
事業報告
概　要

2017

1,108.6 1,126.4

2018

2017

134.4 134.9

2018

徴収額 分配額 経常費用1,155.7億円 1,126.4億円 134.9億円

2017

1,096.4 1,155.7

2018

前年度比
＋5.4％

前年度比
＋1.6％

前年度比
＋0.4％

分配実績に対する
経常費用の割合12.1％ 12.0％

（数字はそれぞれ実績額  単位：億円）

■ 徴収額(19ページの表参照）
2017年度実績額比で59億3千万円の増となり、2007年度に次ぐ史上2番目の実績となった。
インタラクティブ配信の分野で、音楽・動画配信のサブスクリプションサービス及び動画投稿サービスが好調であ

ったこと、ビデオグラムの分野でヒット製品があったことなどが主な要因である。

■ 分配額(20ページの表参照)
2017年度実績額比で17億7千万円の増となり、2008年度に次ぐ史上２番目の実績となった。
これは、2017年度下半期及び2018年度上半期の徴収実績を反映したものである。

■ 経常費用(22ページの表参照)
2017年度実績額比で5千万円の増となったが、分配実績額に対する経常費用の割合は下がった。
当年度の収支差額金は、7億4千万円であった(経常収益の実績総額142億4千万円と経常費用の実績総額134億9千

万円の差額)。この差額金は、「収支差額金分配規程」に基づき、翌年度に分配される。



　2018年度は、演奏権分野の管理の充実、分配の透明性向上、国際間の円滑な著作権管理の推進、「人に人権 音楽
に著作権」の理念の実現、デジタル技術の活用などに取り組んだ。
　詳細は、以下の各項目に記載のとおりである。

第１　徴収関係

第２　違法利用等への対応

第３　資料関係

第４　分配関係

第５　会員・信託者関係　

第６　国際関係

第７　広報関係

第８　対処すべき課題

第９　役員等に関する事項

第10　内部統制システムの整備及びその運用状況

第11　その他の事業

第12　収支予算執行状況

※「第12　収支予算執行状況」の項目は、割愛しています。



第１　徴収関係
主な分野・種目の状況は以下のとおりである。

1

311.5 307.5 47.9 48.0
演奏等 放送等 有線放送等227.6億円 307.5億円 48.0億円

2017

218.9 227.6

2018 2017 2018 2017 2018

前年度比
＋4.0％

前年度比
△1.3％

前年度比
＋0.1％

演 奏 （数字はそれぞれ実績額  単位：億円）

■ 演奏等
　大規模公演を中心にコンサート市場が好調であったこ
と、ライブハウス・クラブにおける無許諾利用の解消、ホ
テル等の宴会場における音楽利用状況の変化に応じた使
用料とするための契約更改等を着実に進めたことなどか
ら、2017年度実績額を上回った。
　なお、遊技機(上映・演奏)は2018年度から新設した科
目であり、2017年度まではビデオ上映に含めていたた
め、ビデオ上映及び遊技機(上映・演奏)の2017年度比は
表示していない。

演奏等実績額内訳 （単位：億円）

2018年度実績額 2017年度比
上演・演奏会等 73.1 111.8%
社交場 21.8 104.1%
カラオケ 120.6 96.5%
ビデオ上映 3.4 －

遊技機※(上映・演奏) 8.5 －
合計 227.6 104.0%

※使用料の対象となるのは、パチンコ・パチスロ

■ 放送等
　民放各社の使用料の算定基礎である2017年度放送事業
収入が、2016年に開催されたリオデジャネイロオリンピ
ック・パラリンピックの反動により減少した。また、CM
放送における協会の管理楽曲の利用が低調であった。

放送等実績額内訳 （単位：億円）

2018年度実績額 2017年度比
番組放送 260.6 99.9%
CM放送 46.8 92.5%

合計 307.5 98.7%

■ 有線放送等
　有線ラジオ放送の受信契約者数の減少が続いているものの、有線テレビジョン放送について使用料率の引上げがあ
ったことから、2017年度実績額を上回った。



