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スターコンサルティング 株式会社

海外子会社IT統制のレベルと
具体的なヒアリング項目
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スターコンサルティング 株式会社はじめに

ここ数年、大規模な海外子会社での不正事例が報道されることが多くなったように思い
ます。

大規模な不正は意図して行われるていることがほとんどですが、意図せずに不適切会計
として判断される事例も発生し得ます。

なかなか表舞台に出て来づらい事象ではありますが、海外子会社に対する統制不備とし
て実は相当数のケースが発生しているのが実態のようです。

本資料では、具体的な海外子会社における統制上の不備の事例を何ケースかご紹介した
後、IT統制側面から見たレベル別のチェック項目を整理しています。最後に皆様にご利
用いただけるよう、海外子会社のIT統制の向上に向けた具体的なヒアリング項目の一部
をリスト形式で公開いたします。

まずは、現状を的確に把握するというところからのスタートとなりますが、海外子会社
管理上のガバナンス向上の一助となれば幸いです。
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海外子会社管理における統制上の不備
～ 事例紹介 ～
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スターコンサルティング 株式会社事例1：現地従業員による不正

企業概要

製造業A社（部品メーカー） タイ子会社
• 現地主体で導入したERPパッケージを利用
• 他拠点でも同じパッケージを現地主体で導入し問題なく運用されており、

タイでも問題ないと考えていた。

発生事象

原因

再発
防止策

現地採用の現場所長が息のかかった仕入先に標準よりも高い単価で発注。仕
入先よりキックバックをもらっていた。

【業務面】
• 現場所長への権限集中。承認ルールはあるものの、機能せず
• 現法マネージャ(本社出向)は予算範囲内かどうかだけをチェック
【システム面】
• 仕入先登録における審査、承認がなく、現場所長に登録権限有
• 購買発注入力者がそのまま承認できてしまう設定

• 現法マネージャによる承認ルール・確認項目の見直し
• 発注入力者と承認者の権限分離(システム設定)
• 発注承認権限者から仕入先登録権限を剥奪(システム設定)
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スターコンサルティング 株式会社事例2：原価がおかしい

企業概要
製造業B社（化学品メーカー） インド子会社
• 現地主体で導入したERPパッケージを利用
• 著名なメーカーのパッケージを導入しており、問題ないと考えていた。

発生事象

原因

再発
防止策

決算情報をもらってみると、原価の構成がおかしい。日本よりも製造原価固
定費がかなり少ない。
調べてみると、多額の労務費が販売費もしくは一般管理費扱いされ、期間費
用で計上されていた。

【業務面】
• 経理担当現地スタッフの理解不足（B社の原価計算要諦 理解不足）
【システム面】
• 製造原価に算入されるべきコストの一部が原価計算対象となるよう設定で

きていなかった
• 導入時、親会社から原価計算担当者を派遣して要件説明を行ったが、十分

に理解できず。その後出来上がったシステムを親会社ではチェックせず。

• 現地スタッフの再教育
• 原価計算設定の見直し(システム設定)
• 親会社側で重要システム設定の再確認と改修時のレビュールール制定
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スターコンサルティング 株式会社事例3：PJが進んでいない

企業概要

印刷業C社 フィリピン子会社
• 規模拡大に伴い、現地主体で選定したERPパッケージを導入中
• 著名なメーカーのパッケージを認定パートナーが導入しており、問題ない

と考えていた。

発生事象

原因

再発
防止策

親会社では導入承認はしたものの、最初に伝えられたスケジュール通りに全
然進まず、予定変更の嵐。しかし、現地に報告を求めても「大丈夫です」と
しか言われず。信じていいのか分からず手を打ててないうちにまた稼働遅延
の報告。どう介入すべきなのか・・・

親会社が第三者に依頼し、プロジェクト状況を調査。以下のことが分かった。
• ベンダーがC社の業務を理解できておらず、仕様変更が大量発生
• ベンダーは現地経理マネージャの知り合いという理由だけで選定。ベン

ダーに印刷業への導入経験なし。
• C社現法にシステムに詳しいメンバーがおらず、要件定義ではベンダーに

丸め込まれるように要件を合意。

親会社指導の下、以下を実施
• コンペによるベンダー切替
• 再要件定義セッションへの親会社参画(リモート)
• プロジェクト進捗モニタリング
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スターコンサルティング 株式会社事例4：億単位の滞留債権

企業概要

出版業D社 インドネシア子会社
• D社グループの中で最大の子会社であり、グループ売上の2割を占める
• 著名メーカーのパッケージを導入しており、最低限の債権管理はできてい

