
      

仕 様 書 

 

１ 件名 

郵便貯金管理業務に係る財務データの検証業務等の委託 

 

２ 委託内容 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構（以下「機

構」という。）が郵便貯金管理業務を委託している株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆ

うちょ銀行」という。）から報告される財務データ（郵便貯金等の月次受払計数、

貸借対照表の残高・損益計算書の累計額及び期首・期末時の決算整理仕訳。以下同

じ。）の集計、照合、異常値分析及びその検証を行う。 

(1) 作業の対象となるデータの容量等 

報告対象の財務データは、令和３年４月分から令和４年３月分まで。 

ゆうちょ銀行から月次で報告される財務に関する受払計数データ（以下「受払

データ」という。）（約 130 件）、貸借対照表の残高データ（以下「残高データ」

という。）及び損益計算書の累計額データ（以下「累計額データ」という。）は、

次のデータ等が入っている Microsoft Excel ファイルであり、各月１回分の報告

に係るファイル容量は、合計約６ＭＢである。 

・ 当機構が委託している郵便貯金の受払等に係る仕訳データ（仕訳データは全

国集計値で、当機構分のみの抽出データ） 

・ 当該仕訳データを勘定科目ごとに集計したデータ 

※ 受払データの報告様式（イメージ）は、別添１のとおり。 

(2) 作業内容 

ア ゆうちょ銀行から報告される「受払データ」の集計並びに「残高データ」及

び「累計額データ」との照合 

イ 受払データのうち金額が 10 億円以上のものを抽出し、さらに、前年度受払

データの月次平均値（決算整理時の計数を除く。）と比較して 20％以上の増減

が発生しているものの把握。 

ウ 受払データのうち金額が 10 億円以上のものを抽出し、さらに、前年の報告

対象月と同月の受払データと比較して 20％以上の増減が発生しているものの

把握。 

エ 残高データを前月の残高データ（決算整理時の計数を除く。）と比較して、

以下の増減額・増減率となっているものの把握。 

① 増減額 10 億円以上かつ増減率 20％以上 

② 増減額１億円以上 10 億円未満かつ増減率 50％以上 

 

 

 



オ 累計額データを前年同月の累計額データ（決算整理時の計数を除く。）と比

較して、以下の増減額・増減率となっているものの把握。 

 ① 増減額 10 億円以上かつ増減率 20％以上 

 ② 増減額１億円以上 10 億円未満かつ増減率 50％以上 

カ 決算時に報告される決算整理仕訳の計数データについて、当年度分と前年度

分を比較して、以下の増減額・増減率となっているものの把握 

① 増減額 10 億円以上かつ増減率 20％以上 

② 増減額１億円以上 10 億円未満かつ増減率 50％以上 

キ 上記イからカまでの原因について、機構貯金部財務課（以下「主管担当」と

いう。）が行った分析の妥当性の確認 

(3) 納入成果物及び納入期限 

ア 月次財務データ検証報告書 ２部（表紙（受託者名の記載及び押印等）及び

目次を含む。） 

報告対象月の翌々月 15 日（休日の場合は、翌営業日）。 

ただし、報告対象月が４月から６月までのものは、令和３年８月 31 日（火）

まで。また、報告対象月が９月のものについては、令和３年 12 月 15 日（水）

まで、３月のものについては、令和４年６月 15 日（水）まで。 

イ 年次財務データ検証報告書 ２部（表紙（受託者名の記載及び押印等）及び

目次を含む） 

令和４年６月 15 日（水）まで。 

※ 報告書の様式は、別添２のとおり。ただし、この様式は変更する場合あり。 

(4) 納入場所 

主管担当（〒105-0001 東京都港区虎ノ門５-13-１ 虎ノ門 40MT ビル３階） 

 

３ 資格要件 

(1) 上記２の委託事項については、公認会計士の資格を有する者が行う。 

ただし、単純集計等の作業を分担する場合は、この限りではない。 

(2) 令和２年度及び令和３年度の機構並びにゆうちょ銀行の会計監査人でないこ

と。 

 

４ 作業場所及び作業実施に必要な条件 

受託者において適宜の場所を準備すること。 

なお、作業対象のデータを作業場所からメールで送受信可能な状態とすること。 

 

５ 委託期間 

契約締結日から令和４年６月 15 日（水）まで 

 

６ 再委託の禁止 

受託者は、業務の全部又は一部を第三者（受託者の子会社（会社法（平成 17 年



法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託し

てはならない。 

 