2 録音  特定目的複製

98.1
121.0

37.5 44.1

2017

117.0 103.2

2018 2017 2018 2017 2018

前年度比
△11.8％

前年度比
+23.3％

前年度比
+17.4％

オーディオ
ディスク

ビデオグラム 特定目的複製103.2億円 121.0億円 44.1億円
（数字はそれぞれ実績額  単位：億円）

■ オーディオディスク
　音楽の流通形態がサブスクリプションサービスを中心とした配信に移行していることから、2017年度実績額を下
回った。

■ ビデオグラム
　ヒット製品があったことなどから、2017年度実績額を上回った。

■ 特定目的複製(広告目的複製及びゲーム目的複製)
　家庭用ゲームソフトにおいて、協会の管理楽曲を多数収録したヒット製品があったことなどから、2017年度実績
額を上回った。



3 複 合

70.4 69.9

2017

141.9
190.5

2018 2017 2018

前年度比
＋34.2％

前年度比
△0.8％

インタラクティブ配信 通信カラオケ190.5億円 69.9億円
（数字はそれぞれ実績額  単位：億円）

■ インタラクティブ配信
　音楽配信については、サブスクリプションサービスの利
用者数が大幅に増加した。動画等配信については、サブス
クリプションサービス及び動画投稿サービスが好調に推
移した。

■ 通信カラオケ
　高齢者福祉施設向けのエルダー市場における設置台数
は増加したものの、カラオケ社交場及びカラオケ歌唱室の
市場における設置台数は減少した。

インタラクティブ配信実績額内訳 （単位：億円）

2018年度実績額 2017年度比
音楽配信 92.2 127.1%

 うち、サブスクリプション 57.1 174.0%
動画等配信 91.7 141.3%
その他 6.6 147.3%

合計 190.5 134.2%



4 TOPICS
(1) 音楽教室
　　4月から、楽器メーカー・楽器店が運営する音楽教室を対象とする利用許諾手続を開始した。
　　これに伴い、協会ウェブサイト内特設ページでの案内、外部ウェブサイトへの広告出稿などを
　通して広く理解を求めた。
　　一方、音楽教育を守る会1の会員事業者が、音楽教室における演奏には著作権が及ばないとして、
　協会が請求権を有しないことを確認する訴えを提起した訴訟においては、6回の弁論準備手続が行われた。

(2) 映画上映
　　全国興行生活衛生同業組合連合会との間で、使用料を利用の規模に応じたものとするために続けている協議に

　 おいて、外国映画の上映使用料の変更（映画1本当たり一律18万円から、2021年3月までについては、
　 スクリーン数に応じた６区分の使用料額表に基づく使用料とすること。）を含め、一定の合意に達した。
　 詳細は会報10月号又は協会ウェブサイト参照。

(3) ＢＧＭ
　　無許諾利用を続ける全国151事業者(166店舗)に対する民事調停の申立て、生活衛生同業組合との業

務協定に基づく効率的な管理の推進、オンラインでの簡便な手続方法の提供など、許諾契約の締結を促
進するための取組を進めた。

(4) 外国入金増加への取組
　音楽コンテンツの海外展開が進む中、内国作品の外国地域における利用につい
て適正な徴収・分配を確保するため、次の取組を行った。
　・ 作品情報及び動画コンテンツの情報を、CISAC2が運営するデータベース及

び所要の外国の著作権管理団体に提供した。
　・ 協会が独自に収集した内国作品の利用情報及び会員・信託者から寄せられた

情報を、外国の著作権管理団体に提供した。
　・ 内国作品について、音楽出版者から提出を受けた作品情報を、CISACが用い

ている国際的な標準作品届フォーマット(CWR)に変換して当該音楽出版者に
提供するサービスを開始した。

   (参考)
   入金額上位3団体

全世界 アジア地域
1 ASCAP
(アメリカ)

KOMCA
(韓国)

2 SIAE
(イタリア)

CASH
(香港)

3 KOMCA
(韓国)

MUST
(台湾)

（注）１．音楽教室事業を営む企業・団体が協会の管理開始の動きに対抗するために組織した任意団体
２．著作権の保護を目的とする国際組織。世界中の音楽、映像、演劇、文芸及び視覚芸術の著作権の集中管理を行う団体によって構成されてい

