上

の正規分布を前提とすると、90%の信頼度を得

るには、評価対象となる統制上の要点ごとに尐

なくとも 25 件のサンプルが必要になるとして

いる。 

・「日常反復継続に関する取引」という部分から、

テストの対象とする母集団が十分に大きく、統
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計的サンプリングが適用できる状態が想定され

る。 

・「90%の信頼度」と記載されていることは、要

求信頼度として、90%が想定される。 

・「尐なくとも 25 件」という部分から予想逸脱

率が非常に低い、つまり予想逸脱率は 0%と推

測される。また、実施基準の許容逸脱率は 

Appedix 5 「ULD 比較表」からサンプル件数

25 件の場合に推定上限逸脱率は 10%を超える

ことはなく、実施基準では「尐なくとも 25 件

のサンプル件数」が要請されているとは、許容

逸脱率は 10％程度であることを暗に想定して

いる。 

統計的サンプリングの実際の手法については、

「Q&A監査のための統計的サンプリング入門」

のサンプルツールを利用して、評価方法、サン

プル数算定方法、無作為抽出方法を紹介した。 

 

《参考文献》 

『日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書第 9

号（中間報告）試査』  

 

『あずさ監査法人 運用テストのサンプリングのポイ

ント』 

http://www.azsa.or,jp/b_info/letter/108/01.html ) 

 

『Q&A監査のための統計的サンプリング入門』 

出版社 社団法人金融財政事情研究会 

 

 

◇ 研究報告 

「ＩＴ統制評価とｼｽﾃﾑ監査の合理化について」 

No.1739 小嶋 潔 

 

金融機関の監査部署に勤務する者として、3

年目を迎えた財務報告に係る内部統制評価にお

けるＩＴ統制評価とシステム監査のバランスを

とり、各々を合理的に実施していくための考慮

事項について考察しました。 

 

１．システム監査 

金融機関は、金融仲介機能・決済機能といっ

た社会の重要なインフラを担っており、情報シ

ステムの安全な稼働を確保することは社会的な

要請です。信頼できる金融サービスを提供し、

金融機関の経営基盤の重要な要素である情報シ

ステムの安全な稼働のため、全社的なリスク管

理態勢を構築し、情報システムにかかる内部統

制：ＩＴコントロールを整備し、情報システム

の継続的な維持・運用を担保する仕組みとして

システム監査を行っていく必要があります。 

 

２．財務報告に係る内部統制 

内部統制は、業務の有効性及び効率性、財務

報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守

並びに資産の保全の 4 つの目的が達成されてい

るとの合理的な保証を得るために、業務に組み

込まれ、組織内のすべての者によって遂行され

るプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と

対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監

視活動）及び IT（情報技術）への対応の 6 つの

基本的要素から構成されています。 

IT への対応を基本的要素に加えたことは、企

業活動に深く IT が浸透している現状では、業

務を実施する過程において組織内外の IT に対

し適切に対応することが、内部統制の目的を達

成するために不可欠となっていることを表して

います。 

 

(1)ＩＴ統制評価 

①ＩＴ全社統制（ITCLC） 

ITCLC は全社レベルで実施される IT ガバナ

ンスと似た概念で、評価項目はＩＴ戦略の計画、

ＩＴプロセスの組織、ＩＴの人的資源の管理、

ユーザ教育研修、経営目標と指示の伝達、ＩＴ

リスクの評価と管理、品質管理、業績のモニタ

ーと評価、内部統制評価のモニター、外部委託

といったところです。 

②ＩＴ全般統制（ITGC） 

ITGC は個別のＩＴ業務処理統制（ITAC）の

継続性を支えるコントロールで、評価項目は、

アプリケーションソフトウェアの調達と保守、

技術インフラストラクチャの調達と保守、運用

の促進、ソリューションおよびその変更の導入

と認定、変更管理、サービスレベルの定義と管

理、サードパーティーのサービス管理、システ

ムセキュリティの保証、構成管理、問題とイン

シデントの管理、データ管理、オペレーション
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管理が設定されます。 

また、IT 全般統制の評価対象のシステムは、

業務処理統制において各業務プロセスのキーコ

ントロールとして利用されているシステムが対

象となります。評価対象のシステムについては、

システム毎に評価が必要な、例えばアクセスコ

ントロールや運用管理といった項目の評価を行

う必要があります。 

③ＩＴ業務処理統制（ITAC） 

ITAC はアプリケーションごとにプログラム

として組み込まれるコントロールであり、ITAC

の不備は、当該業務プロセスに関する内部統制

の不備に直結するものです。整備評価として仕

様書による処理内容の確認と、運用評価として

処理内容の確認テスト１件を実施します。運用

評価のテストはコントロールの種類により様々

で、テスト環境で再実施したり、本番環境の処

理結果を閲覧して計算結果を検算したりして行

います。 

 

(2)ＩＴ内部統制評価の実施負担 

①財務報告にかかる内部統制評価は金融商品

取引法という法律で要請されていることですが、

実施負担をできるだけ尐なくするため、毎年評

価対象の業務処理やシステム、評価項目や基盤

を見直ししていますが、見直しにも限界があり

ます。また ITAC についてはシステム変更して

いなければ前年度評価を流用することも可能で

すが、変更していないことを証明するのもなか

なか厄介なため、今後内部統制評価の負担を大

幅に減らしていくことは難しいというのが実状

です。 

 