ると考えていた

発生事象

原因

再発
防止策

売上の半分近くを占める主要取引先との債権残高が増加していたが、売上拡
大によるものと親会社は説明を受けていた。
数年後、インドネシア子会社の財務状況調査を行ったところ2年近い滞留債権
が億単位で残っていることが発覚。請求漏れや取引先からの支払拒否(先方が
不良と認識し、本来廃棄扱いとすべき取引)となるものが大半であった。

• システム上請求処理は行っていたものの、請求書の送付漏れが定常的に発
生していた

• 不良による先方受領拒否がシステム入力されておらず、通常売上として請
求されていた（ユーザが取消や返品の処理を行う認識がなかった）

• 債権年齢管理表自体は出力可能だったものの、年齢管理をするという認識
が現地管理者になかった

• 請求書送付プロセスの見直し(請求書送付時のチェック体制強化)
• 出荷後の例外処理(受領拒否からの廃棄)についてのプロセス明確化
• 債権年齢管理のルール化と管理表提出義務化
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海外子会社IT統制のレベルとチェック項目
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スターコンサルティング 株式会社

事例からも分かる通り、海外子会社の事業運営上、ITは非常に重要な役割を果たしてい
ますが、行き当たりばったりの対応となっている会社がまだまだ多く、内部統制の観点
で効果的な運用を実施できているケースはあまり多くありません。

もちろん、適切な統制の実現のためにはITだけでなく、会計、税務、コンプライアンス、
体制、社内ルールなど多岐に渡って考慮すべき事項が存在しています。以下では海外子
会社統制上の様々な観点のうち、ITが関連する側面にスポットを当て、レベル別チェッ
ク項目を整理します。

海外子会社IT統制のレベル

レベル１
システム・
実務把握

• やりとりできる現地担当者が明確になっている
• 現地で利用しているシステムの情報・構成が明確になっている
• 現地の業務プロセス、運用プロセスが明確になっている
• 業務処理統制上必要となる承認設定、権限設定の実装状況が把握できている

レベル２
ガバナンス

適用

• 業務統制上・システム統制上親会社が求める最低限の要件が業務プロセス・
システムに適用されている

• 管理要件上親会社が求める要件(原価計算など)が適用されている

レベル３
ガバナンス

強化

• グループ全体のIT戦略を浸透させられている
• 子会社の大規模IT投資案件をチェックしている
• 現地の業務システムを本社が監査できる状態にある
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スターコンサルティング 株式会社

システム・実務把握

レベル1チェック項目

分類 レベル1

IT体制 子会社のIT責任者/キーマン及びIT開発・運用体制(委託先含む)を把握している。

システム全体像
の把握

システム俯瞰図・連携図などを入手し、主要な業務システム(顧客管理を含む基
幹システム)の全体像を把握している。

業務システム 子会社の各業務システムの種類(パッケージ)、基本仕様などを把握している。

業務処理統制
子会社の業務システム(会計システム、購買システム、販売システム等)において、
不正や誤謬を防ぐための機能やプロセスができているか否かを把握している。

ITプロジェクト
子会社で進行中ないしは開始予定の大規模IT関連プロジェクトについて、その内
容・体制・スケジュール・委託先・金額を把握している。

ITコスト
子会社のITコストの内訳を把握している。また、大きなものについてはその内
容・委託先／支払先・金額推移を本社として確認している。

システムセキュ
リティの把握

子会社のセキュリティポリシーを把握している。また、バックアップやID管理、
運用開発管理などのITリスク制御に関わる点について状況を確認している。
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スターコンサルティング 株式会社レベル2チェック項目

分類 レベル2

会計システム

子会社の会計システム・経費精算システムにおいて、売上の嵩上げ・利益
水増し・着服・横領等の不正を防ぐための機能やプロセス（適切な伝票承
認機能、承認後の変更不可、ユーザ権限管理・検証、ユーザアクションロ
グ、監査用データ出力機能など）が埋め込まれている。

原価計算システム
子会社の原価計算システムにおいて、親会社が求めるレベルでの原価計算
が行われており、親会社の管理要件に沿った情報が出せる。

販売・請求システム
子会社の販売・請求システムにおいて着服、横領・収賄などの不正を防ぐ
ための機能やプロセス（適切な伝票承認機能、承認後の変更不可、ユーザ
権限管理・検証など）が埋め込まれている。