る。



第２　違法利用等への対応

１　法的措置
(1) 演奏

　　　以下の法的措置を実施した。　(  )内は2017年度

刑事 民事
合計

告訴 本案訴訟 仮処分 民事調停 支払督促 その他

2件
(1件)

4件
(5件)

12件
(16件)

1,423件
(1,435件)

19件
(27件)

21件
(19件)

1,481件
(1,503件)

(2) 録音・出版
　　海賊版CDを作成し、SNSで告知するなどして販売していた事案等3件の刑事告訴を行ったほか、使用料滞納に

ついて2件の民事調停を申し立てた。
　　 7月、ブライダル関連録音録画物の製作事業者との訴訟の和解が成立した。
　　12月、カラオケ情報誌において継続されていた無断複製につき、損害賠償請求訴訟を提起した。
(3) インタラクティブ配信
　　ファイル共有ソフトを悪用した違法配信等に対する措置として、5件の刑事告訴を行った。

２　インターネット上の監視・警告
監視システム(J-MUSE)
を活用した対応

利用許諾契約の締結又はファイル等の削除を求めるメールの送信　961件
インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対する送信防止措置要請通知　3,262件

ファイル共有ソフトを
悪用した侵害への対応

音楽ファイル等の削除を求める通知を侵害者に送るようISPに要請　6,402件

海賊版出品への対応 インターネット上のオークション・フリーマーケットの運営者に対する情報削除要請　420件

　このほか、リーチサイト・リーチアプリへの対策として、広告事業者に対する広告出稿の停止要請、アプリ配信
プラットフォーム運営事業者に対するリーチアプリの削除要請を継続した。



第３　資料関係
　CISACが用いている国際的な標準作品届フォーマット
(CWR)の活用を進め、外国作品のCWRによる作品届の受
付件数が増加した。
　作品届の提出がない作品については、利用実績を把握し
ても、関係権利者とその分配率が特定できず分配保留とな
る。これを解消するため、作品届提出依頼リストを、内国
作品については四半期ごとに、外国作品については週ごと
に委託者に送付するなどした。この分配保留の解消のため
の取組については、更なる拡充に向けた検討を進めた。

2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末2014年度末

5,745
4,489

1,883

2,606

1,990

2,812

2,099

3,005

2,224

3,206

2,365

3,380
4,802 5,104 5,431

【参考】作品データベース登録件数の推移 （単位：千件）

内国作品 外国作品 合計

(注)利用実績から作成したデータなども含めた件数であり、一般に公開
している作品データベース（J-WID）の件数とは異なる。

第４　分配関係
１　分配の透明性向上のための取組

分配の透明性を高めるために、2017年度のインタラクティブ配信に続き、演奏会等について、分配明細データ
詳細版の提供を開始した(9月分配期から)。これは、分配対象作品ごとに、その作品が利用されたコンサート・催
物の名称、会場名、分配額等の情報を電子ファイルで提供するものである。

２　インタラクティブ配信の分配の早期化に向けた取組
インタラクティブ配信に係る使用料について、利用作品の特定の効率化等により、利用から分配までの早期化に

向けた取組を進め、大手事業者1者の音楽配信サービスについて実現した。

３　著作物使用料分配規程細則の制定
演奏等のうち、カルチャーセンターにおける演奏等に係る使用料について、分配規程細則を制定し、2019年3月

分配期に過年度分を含めた約4億9,600万円を分配した。

４　2019年3月分配期の管理手数料実施料率の引下げ
2018年度の一般会計における経常費用(業務遂行に

要する事業費・管理費)の支出が予算内に収まる見込みと
なったことから、支出の見込まれない部分を、できる限
り早く、多くの受益者に還元することとし、2019年3月
分配期に限り、管理手数料実施料率の一部を右表のとお
り引き下げた。

