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査」）を実施している。本稿では、日本における調査結果から、企業の不正に対する意識の分析を行なう。また、不正調査
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の手法について解説する。尚、文中で不正会計とは主に決算書類の意図的な虚偽報告を指すものとし、文中の意見に関

わる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
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PwC経済犯罪意識調査2007

世界40カ国の5,400社を対象に行なわれ、各社で財務・経理や不正防止・探知に関与している責任者から回答を得た。
日本ではロイター社登録企業の売上高上位2,000社からランダムに選ばれた130社に対してアンケート調査を行なった。
詳細は経済犯罪意識調査2007 （http://www.pwcadvisory.co.jp/japanese/publications/advisory）参照
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図3. 実際に報告された経済犯罪（日本）
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本章では、日本企業の不正に対する意識を分析し、身

近な不正会計の例である収益の認識時期の調整につい

て説明すると共に、終身雇用制度の崩壊をはじめとする、

不正会計の要因となる背景の変化について解説する。

1. 経済犯罪意識調査の結果から見る企業の不正に対
する意識

経済犯罪意識調査で調査の対象とした不正は、資産の

不正流用（横領等）、不正会計、汚職・贈収賄、知的財産

権の侵害、マネーロンダリングと会計の分野に限らない広

義の経済犯罪であるが、調査結果からは企業の不正に対

する認識や対応姿勢を読み取ることができる。

(1) 不正の報告件数の増減

調査結果によると、日本で報告された経済犯罪はアジ

アパシフィック平均、グローバル平均と比較して少ないが、

調査に参加した日本企業のうち、27％は過去2年間にな
んらかの不正被害にあっている。2005年の調査結果であ
る37％から10％減少しているとはいえ、日本企業の4社に
1社は経済犯罪による被害を被っている計算になる（図1） 。
この調査結果の要因として、本当に経済犯罪が減少し

た、発見された件数が減った、回答者が高い数字を報告

するのに抵抗を示した、などが考えられる。実際に日本の

経済犯罪の件数が減少していたとしても、日本で報告され

た経済犯罪による被害はアジアパシフィックやグローバル

の平均に比べて金額が大きいという結果が出ている。

(2) 不正に対する認識と現実

今回の調査結果によると、過去2年間に調査対象企業
で起きた不正件数は減っているが、一方で回答者の79％

図1. 不正被害を報告した企業
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20072005

が不正は一般的に増えているという認識をもっている。こ

れはマスメディアが世間の注目を集めるような不正事件を

大々的に取り上げたり、企業が不正問題を開示し第三者

の助言を求めたりするようになり、不正に対する認識が全

体的に高まった為だと思われる。また、最も一般的である

と思われている不正と、実際に多く報告されている不正は

必ずしも一致しない（図2、図3） 。例えば、資産の不正流
用の発生頻度は高くない（17％）と考えられているが、実
際には2番目（34％）に多く報告されている。別の例として、
不正会計事件は過去2年の間に日本のマスコミでよく取り
上げられており、回答者の認識では最も蔓延している犯罪

（31％）であるが、実際には3番目（12％）に多く報告され
ている。

図2. 最も一般的と思われる経済犯罪（日本）
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(3) 不正を他人事と考える傾向

日本企業の多くは不正を他人事と考える傾向がある。

前述のように、調査では79％の回答者が日本の経済犯罪
は増加傾向にあると考えているが、今後2年以内に、自社
で不正が起こるであろうと答えているのはわずか12％であ
る（図4） 。これは、不正が身近な問題であるという認識が
不足していることを表しており、不正に対する危機感を自

社において強く感じていない企業が多いといえる。

第1章 日本企業の不正に対する意識とその背景の

変化
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2. 身近な問題としての不正

企業が一般的に他人事と考えている不正は、実際には

身近な問題である可能性が高い。ここでは、身近に起こり

うる不正会計の事例として収益計上時期の調整を取り上

げる。

(1) 収益計上時期の調整

不正会計の目的は、会社の業績を実態より良く見せるこ

と（脱税のようなケースを除く）であり、予算の達成が危ぶ

まれるような場合や赤字転落を避ける為に不正会計が行

なわれる。

不正会計の手口には、収益認識時期の調整（売上の先

行計上）、架空売上、売上原価の調整（在庫計上の調

整）、費用計上の先送り、費用の資産化、資産の不適正

な評価、引当金の過少計上等が挙げられるが、以下に、

不正会計の中でも一般的な収益計上時期の調整を例に

その不正の手法と要因を説明する。

(2) 収益計上時期の調整の方法

収益計上時期の調整は最も一般的な会計不正の方法

の1つであるが、中でも多いのは、営業部が年度予算を達
成するために売上計上を実際の計上基準日より先行して

計上するケースである。このケースでは、社内の売上計上

基準に適う証憑書類が必要であるため、次のような手口

が使われる事がある。

図4. 今後2年間に自社内で不正が起こる（日本）
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•見積書、納品書、請求書、注文書等の書類の偽装や
発行日付の改ざん

