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概要 

要点 

 2011年12月19日、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）は、「内部統制－統合フレームワーク

（Internal Control- Integrated Framework）」（以下、「アップデート版フレームワーク」）の公開草案を公

表しパブリックコメントを募集しました（募集期限は2012年3月31日）。また2012年9月18日、すでに公

表されていた「アップデート版フレームワーク」の改訂と「対外的財務報告に係る内部統制：アプロー

チおよび事例の概要（the Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of 

Approaches and Examples）」（以下、「概要」）の公開草案が共に公表されました。このパブリックコメン

トの募集期限は2012年12月4日です。COSOは、提案されている「概要」および「アップデート版フレー

ムワーク」の改訂版に対するコメントを募集しています。 

 「アップデート版フレームワーク」は、200以上の組織およびプロフェッショナルから寄せられたコメント

の検討の結果行われた改訂を盛り込んでいます。COSOは、この公表に合わせて、「説明ツール：内

部統制システムの有効性評価（Illustrative Tools: Assessing Effectiveness of a System of Internal 

Control）」案（以下、「説明ツール」）も公表しています。この「説明ツール」は、内部統制システムの有

効性評価において利用者を支援することを目的にしています。 

 「概要」は、2012年9月18日に公表されたものの中核となるものです。「概要」は、「アップデート版フレ

ームワーク」の付属文書であり、「アップデート版フレームワーク」の中で示された原則の適用方法に

ついて説明しています。 

 「アップデート版フレームワーク」は、内部統制システムの整備、導入、維持の基礎として現在1992年

版「内部統制－統合フレームワーク」（以下、「当初版フレームワーク」）を使用しているすべての企業

において、「当初版フレームワーク」から置き換わる予定です。COSOは、最終版の「アップデート版フ

レームワーク」、「概要」、および「説明ツール」を2013年第1四半期に公表する予定です。COSOは「ア

ップデート版フレームワーク」の適用開始日または移行期間を明示していませんが、「アップデート版

フレームワーク」の移行期間について規制当局および他の関係者との協議を継続する予定です。 
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主な内容 