　使用料の区分 実施料率 2019年3月分配期

　演奏等 25％ 23%
　放送等 10％ 9%
　業務用通信カラオケ 10％ 9%
　インタラクティブ配信 10％ 9%

　　(注)「演奏等」には「映画上映」は含まない。



５　2019年9月分配期以降の管理手数料実施料率等の変更
2019年2月、管理手数料規程及び管理手数料実施料率の変更を理事会で決議した(いずれも2019年9月

分配期から適用)。この変更は、近年の徴収・分配の構造変化等を踏まえ、より実態に即した実施料率と
することを目的とし、複数の使用料区分について見直しを行うためのものである。詳細は会報2019年3月号付録又
は協会ウェブサイト参照。

第５　会員・信託者関係

１　信託契約の締結等
　信託契約の締結を促進するセミナーなどを開催した。
　さらに、自己使用の範囲の拡大、広告タイアップに
関する制限の撤廃などの制度整備が進んでいることを
会報や協会ウェブサイトに掲載するなどして、柔軟な
管理委託が可能となっていることをアピールした。

（　）内は2017年度

著作者 音楽出版者 その他 合計
新規信託契約

締結者数
315者

（338者）
76者

（79者）
2者

（1者）
393者

（418者）
新規入会者数 80者

（102者）
7者

（6者）
3者

（2者）
90者

（110者）

JASRAC Creator’s Path ニコニコ超会議への出演

２　著作権信託契約約款の変更
　委託者の意思をより的確に管理業務に反映させるとともに、外国地域における管理を充実させることを主な内容
とした著作権信託契約約款の変更を行った(8月1日施行)。



３　会員数及び信託数
　(1) 正会員の状況

　　4月1日付けで新たに正会員(法人法上の社員)となった者は118者(著作者112者、音楽出版者6者)であり、
2017年度の15者(著作者15者)に比べ、大幅に増加した。これは、正会員資格の取得条件の緩和・手続の簡便化
について周知したことなどによるものである。

　　　一方、準会員・信託者への変更、信託終了、死亡などにより正会員でなくなった者は27者であった。
　(2) 信託数の状況

新規の信託数は420(音楽出版者の事業部を単位とする27の信託を含む)であった。
　　一方、信託契約解除の申出や音楽出版者における事業廃止などによって61の信託が終了した。

■会員数及び信託数(2019年3月31日現在)
会員

信託者
信託数

(会員・信託者の合計)正会員 準会員 合計
作詞者 238 1,161 1,399 1,759 3,158
作曲者 298 761 1,059 1,588 2,647
作詞・作曲者 680 1,507 2,187 3,157 5,344
音楽出版者 254 466 720 2,439 3,159
承継者 191 191 3,803 3,994
その他 12 12 21 33
合計 1,470 4,098 5,568 12,767 18,335



第６　国際関係

１　国際著作権組織等との連携
　CISAC3総会・理事会・各委員会のほか、BIEM4総会・執行委員会などの国際会議への
出席及び外国団体への訪問・電話会議等を通じて、国際間の著作権管理に関する諸問題
の解決及び円滑な著作権管理の推進に向けた議論や情報交換を行った。

CISAC総会

２　アジア・太平洋地域を中心とした保護水準の向上を図る対応
　講師の派遣や研修生の受け入れ(23か国96人)など、保護水準の向上に取り組んだ。
また、APMA(アジア・太平洋音楽創作者連盟)事務局として、音楽創作者の地位向上に
向けた活動を支援した。APMAは11月、著作権バイアウトという不公正な業界慣行に警
鐘を鳴らす「ジャカルタ声明」を採択した。

APMA総会

３　戦時加算義務の解消に向けた活動
著作権保護期間の延長に際し、2007年のCISAC総会決議に沿って、日本の戦時加算義務の解消に協力するよう

関係各国の著作権管理団体に改めて要請した。

３．著作権の保護を目的とする国際組織。世界中の音楽、映像、演劇、文芸及び視覚芸術の著作権の集中管理を行う団体によって構成されてい
る。協会は、1960年に加盟し、1980年以降は20の理事団体の一つに選出され、運営に参画している。

４．音楽著作権のうち録音権を管理する団体の国際組織。協会は、1968年に加盟し、正会員として運営に参画している。



第７　広報関係

１　協会の役割等への理解の促進に資する取組
主に次の広報を行った。
① ニコニコ生放送「THE JASRAC SHOW!」 の配信

ニコニコ生放送の公式ページ
② 中高生を主な聴取者とするラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(TOKYO 
FM)における協賛コーナー、CM等の放送

③ 若手創作者を起用した地下鉄広告の出稿
④ JASRACシンポジウム「音楽コンテンツの海外展開と著作権―アジア太平洋地域を
中心に―」の開催

THE JASRAC SHOW!