•在庫を営業倉庫等へ移送して、出荷の実績を作ると
いった出荷の偽装

•取引先に対して物品受領書や検収書の発行日付の
改ざんや空欄での発行を依頼（ソフトウェア取引等の

恣意的な分割検収の依頼を含む）

このケースでは、売上計上時期を偽るのであって、取引

自体は実在する為、不正を行なう者にとっては、収益の認

識時期を「調整するだけ」という意識が働き、罪悪感もなく

行なわれることが多い。また、業界によっては取引先も「業

界の慣行」として証憑書類の改ざんに協力することに抵抗

を示さない場合もある。仮に、日付の改ざんには抵抗が

あったとしても、日付を空欄で発行することにはそれ程悪

意を感じずに不正に協力してしまう事も多い。

(3) 先行売上計上の悪循環

売上の先行計上を行なうことは、翌期の収益を先取りす

ることであり、結果的に翌期の収益を犠牲にすることになる。

翌期の業績が無事に回復すれば本来の状態に戻すこと

ができるが、先行売上を行なった結果、翌期にもまた予算

達成が困難となり、再び先行売上を計上するという悪循環

に陥り易い。いつか帳尻を合わせないことには、永久に不

正を繰り返すことになる。ここで、ある時期の予算達成が

到底不可能だというような場合には、当期の予算達成を

諦めて、反対に当期の売上を翌期に繰り延べる動機が働

く。つまり、今度は翌期の予算に備えて売上実績を遅らせ

て計上するよう調整するのである。

予算に合わせた収益計上時期の調整は、予算・実績対

比を分析することでその兆候を発見できる。常に予算を計

画通りに達成する、予算未達時に大きく下振れするといっ

た兆候が見られる場合には、期末月や翌期初の計上に注

意するべきである。

(4) 予算達成へのプレッシャーと決算調整に対する
意識

従来から、トップダウン型の企業では、予算や目標達成

へのプレッシャーが強く、売上の先行計上が行なわれ易い

傾向にあったが、四半期決算の導入や部門別業績評価

制度の導入等、組織としての予算達成へのインセンティブ

は強まる傾向にある。

ここで問題なのは、組織ぐるみで不正会計が行なわれる

ケースが多く、証憑書類の改ざんまで行なわれると、発見

することが極めて困難であることと、実行する者に不正を

行なうという罪悪感が薄いことである。

予算達成のための先行売上というのは決して新しい手

法ではなく、昔から行なっているという営業部署もあり、営

業部のトップが重大な不正として認識していない事も多い。

また、時には、不正会計を監視するべき経理部が先行売

上を黙認している事もある。つまり、架空売上の計上等は

重大な不正会計であると認識しているが、収益計上の認

識時期を調整する事が重大な不正とは認識していないの

である。

このように企業の上層部の不正会計に対する意識が低
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い場合、仮に恣意的な決算調整が発覚しても、責任者は