.1 2010年11月、COSOは、絶えず変化し複雑化が進むテクノロジー主導の、そしてグローバルな今日の

ビジネス環境および経営環境において、その目的適合性と使い易さを高めることを目的に、「当初版フレ

ームワーク」を見直してアップデートするプロジェクトを発表しました。COSOは、2011年12月19日に、「内部

統制－統合フレームワーク」を提案する公開草案を公表しました。パブリックコメント期間は2012年3月31日

に終了しています。パブリックコメント期間中、21,000人以上が公開草案をダウンロードし、200以上の組織

およびプロフェッショナルがコメントを提出しました。「アップデート版フレームワーク」には、寄せられたこれ

らのコメントを検討した結果として行われた改訂が盛り込まれています。 

.2 「概要」は、「アップデート版フレームワーク」に示される原則について、対外的財務報告目的に関連

した特定の検討事項を説明するものです。各原則に関連するアプローチおよび事例は、対外的財務報告

に関連して、組織が構成要素および原則をどのように適用できるかを示すことを目的として設けられていま

す。「概要」は、一連のベスト・プラクティスを示すものではなく、また組織のための統制を包括的に示すも

のでもありません。 

.3 COSOは、利用者が「アップデート版フレームワーク」に示される要求事項に基づく内部統制システム

の有効性を評価する際の支援として、テンプレートとシナリオを収集した「説明ツール」を公表しました。 

.4 当Datalineでは、有効な内部統制の要件など、「アップデート版フレームワーク」に対する注目すべき

変更点を取り上げています。また、「アップデート版フレームワーク」の付属文書の目的を要約し、「アップ

デート版フレームワーク」への移行など、クライアントにとって重要な検討事項も取り上げています。 

主な規定 

「当初版フレームワーク」に対する注目すべき変更点 

.5 1992年に「当初版フレームワーク」が公表されましたが、その後、事業、経営、規制環境は劇的に変

化しました。しかし、「アップデート版フレームワーク」は、「当初版フレームワーク」の基本概念を変更するも

のではなく、むしろ、（1）5つの構成要素の中に組み込まれている基礎概念を17の原則に明示化すること、

（2）事業、経営、規制環境における変化を考慮に入れること、そして（3）財務報告目的を拡大することによ

り、有効性が立証されたことを基礎に策定されています。 

.6 「当初版フレームワーク」において黙示的であった原則は、フレームワークの使用および適用を容易

にするため、内部統制の5つの構成要素の中で明示化されました。これらの原則は、内部統制の整備、導

入、運用および有効性評価において利用者を支援することが期待されています。 

.7 当初の財務報告目的は、他の重要な報告形式を含めるよう拡大されました。現在、「アップデート版

フレームワーク」における財務報告目的は、利用者や利害関係者の要求や期待に応えるよう、内部報告お

よび外部報告、財務報告および非財務報告というサブ・カテゴリーに分けられています。有効な内部統制

システムに関連する5つの構成要素および17の原則は、すべてのカテゴリーの目的に適用されます。 

.8 「当初版フレームワーク」に対する注目すべき変更点の概要については、付録F「1992年公表版 内部

統制－統合フレームワークに対する変更の概要（Summary of Changes to the Internal Control-Integrated 

Framework Issued in 1992）」を参照して下さい。 
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過去に公表された「アップデート版フレームワーク」に対する重要な変更 

.9 過去に公表された「アップデート版フレームワーク」は、「2006年 COSO財務報告に係る内部統制－中

小規模公開企業のガイダンス（the 2006 COSO Internal Control over Financial Reporting—Guidance for Smaller 

Public Companies）」と同様のやり方で、原則および関連する特質の双方に焦点を当てていました。これらの特

質は、利用者が内部統制の整備および有効性評価を行うにあたって詳細なガイダンスを提供しました。 

.10 改訂版の「アップデート版フレームワーク」は、パブリックコメントを受けて、重視すべきポイントとしてこ

れらの特質を再度明確にしています。一部の人々にとって「特質（attribute）」という用語は、17の原則と関

連させて考慮する場合、内部統制システムの有効性評価のためのチェックリストとして使用すべきである、

という意図しない期待を持たせてしまう可能性があります。今回の改訂は、そのような認識を減らすことを意

図しています。 

PwCの見解： 

「アップデート版フレームワーク」は、本質的には内部統制の中核となる定義および5つの構成要素を

保持しています。最も重要な強化項目の一つは、「当初版フレームワーク」における概念を「17の原則」

として明示したことです。PwCは、これらの原則が有効な内部統制についての利用者のより良い理解を

助けるものになると考えています。またPwCは、これらの原則および関連する重視すべきポイントは、有

効な内部統制の達成のために高い基準を課したり負担を追加したりすることなく、組織における目的

達成、容認できる水準へのリスク低減、そして、事業、経営、規制環境の変化への適応を支援するもの

になると考えています。 

 

有効な内部統制の要件 

.11 「アップデート版フレームワーク」は、有効な内部統制システムは、組織が業務活動、財務報告、また

はコンプライアンスのうち1つ、2つ、または3つすべての目的を達成できなくなるリスクを、容認できる水準ま

で減少させるとしています。有効な内部統制のためには、内部統制の5つの構成要素および関連する原則

のそれぞれが存在し機能していることが必要です。さらに、5つの構成要素が統合的に一体として機能す

る必要があります。経営者は、関連する重視すべきポイントの検討と、全社的に原則を有効にする統制を

選択・整備するにあたり、判断を用います。「アップデート版フレームワーク」は、原則が存在し機能するた

めに特定の統制を選択・整備することを経営者に要求していません。どのような統制を選択・整備するかの

決定は、経営者が行うべき判断としています。 

PwCの見解： 

「アップデート版フレームワーク」は、すべての原則には関連性があると仮定していますが、経営者がそ

の関連性の程度を企業固有の状況に基づいて決定することを許容しています。経営者がどの原則が

関連性が高いかを決定した後は、有効な内部統制のためにこれらの原則が存在し機能していることが

要求されます。PwCは、特に米国証券取引委員会（SEC）に登録している企業においては、1つ以上の

原則に関連性がないことは稀であると考えています。 

重視すべきポイントとは、有効な内部統制の要件ではなく、関連性がある原則が存在し機能しているか

どうかについての経営者の判断を支援するための重要な検討事項です。経営者は、「アップデート版

フレームワーク」に示されている重視すべきポイントのうち、どれが原則の存在および機能に関連性が

あるかを決定し、企業の状況（例：業界、経営、規制環境）に応じて重視すべきポイントの追加を検討

することができます。 
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.12 「アップデート版フレームワーク」は、内部統制上の不備の分類を（i）主要な不備、および（ii）内部統