２　表彰等
(1) JASRAC賞

　2017年度分配額上位の作品の著作者及び音楽出版者を表彰した。
　　会報6月号又は協会ウェブサイト参照。
(2) JASRAC音楽文化賞

　売上や利用実績などの数字には表れない地道な活動を行い、音楽文化の発展に寄与
　した功績を称え、3組4者を顕彰した。
　　会報12月号又は協会ウェブサイト参照。
(3) 長期ご契約者・感謝状贈呈

　30年以上にわたって協会と利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払
により新たな創作を支えている全国の長期契約者2,163者に対し、感謝状を
贈呈した。

　　会報12月号又は協会ウェブサイト参照。

JASRAC賞贈呈式



３　音楽文化の振興に資する取組
(1) JASRAC音楽講座「楽しく学ぼう！アンサンブル」

中高生を中心に、生演奏や合唱を楽しく学ぶとともに、著作権に関する理
解を深めながら将来の音楽文化の担い手を育成するための事業を実施し
た。
　会報11月号・2019年2月号又は協会ウェブサイト参照。
(2) JASRACトーク&コンサート「こころの歌人たち」

作家に焦点を当て、その作品の魅力や影響を受けた作家・作品をたどりながら、　
歌づくりの素晴らしさを伝える催物を開催した。
　会報10月号又は協会ウェブサイト参照。

楽しく学ぼう!アンサンブル

第８　対処すべき課題

１　著作権制度の改正及び普及啓発等
協会が60年前に音楽著作権のPRのため公募によって採用した「人に人権 音楽に著作権」という標語を再び掲げ、

著作権制度の改正及び普及啓発に取り組んだ。
(1) 著作権制度の改正

ア　私的複製に係る適正な対価の還元
　　政府審議会等に対し現行の制度について、適正な対価が確実に権利者に還元される制度に変更すべきである
　との意見を提出した。
イ　リーチサイト等への対応の強化
　　政府審議会等に対し、リーチサイト等による侵害コンテンツへの誘導行為への対応についての早急な立法措
　置を求めるとともに、実効性のある侵害対策の一つとしてサイトブロッキングの法制化についても検討を進め
　るべきであるとの意見を提出した。
(2) 普及啓発等

　東京大学大学院における著作権法等奨学研究会の開催、四つの大学における寄附講座・寄附科目の開催、小中
高生のインターネット上の著作物の適正利用を呼び掛ける啓発リーフレットの配布、外国人留学生向け啓発パン
フレットの作成等の事業を行った。

２　デジタルトランスフォーメーションの推進
徴収・分配に係る機械計算のランニングコストを削減して役職員が高付加価値を創出する業務に専念できる環境

を整備するため、システム基盤の仮想化による物理的リソースの削減とクラウド・コンピューティングへの移行に
向けた検討を進めた。



３　デジタル技術の活用
　業務効率化とサービス向上のため、RPA(デスクトップ業務を自動化できるソフトウェアロボット)、AI、ブロッ
クチェーン等の技術検証に取り組んだほか、大量のデータを高速に集計・分析できるツールを導入してビッグデー
タの活用を推進した。

４　組織力強化のための人材育成等
　男性の育児休暇の取得促進に向けて策定・公表した行動計画の実施を進めたほか、著作権管理の実務に習熟する
ためのセミナー・研修、役職等に応じた階層別研修、各部署の専門知識・技術を習得するための研修等を職員に受
講させた。