７ 情報の保護及び秘密の保全 

(1) 秘密の保持 

受託者は、本件委託業務を履行するに当たって知り得た保護すべき情報（契約

を履行する一環として受託者が収集、整理及び作成等した情報であって、主管担

当が保護を要さないと確認したものを除く。）その他の非公知の情報（主管担当

から提供した情報を含む。以下「保護すべき情報等」という。）を第三者に漏ら

し、複製し、目的外に使用してはならない。本契約終了後も、同様とする。 

(2) 情報保全の履行体制 

保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更し

た場合には、遅滞なく主管担当に通知するものとする。 

ア 主管担当が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取扱う

履行体制 

イ 主管担当の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせない履行体制 

ウ 主管担当が許可した場合を除き、受託者に係る親会社や受託者に対して指導、

監督、業務支援、助言及び監査等を行う者を含む一切の受託者以外の者に対し

て伝達又は漏えいさせない履行体制 

(3) 情報漏えい等の事案発生時における対応 

本件委託業務履行に当たり情報の漏えい等が発生した場合、受託者は、即時に

原因等を究明し、対応の上、併せて主管担当に当該事由が発生した日時及び場所

等の内容並びに対応状況を直ちに報告し、再発防止策を講じること。 

また、主管担当が指示する場合は、その指示に従うこと。 

(4) 受託作業終了時における情報の消去及び媒体等の返却 

受託者は、契約の履行に際して主管担当から提供を受けた情報については、受

託作業終了後、直ちに情報が記録されている媒体を主管担当へ返却するとともに

主管担当の承認を得た場合を除き、情報を複写していない証明書（様式適宜）を

主管担当へ提出しなければならない。 

なお、受託者において主管担当の承認を得て情報をパソコン等に登録している

場合は、受託作業終了後、受託者は直ちに一切のデータを消去し、データ消去に

関する報告書（様式適宜）を主管担当へ提出すること。 

(5) 管理体制等の監査 

受託者は、責任者等の管理体制及び情報の管理の状況について、書面の提出、

機構が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。 

(6) 資料等各種書類の廃棄処分 

本件受託業務に関して発生した書類の廃棄処分に際しては、シュレッダー又は

溶解により破棄することとし、受託者は主管担当に対し、廃棄証明書（様式適宜）

を主管担当へ提出すること。 

(7) 受託者は、本件受託業務の履行の際に知り得た情報については、上記(1)から 



(6)のほか、別添３「データ保護・管理要領」を遵守すること。 

 

８ 契約の解除 

受託者が以下の事項に該当する行為があった場合は、委託の解除ができるものと

する。 

(1) 上記７「情報の保護及び秘密の保全」に反した行為を行ったとき。 

(2) 正当な理由がなく、作業が著しく遅延したとき又は作業に着手しないとき。 

(3) 作業状況又は報告書の内容が著しく誠意を欠くと認められたとき。 

(4) その他、委託契約を継続しがたい事象を発生させたとき。 

 

９ その他 

(1) 詳細については、主管担当(TEL 03-5472-7105)の指示によること。 

(2) 委託業務を実施する過程において、疑義が生じた場合は、主管担当に相談する

ものとする。 

なお、契約手続等の疑義については、機構総務部会計課（TEL 03-5472-7103）

あて照会すること。 

(3) 履行完了後、速やかに履行完了届兼検査調書及び請求書を主管担当あて提出す

ること。



 

 

 
郵便貯金管理業務の委託に係る受払額（イメージ） 

 

 

 

郵便貯金管理業務の委託に係る受払額 
令和＊＊年＊＊月分 
番

号 
区別 

仕訳 
件数 金額（円） 

借方 貸方 

１ 
郵便貯金

等の増減 
通常郵便

貯金 

通常郵便貯金 特別貯金 12,345 123,456,789 

２ 特別貯金 通常郵便貯金 1,234 12,345,678 

 
※全体で約 130 件。財務データの原データとなる詳細データとともに報告される。 

別添１ 



 

 

令和**年**月分 月次財務データ検証報告書 
 

 

１ 検証対象 

  ゆうちょ銀行から機構に報告された令和**年**月分の受払データ、残高デ

ータ及び累計額データ 

 

 

２ 検証手続 

(1) 受払データと残高データ及び累計額データの照合 

 (2) 異常値分析 

 

 

３ データの照合 

(1) 照合結果 

受払データと残高データ及び累計額データとの照合結果を記述する。 

(2) 合致しない事項 

   照合の結果、合致しない事項を記述する。 

 

 