仕入・支払システム
子会社の仕入・支払システムにおいて着服、横領・贈賄などの不正を防ぐ
ための機能やプロセス（適切な伝票承認機能、承認後の変更不可、ユーザ
権限管理・検証など）が埋め込まれている。

セキュリティ
親会社が求めるセキュリティレベルを反映したセキュリティポリシーが制
定され、正しく運用されている。

運用開発管理
子会社の運用管理のプロセス（問題管理・変更管理・障害管理など）や会
議体を把握している。定期的(月次／期次／年次）な報告書を本社で確認し
ている。

ガバナンス適用
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スターコンサルティング 株式会社レベル3チェック項目

分類 レベル3

ITグループポリシー
ITに関わるグループ全体ポリシー(情報セキュリティポリシー、IT
サービスマネジメントポリシーなど)が設定されている。また、それ
が正しく適用され、定期的にモニタリングされている。

ITローカルポリシー
ITに関わる子会社ローカルポリシー(開発方針、運用方針など)につい
て、概要を把握している。

IT投資
子会社の大規模IT投資はポリシーに沿って適切な検討・決裁がなさ
れている。本社として確認している。

ITグループ戦略
グループ全体のIT戦略を策定している。また、それを子会社に対し
て浸透させている。

業務システム
子会社の業務システム内の情報について、本社からの監査・確認がで
きる状態にある。

ガバナンス強化
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スターコンサルティング 株式会社

具体的なヒアリング項目（レベル1）
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スターコンサルティング 株式会社

本資料及び別添資料(以下、合わせて本資料)では、レベル１のチェックとして海外子外
社IT統制のレベルを把握するにあたってのヒアリング項目を公開しております。子会社
の実態に応じ、適宜取捨選択の上ご利用ください。

なお、業務プロセス確認の観点から、業務処理統制についてのヒアリング項目は一部業
務とITが絡んだような項目設定としています。また、具体的な不適切業務の事例を掲載
しておりますので、発生している可能性がありそうな場合はヒアリングの際に重点的に
確認することをお勧めいたします。