第９　役員等に関する事項

１　会長並びに理事、監事及び会計監査人
　2019年3月31日現在

会長 理事長

いではく 浅石道夫

常務理事 担当 重要な兼職等

北田暢也 総務本部統括 (公社)著作権情報センター 理事長

宮脇正弘 管理本部統括　特命：経理

世古和博 業務本部統括　特命：人事、渉外 音楽等教育著作権協議会 代表役員

常任理事 担当 重要な兼職等

齊藤眞美 管理本部長(内国資料・外国資料)
特命：国際、女性活躍推進

伊澤一雅 管理本部長(権利情報整備、分配、システム） ミュージック・ジェイシス協議会 代表幹事

中戸川直史 総務本部長

増田裕一 業務本部長

理事(正会員作詞者区分) 重要な兼職等がある場合はその旨

石原信一 岡田冨美子
喜多條忠　(一社)日本作詩家協会　会長 たきのえいじ
前田たかひろ 山田孝雄



理事(正会員作曲者区分) 重要な兼職等がある場合はその旨

岡千秋 小六禮次郎　(一社)日本音楽作家団体協議会 理事長

千住明 徳久広司　(公社)日本作曲家協会 理事長

水森英夫 渡辺俊幸

理事(正会員音楽出版者区分) 重要な兼職等がある場合はその旨

稲葉豊　㈱ユーズミュージック 代表取締役 久保田匠　㈱エムシーキャビン音楽出版 取締役

桑波田景信　㈱日音 取締役会長
　　　　　　　(一社)日本音楽出版社協会 会長

平野達郎　渡辺音楽出版㈱ 取締役

堀一貴　大洋音楽㈱ 代表取締役社長

理事(学識経験者) 重要な兼職等がある場合はその旨

上原伸一　国士舘大学大学院客員教授 鈴木寛　慶應義塾大学大学院教授・東京大学大学院教授

角田政芳　東海大学教授・弁護士 宮武久佳　東京理科大学教授

監事 重要な兼職等がある場合はその旨

宮内隆(常勤) 大井和人(学識経験者)　税理士

聖川湧(正会員) 峰崎林二郎(正会員)

会計監査人

監査法人ナカチ

（注）１．5月25日、上原徹氏が、株式会社フジパシフィックミュージックの会員代表者を退任したことに伴い、理事を退任した。
２．6月27日の定時社員総会の終結時をもって、任期満了により、大橋健三、大山健、玉井克哉、四方章人及び若草恵の各氏

が理事を退任した。
３．各学識経験者理事4名及び学識経験者監事1名並びに会計監査人は、協会との間で、定款35条1項の規定に基づき、法人

法111条1項の責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額として
いる。

２　職員数(2019年3月31日現在)
  493人(嘱託職員を含む。)
　  内訳　本部319人　支部174人



第10　内部統制システムの整備及びその運用状況
　2010年4月、「内部統制システムの整備に関する基本方針」(24ページ以降に全文を掲載)を理事会で決議し(2015
年4月、法人法施行規則の改正に合わせて一部変更)、同方針に基づく適正な事業運営に努めている。内部統制システ
ム5及びその運用状況の概要は、次のとおりである。

内部統制システムの概要 運用の状況の概要
１　理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について

「コンプライアンス推
進規程」等の整備・運用

「コンプライアンス推進規程」の一部変更や、独占禁止法コンプライアン
スを強化するための規程及びガイドラインの制定を行うとともに、コンプ
ライアンスに関する研修等を実施した。

