
はじめに

ＪＡを取り巻く環境は、地方人口の減少、少子高齢化、マイナス金利政策、
ＡＩやロボティクスに代表される新たなテクノロジーの進展、農協改革など激変
しています。ＪＡの内側に目を向けても、正組合員の高齢化と減少、農地の減少、
大型合併などの組織統合、店舗統廃合などの組織再編、県域組織の変化、公認会
計士による監査制度の導入など、取り組むべき課題は日に日に増えています。
このような内外の環境変化もあるなかで、ＪＡグループの現金等の着服や顧

客情報の流出といった不祥事を含むコンプライアンスの違反事例は、残念ながら
増加傾向にあります。コンプライアンス違反は、組合員の資産や生活をおびやか
し組合員の信頼を大きく損ないます。また、違反者個人の処分だけでなく、組織
的には違反の調査や再発防止策の策定と実践に膨大な時間とコストがかかるな
ど、その影響は甚大となります。とくにインターネットが発達した今日の社会で
は、コンプライアンス違反の事実は瞬く間に広がり、かつ、長期にわたって世間
の目に晒され、その影響が長期的かつ広範囲に及ぶ可能性もあります。したがっ
て、これまで以上にコンプライアンスを徹底することが求められています。
本書では、営業店の担当者が実務のなかでコンプライアンスを達成できるよ

う、営業店に関する具体的な事例をもとに、知識だけでなく、営業店内に構築す
るべき内部統制、ＰＤＣＡサイクルによる改善活動といった、営業店がコンプラ
イアンスを達成するための仕組みに着目した記載にしています。
具体的には、営業店で起こった 33ケースのコンプライアンス違反事例ごとに、

検討すべきポイント、事例に関連するコンプライアンス項目の解説とコンプライ
アンスを達成するための仕組みのポイントを解説しています。具体的な事例を採
用するとともに解説をできる限りコンパクトにまとめていますので、ＪＡ内部で
の集合研修や営業店内での勉強会にも使用していただける内容としています。
　本書が、ＪＡ職員皆様の実務に活用されるだけでなく、その結果、ＪＡ経営の
基盤が強固なものとなり、ＪＡおよびＪＡグループはもとより、組合員や地域社
会の発展にもつながることができれば幸いです。
なお、本書の意見にわたる部分については、執筆者の私見であることをあら

かじめ申し添えます。
最後になりますが、本書の前身である月刊誌ＪＡ金融法務のコンプライアン

ス事例解説の連載に始まり、本書の企画、編集および校正にご尽力を賜りました
経済法令研究会出版事業部のＪＡ金融法務編集部と石川真佐光氏に心より御礼を
申し上げます。
2019 年２月� 有限責任監査法人トーマツ　ＪＡ支援室
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4 内部統制とは（予防と発見）内部統制とは（予防と発見）4
PointPoint

内部統制とは１
（１）内部統制とは

　内部統制とは、ＪＡの業務目的を達成するために、①業務ミスを防止または発

見する、②業務を効率的に行う、③不祥事を防止または発見するために、組織内

に作られる業務分担や事務手続きをいいます。

内部統制の目的 内　容
業務の有効性及び効率性 事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高め

ること。
財務報告の信頼性 財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報

の信頼性を確保すること。
事業活動に関わる法令等
の遵守

事業活動に関わる法令その他の規範遵守を促進すること。

資産の保全 資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認のものに行わ
れるよう資産の保全を図ること。

（出典）第一法規『内部統制の理念』( 平成 19年 12月 25日 ) より引用

　内部統制は、経営者だけでなく組織の構成員全員が内部統制の整備と運用を果

たす必要があります。内部統制の整備とは、必要な方針・業務分担・ルール・様

式が決定され組織内に周知されることをいいます。運用とは、整備された内容に

従って、継続的に内部統制が機能していることをいいます。

（２）内部統制の構築・整備および運用の必要性

　ＪＡでは、協同組合組織として、組合員が協同して事業や活動をするために、

組合員のために取り扱っている財産等を安心・安全に管理する必要があります。

組織経営においては、組織目標を脅かす事象である事務ミスや不祥事等の発生を

防止することが求められます。例えば、事務ミスや不祥事が発生することは、組

合員の財産等を棄損し、組合員の信頼を損ねることになるため、ＪＡにとっての
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Point対応すべき重大な課題となります。そこで当該業務ミスや不祥事を防止または発