制上の不備の2つの階層に変更しました。また「アップデート版フレームワーク」は、構成要素または関連性

がある原則が存在し機能しているとみなされない場合、または構成要素が一体として有効に機能している

とみなされない場合に、「主要な不備」が存在しているとしています。さらに「アップデート版フレームワーク」

は、主要な不備が存在する場合には、企業は有効な内部統制の要件を満たしていると結論づけることは

できないとしています。 

PwCの見解： 

内部統制の不備の分類は、財務報告目的だけでなく、すべての目的に適用されます。「アップデート版

フレームワーク」の以前のバージョンに含まれていた3階層の分類スキームは、財務報告に係る内部統

制の不備の重大性の評価における規制当局または基準設定主体の要件と非常に密接に関連していま

した。「アップデート版フレームワーク」および「概要」は、米国証券取引委員会などの規制当局、基準設

定主体が、内部統制の不備の重大性を評価するための基準を確立していることを認識しています。 

 

付属文書 

「概要」 

.13 COSOは、財務報告に係る内部統制の有効性を維持するための法規制および他の要求事項の遵守

にあたり多くの組織が「当初版フレームワーク」を適用していることを認識し、「当初版フレームワーク」をア

ップデートするCOSOプロジェクトの一環として、「当初版フレームワーク」の財務報告への適用に関するガ

イダンスをアップデートすることも決定しました。 

.14 2012年9月18日、COSOは「概要（Compendium）」を公表し、パブリックコメントを募集しました（当初の

募集期限は2012年11月20日）。その後、COSOは、悪天候の影響を受けた米国の一部地域の関係当事者

もこの文書にコメントできるように、パブリックコメントの募集期限を2012年11月20日から2012年12月4日へと

延長しました。「概要」は、対外的財務報告目的に係る内部統制の整備、導入、および運用における、「ア

ップデート版フレームワーク」で示された原則の適用について、アプローチの説明および実務的な事例を

提供しています。 

.15 また各原則について、組織がどのようにして原則を対外的財務報告に係る内部統制システムに適用

するかを概説したアプローチのリストが示されています。 

.16 各アプローチについて、外部報告目的で財務諸表を作成している企業において当該アプローチの

重要な側面がどのように導入されているかを説明した、1つまたは複数の事例が示されています。またアプ

ローチおよび事例では、特定の原則に関連して重視すべき1つまたは複数のポイントが説明されています。

しかしそれらは、関連するすべての重視すべきポイントを含む原則が実務においてどのように全面的に適

用されるかに関して、包括的、網羅的な見解を提供することを目的として構築されていません。 

PwCの見解： 

「概要」は、「当初版フレームワーク」に示されている要求事項に基づいて財務報告に係る内部統制シ

ステムの有効性についての報告を公表している利用者にとって、特に関連があります。PwCは、「概

要」は、企業が対外的財務報告目的を満たすための「アップデート版フレームワーク」の適用に係る有

用なガイダンスを提供すると考えています。また「概要」は、「アップデート版フレームワーク」に含まれる

原則（および重視すべきポイント）と、組織が外部報告目的で財務諸表を作成するにあたりどのように
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原則を適用するかを説明した、関連するアプローチおよび事例とをリンクさせています。この文書は、

公開企業、非公開企業、非営利団体、および政府機関などのさまざまな組織形態に関連しています。 

PwCは、利用者は改訂された「アップデート版フレームワーク」を検討する一方で、提案されている「概

要」を評価すべきと考えます。公開草案の全体、プレゼンテーション資料、および、よくある質問（FAQ）

に対するCOSOの回答は、COSOのウェブサイト（www.coso.org）でご覧いただけます。 

 