「秘密情報保護管理規
程」の整備・運用

「秘密情報保護管理規程」の一部変更や、他団体への出向役職員の秘密情
報保護に関する規程の制定により、情報管理の徹底を図った。

内部通報制度の整備・運
用

コンプライアンス通報に対応するため、コンプライアンス対策室内の社内
通報窓口のほか、協会の顧問弁護士が担当する社外通報窓口を協会外に置
いている。

２　理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
情報の保存等に関する
規定の整備・運用

理事会等主要な会議の議事録等は、「文書処理規則」等の業務規程に従っ
て作成し、保存した。

３　損失の危機の管理に関する体制について
「リスク管理規程」等の
整備・運用

「リスク管理規程」「資金の管理・運用に関する規程」等の業務規程に従
い、リスクへの対応及び協会の財産の損失防止を図った。

災害時の事業継続計画
の整備・運用

重要度の高い分野から優先的に「事業継続計画」の策定や実行体制の検討
を進めるとともに、実行体制の検証のための初動訓練を実施した。

４　理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
経営会議による詳細か
つ迅速な意思決定

業務運営を円滑に行うため、経営会議及び業務執行会議を定期的に開催
し、業務を執行した。

業務規程に沿った決裁
及び意思決定等

「経理規程」「決裁規則」等の業務規程に沿った決裁、意思決定等を行っ
た。

５．理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要な体制の
総称



内部統制システムの概要 運用の状況の概要
５　監事の職務を補助すべき使用人に関する事項について

監事の職務を補助すべ
き使用人の設置

監事からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められたときは、速
やかに監査補助人を配置することとしている。

６　理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制について
理事及び使用人が監事
に報告するための体制
構築

理事及び内部監査部門等は、その職務の執行状況について監事に報告し、
必要に応じて説明を行った。

７　監事の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
監事の監査費用又は債
務の負担

監事の職務執行について生ずる費用又は債務は協会が負担している。

８　監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
重要な会議への監事の
出席等

監事は、理事長、常務理事、常任理事、会計監査人等と意見交換を行った
ほか、経営会議、業務執行会議等の会議に出席するなどして、理事の職務
執行の状況及び内部統制の実施状況の把握に努めた。

(参考)会議の開催状況

定時社員総会 6月27日

社員への事業報告会 11月13日

理事会 定例理事会 (12回) 臨時理事会 (2回)

監事会 17回

委員会 広報事業検討委員会 (3回) 信託契約約款改正委員会 (5回)

定款改正委員会 (3回) 分配委員会 (5回)

編曲審査委員会 (4回) 放送委員会 (1回)

放送等メディア委員会(1回)



第11　その他の事業

１　こころ音プロジェクト
東日本大震災からの復興を音楽作品により継続的に支援する「こころ音プロジェクト」によっ

て集まった震災復興基金(こころ音基金)から、津波による被害を受けて再建される複合文化施設
の建設費用の一部として、1,500万円を宮城県石巻市に寄附した。

このプロジェクトには、2019年3月31日までの累計で225者・486作品が参加し、44,552,537
円がこころ音基金に拠出された。

２　創立８０周年記念事業
コンセプトワード「音楽をつなげる、音楽でつながる。」、シンボルマーク等を定め、これら

とともに、協会が80周年事業を行う意義及び実施が決まった事業を特設ページ等において広く内
外に周知した。また、同事業の一環として協会が招致し35年ぶりに東京で開催されるCISAC総会
(2019年5月開催)について、具体的な検討を進めた。



内部統制システムの整備に関する基本方針 参考資料
Ⅰ　内部統制システムの整備に関する基本的な考え方

　当協会は、「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展
に寄与すること」を目的として掲げ、音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽文化の振興に資する事業などを通じ
て実践している。
　当協会は、これらの事業の運営について、その指針となる「JASRAC行動指針」に基づき、コンプライアンスを最優先
して適切に行うとともに、次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定める。

Ⅱ　内部統制システムに関する体制の整備
１　理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（法人法第90条第4項第5号及

び法人法施行規則第14条第4号関連）
　理事及び職員等が、法令及び定款を遵守することはもとより、高い倫理を持ち、適切に職務を執行していくため
に、以下の取組を行う。
(１) 「コンプライアンス推進規程」等の業務規程に基づき、当協会の社会的信頼の維持及び向上に資するための体制

を整備するほか、公益通報者保護に関する体制を整備し、理事及び職員等の適切な職務執行を行う。
(２) 理事及び職員等に対して、定期的に研修等を実施して、法令及び定款等違反を未然に防止する。

２　理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（法人法施行規則第14条第1号関連）
　理事の職務の執行に係る情報の管理を行い、適正かつ効率的な職務執行に資するため、以下の取組を行う。
(１) 理事の職務執行に係る情報として、理事会等主要な会議の議事録、社内決裁に係る起案書、各種契約書等を「文