見するためには、内部統制の整備・運用が必要となります。内部統制を整備・運

用することにより、コンプライアンス違反の防止・早期発見が可能となります。

　事務ミスや不祥事を防止・発見するためには、内部統制の整備・運用が必要で

あることは、前記１（２）で述べました。ここでは、具体的にどのような内部統

制の整備・運用が必要であるかについて考えます。内部統制には、以下の予防的

統制と発見的統制の２つがあり、予防的統制と発見的統制には一長一短があり、

両者を組み合わせて整備・運用することが望ましいと考えられます。

（１）予防的統制の取組み

　予防的統制とは、事務ミスや不祥事の発生を防止する事前予防的な統制です。

例えば、次のようなものが挙げられます。

・担当者の権限に制限を設定する

・兼務すべきでない職務を明確にして分離する

・現金・重要用紙・在庫について鍵管理等物理的な保全の手続きを設ける

・取引を始める前に上席者が承認を行う　

・ダブルチェックを実施する

・オペレーターカード、役席者カードによる制限を設定する

・上記のことを達成するためのチェック様式を定める

　このような予防的統制によって、不祥事を未然に防ぐことができますが、例え

ば、取引の都度、その取引の開始前に上司が承認しなければならないなど、事務

処理の負担が重くなる可能性があります。

（２）発見的統制の取組み

　発見的統制とは、事務ミスや不祥事が発生した場合、あるいは発生の兆候があ

る時に、それを発見して是正する事後発見的な統制です。例えば、以下のような

ものが挙げられます。

発見的統制と予防的統制２



23

1
守
秘
義
務

1 守秘義務守秘義務1
　融資担当の職員Ａさんは、ＪＡ管内の出身です。Ａさんは、日頃

の疲れを癒すため、同じ管内出身で一般企業に勤めるＢさんと居酒

屋に行きました。

　その日は、金曜日ということもあって、店内はとても混んでいま

した。ちょうどカウンターに２席だけ空いていたので、そこに座り

ました。顔なじみの常連客も多い店ですが、今日は２人の両脇には

初めて見るお客さんが座っています。いい具合にお酒も回ってきた

ところで話題は中学時代の同級生の話になりました。

　管内は農業地域で２人の同級生のなかには、専業農家を営んでい

る人も多くいます。そのなかでもＣさん家は代々いちご農家を営ん

でおり、最近、Ｃさんが親から継いで本格的にいちご農家として生

計をたてています。

　Ａさんは、「Ｃなんだけど、あいつはこれからまた規模を拡大する

らしいぞ。」 「昨日、ビニールハウスを増設するための融資の相談に

来たんだけれど、経営もうまくいっているようで審査も余裕で通り

そうだ。」 などと、Ａさんが融資担当となって知ったＣさんの近況話

をＢさんに話しました。その後 「いやぁ、

俺たちも頑張らないとな」 と言い、同級

生の活躍話を肴に明日への活力を養うこ

とができたＡさんとＢさんでした。
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事例から考えるポイント