何ら処罰される事も無く済んでしまうことになり、抑止力が

全く働かない。今後、金融商品取引法によって有価証券

報告書の記載内容が適正である旨の確認書への代表取

締役の署名制度が導入されることで、企業の上層部に不

正会計への意識が高まることを期待する。

3. 企業環境の変化と不正要因

終身雇用制度の減少や個人の業績評価制度、ストック

オプション等、企業を取り巻く環境や制度の変化により、不

正の要因も多様化している。IT業界はその変化が顕著に
表れている産業であり、不正の事例も後を絶たない。

(1) 終身雇用制度と不正

前述の調査結果では、日本企業が自社の不正に対して

楽観的であることが読み取れるが、日本企業では一般的

に社員を信頼する傾向が強く、身近な者が不正など行な

わないと考えがちである。特に終身雇用が根強く残ってい

る伝統的産業や大手有力企業では、人の異動も社内・グ

ループ企業内で行なわれることが多く、社員の多くが顔見

知りであることも珍しくないため、「○○さんが不正を行なう

ことは無いだろう」という心理が働きがちである。

終身雇用制度が不正の発生を抑止するために機能して

きたことも事実である。つまり、社員は会社に対して長期雇

用の継続を期待するため、会社への忠誠心が強く、横領

のような個人の利得を目的とした不正は、発覚時のリスク

を考えれば敢えて冒すべきものではないという判断になる。

不正を監視する役割を担う監査部やコンプライアンス

強化委員会、不正会計を防ぐべき立場の経理部のような

部署では、常に物事を懐疑的に見ることが要求されるが、

長く続いた終身雇用制度により培われた、人を信頼すると

いう日本の良き伝統は、時としてその相互監視機能を弱

めてしまう可能性がある。

実際に、企業の監査部の方から知り合いの調査はやり

づらいといった声を聴くことも多く、調査の際に不正の疑い

を指摘すると、「○○さんは誠実なので不正に関与してい

ない。」と断定してしまう人さえいる。

終身雇用制度が減少している現状では、社員の忠誠心

を前提とした抑止力は期待できない。企業の不正を監視・

発見する立場の者は、従来のような社員に対する相互信

頼をベースとした性善説では、不正を有効に監視すること

は出来ないことを肝に銘ずるべきである。

(2) 不正会計を行なう背景の変化

従来、欧米と比較した際に日本企業では個人の利得を

目的とした不正より組織の利益の為に社員が不正に手を

染めてしまうというケースが多いとされてきた。特に、不正

会計は会社の業績を実態より良く見せることが目的であり、

個人の利得と直接結びつく要素は少なかった。ところが、

業績評価制度やストックオプション、株価至上主義といっ

た概念が広まり、個人の利得を目的とした不正会計への

動機に直接結びつく要因となる制度が増えており、不正の

監視を行なう立場の者には、性悪説に基づいたより厳しく

懐疑的な視点が求められる。

① 業績評価制度/ストックオプション

業績評価制度への過度の偏重は、不正会計への動機

を高める。2006年に過去の粉飾決算を修正した日興コー
ディアルグループの場合、グループ内でマーチャントバン

キング業務を行なっていた日興プリンシパル・インベストメ

ンツが粉飾を行なった当事者であったが、ここでは高い業

績評価報酬制度が導入されており、粉飾決算を行う一因

となった可能性が指摘されている。

② 持株会社による事業会社の細分化

持株会社の下に事業会社を細分化して所有し、ビジネ

スの機動性を高める目的で事業会社への権限委譲を進

める形態が増えているが、不正に対するコントロールが権

限の委譲に見合っていない事も多く、過度の業績主義偏

重と相俟って不正を促す要因となっている。

(3) IT業界における不正会計の要因

情報技術（IT）産業は、不正会計のリスクが最も高い業
界であるが、終身雇用制度の減少による個人の会社への

帰属意識の希薄化、業績評価制度への偏重、株価至上

主義といった要素が最も色濃く反映されている業界である。

IT業界で架空売上や循環取引といった不正が多いのは、
ソフトウェア等の実体の確認が困難な取引が多いことが主

因ではあるが、業界内で転職者が多く、会社への忠誠心

が比較的希薄であることも要因の1つである。スルー取引、
架空循環取引を数社間で行なうことができるのも、転職に

より取引先相手側に知人がいるケースが多い。また、IT業
界では新興企業が優秀な人材を確保する目的で業績評

価報酬やストックオプションを積極的に導入しているケー

スが多く、不正会計へのインセンティブが高まる要素が

揃っている。

このようなIT業界における不正会計への誘引要素は、決
して他の業界にとっても他人事ではなく、今後の日本企業

にとって共通の課題として捉えるべきである。
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(4) 経営者の意識

様々な企業制度やビジネス慣行の変化に伴い、企業内

で不正を監視する立場にいる者が常に新たな不正の手口

を研究し、コントロールを強化する事が重要なのは言うまで

も無い。従来のように「性善説」を前提とした監視体制では

不正の発見は困難であり、常に人を疑う「性悪説」に基づ

いた不正発見・防止への意識がより強く求められる。

だが、根底にあるのは企業経営者の意識であり、経営者

こそがモラルの規範とならなければ不正は防げない。

決算報告書は、企業経営者による株主、取引先、債権

者を含む利害関係者への報告であり、その内容に虚偽記

載があれば経営者の責任である。この常識的な前提を再

認識する必要のある経営者も多いのではないだろうか。

決算調整に代表されるような不正会計を表立って承認

する経営者はおらず、誰もが表向きは不正を許さないとい

う姿勢を見せる。しかし、不正会計はある程度は必要悪と

考えて黙認するような経営者は存在する。

公表した決算見通しの達成、引退する役員への花道、

上場基準の維持、連続増収益の達成、自らの業績評価

報酬やストックオプションによる利益の獲得等、経営者に

とって不正会計への動機は多く存在する。経営者は自ら

を戒めて不正会計を根絶する姿勢を示さなければならず、

企業の不正への意識改革の鍵を握るのは、他でもない企

業経営者であることを再認識する必要がある。

経済犯罪意識調査によると、日本の大部分の企業が内

部通報制度をはじめとする不正防止・発見制度を導入し

ているが、その効果を認めている企業は少ないようである。

本章では、これらの不正防止制度の実施上の注意点につ

いて解説する。加えて、不正会計の事例として架空売上

計上の手口と発見のポイントについて説明する。

1. 経済犯罪意識調査から見る企業の不正防止対策の
現状

調査に回答した日本企業の全社がなんらかの不正防止

対策を施しており、不正防止および発見に少なからぬ投

資をしてきたと見られる（図5）。91％の企業が内部通報制
度を有し、90％が内部監査部門を設置している。また、
83％の企業では行動規範や倫理規定を設け、81％がコ
ンプライアンス機能をもった部署を設置している。また、回

答者の80％は金融商品取引法等で新たに義務付けられ
る内部統制報告書の提出は今後の不正防止に影響を与

えると答えている。

アジアパシフィックやグローバルでは不正防止対策の一

環として、外部コンサルタントを雇うことが多い中（アジアパ

シフィック33％、グローバル31％）、日本企業ではわずか
5％が外部コンサルタントを起用している。他方で、アジア
パシフィックの17％、グローバルの19％が自社の不正防
止プログラムが効果的であると回答したのに対し、日本企