３．システム監査項目の見直し 

経営環境の厳しい昨今、IT システム統制評価

やシステム監査要員の増員は困難な状況にあり

ます。限られたシステム監査資源を有効に活用

するためには、システム監査項目を見直して監

査の実施自体を効率化する必要があります。そ

のために、 

(1)ITCLC、ITGC については、システム監査と

かなり重複している部分があります。したがっ

て重複する項目を除外してシステム監査を実施

することが可能だと考えました。そのため、財

団法人金融情報システムセンター(FISC）の「金

融機関等のシステム監査指針」の 12 の要点項

目と COBIT for SOX2nd を比較してみると、 

①情報システムの計画と管理、これは IT 全

社・全般統制の評価項目でカバーして省略でき

そうです。 

②情報システムリスク管理、これについては、

リスク別監査として別テーマで取り上げた方が

無難でしょう。 

③情報セキュリティ、セキュリティポリシーや

セキュリティ管理体制は IT 全社・全般と重複

していますが、物理的安全対策については

FISC の安全対策基準にしたがった評価を行う

方が良さそうです。 

④システム開発、に関しては内部統制評価対象

外のシステムについて確認する必要があります。 

⑤システム運用、も IT 全般統制とかぶる部分

はありますが、評価対象外システムについての

検証と共に、運用管理面での監査は実施する必

要がありそうです。 

⑥システム利用、⑦入出力の処理、に関しては、

内部統制との重複を考慮し項目を絞って対応す

ればよいと思われます。 

⑧ネットワーク管理については IT 全般におい

ても手順書の整備等を評価していますが、特に

インターネット利用のシステムに関しての監査

は追加すべきかと思われます。 

⑨システム資産・資源管理、は IT 全般統制に

て代替可能と考えています。 

⑩外部委託に関しては、IT 全般統制の評価項

目にもありますが、IT 以外の委託先も含めて通

常の内部監査でカバーできそうです。 

⑪コンティンジェンシープラン、これは通常の

内部監査でも重要なテーマなので、システム面

との関わりを調整して実施する必要があります。 

⑫ドキュメンテーションはシステム面は

ITGC の評価範囲でカバーし、あとは通常内部

監査で文書管理規程に基づく管理態勢を検証す

ることで済ませることができそうです。 

 

以上のように監査項目を取捨選択して実施する

ことで、監査の合理化を図ることが可能と考え

ています。 
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４．留意点 

以上、IT 内部統制評価の実施に伴うシステム監

査の合理化についてお話してまいりましたが、

システム監査項目の選定にあたって、最後に留

意点を何点か述べたいと思います。 

(1)すべてのシステムが内部統制評価の対象と

なっているわけではないので、評価対象外のシ

ステムについては、アクセスコントロールや運

用管理を中心として ITGC で評価している項目

をシステム監査で検証が必要。 

(2)グループ会社もすべての会社が内部統制評

価の対象ではないので、各会社のシステム監査

実施時には項目の選定に注意が必要で、IT 全社

統制や IT 全般統制の評価項目も含めて監査項

目を選定するよう考慮が必要。 

(3)システム共同化といったリスクの大きな大

規模案件については、別途外部監査の利用も含

めたプロジェクト監査の実施を検討することが

必要。 

 

５．最後に 

これからも本協会の活動に参加し、様々な知

識を吸収し、システム監査の充実にむけて勉強

していきたいと考えています。 

 

 

◇ システム監査研究会経過報告  

経済産業省 ＩＴ経営協議会「IT経営ロードマップ 

事例８：大成建設」 について 

No.848 森 広志 

 

(1)ＩＴ経営ロードマップ事例 8 

今回の業種は、建設業です。我国の建設投資

の総額は約５０兆円で、国内総生産の約 1割を

占め、政府発注が約 35%、民間発注が約 65%の内

訳となっています。 

昨今の建設業は、資材高騰、建設基準法審査

厳格化の対応手続きによる着工遅延、供給過剰

市場での低価格入札等により、他業種に比較し

収益・労働生産性に於いて遅れをとっています。 

大成建設では、この局面打開のため、従来、

建設業界では希薄であったＩＴによる経営改革

を実施。ＩＴパフォーマンス向上のため、ＫＰ

Ｉ(重要業績評価指標)として、ＩＴコストの３

０％削減を目標に、以下の対策に取組みました。 

a.ＰＯＷＥＲプロジェクト（ＢＰＲ活動） 

業務プロセスの可視化により、業務のムダ

を可視化する。(ＨＩＴシステムを採用） 

b.ＩＴ戦略プロジェクト 

企業活動に必要な情報全体を最初から考え

組織横断で全体最適化を目指すために「全社

情報マップ」によりデータ構造を可視化(ＰＬ

ＡＮ-ＤＢを採用）し、データ非連携・非効率

のムダを省き以下のシステム構築に活用。 

①汎用機からオープンシステムへの切替 

②ブロードバントインフラ構築により通信

の投資効果を向上 

③ＩＴマネジメントサイクルのための社内

システム構築の標準化 

④データ中心の経営システムの開発 

・ ＥＲＰシステム 

・ 電子調達システム 

・ 企業情報ポータル、建設現場コラボ

レーションシステム（作業所Ｎｅｔ） 

・ 同時並行電子決済システム 

 