ご利用にあたっての留意点



分類 レベル1 具体的なヒアリング項目 ヒアリング項目の内訳

子会社のIT責任者を明確にする。

ネットワーク、OA

セキュリティ

サーバー

インターフェイス

情報活用

開発

業務システム（販売）

業務システム（購買）

業務システム（生産）

業務システム（人事・勤怠）

業務システム（会計）

業務システム（原価）

業務システム（CRM）

社外に委託しているIT運用業務があるかを明確にす

る。ある場合は、委託先や委託内容なども明確にす

る。

体制図

プロパーorパートナー構成

子会社で使用している業務システム間の相関関係が

把握できるようなシステム連携図を入手する。

対象システム（技術基盤、パッケージ名、呼び名）

クラウドサービス

ミドルウェア（Web、アプリケーション、データベース、転送）

サーバー（メーカー、OS）

システム間でやりとりする主要なマスタやトランザクション

パッケージorスクラッチ

パッケージ名

開発言語

バージョン

該当システムがカバーしている業務の範囲

業務システム間の連携有無、および具体的な連携内容

実行基盤（クラウド、サーバー、ローカルPCなど）

子会社で進行中、もしくは開始予定のIT関連プロ

ジェクトの有無を確認する。

該当プロジェクトが存在していた場合、プロジェク

ト計画書を入手する。（プロジェクト計画書が入手

できなかった場合、RFP：Request For Proposalを

入手する）

プロジェクトの目的（現状の課題とセットで確認できるとより望ましい）

プロジェクトの作業内容、成果物（実施すること、アウトプットが明確に定義されている

か）

プロジェクトの予算、委託金額

プロジェクトの期間、スケジュール

プロジェクトの推進体制（委託先側、子会社側それぞれの体制、および意思決定ルートが明

確になっているか）

プロジェクトのスコープ（範囲は明確に定義されているか）

主にランニング費用の観点で、子会社のITコストの

総額、および内訳を把握する。

コスト構造の妥当性を判断できるよう、ITコストを

右の分類に基づき整理する。

コスト分類（サーバー、OA、ネットワーク、クラウド利用料、業務委託費、各種ソフト

ウェアライセンス、バックアップ、ジョブ管理、インシデント管理、機能改善対応など）

ITコストのうち、特定ベンダーに委託しているもの

や、代理店を経由しているようなサービスについ

て、委託先／支払先、過去の金額推移、金額根拠な

どを確認する。

子会社における情報セキュリティポリシーの有無を

確認する。

情報セキュリティポリシーがある場合は、入手す

る。

情報セキュリティーポリシーがない場合は、策定予

定の有無、策定時期などを確認する。

子会社で利用している各システムのバックアップ方

式、バックアップ運用などについて、情報を入手す

る。

子会社で利用している各システムのアカウント管理

運用、パスワード運用などについて、情報を入手す

る。

システム障害が発生した場合の検知手順・方法、障

害連絡ルート、障害対応体制、リカバリ方針などに

ついての情報を入手する。

インターネットを通じた第三者の不正アクセスの防止

内部ユーザーによる不正アクセスの防止、およびアクセス情報の記録

サーバールームやセキュリティルームへの物理アク

セスの記録、上長承認要否などのルールが明確に

なっているかを確認する。

子会社のセキュリティポリシーを

把握している。また、バックアッ

プやID管理、運用開発管理などの

ITリスク制御に関わる点について

状況を確認している。

システムセキュリ

ティの把握

右の観点での問題有無が判断できるよう、ネット

ワーク構成図、もしくはネットワーク構成に関する

情報を入手する。

プロジェクト計画書、もしくはRFPが入手できな

かった場合、右の内容を確認した上で整理する。

（プロジェクト計画書、もしくはRFPが入手できた

場合であっても、右の内容が十分に資料から確認し

きれない場合は、個別に確認する。）

子会社で進行中ないしは開始予定

の大規模IT関連プロジェクトにつ

いて、その内容・体制・スケ

ジュール・委託先・金額を把握し

ている。

ITプロジェクト

子会社のITコストの内訳を把握し

ている。また、大きなものについ

てはその内容・委託先／支払先・

金額推移を本社として確認してい

る。

ITコスト

業務システム

子会社の各業務システムの種類

(パッケージ)、基本仕様などを把

握している。

子会社で使用している各業務システムについて、右

の情報を入手し整理する。

右の分類ごとに子会社のITキーマンを確認する。ま

た、そのキーマンの対象領域における要件や仕様の

把握度合を明確にする。

子会社のIT運用の体制を明確にする。

子会社のIT責任者/キーマン及びIT

開発・運用体制(委託先含む)を把

握している。

IT体制

システム俯瞰図・連携図などを入

手し、主要な業務システム(顧客管

理を含む基幹システム)の全体像を

把握している。

システム全体像の

把握
適切なシステム連携図が入手できない場合、右の内

容を確認した上で新たにシステム連携図を作成する
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分類 レベル1 具体的なヒアリング項目 不適切な業務/システムの事例