「説明ツール」 

.17 「説明ツール（Illustrative Tools）」は、「アップデート版フレームワーク」に規定される要求事項に基づ

き内部統制システムの有効性を評価する利用者に向けたガイダンスを提供することを目的としています。

「説明ツール」には、原則を実行する基本的な統制（例：取引レベルの統制活動）ではなく、構成要素およ

び関連する原則についての評価に焦点を当てたテンプレートが含まれています。このテンプレートは、関

連する状況（例：特定の財務報告の目的および副次的目的、適用範囲、または組織構造）や企業の評価

プロセスを反映させるために変更を加えることもできます。 

.18 「説明ツール」には、（1）１つの構成要素およびそれに関連する原則が存在し機能しているかどうか、

（2）５つの構成要素のすべてが存在し機能しており、統合的に一体として機能しているかどうかを含む、内

部統制システムの有効性評価を説明するシナリオが含まれています。 

.19 「説明ツール」は、「アップデート版フレームワーク」の使用を支援することを目的としていますが、適用

が必須とされる要素ではありません。 

企業は今後どのような対応を検討すべきか？ 

.20 パブリックコメント期間は2012年12月4日に終了します。企業は、「概要」および改訂された「アップデ

ート版フレームワーク」を検討し、何らかの意見があればこのコメント期間が終了する前に提出しなければ

なりません。またCOSOは「説明ツール」の公表にあたりパブリックコメントを求めていませんが、企業は「説

明ツール」に対してもコメントを提出することができます。 

.21 「アップデート版フレームワーク」は、「当初版フレームワーク」の利用者のためにこのフレームワークを

拡充し、より使い易くし、適用範囲を広げることを目的としています。また、「アップデート版フレームワーク」は、

有効な内部統制に対するより詳細な洞察を提供し、その適用を他の適切な目的へと拡大させる可能性があ

ります。2002年サーベンス・オクスレー法（SOX法）404条（a）または（b）を遵守する公開企業において、「アッ

プデート版フレームワーク」は、企業の財務報告に係る内部統制の評価プロセスを抜本的に変更するもので

はありませんが、それらの企業の経営者は、自社のおかれている状況下において、17の原則がどのように適

用され、その構成要素がどのように一体として機能しているかについて評価を始める必要があります。 

PwCの見解： 

PwCは、原則、および各原則に対応する重視すべきポイントの検討が、内部統制の有効なシステムに

より高い閾値を課すことになるとは考えていません。 
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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経過措置 

.22 COSOは、「アップデート版フレームワーク」が近い将来「当初版フレームワーク」に置き換わり、また同

様に、「概要」も「2006年 COSO財務報告に係る内部統制－中小規模公開企業のガイダンス」に置き換わ

るものと考えています。「当初版フレームワーク」は、市場における移行が実質的に完了したことが明確に

なるまでは、最終版の「アップデート版フレームワーク」の公表後も引き続き利用可能となります。 

.23 COSOは、「アップデート版フレームワーク」の適用の違いおよび状況の違いは、利用者が「アップデ

ート版フレームワーク」の適用を関連文書に反映させるために必要な時間に影響を与えることを認識して

います。 

.24 内部統制の有効性に関する報告が要求される利用者は、規制当局および基準設定主体が公表する

ガイダンスを注意深くモニターし、「当初版フレームワーク」から「アップデート版フレームワーク」の利用へ

の移行について規制当局および基準設定主体の選好または要求を示す要素がないか確認する必要があ

ります。 

PwCの見解： 

COSOは現在、「アップデート版フレームワーク」への移行に関する代替案を評価しています。この移

行期間として、組織が既存の内部統制システムを「アップデート版フレームワーク」に示された関連する

原則に照らして評価するために十分な時間が与えられると予想されます。 

PwCは、利用者が「当初版フレームワーク」から「アップデート版フレームワーク」に移行する期間は1～2年

で十分だと考えます。この期間は、利用者が既存の統制が関連する原則のすべてに影響するかどうかお

よび既存の構成要素が一体として運用されているかどうかを評価し、もし必要であれば、どのような新しい

または修正された統制が必要か判断し、当該統制を導入するために十分な時間であると考えます。 

質問 

.25 当Datalineに関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお

問い合わせください。当Datalineに関して質問があるエンゲージメント・チームは、Stephen Soske（ボストン・

オフィス）（1-617-530-5731）、Cara Beston（サンノゼ・オフィス）（1-617-519-5572）、Frank Martens（バンク

ーバー・オフィス）（カナダ）（1-604-806-7590）、Catherine Jourdan（パリ・オフィス）（フランス）（33 01 

56571923）、または、National Professional Services GroupのLester Geason（1-973-236-7230）もしくは 

Chuck Harris（1-973-236-5340）までお問い合わせください。 
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