上記の④データ中心の経営システムの開発

は、企業情報ポータル、建設現場コラボレー

ションシステム等の SaaSモデルを採用、現在

のクラウド化に通じるものがあり、早い時期

に取組みを開始したことに興味を引きました。

又、電子調達システムに、多くの企業が加入

しコストパフォーマンスを発揮するためには、

簡易な操作で利用でき、ヘルプ対応も充実し

ていると考えます。 

今回の事例では、ＩＴコスト５０％削減成

功から、クラウド化による投資対効果につい

て、参加者の注目が集まり見積方法など議論

を行うことが出来ました。明快な結論で出る

まで更に、検討が必要に考えます。今後とも

研究会を継続してゆきたいと思います。 

 

(2)西日本支部合同研究会支部報告検討 

 社会システムの品質向上  「スマートグリット」

について 

今回、建設業を調査することで、スマートハ

ウス、やスマートビル等、低炭素社会に向けた
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業界の取組みを知り、更に、スマートグリット、

やスマートシティ構想にも範囲を広げたところ、

それらの社会システムの監査について、考察す

ることとなりました。又、スマートグリットに

関連する改善案は、ＩＴ経営の成功要因にもな

り得ると考えています。現在、実証実験段階の

スマートグリットは、電力網とＩＣＴの融合と

言われていますが、電力のみならず、環境、水

道、ガス、建設、自動車、運輸、情報、防犯、

家電、農業、食品、など、様々な業種の企業が

係わると共に、政府や地方公共団体、ＮＰＯ団

体、も関与することとなります。 

従来、企業内にしかなかった、システム監査

対象が、どこにでも存在することとなります。 

又、この米国に端を発するグリーン経済イニ

シアチブは、世界全体の取組みであり、投資額

も大規模で長期に亘り産業活性化や雇用改善の

みならず、新技術や新規事業の創出にも役立つ

と考えます。 

スマートグリットやスマートシティの特徴は、

様々な業種業態が、自らの出来うるところから

手を付けてゆくことができる点です。 

スマートグリットやスマートシティにおける

社会システムのシステム監査については、膨大

な研究、業務、改善、が待ち受ける将来の有望

市場と思います。実際はどうか、システム監査

手法はどのように改善すればよいかなど、会員

の皆さまの議論やご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

 

◇ 情報セキュリティ監査研究会経過報告  

「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイ

ドライン」 「アウトソーシングに関する情報セキ

ュリティ対策ガイダンス」の概要について 

No.1281  宮本 茂明 

 

 システム監査研究会「IT経営ロードマップ・

事例研究：大成建設」の SaaS利用に関連して、

クラウド・コンピューティングの情報セキュリ

ティを考える上で参考となる下記のガイドライ

ンの紹介を行いました。 

 委託を受ける側からのガイドラインとして 

「ASP・SaaS における情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｶﾞｲﾄﾞ

ﾗｲﾝ」[平成 20年 1月 30日発行，総務省] 

 委託する側からのガイドラインとして 

「ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞに関する情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｶﾞｲﾀﾞ

ﾝｽ」[平成 21年 6月発行，経済産業省] 

 

 委託側受託側双方の視点のガイドラインを参

照して情報セキュリティ対策を検討することで、

より有効な対策をとっていくことができると考

えます。 

 

(1) 「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガ

イドライン」 

 ASP・SaaS 事業者が ASP・SaaS サービスを提

供する際に実施すべき情報セキュリティ対策が

具体的に例示されています。「機密性」「完全性」

「可用性」への要求を「高」「中」「低」に分類

し、６パターンについてそれぞれ対策の実施レ

ベル目安が示されています。サ－ビス種別にど

のパターンに属するかが例示されており，実施

レベルの目安は評価項目の値として示されてお

り、実践的で取り組みやすい対策集となってい

ます。 

委託側で、SLA の条件が適切かどうか判断す

る材料としても活用できると考えます。 

 

(2) 「アウトソーシングに関する情報セキュリティ対

策ガイダンス」 

 アウトソーシングに係るリスクを正しく把握

し情報セキュリティを十分に確保することで、 

情報漏えい等の事故の発生を抑制することを目

的としたガイダンスです。アウトソーシング戦

略の計画及び実施プロセスに情報セキュリティ

上の要件を組み込むことが重要であることから、

アウトソーシング戦略の管理についても言及さ

れています。 

アウトソーシングの「計画プロセス」「実行・

評価プロセス」「改善プロセス」毎に具体的な情

報セキュリティ管理について「リスク」と「実

施上のポイント」がまとめられています。 

情報セキュリティ監査においても事業戦略等

の戦略と情報セキュリティ戦略の整合をチェッ

クしていくことも必要であると感じました。 

 

                                   以上 