業はわずか10％が効果的であると答えた。
日本企業が自社の不正防止プログラムが必ずしも効果

的ではないと感じているという回答結果は、日本における

PwCの不正調査や不正防止プログラムの改善案件での
経験と一致する。不正防止プログラムの有効性には、人

的要因が大きく関係するからである。

コンプライアンス強化という時流に合わせて、様々な監

視制度の導入やコンプライアンス対策のチームを組織す

る企業は多いが、形式的に制度を取り入れただけで、本

腰で取り組んでいないとの印象を受けるものも多い。

第2章 不正防止・発見対策の課題

図5. 不正防止・発見対策として導入している制度
（複数回答あり）

22.4%購入業者のモニタリング

83.2%行動規範・倫理規程

7.2%フォレンジック調査・分析

11.2%不正防止トレーニング

89.6%内部監査

91.2%内部通報制度／ホットライン

出典： PwC Economic Crime Survey 2007



6 PricewaterhouseCoopersPwC経済情報犯罪意識調査2007

これまでの不正調査を通じて、制定された規則を破り、

手続きを無視する経営陣や従業員を多く見てきたが、この

ような行為によって、不正防止プログラムは形骸化してし

まい、企業は不正の温床となる。

不正防止プログラムは全ての経営陣と従業員に熟知さ

れた行動規範や倫理規定に支えられなければならず、常

に倫理的に行動し、不正や犯罪は必ず報告するという企

業文化を形成することが重要である。

2. 不正防止対策の実務上の課題

(1) 内部通報制度・ホットライン

経済犯罪意識調査では、日本で9割以上の企業が内部
通報制度を導入したとの回答が得られたが、同制度が非

常に効果的であると回答したのは18％であった。事実、内
部通報制度が有効に活用されていると聞くことは多くない。

では、どのようにすれば内部通報制度が有効活用される

のであろうか。内部通報制度が有効に機能するためには、

以下のポイントを踏まえる必要がある。

① 通報者の保護

通報者の匿名性・保護は絶対に守られるべき事項であ

り、通報制度の利用を促す為にも、通報者の守秘性を制

度として謳わなければならない。公益通報者保護法によっ

て、通報者は不利益な扱いを受けないことが法的に守ら

れてはいるが、一度通報者の存在が知られてしまえば、通

報者が有形無形の不利益を被る可能性があるため、匿名

性が絶対的に守られない限り通報制度を利用する者はい

なくなるであろう。「通報を受けた者は、通報者の承認なく

通報があった事や通報者を特定するような情報を第三者

に開示しない」ことを制度で明示するべきである。

② 通報窓口の明確化

通報窓口となる部署では、通報を受けた際に案件の担

当者を明確にするべきである。通報した者に対して、誰が

どのように対応しているのか伝えなければ、通報制度の信

頼性を損なう結果となる。また、通報者が社内の担当者を

相手に通報することをためらうケースもあるため、社内の

通報窓口と併せて、社外の内部通報サービスを活用する

ことも有効である。

③ 通報に対する対応

通報を受けた側は、全ての通報に対して誠実に対応す

る必要がある。仮に、通報の内容が誹謗・中傷の類であっ

たとしても、事実の調査を実行するべきであり、通報者に

対しても誠実に対応するべきである。通報者は、通報した

結果どのような対応をしてもらえるか注視しており、もし自

分が勇気を出して行なった通報が放置されるようなことが

あれば、通報制度が機能していないことに不満を持ち、内

部通報制度を信頼しなくなるであろう。

④ 調査の権限と独立性

通報の窓口となる部署は、調査実行の権限と会社や取

締役からの独立性が保証されなければならない。例えば、

通報内容が会社上層部の不正に関する情報であった場

合でも、独立した立場で何ら制約されることなく調査を実

行する権限を持たねばならない。また、調査においてはあ

らゆる社内情報への直接のアクセスが許されるべきである。

何故なら、不正調査の初期段階では誰が不正に関与して

いるか特定できない場合が多く、不正の証拠の隠蔽を防

ぎ、不正に関与した者が調査へ影響を与えることを避けな

ければならないためである。不正調査の対象が会計に関

わる事項であれば、当然、経理部が不正に関与している

可能性を考慮せねばならず、経理部に関連資料の収集を

依頼する訳にはいかないのである。また、IT部門の者が関
連データを改ざんしているかも知れず、不正関与者による

証拠の隠蔽を避けるためにあらゆる可能性を考慮しながら

調査を進めなければならない。当然、調査内容の秘匿性

も守られねばならない。

独立した立場による調査を実行するには、社内の他部

署の協力を得ずに調査人員を確保する手段も必要であり、

外部から調査員を雇って調査を実行するといった権限と

予算も与えられるべきである。さらに、内部通報に関する

情報と調査内容を監査役がチェックできるようにして、不

正情報の黙殺を二重に監視するという手段が取られること

もある。

⑤ 調査結果に対する適切な措置

調査の結果により、不正が認められた場合には、適切な

措置が取られるべきである。不正を行なった者に対する必

罰の徹底は、企業の不正に対する明確なメッセージであり、

不正の抑止力として最も有効な手段である。反対に、不

正の事実を認めながらも何ら適切な処罰が下されない企

業は、どんなに不正防止策を設けようが、抑止力にはなら

ないであろう。

このように、内部通報制度は、単なる情報の窓口ではな

く、その情報を受けて適切な調査を行い、不正が認められ

た場合にはそれを是正するまでの一連の手続きが重要で

あり、そこまでの機能が発揮されない限りは、通報者から

の信頼も得られないし、不正を行なう者にとっての抑止力

となる有効な不正防止制度とならない。

ある外国企業の日本子会社において、社員が子会社の
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内部通報制度を利用して不正の通報を行なったところ、