書処理規則」等の業務規程に基づき、保管責任者、保管期間等を定め、文書又は電磁的情報により記録し、保存
する。

(２) 「電磁的業務情報保護管理規程」等の業務規程に基づき、情報セキュリティ体制を構築し、文書又は電磁的情報
等の漏洩、紛失等を防止するとともに、情報の管理を徹底する。

３　損失の危機の管理に関する規程その他の体制（法人法施行規則第14条第2号関連）
　協会を取り巻く危険やリスクがもたらす損失を予防するとともに、実際に損失が発生した場合に迅速かつ的確に対
処するため、以下の取組を行う。
(１) 「リスク管理規程」等の業務規程に基づき、協会の業務に関する様々なリスクを未然に防止するとともに、実際

に損失が発生した場合には、直ちに理事会及び理事長に情報が伝わる仕組みを構築し、損失の最小化に努める。
(２) 協会の財産の損失を防ぐために、協会財産の管理・運用に係る基準等を定める。

４　理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（法人法施行規則第14条第3号関連）
　理事の職務執行が効率的に行われるため、以下の取組を行う。
(１) 各事業年度のはじめまでに事業計画及び収支予算を定め、限られた経営資源を効率的に活用する。
(２) 定例理事会を月1回開催する。
(３) 業務運営を円滑に行うため、理事長、常務理事、常任理事、協会の職員等で組織する経営会議及び業務執行会議

を定期的に開催し、理事長若しくは常務理事又は常任理事の職務執行を効率的に行うための審議を行う。
(４) 「経理規程」、「決裁規則」等の業務規程により、理事及び職員等の職務執行が円滑に行われるよう、その基準

を明確に定める。
５　監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の理事

からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監事の指示の実効性の確保に関する事項（法人法施行規則第14条
第5号から第7号まで関連）
(１) 監事からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められたときは、速やかに監事補助人を配置するものとす

る。この場合において、監事に人選に関する意見があるときは、その意見を尊重するよう努めるものとする。
(２) 監事補助人は、監事（当該監事補助人が補助すべき監事に限る。（３）から（５）までにおいて同じ。）の指示

に従いその職務を遂行する。



(３) 理事及び職員等は、監事補助人が監事の指示に従って行う調査に対し、誠実に協力するものとする。
(４) 監事補助人は、その職務について監事以外の者の指揮命令を受けないものとする。
(５) 監事補助人の考課及び異動について監事に意見があるときは、その意見を尊重するよう努めるものとする。

６　理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制（報告をした者が不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制を含む。）（法人法施行規則第14条第8号及び第9号関連）
(１) 理事及び職員等が次の事項を発見したときに遅滞なく監事に報告をするための連絡体制を確立し、それを理事及

び職員等に周知徹底する。
①　法令、社会規範又は協会の規程等に違反する事項又は違反するおそれがある事項
②　協会の社会的信頼又は事業運営の公平・公正を失わせる事項又は失わせるおそれがある事項
③　上記①及び②のほか、協会の業務又は財産に損害を及ぼすおそれがある事項

(２) 上記（１）の報告をした理事又は職員等に対して当該報告をしたことを理由に不利な取扱いをしてはならないも
のとし、その旨を理事及び職員等に周知徹底する。

(３) 理事会は、監事から上記（２）に反する取扱いがされた疑いがある旨の報告（法人法第100条に規定する報告）
を受けたときは、事実関係の究明を図り、その結果に応じて所要の措置を講ずるものとする。

７　監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関する事項（法人法施行規則第14条第10号関連）
　法人法第106条の規定による費用の前払又は償還の請求その他の請求の手続については、監事の意見を聴取した上
で定めるものとする。

８　監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制（法人法施行規則第14条第11号関連）
　監事の監査が実効的に行われるため、以下の取組を行う。
(１) 監事の求めに応じて、理事長、常務理事、常任理事、会計監査人等は、定期的及び随時、監事と意見交換を実施

する。
(２) 監事は、経営会議、業務執行会議その他の重要な会議に出席できるものとする。
(３) 監事は、職務執行の状況及び内部統制の実施状況を監査するために、理事及び職員等に対して、いつでも報告を

求めることができる。報告を求められた理事及び職員等は、当該事項について速やかに報告を行う。

以上




