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ガイドラインの構成について（１/２）

【ガイドラインの名称】

ガイドラインの名称を「中小建設企業のための内部統制構築ガイ
ドライン」（案）とし、中小建設企業が内部統制の理解を進めるため
に噛み砕いた副題を付けてはどうだろうか

【対象とする内部統制について】

金融商品取引法だけではなく、会社法についても内部統制を構築
することについての義務付けを実質上している。対象に財務だけ
でなく会社法も含め、中小の建設企業が取り組みやすいガイドライ
ンを策定したらどうだろうか

【ガイドラインの対象とする企業規模について】

２つの事業所を持つ限界値である50人以上の規模の企業を、ガイ
ドラインが対象とする最小規模としてはどうだろうか

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•ガイドラインの名称はご指摘のとおり「中小建設
企業のための内部統制構築ガイドライン」（案）と
した

•副題は、研究会資料「中小建設企業のための内
部統制構築ガイドライン（素案）について」の中で
事務局案を提示

•ご指摘の方針で作成中（研究会資料「中小建設
企業のための内部統制構築ガイドライン（素案）
について」）

•ご指摘の方針で作成中（研究会資料「中小建設
企業のための内部統制構築ガイドライン（素案）
について」）
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ガイドラインの構成について（２/２）

【企業規模に応じたガイドラインの濃淡について】

・様々な企業規模に対応できるように、「全ての企業が行うべき事
項」と「50人以上の企業が行うべき事項」というように、ガイドライン
の内容に濃淡をつけてはどうだろうか

【ガイドライン冒頭部分について】

・中小建設企業が関心を寄せるようにガイドラインの冒頭部分で、
企業の現状を把握するための簡単な診断項目を用意してはどうだ
ろうか

・「こうしたら実際うまくいった」あるいは「うまくいくであろう」というこ
とを具体的に示した方が、やってみようという意欲も湧くのではな
いだろうか

・内部統制の充実によって得られる具体的な成果というものを見
せることが効果的ではないだろうか

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•本件は、研究会資料「中小建設企業のための内
部統制構築ガイドライン（素案）について」の中で
内部統制チェックシートに関する成熟度の検討
項目として記載

•本件は、研究会資料「中小建設企業のための内
部統制構築ガイドライン（素案）について」の中で
簡易チェックリストの事案の検討項目として記載

【経営環境の変化】

構築の必要性・メリットの記述を補強する目的で、中小建設企業が
置かれている経営環境の変化について言及してもよいのではない
だろうか

•ご指摘の内容については、研究会資料「中小建
設企業のための内部統制構築ガイドライン（素案
）について」にて記載
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ガイドラインの対象について

【建設業界の業務プロセスについて】

土木をやっている会社と建築をやっている会社では、経営の仕方
も取引先もまったく異なるので、検討に当たっては建設業界の業
務プロセスの構造を整理する必要があるのではないか

【中小建設業者の企業概要について】

50人以上の企業がどのような意思決定プロセスで業務を進めてい
るのかという具体的な認識がないままに議論するのは難しいので
ヒアリング等により企業の実態の把握ができないだろうか

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•書籍等をもとに建設業における業務プロセスの
資料を起案（研究会資料「中小建設企業のため
の内部統制構築ガイドライン（素案）について」）

•ご指摘を受けヒアリングを実施（研究会資料「中
小建設企業のヒアリング結果」）

【内部統制構築の範囲について】

事件・事故などについては、内部統制を構築することによって解決
するものと解決しないものがあると思われる。ガイドラインの対象
は内部統制の構築により解決するものに絞るべきではないだろう
か

•ご指摘の内容については、研究会資料「中小建
設企業のための内部統制構築ガイドライン（素案
）について」にて記載
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内部統制の構築促進策について

【内部統制の構築促進にむけたインセンティブについて】

内部統制の構築を促進するためにはインセンティブが大切である
と思われる。外部機関が評価を行うなどのインセンティブ付与を検
討してはどうだろうか

【内部統制の構築にむけたステップについて】

・内部統制を構築させるためには、どのようなステップを踏んで促
進させていくべきだろうか

・内部統制は現状業務の問題を改善していくための発展形である
という風に話を持っていくと理解しやすいのではないだろうか

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•ご指摘の内容については、研究会資料「本研究
会の報告（案）について」にて記載

•ご指摘の内容については、研究会資料「中小建
設企業のための内部統制構築ガイドライン（素案
）について」にて記載
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チェックリストについて（１/２）

【内部統制チェックリストの構造について】

内部統制チェックリストについては、中小建設業者向けのガイドラ
インであることを想定すると、COSOフレームのカテゴリではなく、「
ガバナンス」「方針」「仕組み」「法令関連」といった示し方のほうが
馴染み易いのではないだろうか

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•本件は、研究会資料「中小建設企業のための内
部統制構築ガイドライン（素案）について」の中で
内部統制チェックシートに関する検討項目として
記載

【チェックリストについて】

COSOフレーム等からブレイクダウンして、統制環境をチェックする
ためのリストを作成して、ガイドラインのベースとして整理してはど
うだろうか

•ご指摘の方針で作成中（研究会資料「中小建設
企業のための内部統制構築ガイドライン（素案）
について」）
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チェックリストについて（２/２）

【成熟度について】

成熟度の示し方として、以下の5段階評価としてみるのはどうだろ
うか

・レベル1 ：経営者が当該項目に取り組むべきことを認識してい
る

・レベル2 ：文書化がなされている
・レベル3 ：PDCAサイクルが実現されている
・レベル4 ：現場の実態を踏まえて、改善がなされている
・レベル5 ：社会の環境変化、要請に適時に対応できている