社内で何も動きが無かった為、親会社に直接通報したとこ

ろ、数日の間に外部調査会社が雇われて調査が開始さ

れたという例がある。日本の多くの企業では内部通報制度

が有効に機能するにはまだまだ改善点が残されているよう

である。

(2) 内部監査

内部統制監査の導入により、内部監査部の機能が大き

く見直されつつあるが、不正防止・発見という観点では、内

部監査部が十分に活用されている会社は少数である。こ

れは、主に内部監査部の独立性と権限が制限されてきた

ことによる。

米国の監査委員会は、会社と独立した立場で調査を行

う権限を有しており、会社において不正の疑いがある場合

には、自らが弁護士や外部調査サービス等を雇って大規

模な調査を行うことが通常であるが、日本において企業の

内部監査部にこのような独立性と権限が確保されていると

は言い難い。

日本の企業では、内部監査部が社長直轄の組織として

設置され、他の社内組織からは独立した組織として位置

付けられている事が多い。ところが、内部監査部が取締役

や営業部等の会社のあらゆる部署に対して、業務を監視

するという緊張した関係を保ち、十分に機能している会社

は多くない。この原因として、内部監査部に所属する人員

の多くが営業部や経理部出身者がローテーションとして異

動してきた者であり、例え内部監査部が組織として独立し

ていても、その個々の人員が監査対象部署と関係が深い

場合が多く、結果的に相互の緊張した関係を保てないの

である。内部監査部の担当者が経理部や営業部の上位

役職者に頭が上がらず、内部監査手続きが十分に遂行で

きなくなる。

企業の営業部や経理部等の内部監査に対する意識が

低い場合も多い。J-SOX法の影響で内部統制の整備が
優先課題となり、内部監査に対する意識は変わりつつある

が、依然として営業部は内部監査を単なるコストセンター

と見なし、「利益を生まない面倒な業務」という意識を持っ

ていることが多く、内部監査に積極的に協力しようというイ

ンセンティブは働きにくい。また、内部監査に所属する者に

も、営業部等の業務の邪魔にならないようにと、内部監査

を形式的に済ませる事がある。

内部監査が不正の防止に有効に機能するためには、内

部通報制度と同様に、真の意味での独立性と権限が必要

である。監査対象部署からは全面的な協力が得られるよ

う配慮されるべきであり、その業務遂行の妨げとなる全て

の要素は排除されなければならない。

(3) 行動規範・倫理規程、不正防止トレーニング

行動規範や倫理規程、コンプライアンス・プログラムを用

意し、それに合わせて不正防止トレーニングを行なう企業

は増えている。企業がその業態に合わせてルールを用意

し、具体的な不正の事例を示すことは、社員の不正防止

に有効である。この際に重要なのは、社員にルールを提

示・説明するのみではなく、社員が実際に遭遇する可能性

のあるケースを用意し、ディスカッションをさせるなど、実践

的なトレーニングを行なうことである。

社員の多くは、自らが常識的な倫理観を持ち合わせて

いて不正を犯すことは無いと信じており、倫理規程を配布

しても熟読する者はほとんどいないのが現実である。ところ

が、いざ実践の場になると、周囲の者が慣習的に行なって

いるような場合や、上司の指示や承諾があれば、いとも簡

単にルールを破ってしまうのである。

不正が発生する要因として、「不正のトライアングル」と

呼ばれる以下の3つが存在するとされる。

不正防止トレーニングにおいて、犯してはならない不正

を社員が明確に理解することにより、「組織・業界の慣習」

や「上司の指示」といった言い訳（不正の正当化）を許容

する余地を無くし、不正の芽を摘み取ることが期待できる。

3. 架空売上の手口と発見のポイント

次に、不正会計の代表的な例である架空売上計上の

事例を紹介し、その発見のポイントを要約する。架空売上

を計上するために、不正の実行者は社内で計上手続きを

行なうに足る証憑書類を準備しなければならず、さらに財

務諸表監査や内部監査の対象となる可能性も考慮され

るため、証憑書類の偽造・捏造は周到に行われる。

(1) 在庫取引による架空売上計上

在庫取引で架空売上計上を行なう場合、販売見込のな

い商品が売却されたように装われ、売上計上に関する偽

装工作が行なわれる。

一般的な売買取引では、売上計上時に出荷先への見

積書、納品書、請求書、出荷先からの注文書が必要とな

るが、出荷先からの注文書を除けば、全て社内で発行す

る書類であり、営業部署で用意することが可能な場合が

•動機/プレッシャーの存在（自己利益の獲得など不正
を犯す動機が存在すること）

•機会の存在（不正の実行とその隠蔽を行なう機会があ
ること）

•正当化（不正を犯すことを正当化する理由づけや倫理
観の欠如）
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これらの調査を行うにあたり、背景にある要因分析を並