１ 定義と考え方１

●業務上知り得た情報を伝える相手および場所の適切性を鑑みず情報を伝達

した場合、どのような問題が発生する可能性があるか考えてみましょう

●守秘義務違反を防止するために、どのような方法があるか考えてみましょう

●守秘義務違反と思わしき場面に遭遇した場合、どのような対応をすべきか

考えてみましょう 

　守秘義務とは、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない義務をいいます。

　守秘義務は、弁護士などといった一定の専門的な職種において、それぞれの職

を規定する法律で明文化されています （弁護士法23条、国家公務員法100条１項

等）。

　また、医師や弁護士等の職種においては、秘密を洩らした場合の罰則が明文化

されています （刑法134条１項）。

　これは、一定の専門職種については顧客の秘密情報の取扱いが前提となるため、

顧客のプライバシー保護を担保することでその職務を円滑に遂行できることを目

的とするものです。

　それでは、このような専門職種に該当しないＪＡの役職員はどうかというと、ＪＡ

の役職員についても信義則上の守秘義務が課されています （労働契約法３条４項）。

信義則とは、社会共同生活において、ある一定の事情のもとでは相手方から期待

される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきであるという原

則をいいます。

　ＪＡの役職員も、その業務遂行にあたって、利用者のプライバシーに関するさ

まざまな情報を知り得る立場にあります。利用者からみてもＪＡやその役職員を

信頼して取引を行っています。これらの情報をむやみに開示されては利用者やＪＡ

が損害を被る可能性があります。事例のケースでは、Ｃさんの情報を聞いたＢさ

んや店内にいた他の客がＣさんに対して種々の営業行為を行うことや競合行為を
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13 定期積金の着服定期積金の着服13
　職員Ａさんは組合員Ｂさんの貯金集金担当を10年以上の長期にわ

たって担当していました。Ａさんは、「終日集金に回っており帰店で

きない」旨の電話を上司に入れて、帰店しないことが時々ありまし

た。同じ理由で２日続けて帰店せず、翌々日ようやく入金処理を行

うこともありましたが、組合員からは「Ａさんは非常に親身に話を

してくれる」と評判がよく、また地域の組合員のことをよく知って

いることもあり、支店長は長年集金業務を担当させるリスクを感じ

ながらも、担当を変えることはありませんでした。

　ある日、Ｂさんから、「覚えのない出金がある」との申し出を受け

ました。Ｂさんも通常はあまり貯金通帳の残高を確認していなかっ

たのですが、まとまった金額を出金する必要が生じ、残高が足りる

かどうかを念のため事前に確認したところ、不明な出金があり、支

店に来店したものでした。この件につき支店長がＡさんに問いただ

したところ、家計が苦しく、Ｂさんだけでなく、自身が担当する他

の貯金集金先も含めて貯金や定期積金の流用を繰り返し、横領して

いたことを自白しました。これを受けてＡさんの集金鞄を確認した

ところ、預り証の発行されていない証書

や通帳、さらには印鑑がたくさん出てき

ました。
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事例から考えるポイント
●Point２に記載された「不正のトライアングル」を参考に、この事例で発生

した「不正の機会」について考えてみましょう

●不正を防止・発見するために有効な内部統制について考えてみましょう

　着服とは他人から預かった金銭等を自分のものとすることです。ＪＡの組合員

から預かった金銭等を着服した場合には、業務上横領罪に問われる可能性があり

ます。

　今回の事例では、Ａさんは一時的に金銭を着服したものの後日自分の資金から

入金していますので、組合員に実際に損害が生じていなかった可能性もあります。

しかし、着服または横領という不祥事が生じること自体がＪＡに大きなマイナス

イメージを与えることになってしまいます。

　Point２で述べたように、組織的には不正のトライアングルのうち「機会」の抑

制に取り組むことが必要です。「不正の機会」は、集金した日に帰店しなくても忙

しいことを理由にすれば上席者が黙認してくれ、組合員からも信頼されているこ

とから、通帳や印鑑を預かることもしばしばあり、集金鞄の中も定期的にチェッ

クされず、通帳や印鑑があれば不正に解約処理などを実行しても直ちには発覚し

ないと不正実行者に思わせる状況にあったことが考えられます。

　まず、現金不正を防ぐ根本的な解決案として、職員が現金を所持すること自体

が一番のリスクであるため、組合員や利用者にはできるだけ支店に来店して入出

金を行っていただくことや振替（引き落とし）処理にしていただくように依頼し、

渉外担当者が現金に触れる機会を減少させる方法も考えられます。ただ、ＪＡに

とって組合員と密なコミュニケーションを取ってその要望に応え、利便を図るこ

とは重要な活動であるため、現金の集金業務を完全に廃止することは、困難と考

えられます。このため、現金の集金業務を継続するとしたうえでの不正を防止・

発見するために有効な内部統制を考えることが必要となります。
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