委員のご意見・指摘事項 検討の方針

•本件は、研究会資料「中小建設企業のための内
部統制構築ガイドライン（素案）について」の中で
内部統制チェックシートに関する成熟度の検討
項目として記載
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【【参考参考】】建設業の業務プロセス（１建設業の業務プロセス（１//４）公共・民間工事の資格審査プロセス４）公共・民間工事の資格審査プロセス

資格審査資格審査

建設業許可建設業許可 経営事項審査経営事項審査 定期の競争参加
資格審査

定期の競争参加
資格審査

（参考）
•建設業の元請・下請ルール
•資格審査マニュアル
•建設業新入社員読本

• 建設業法に基づき、公共工事を
受注しようとする建設業者を共通
の基準で評価（1年に1回）

• 地域の実情を踏まえ、当該地域に
おける実績、地域貢献などを発注
者が独自に審査（1～2年に1回）

建設業における資格審査の一般的プロセスを以下に示す

公共工事を請負う場合のみ

許可行政庁（大臣/知事）許可行政庁（大臣/知事） 発注者発注者資格審査する者
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公共工事における元請負人の発注者に対する業務プロセスを以下に示す
（発注者別評価点を活用した入札・契約の流れ）

入札・契約入札・契約

評価評価

工事毎の競争参加
資格の確認

工事毎の競争参加
資格の確認 指名願書提出指名願書提出 工事出件工事出件 入札条件検討入札条件検討 設計図の把握

現場条件等の確認

設計図の把握
現場条件等の確認

質疑応答質疑応答 見積作業見積作業 見積書提出見積書提出 入札入札 契約契約

工事施工工事施工

営業と工事の引継ぎ営業と工事の引継ぎ 実行予算・
施工計画作成

実行予算・
施工計画作成

関係書類届出
協力業者打合せ

関係書類届出
協力業者打合せ 施工管理施工管理 完成・引渡し完成・引渡し

工程管理

品質管理

安全管理

原価管理

工事成績評定工事成績評定

• 労働基準監督署：
建設工事計画書

• 警察署：
道路使用許可申請 など

（参考）
•建設業の元請・下請ルール
•資格審査マニュアル
•建設業新入社員読本

• 施工計画書/実行予算書
• 施工体制台帳・施工体系
図（元請の特定建設業者
が3,000万円（建築一式
4,500万円）以上を下請に
出すとき） など

発注者（公共）

元請負人

下請負人

プロセスの視点

下請負人との契約プロセスは【参考④】を参照下請負人との契約プロセスは【参考④】を参照

下請負人との工事施工プロセスは【参考④】を参照下請負人との工事施工プロセスは【参考④】を参照

請求・支払い請求・支払い

• 前払い、中間前払い等の
支払い形態もある

【【参考参考】】建設業の業務プロセス（２建設業の業務プロセス（２//４）公共工事の一般的プロセス４）公共工事の一般的プロセス



9

【【参考参考】】建設業の業務プロセス（３建設業の業務プロセス（３//４）民間工事の一般的プロセス４）民間工事の一般的プロセス

民間工事における元請負人の発注者に対する業務プロセスを以下に示す

設計図の把握
現場条件等の確認

設計図の把握
現場条件等の確認 質疑応答質疑応答 見積作業見積作業 見積書提出見積書提出 入札入札 契約契約

工事施工工事施工

営業と工事の引継ぎ営業と工事の引継ぎ 実行予算・
施工計画作成

実行予算・
施工計画作成

関係書類届出
協力業者打合せ

関係書類届出
協力業者打合せ 施工管理施工管理 完成・引渡し完成・引渡し

工程管理

品質管理

安全管理

原価管理

労働基準監督署：
建設工事計画書
警察署：
道路使用許可申請 など

• 施工計画書/実行予算書
• 施工体制台帳・施工体系図
（元請の特定建設業者が
3,000万円（建築一式4,500
万円）以上を下請に出すと
き） など

（参考）
•建設業の元請・下請ルール
•資格審査マニュアル
•建設業新入社員読本

引合い引合い

入札・契約入札・契約

発注者（民間）

元請負人

下請負人

プロセスの視点

下請負人との契約プロセスは【参考④】を参照下請負人との契約プロセスは【参考④】を参照

下請負人との工事施工プロセスは【参考④】を参照下請負人との工事施工プロセスは【参考④】を参照

請求・支払い請求・支払い

• 前払い、中間前払い等の
支払い形態もある
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【【参考参考】】建設業の業務プロセス（４建設業の業務プロセス（４//４）元請下請間の一般的プロセス４）元請下請間の一般的プロセス

元請負人の下請負人の選定から代金支払までの一般的プロセスを以下に示す

（参考）
建設業の元請・下請ルール

見積依頼業者の
選定

見積依頼業者の
選定 見積依頼見積依頼

現場説明・

図面渡し

現場説明・

図面渡し 質疑応答質疑応答 見積書提出見積書提出 金額折衝金額折衝 書面契約書面契約

契約契約

工事施工工事施工

下請工事完成下請工事完成 下請負人からの

工事完成連絡

下請負人からの

工事完成連絡
下請工事に対する

完成検査

下請工事に対する

完成検査
工事目的物の

引渡しの申出

工事目的物の

引渡しの申出
工事目的物の

引渡しを受ける

工事目的物の

引渡しを受ける
下請負人からの

代金請求

下請負人からの

代金請求
下請負代金の

支払

下請負代金の

支払

発注者

元請負人

下請負人

プロセスの視点

• 前払い、中間前払い
金等の支払い形態
に応じて、下請負人
への支払いルール
が決まる