行して行うことも重要である。例えば、営業部の予算・目標

達成へのプレッシャーの有無や業績不振への危機感、個

別商品に対する注目度（新製品等で売上実績が必要な

場合等）、業績評価制度の存在や営業部員の帰属意識

といった定性的な要素である。

売上目標達成へのプレッシャーの度合いは上司の性格

やそれを受ける部下の性格に左右される場合もある。ここ

で重要なのは、要因を客観的に分析することであり、コント

ロール強化に利用される計数的なリスク分析手法を用い

ることも有効である。

多い。そこで、出荷先からの注文書が重要になるが、以下

のように偽装することがある。

実体の無い取引である以上、当然、売掛金の回収は見

込めず、売掛金が滞留することで架空である事実が判明

してしまう。そこで、売掛金の滞留化を避ける為に、以下の

ような工作が行なわれる。

(2) 返品可能条件を付与するケース

得意先に対して売却を行ない、売上計上を行なうが、別

途覚書や念書により返品可能条件を売先に付与するケー

スがある。この際、返品可能条件を付与した事実を隠すこ

とにより、返品リスクを決算に反映させる事なく、売上計上

を通常通り行なう。

架空売上計上を目的としているケースでは、当該売却

商品は売先で販売することが出来ずに在庫となるケース

が多いが、販売リスクが売先に移転していないため、実質

的には売却されていないのと同じである。

売先との決済条件はケース・バイ・ケースであり、返品時

に売先へ返金する場合や、返金を行わない代わりに別契

約で調整することもある。

(3) 架空売上計上発見のポイント

上記のように、架空売上においては、証憑書類の偽装

や隠蔽が行なわれるため、書類による発見は困難である

が、財務データの分析や種々の確認手続きを行なうことは

重要な手掛かりとなる。以下にそのポイントとなる事項を列

記する。

•相手先注文書の書式や注文書に相当する証憑として
一般的な書面による発注通知等を偽造する。

•会社によっては出荷先注文書の書式が見積書や納品
書と複製になった自社の書式であることがあり、この場

合は自社書式の発注書に相手先社名と担当者名を

記載する（時には担当者名の印鑑を偽造する場合も

ある） 。

•システム上で売掛金の回収予定日を無効な日付で登
録するなどして、滞留売掛金として認識されないように

する。

•定期的に売掛金の付替処理等を行ない、計上日の更
新を行うことで長期滞留売掛金として認識されることを

避ける。

•他の売掛金の入金により消込みを行い、滞留化を避
ける。

•売掛金残高確認書を偽装する。

•商品・製品毎の取引先別売上実績（不自然な商品の
売上を確認）

•商品別在庫推移（特に滞留在庫の推移から不自然な
売上を確認）

•売掛金の滞留状況／取引先別入金実績の確認（請
求金額との差異等や消込み状況を確認）

•入金先記録の確認（売上計上先からの入金であるか
確認）

•期末月における金額の大きな売上計上の分析

•売上利益率の比較（不自然な商品、相手先、取引の
確認）

•予算・販売計画と実績との対比（計画外の売上の確
認）

•返品実績（特に期末後の動きを確認）

•在庫実地棚卸（帳簿上の在庫明細の確認に加えて簿
外在庫の存在を確認）と倉庫料明細の確認

•運送会社等による出荷記録の確認

•取引先承認記録の再確認

•取引先との売掛金残高確認の徹底（抜き打ちによる
実行等）
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不正の事実が発覚すると、企業の信用、ビジネス、社会

的評価が瞬時に毀損し、結果として不正・不法行為自体

による損害や規制当局による課徴金等よりも、遥かに大き

な経済的ダメージを被ってしまう。

本章では、不正発見時における企業の対応とフォレン

ジック調査を含む外部調査専門家による調査手法を紹介

し、財務諸表監査と不正調査との相違点を明らかにする。

1. 不正発覚時の企業の対応

社内で不正会計や不法行為が行われた兆候が認めら

れた際、その事実調査と結果報告、対応策を速やかに実

行しなければならない。政府機関、株主、およびその他の

利害関係者は不正に対する適切かつ迅速な対応を強く

要求しているのであり、メディアは不正が発見された状況

で企業がどのような行動をとるか常に注目していることを忘

れてはならない。

実際には、初期情報のみで不正の実態を解明すること

は不可能であるため、不正の範囲（事象、時期、関与者の

範囲等）を推定した上で、まずは社内調査から着手するの

が一般的である。

(1) 社内調査委員会による調査

日本の企業の場合、米国の監査委員会のように、企業

から独立した立場で機動的に不正調査を行う組織が存在

しないことが多いため、不正の内容が内外に重要な影響

を及ぼす可能性がある場合であっても、まずは社内で調

査委員会を組織して事実の解明にあたることが多い。

社内調査委員会を含め、内部調査においては常に中立

性・独立性の確保が課題となる。日本の企業は、不祥事

（またはその疑いのある事実）に関して社外にその情報が

漏れることを恐れる余り、身内による調査を選択しがちで

あるが、内部調査では以下のようなリスクが伴うことを留意

するべきである。

内部調査の規模や範囲は、起きた不正の内容や金融

庁、証券取引等監視委員会等の要求事項に応じて検討

するべきである。また、不正の内容が重大であり、将来的

に対外的な説明が求められるような場合には、社外のメン

バーで構成される外部調査委員会の設置や外部調査

サービスへの調査委託を検討するべきである。

(2) 外部調査委員会による調査

不正会計に限らず、食品偽装を始めとする昨今の企業

不祥事で外部調査委員会を設置するケースが増えている。

外部調査委員会を構成するメンバーは弁護士、公認会

計士、大学教授などの有識者であることが多く、不正調査

の中立性、独立性、客観性を担保する効果がある。

外部調査委員会による調査で重要な点は、「不正の事

実と原因の解明」という本来の目的を果たすべく、徹底し

た調査の権限が与えられることである。これは至極当然の

事であるが、不祥事を起こした企業が、イメージダウンを食

い止めるために体裁を整える目的で外部調査委員会を任

命することもあり、実際には会社として全ての事実を解明し

て世間に公表する覚悟が十分に出来ていない場合もある。

このような場合に、会社から十分な協力が得ることが出来

ず、徹底した調査が遂行できない可能性がある。

外部調査委員会の窓口となる会社側の担当者の役割

も重要である。外部調査委員は部外者であり、会社の業

務に精通している訳ではないため、会社の業務内容や諸

手続き、社内組織と職務領域など、不正の要因となる背

後関係を理解するためにあらゆる情報や関係者へアクセ

スすることが必要となるが、会社側の窓口となる者は、調

査を効率よく進めるために会社のあらゆる部署から全面的

な協力を得る体制を整えなければならない。

調査対象の事象や期間が広範に及ぶ場合には、外部

調査委員の調査における調査員のリソース確保も必要と

なる。大規模な不正調査では、外部調査委員とともに不

正調査の専門サービスが併用される場合も多い。

(3) 不正調査専門家によるサービス

4大監査グループをはじめとし、専門家による不正調査
サービスやアドバイスの提供を行なう機関が増えている。

会社は、客観的、中立的立場の外部専門家の起用により、

不正調査の透明性を確保して説明責任を果たすと同時

に、調査の効率性を高めることが出来る。また、フォレン

ジック調査等の専門技術を用いた調査により、社内調査

では解明不可能な範囲の調査を可能とする。

不正のタイプによって一概には言えないが、重大な不正

が発覚した場合には、その範囲や時期、共謀者の存在や

類似ケースの確認等、広範にわたる調査を迅速に行なう

必要がある。従って、仮に不正が会計に関わる事項であっ

第3章 不正発見時の対応と不正調査の手法

•社内の同僚に対して不正の疑いの目を向けるのは時と
して困難であり、調査に恣意性が働いてしまう恐れが

ある。

•調査情報の機密性の確保が困難である。

•調査メンバーや調査協力者に不正関与者や不正関
与者の内通者が含まれる可能性がある（調査には不

正事象の周辺業務に詳しい者の協力が不可欠である

が、情報提供者が不正関与者である可能性も考慮し

て調査を進めるべきである）。

•不正事象が会社経営者等に関わる場合、調査遂行
への圧力がかかる場合がある。
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たとしても、不正調査は経理部等が本来の業務の傍ら行