現金の入出金ログが日々記録されていない

銀行預金残高との照合が最低でも毎月実施されていない

支払依頼の根拠となる請求書を何度でも出力でき、かつ債務データのステータス変更も行わ

れていないため、重複払が発生し得る

従業員仮払金の精算が適切に行われていないため、転職や死亡の際の金額ロスが多く発生し

ている

仮受消費税額と課税対象額が不整合

固定資産の定期的な現物実査を実施していない

下取をともなう工場設備品の新規購入時に、新規取得資産の取得価額から下取金額を控除し

てしまっている

建物取得時に本来取得価額に含めてはならないコストまで取得価額に含めてしまっている

（償却対象になってしまっている）

除却情報が適切なタイミングでシステム入力されていない

在庫の廃棄と固定資産の除却が区別されて管理、仕訳されていない

然るべき上長の承認なしに、固定資産が除売却できてしまう

固定資産増減明細上の記録と、総勘定元帳の記帳内容が一致していない

固定資産台帳に記載されていない工場設備が存在している

固定資産台帳に記載されている工場設備が実際には存在していない

第三者の確認なく、伝票が起票できてしまう

第三者の確認なく、起票済の伝票が変更できてしまう

起票済の伝票を一覧で確認することができない

伝票が物理削除できてしまう

伝票の登録、変更、削除に関するログが記録されていない

ユーザーIDが使い回されている

自分で起票した伝票を自分で承認できてしまう

預け金、保証金をリスト管理しているが、最新化されていないため、存在が確認できないも

のがでてきている

保証金の一部が他の前払費用と混在して管理されている

グループ内企業からの原材料仕入にともなう買掛金勘定を、他の一般企業からの原材料仕入

にともなう買掛金勘定と区分していない

経費入力時のルールがあいまいなため、同種の取引であっても勘定や摘要が異なっていたり

する

前払家賃の流動、非流動判定が適切に実施されていない

倉庫が整理されておらず、在庫が雑然としている

棚卸資産の受払データを記録していない（継続記録法を採用していない）

在庫の年齢・品質を把握していない

実地棚卸を行っていない

自社の在庫と預かり在庫が混在している

預け在庫について預り証を入手していない

棚卸資産の単価データを記録していない（最終仕入原価法で評価している）

原価計算を行っていない（間接費を配賦していない）

製品ごとの標準原価管理が行われていない

作業員の工数データが記録されていない

プロジェクトごとの予算管理が行われていない

在庫管理システムや原価計算システムに誰でも自由にアクセスし、編集できる

受入情報、出荷情報を第三者の承認なく変更できてしまう

同一製商品であるにも関わらず、売上情報や請求書に異なる品名標記がなされている

廃棄処理が第三者の承認なく実施できてしまう、また廃棄理由がトレースできない

実地棚卸中も生産出来高計上や会社間での入出荷が継続されているため、システム上の在庫

情報との突合せが適切に実施できていない

売上返品分、サテライト倉庫分の在庫が実地棚卸時にカウントされていなかった

廃棄や再利用にかかったコストが適切に把握、会計処理されておらず、売上原価が正しく計

算されていない

マスタ上の直接労務費比率、製造間接費比率が数年間見直されておらず、原価が正しく計算

されていない

月末での仕掛品計算が実施されていない

長期前払費用やその他資産に対する減損処理が実施されていない

在庫と売上原価に適切に計上されていない（直接労務費、製造間接費、物流費、廃棄費用、

製造ラインの光熱費など）

第三者の確認なく、棚卸資産の廃棄処理ができてしまう

原価に含めるべき労務費が原価参入されていない

原価に含めるべきその他経費が原価参入されていない

原価に含めてはならない労務費が原価参入されている

原価に含めてはならないその他経費が原価参入されている

長期滞留在庫の把握ができていない

業務処理統制

子会社の会計システム、および経費精算システムに

ついて、右のケースを防ぐことができるような機能

がシステム的に実装されているか、もしくは人間系

を含めたプロセスが確立されていることを確認す

る。

子会社の在庫管理システム、原価計算システムにつ

いて、右のケースを防ぐことができるような機能が

システム的に実装されているか、もしくは人間系を

含めたプロセスが確立されていることを確認する。

子会社の業務システム(会計システ

ム、購買システム、販売システム

等)において、不正や誤謬を防ぐた

めの機能やプロセスができている

か否かを把握している。
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分類 レベル1 具体的なヒアリング項目 不適切な業務/システムの事例