４ 異常値分析 

(1) 異常値分析の方法 

受払データ、残高データ及び累計額データを仕様書に基づく比較に基づ

き、異常値を検出する。 

 (2) 分析結果 

上記(1)により検出された異常値を記載するとともに、主管担当から提出

される原因分析を行い、結果の妥当性を確認の上、記載する。 

 

 

５ 月次財務データに対する見解 

  データの照合及び異常値分析を踏まえて、分析結果等に対する見解を記載

する。

別添２ 



 

 
データ保護・管理要領 

 

第１ 目的 

本件委託業務において取扱う各種データについて、適正なデータ保護・

管理方策、情報システムのセキュリティ方策及びデータの漏えい、亡失、

改ざん並びに消去等（以下「データ漏えい等」という。）発生時に実施すべ

き事項・手順について明確にすることを目的とする。 

 

第２ 適用範囲 

    本件委託業務で取扱う、主管担当が交付又は使用を許可したすべてのデ

ータ（電子データ及び印刷された情報を含む。）を対象とする。 

 

第３ 本件委託業務を受託する者が遵守すべき事項 

受託者は、本契約の履行に関して、以下の項目をすべて遵守すること。 

 

１ 委託作業開始前の遵守事項 

    受託者は、次の(1)～(5)の内容を定め、「データ管理計画書」として取り

まとめた上で主管担当に提出し、主管担当の承認を受けること。 

(1) データ取扱者等の指定 

受託者は、上記第２「適用範囲」に定めるデータを取扱う者（以下「デ

ータ取扱者」という。）及びデータ取扱者を統括する者であり、管理職相

当職以上の者（以下「データ取扱責任者」という。）を指定し、その所属、

役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 

(2) データ取扱者等への教育及び周知 

受託者は、本件委託業務で取扱う各データについて、その取扱いや漏え

い防止等に係る「教育・周知計画書」を作成し、本データ保護・管理要領

の内容に関して、データ取扱者等に対する教育及び周知を行うこと。 

(3) データ取扱いに関する計画策定 

受託者は、本件委託業務におけるデータの取扱いに関し、データの複製、

破棄及び保管場所の変更等が生じる場合の取扱いについて、「データ取扱

計画書」を作成すること。 

(4) 作業場所等のセキュリティ確保 

受託者は、本件委託業務を行う場合は、データ及び本システムに係るセ

キュリティ確保のため講じ得る措置について、「作業場所等に係るセキュ

リティ措置計画書」を作成すること。 

ア 作業場所のセキュリティ確保 

例： 入退室管理体制等 

イ 作業場所におけるセキュリティ確保 

例： システムログインパスワード、ユーザーＩＤ及びアクセス権限の

設定等 

別添３ 



(5) データ漏えい等発生時の対応手順作成 

受託者は、本件委託業務で取扱うデータの漏えい等が発生した場合を想

定し、その対応手順書を作成すること。 

 

２ 委託作業中における遵守事項 

(1) データ管理簿の作成 

受託者は、主管担当から貸与を受けた各種資料、電子データ類又は、

本件委託業務を実施するに当たり作成された資料、電子データについて、

授受方法、保管場所、保管方法、使用場所、使用目的及び取扱方法を明

確にするため「データ管理簿」を作成すること。 

(2) 作業場所の監査 

受託者は、本件委託業務を行っている場合に、主管担当がその施設及

び設備に関し、上記１(4)で受託者が作成した「作業場所等に係るセキュ

リティ措置計画書」に則ったセキュリティ確保が図られているか監査す

る旨申出たときは、これを受入れること。 

(3) データの取扱い 

受託者は、本件委託業務において取扱うデータに関し、データ取扱責

任者に以下の作業を行わせること。 

ア データ取扱責任者は、データ取扱者の作業に立会う等適切な管理を

行うこと。 

イ データ取扱責任者は、作業に従事する予定のデータ取扱者について、

事前に氏名、勤務時間、作業内容及び取扱データを記入した作業予定表

を作成すること。 

ウ データ取扱責任者は、作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し、

作業場所を離れる際は、データの持出しの有無を厳重に検査すること。 

エ データ取扱責任者は、作業終了後、作業に従事したデータ取扱者の

氏名、勤務時間、作業内容、取扱データ及びデータの持出しの有無等を

記入した作業結果表を主管担当へ提出すること。その際、当初予定して

いた勤務時間を超えている場合は、その理由も併せて記入すること。 

なお、作業結果表の提出時期については、主管担当の指示によること。 
 