えるようなものではない。社内で不正調査を行なうには担

当部署に大きな負荷がかかることを覚悟しなければならず、

外部専門家に委託することによってこれを避けることがで

きる。

欧米では専門家による不正調査が一般的に利用されて

おり、ステークホルダーへの説明責任が強化されつつある

日本においても、今後は不正調査専門家のサービスが広

く活用される機会が増えると予想される。

2. 不正調査専門家による調査手法

一般に、専門家による不正調査は以下の手続きにより

行なわれる。これらの手続きは並行して行なわれるもので

あり、各々の調査手続きの発見事項が他の調査手続きと

密接に関係し、事実の発見に合わせて全ての調査手続き

の範囲や方向性を随時修正・追加することで調査の効率

を高め、常に重要事項の発見に優先順位を置く。

(1) 初期情報の評価・検討

初期情報は、内部通報や不正の一端の発覚、取引先

からのクレームや外部調査・検査からの発覚と様々なケー

スがあるが、常に初期情報が事実であるとは限らないため、

慎重に内容を検討するべきである。内部通報であれば、

時には通報者の誤解や思い込みである場合もあるため、

その文章表現等を仔細に分析する。

(2) 不正調査の範囲の特定

調査を開始するにあたり、疑いのある不正の内容や範囲、

時期、関与者をある程度特定する必要があり、それによっ

て初期の調査範囲と調査計画を立てる。調査範囲と計画

•内部通報や発見事項による不正の初期情報の確認と
評価

•関連組織、関係者および発生時期等の調査範囲の
特定

•関連情報・書類の収集と保全

•会計データの分析と異常値の特定

•財務情報や契約書、取引証憑書類等の関連文書・記
録の調査

•電子データの調査（関係者の使用していたPC、サー
バー等から電子メールによる交信内容や電子ファイル

などの電子データを取得・復元してデータの調査を行

う）

•関係者に対するインタビュー調査

は、調査の進捗によって適時に修正する必要がある。

(3) 関連情報・書類の収集と保全

関連情報や証憑書類の収集は、書類の隠蔽を防ぐため

に、迅速に行なわなければならない。調査の事実を隠して

行うのであれば、調査対象と無関係の資料も併せて収集

するなど、調査対象を悟られないよう配慮する必要がある。

尚、不正調査の事実を隠しながらも大規模な調査を行う

場合には、内部統制監査等の表向きの「名目」を用意し、

社内で資料提出が求められれば全面的に協力するように、

会社上層部等から全社に周知した上で調査情報を収集

する場合がある。

(4) 会計データの分析

不正会計では、会計データの分析によって不正の兆候

が読み取れる場合がある。不正の事象によって分析する

べき項目は異なるが、調査対象を様々な角度から複合的

に分析し、その中の異常値に注目する。また、調査対象の

範囲を決定する上で、取引金額の規模、件数、得意先等

を分析することも重要であり、調査対象のサンプル抽出を

行なう上でもその分析結果が考慮される。

(5) 取引関連書類の調査

取引関連書類の調査では、契約書、見積書、納品書、

注文書、請求書等の一般的な取引証憑書類の確認に加

え、運送会社の配達証明書や営業担当者が保有する取

引先との文書の交信を確認する等、不正の調査内容に応

じて柔軟に対応する。

(6) 電子データの調査

次項の「フォレンジック調査」参照。

(7) インタビュー

インタビューの目的は、主に2つに大別される。1つは情
報収集を目的とするインタビューであり、もう1つは不正の
事実の告白を促すためのインタビューである。情報収集の

インタビューは調査の初期段階で広く行なわれるが、告白

を促すインタビューは、不正の証拠が揃った段階で不正関

与者（容疑者）に対して行なう事が多い。

3. フォレンジック調査

PCの普及により、大半の業務情報が電子メールや電子
ファイルの形式でやり取りされるようになり、不正調査にお
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いても電子情報を調査することが非常に重要である。実際