得意先の信用調査をしていない

契約書、注文書が存在しない（適時に入手していない。）

販売単価、入金条件、検収条件等の取引条件を明確にしないまま受注している

営業担当者が単独で受注することが可能である（承認を受けていない。）

受注情報が一元的に管理されていない

受領書、検収書を入手していない

営業担当者が単独で売上計上することができる

売上計上の根拠資料が明確にされていない

管理部門による売上のモニタリング、証憑のチェックが行われていない

請求が一元的に行われていない

入金があっても債権が消しこまれていない

債権の年齢が把握されていない

販売管理システムに誰でも自由にアクセスし、編集できる

販売先の選定プロセスに合理性が確認できない、または可視化されていない

同業他社類似品の市場価格を把握していない、または販売価格と比較していない

販売先情報（出荷先情報）の登録、変更が担当者だけで完結してしまう（承認が必要ない）

適切な権限を持っていない人が受注情報を変更できる

システムに受注、出荷情報の登録・変更・削除に関するログが残されていない

出荷指示書、納品書、請求書など出力物の日付、金額、入金先情報を書き変えることができ

る

価格情報マスタの修正が第三者の承認なしに実施できてしまう

受注情報上の販売価格を第三者の承認なしに変更できてしまう

受注情報とマッチしない出荷指示情報が作成できてしまう

適切な権限を持っていない人が売上・請求情報を変更できる

システムに売上・請求情報の登録・変更・削除に関するログが残されていない

売上・請求情報上の販売価格を第三者の承認なしに変更できてしまう

受入処理を行わずに売上返品処理が実施できてしまう

顧客へのインセンティブ計算根拠があいまい、または第三者の承認を得ずインセンティブの

支払ができてしまう

受注情報と請求情報の数量単位が一致していないため、両者の不一致を即把握できない

フロントの販売管理システム、もしくは輸出管理システムと請求管理・会計システムとが非

同期、かつマニュアル連携のため、連携不備が発生しやすい

前受入金データと出荷にともなう売掛金データのひもづけがないため、入金確認に時間がか

かったり、未入金のリスクが存在している

インボイス上の販売日付、インボイスの出力日付、システムへの売上入力日付、販売データ

上の売上日付　それぞれに制約や関連がなく、不整合が発生しやすい

起票済の伝票を一覧で確認することができない

伝票が物理削除できてしまう

ユーザーIDが使い回されている

売上根拠となる注文内容の妥当性を第三者が確認していない

第三者の確認なく、在庫の払出ができてしまう（サンプル品など）

仕入先の信用調査をしていない

契約書、発注書が存在しない（口頭での発注など）

仕入単価、支払条件、検収条件等の取引条件を明確にしないまま発注している

担当者が単独で発注することが可能である（承認を受けていない）

発注情報が網羅的に把握されていない（発注残管理を行っていない）

納品書を入手していない

納品された物品について検収を行っていない

発注者が単独で仕入計上することができる

仕入計上の根拠資料が明確にされていない

管理部門による仕入情報のモニタリング、チェックが行われていない

仕入があった場合に発注情報の消し込みが行われていない（発注残管理を行っていない）

請求書と発注書、納品書の内容を照合していない

購買管理システムに誰でも自由にアクセスし、編集できる

仕入先の選定プロセスに合理性が確認できない、または可視化されていない

同業他社類似品の市場価格を把握していない、または仕入価格と比較していない

仕入先情報（支払先口座情報）の登録、変更が担当者だけで完結してしまう（承認が必要な

い）

適切な権限を持っていない人が発注情報を変更できる

システムに発注情報の登録・変更・削除に関するログが残されていない

注文書、検収書など出力物の日付、金額を書き変えることができる

発注情報、検収情報とのマッチングがなくとも請求書情報が登録できてしまい、支払までつ

ながってしまう

発注情報上の数量よりも、過大な数量をシステム上も入力できてしまう

実際に現金を管理している、もしくは支払処理を実行できる人が、支払情報を登録できてし

まう

前払支払データと在庫受入にともなう買掛金データのひもづけがないため、二重支払を発生

させるリスクが存在している

起票済の伝票を一覧で確認することができない

伝票が物理削除できてしまう

ユーザーIDが使い回されている

入庫事実の確認なしで仕入計上ができてしまう

第三者の確認なく、発注価格の変更ができてしまう

子会社の業務システム(会計システ

ム、購買システム、販売システム

等)において、不正や誤謬を防ぐた

めの機能やプロセスができている

か否かを把握している。

業務処理統制

子会社の販売・請求システムについて、右のケース

を防ぐことができるような機能がシステム的に実装

されているか、もしくは人間系を含めたプロセスが

確立されていることを確認する。

子会社の仕入・支払システムについて、右のケース

を防ぐことができるような機能がシステム的に実装

されているか、もしくは人間系を含めたプロセスが

確立されていることを確認する。
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SAP ERP 
と三分法 

スターコンサルティング株式会社 

経営者の意思決定に資する SAP ERP 

SAP ERP は経営者の意思決定支援のためのシステムソリューションである。リアルタイムに現状を

捉え、次の手を考え、行動に移す。スピード経営が求められる昨今、決算が終わるまで前月の利

益が全く分からないというのは話にならない。SAP ERP は期中で粗利が把握できるよう売上、売

上原価、商品の勘定を使って商品売買の記帳を行う「売上原価対立法」を採用・実装している。 

例えば、顧客に請求を行うと 

「売掛金 xx ／ 売上 xx」 の仕訳が計上され、 

出荷を行うと 

「売上原価 xx ／ 商品 xx」 の仕訳がリアルタイムで計上される。 

それにより、売上と売上原価の差額からリアルタイムで粗利の把握が可能になるのである。 

三分法での表示要求 

しかしながら、金融商品取引法の適用を受ける上場会社が財務諸表(※２)を作成する際に従う

べき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では以下のように定められている。 

顧客の認識との乖離 

今まで SAP ERP（※１）を利用

したことのない顧客は、三分法での

損益計算書や製造原価明細書は

システムで当たり前に出力されるも

のだと思っている 

しかしながら SAP ERP は三分法

と相性がよくない 

それは SAP ERP が目指しているも

のから来るコンセプトに起因している 

その顧客認識とシステムとの GAP

に適切に応えることができないと、 

せっかくの ERP ソリューションも不満

の種になってしまう 

  

   

   

[ここをクリックしてキャプションを追加します] 