に、過去の不正調査において、電子データから重要な不

正の証拠が発見されたケースは非常に多く、特に電子

メールの文書は重要な手掛かりとなる。但し、日常業務で

使われる電子情報の量は日々蓄積され続けており、膨大

な量に及ぶ。不正調査では、これらの膨大な電子情報の

中から重要な情報を効率的に収集・調査・分析しなけれ

ばならない。また、電子データはその性質上修正や改ざん

が容易であるため、その証拠性を維持する事も重要である。

(1) フォレンジックとは

フォレンジック（Forensic）とは、「法廷の」「法医学の」
「科学捜査の」という意味で、従来から法廷における証拠

能力を有することを意図して使われていた言葉である。

Forensic Accountingも本来は法廷での係争に係わる
「法会計」であったが、広義では不正会計調査までを含む

ようになっている。

フォレンジック技術というのは、通常はコンピューターフォ

レンジックまたはデジタルフォレンジックを意味する。特定

非営利活動法人デジタルフォレンジック研究会による定義

では、「インシデント・レスポンス（コンピュータやネットワーク

等の資源及び環境の不正使用、サービス妨害行為、デー

タの破壊、意図しない情報の開示等、並びにそれらへ至る

ための行為（事象）等への対応等を言う。）や法的紛争・

訴訟に対し、電磁的記録の証拠保全及び調査・分析を行

うとともに、電磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・

情報収集等を行う一連の科学的調査手法・技術」として

いる。

(2) フォレンジック調査の手順

フォレンジック技術を不正調査に活用することにより、電

子データから有力な情報を得ることができる。一般的に、

電子データの調査では、その取得データ母数が膨大であ

るため、全ての内容を調査することは効率が悪く、検索

キーワード（通常50～100語程度）を用いて検索した結果
の電子データを調査の対象とする。

電子データ調査は図6に示すように、①電子データの取
得対象の特定と保全 ②データの抽出と検索キーワード

決定 ③調査対象の決定とレビューの実行 ④発見事項

の整理・報告と追加手続きの検討という流れで進める。当

然、調査の過程で新たな情報が得られれば、調査範囲に

加味する必要がある。例えば、新たな不正への関与者の

情報が得られれば、その者の電子データを取得して調査

対象に加える必要がある。

図6. 電子データ調査の手順

電子データの所在確認

• PC、サーバー、バッ
クアップデータの状
況確認

調査対象者の特定

• 不正関与者

• 潜在的関与者

電子データの保全

• PC/サーバー等への
アクセス・保全（PC
使用者による重要
データ消去を避ける
為、本人への事前通
知は極力行わない）

電子データの抽出

• フォレンジック技術者
による電子データの
抽出

• 電子データのレ
ビュー環境の設定
（レビューツールの準
備）

検索キーワードの決定

• 検索キーワードの決
定（50～200語の範
囲）

• 検索キーワードを適
宜修正・追加

調査対象の決定

• 発見事実等に応じて
レビュー対象を決定
（例：期末前1ヶ月の
全メールレビューな
ど）

レビュー実行

• 絞込みされた電子
情報の1次レビュー
を実行

• 関連メールの2次レ
ビューによる精査・問
題分析

発見事項の整理・報告

• レビュー結果の分析

→ 取引記録および

書類調査による
外形的情報の確
認

→ 当事者インタ

ビューによる事
実確認

• 発見事項の報告

追加手続きの検討

• 発見事項の内容に
応じて調査対象の範
囲の変更を検討

• 追加調査手続きの
検討

出典： PwC作成

発見事項の
整理・報告と

追加手続きの検討

調査対象の決定
レビュー実行

データの抽出・
検索キーワード決定

電子データの
取得保全対象の
特定・保全
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(3) フォレンジック調査の有効性

これまでの筆者の経験では、電子データの調査は非常

に有効である。過去の架空売上の実績をエクセル・シート

に保存していた者もいれば、会社に隠れて作成した覚書

や念書がメールの添付書類で発見されたという例も多い。

支払先の業者に架空水増し請求をさせた上で、メールで

自分の口座へ振込む指示をした痕跡が発見された場合も

ある。また、必ずしも不正に直接関連する証拠が発見され

ない場合でも、調査対象者のメールには、その者のモラル

の程度を知る手掛かりとなる情報が必ず残されている。

日本企業で不正調査を行う際、依然として電子データ

調査で社員の電子メールを見ることに会社側が抵抗を示

す場合もあるが、米国会社から依頼を受けて日本の子会

社の調査を行うような場合、米国の親会社は躊躇なく電

子データの調査を行うよう依頼する。米国の場合、不正調

査で電子データ調査を行うのは一般的であり、その有効性

も十分に理解されているのである。日本においても、検察

や金融庁に限らず、一般企業の自発的な調査において電

子データ調査がより広く用いられるべきであると考える。

4. 監査と不正調査の違い

財務諸表監査は、財務諸表が適正であることを確認す

る事を目的とする手続きであり、合理的な範囲で不法行

為や不正会計を発見するよう意図されているが、必ずしも

隠蔽された不正会計等を直接的に発見するようには設計

されていない。仮に、企業側が意図的に虚偽の財務諸表

を作成し、証憑書類の偽造等で巧妙に隠蔽を行えば、会

計監査で不正会計を発見することは困難である。

反対に、不正会計の実行者は会計監査を受ける事を想

定して証憑書類の偽装を行なうのであって、監査で発見さ

れない水準の証憑書類を用意するのである。

一方で、不正調査サービスでは、顧客の依頼に基づき、

社内の内部情報や発見事項から予め調査対象を絞った

上で、その事実解明を徹底して行う。ここでは、不正が行

なわれた事を前提に「性悪説」に基づいて調査が行われ、

例え協力者による供述や情報提供であったとしても、不正

への関与の可能性が払拭されなければ決して全面的に信

頼する事は無い。

調査の対象が取締役や社長といった上位職者であって

も、不正の関与が認められる場合には、電子メールの調

査を含めて徹底した調査を行う。つまり、不正調査では、

顧客の依頼に基づき、あらゆる手段で事実の追求を行な

うのである。

おわりに

コンプライス強化が全企業で共通課題となり、一度不祥

事を起こした企業は一般消費者の支持や取引先まで失う

リスクを抱えているが、それにも関わらず不祥事件は後を

絶たない。

不正の防止・発見制度は導入すれば直ちに機能すると

いうものではなく、運用する体制と方針が重要であり、その

有効性には企業経営者の意識が大きく反映される。また、

不正事象発覚時の対応も、経営者の事象の捉え方によっ

て対応は異なり、結果も左右される。

企業経営者には、不正を断固として許さないという態度

が必要であり、万一不正の一端が発覚した際には、徹底

的に解明する覚悟と必罰が必要であるし、そのような態度

を明らかにする事が社内外へのメッセージとなり、不正の

再発を防ぐ歯止めとなるのである。
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