（売上原価の表示方法） 

第七十五条 売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並

びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつ

て掲記しなければならない。 

一 商品又は製品（半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。）の期首たな卸高 

二 当期商品仕入高又は当期製品製造原価 

三 商品又は製品の期末たな卸高 

２ 前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に

添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の

二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。 

第七十六条 前条第一項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減

高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の

項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならな

い。 

出典：財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則から一部抜粋 

平成三十年六月八日公布（平成三十年内閣府令第二十九号）改正 
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三分法レポート作成の考慮事項 

個別財務諸表では前出の形式で損益計算書を表示することが求められるが、それを実現するために「売上原価対立法」でリアルタイムに仕訳を登録

する SAP ERP では別途以下の金額把握が必要となる。 

1. 期首棚卸高（商品、製品、原材料、半製品、仕掛品、貯蔵品） 

2. 仕入高（材料、商品） 

3. 期末棚卸高（商品、製品、原材料、半製品、仕掛品、貯蔵品） 

4. 他勘定振替高 

5. 当期発生分の費用 

 

以下で個別に内容を確認する。 

 

1. 期首棚卸高 

把握すべき勘定としては商品、製品、原材料、半製品、仕掛品、貯蔵品などがある。 

基本的には SAP ERP はそれぞれの勘定残高を持っているが、リアルタイムのシステムのため、現在の勘定残高は期末残高である。 

ただし、データ構造として BS 勘定は期首残高を保持しているので、勘定毎の期首残高は取得できる。 

注意すべき点として、SAP ERP では標準原価を使用することが多いが、三分法で表示させるべき金額は当然標準原価での評価額ではなく原

価差額調整後の実際原価での評価額である。 

同じ商品の勘定であっても、品目の在庫データと連携している自動仕訳用の商品勘定とマニュアル仕訳調整が可能な GL 用の商品勘定とい

う形で勘定を分けて運用していることが多いため、原価差額調整分を含め、漏れなく対象勘定を特定することがポイントとなる。 

 

2. 仕入高 

半製品も原材料として扱うと、原材料仕入と商品仕入が主な検討内容となる。（貯蔵品は各社プロセス定義が異なる可能性が高いのでここ

では詳細は割愛する） 

基本的には当期の購買データから受入、取消、返品、値引、値増など仕入に関する取引データを勘定（商品、原材料）毎に抽出する。 

月末に確定する仕入付随費用や受入価格差異などの原価差額がある場合はそれらも加味する必要がある。 

先に申し上げたとおり SAP ERP では売上原価対立法を採用しており、「仕入」勘定なるものがない。よって、商品勘定の動きの中から仕入に

該当する取引（伝票）データを抽出することが必要となり、当該顧客の取引・仕訳の発生パターンなど業務とシステムの動きを押さえている必

要があり、単に SAP ERP の設定ができるだけの会社ではこの定義ができない。ここに難しさの一端がある。 

  



3 

 

3. 期末棚卸高 

１．の期首棚卸高と同様の勘定に対して期末棚卸高の把握も必要となる。SAP ERP は期首

棚卸高同様、データ構造として期末残高も保持している。それだけを聞くと該当勘定の期末残高

を取得してくればよいのだが、事はそう単純ではない。 

リアルタイムで勘定残高を持っているシステムならではの落とし穴もあるのだ。 

それが実地棚卸の結果計上される棚卸評価損益や、品目単価変更や低価法などで計上される

棚卸資産評価損益などである。 

SAP ERP では通常これらの勘定は以下のように BS の棚卸資産の相手勘定として計上される。 

「商品棚卸評価損 ｘｘ ／ 商品 ｘｘ」 

簿記の手順上この仕訳は決算整理仕訳の期末棚卸高への振替後に処理されるものである。 

 

話は少し逸れるが筆者は簿記の勉強をした際、「しいれくりしょう、くりしょうしいれ」という呪文のよう

な言葉を覚えたものである。 

これは「仕入 ｘｘ ／ 繰越商品 ｘｘ」、「繰越商品 ｘｘ ／ 仕入 ｘｘ」 の仕訳のこと

であり、前者は期首商品棚卸高から仕入への振替、後者は仕入から期末棚卸高への振替仕訳

である。こうした決算整理仕訳で仕入勘定に必要な金額を集めることにより初めて商品売買益

（売上原価）が確定するのである。その後で商品評価損などの 

「商品棚卸評価損 ｘｘ ／ (繰越)商品 ｘｘ」 という仕訳を計上するのである。 

 

例えば、期末棚卸高は 400 で実地棚卸をした結果、10 の減耗を認識したのであれば、リアルタ

イムの商品勘定残高は 390 となるが、三分法での表示は左図１のようになる。 

つまり期末棚卸高でさえも単純に勘定残高(390)をそのまま表示するだけにはならないのである。 

（※３） 

ちなみに期末棚卸高の金額把握も期首同様、原価差額調整後の実際原価での評価額が前提

となる。 

 

4. 他勘定振替高 

他勘定振替高とは、販売以外の用途に供した棚卸資産の額のことである。 

例えば仕入れた商品を展示会用として使用した場合、それは売上原価ではなく、販売費として認識、計上されなくてはならない。 

仕訳では 「販売展示会費 ｘｘ／ 商品 ｘｘ」 といった形で仕訳される。 

しかしこのままだと展示会で利用した分も含めて期末商品棚卸高が減ってしまっており、差額で算出する売上原価が大きくなってしまうので「他

勘定振替高」として売上原価から控除する必要がある。 

この場合も商品が落ちる際の金額が標準原価の場合、原価差額調整後の金額であることに注意が必要だ。 

他勘定振替高をどう認識するかは導入コンサルの手腕もありいくつかの方法が考えられるのでこの場で詳細は割愛させていただくが、他勘定振

替高の認識も三分法レポート表示の１つのポイントとなる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１：三分法での表示イメージ】 

 期首商品棚卸高       200 

 仕入高                   500 

 商品棚卸評価損         10 

 期末商品棚卸高       400 

 -------------------------- 

 売上原価                310 
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5. 当期発生分の費用 

同じ SAP 社の製品でも製品によってコンセプトに細かい違いがある。弊社も取り扱っている中堅・中小向けクラウド ERP ソリューション「SAP 

Business ByDesign」という製品では、収益に対応する直接原価は全て「繰延売上原価」という仕掛品勘定に一旦計上される。 

材料費であれ、経費であれ全て「繰延売上原価」の勘定に計上される。どの原価（勘定）が計上されたかは「発生源勘定」という情報項目に

保持されるだけである。 

例えば、外注加工のサプライヤ請求書を受領した際は 「繰延売上原価 ｘｘ ／ 仕入先(AP) ｘｘ」 という仕訳が計上され、繰延売上

原価勘定の補足情報として「発生源勘定＝外注加工費」が仕訳データとして登録される。 

期末に「収益認識」という機能を実行することで費用・収益を対応させる形で以下のように繰延売上原価が発生源に振り替えられるという仕組

みである。 

「外注加工費 ｘｘ ／ 繰延売上原価 ｘｘ」 

しかしながら、これは仕掛品管理が容易になるという利点はあるが、該当費用を発生主義で捉えられないという問題もでてくる。 

製造原価明細書では当期に製造に掛かった費用は一旦全て認識し、うち当期末で仕掛となっている金額を認識するという表示が求められる。 

繰延売上原価勘定のままだと当期の費用認識が分類別に正しくできないため、レポートの作成元データは発生源勘定を基準にする必要がで

る。 

こうした点も製品特性と業務を理解していないと対応ができない大きなポイント

なのである。 

製造会社であれば、上記で説明したような内容に加え、更に「製造原価明細

書」の作成、提示が求められる。 

大きな考慮点は同じだが、更に製造原価を材料費、労務費、経費として分類

し、仕掛品と併せて当期製品製造原価（＝製品売上原価）の算出をしなけ

ればならない。 

これにより、更に導入ベンダーに求められるハードルは上がってくるのである。 

 

まとめ 

経営者の迅速な意思決定のサポート行う有用なソリューションである SAP ERP だが、単にシステム設定ができるというだけの会社が導入を行うと、大

きな痛手を被る。 

三分法レポート表示に当たり前に対応していると思っている顧客からは、それが必要な機能として挙がってこず、Go Live の延期につながりかねない大

きな問題となり得る。 

導入会社を選ぶ際は、製品特性や機能に明るいだけでなく、業務を分かった上でシステム導入を進められる会社を選ばれることを強くお勧めする。 

弊社はそれに値する会社であることを申し添えて、結びとさせていただく。 
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脚注 

※１ 当文書では SAP 社の ERP パッケージソフト（ECC、S/4 HANA、SAP Business ByDesign など）の総称として使っております 

※２ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書など 

※３ 棚卸評価損益などは財務諸表上の注記で対応できる可能性もあります。顧客の主幹監査法人に相談してみてください 
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