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日本のよりよき
発展のための
制度改革を。

手塚正彦×森 公高　

昨年は、15年ぶりに公認会計士法が改正されました。しかしながら、激
動の時代の今、まだまだ課題は山積しています。今こそ、政連の使命で
ある「日本のより良き発展のための制度改革」を改めて心に刻み、政連の
活動を推進してまいります政連会長 前政連会長

手塚　森さんには6年間、政連の会長
としてお世話になりました。コロナ禍で企
業決算や監査が厳しくなったとき、「でき

ることは何でもやろう」と背中を押してい
ただいて、一緒に国会議員の先生方の
ところを回っていただいたことが印象に残
っています。自民党議連は金融庁、経
産省、法務省を呼んで政府としての対
応を話し合ってくださり、翌日には株主総

会後ろ倒しの検討を促す大臣談話が出
されました。そのスピード感に驚き、国を
動かすのは国会議員だと痛感しました。
森 きちんと話ができる方を押さえておく
ことが大事なんですよ。議連には衛藤征
士郎議員、甘利明議員、当時は野田

毅議員、塩崎恭久議員、伊吹文明議
員もいらっしゃって、そうした方 と々普段
からお付き合いをして、いざというときに
話を聞いていただける関係を築いておく
ことが必要ですね。

手塚　今回の公認会計士法改正で
は、法律改正に至るまでのプロセスで学
びがたくさんありました。
森　我々の法改正は金融庁が上げてく
るのですが、金融庁は基本的に厳しくし
たいわけです。ですから、監査法人の
パートナー数を10人にする案や監査法
人ローテーションも盛り込んで行きたい意
図も見えました。法改正の手順である要
綱作成、条文作成、国会審議、このす
べての段階で我々の考えを説明しておか
ないと目指す法改正になっていきません。
手塚 どの段階で、どこに説明にいくべき
なのか、その作法もわかりました。国会
答弁の質疑で法改正の内容が変わって
いくことや、条文には盛り込めないけれ
ど付帯決議で行政府を拘束する方法が
あることなど理解しておかないといけない

ですね。
　今回、金融庁は「上場会社監査事
務所の登録制度を法律に定める」こと
が一番の目的だったようです。IFIAR（監
査監督機関国際フォーラム）の加入条
件などを踏まえて、上場会社監査事務
所の登録管理をしっかりしたいという意
図だったと思います。我々の主張は「協
会の自主規制を活用すべし」ということ
でした。公認会計士・監査審査会の権
限についても改正がありましたが、これ
が、審査会と協会の関係を変えることを
意図するものではないことを明確にする
必要がありました。
　監査品質については、有識者会議な
どで何度も説明しましたが、どうしても懸
念は拭えませんでした。事件が起こって
いるからでもありますが、特に、中小監
査法人に対する「規模が小さいと質も
落ちる」といった誤解も拭えない。監査
品質は、決して、監査人の数だけで決
まるものではないと強く訴えたのですが。
　会計不正が起こると、監査人全体に
対する規制が強化されるのが常ですが、
今回の議論を通じて、経営者の情報開
示に対する規律を強化するための議論
をすべきだと改めて痛感しました。
　たとえば監査がなかったら、どのくらい
の上場企業が粉飾に手を染めるでしょう
か。民事再生法の適用を受けたある上
場会社の社長に「手塚さん、なぜ経営
者が粉飾の誘惑にかられると思います
か？」と問われたことがあります。「それ
は経営者の保身です」とおっしゃった。

至言だなと思いました。経営者が人間
である限り、追い込まれると嘘の説明を
してしまうおそれがある。だから、まず
は経営者の意識づけをしっかりと行う必
要があるのです。
　独立した第三者が確認して保証する
監査という仕組みは、その経営者の意
識に働きかけるものです。つまり監査を
受けることで監査人や資本市場を裏切っ
てはいけないという緊張感と責任感が高
まり、万一辛い状況に陥ってもきちんと
説明責任を果たそうという行動につなが
る。これが監査の意義だと思います。
公認会計士が行う保証業務は、これか
ら、非財務情報の開示も広がっていきま
すから、経営者の説明責任と公認会計
士の保証業務の関係をきちんと伝えてい
きたいと思います。

手塚　これから手がけていく制度改革と
しては、まず資本市場制度改革がありま
す。現在、金融庁で四半期開示とサス
テナビリティ情報開示の議論が進められ
ていますが、サステナビリティ情報開示
を拡充するためには、私はディスクロー
ジャー制度全体を俯瞰した包括的な制
度改革が必要だと思っています。
森　会社法と金融商品取引法の一元化
ですね。これは法務省と金融庁が関係
してきますので非常に難しい。
手塚 日本の企業や資本市場の成長力を
上げて行くためには、必須です。有価

証券報告書の株主総会前開示など難し
い課題はありますが、長期視点に立て
ば、どうするのが良いかは明らかではな
いでしょうか。今後、ご賛同いただける
国会議員の方を増やしていきたいと思っ
ています。
　あと試験制度改革では受験資格と試
験科目の見直しという話があります。監
査法人に所属していない会計士が半数
以上を占める中で、会計士というものの
本質は何かを、しっかり考えて制度改革
をしていかなくてはいけません。これらの
制度改革は協会の茂木会長が引き継い
でくれていますので、政連は後押しして
いきます。

手塚　今回の法改正で、協会の事業と
して会計基礎教育が正式に入りました。

森　協会は小学校、中学校、高校生
向けに「ハロー！会計」を長年、実施して
きました。教材も作ってHPで提供してい
ます。とてもよくできていますよ。ただ会
計は、入力すれば出てくるものだと思わ
れているところがあって、なかなか重要
性が伝わらないですね。
手塚　会計は経済活動をあらわすツー
ルであって、そこには真実であること、
公正であることという社会が共有する倫
理観が含まれています。それゆえに会
計は「説明責任」という経済社会に欠か
せない役割が果たせるわけです。会計
不正は、この社会的な倫理観をないが
しろにするものですから、最も信頼を失
う行為です。こうした会計の役割と性質
を教えて、その上で簿記や分析などの
テクニックを伝えていくということだと思い
ます。実は、ある国会議員の方に「ハロー！

会計」の説明をしたら、「国会議員にも
ぜひ実施してほしい」と言われたことがあ
ります。財政の読み方など、国や自治
体の方向性を決めていく議員の皆さんが
最低限知っておくべき会計の知識がある
でしょう。政治家の方の会計リテラシー
の向上に貢献することも協会の役割だと
思います。
森　各政党でされているとは思います
が、新人国会議員の教育として会計リ
テラシーを取り入れていただくのはとても
いいですね。
手塚  身近なところでは、政治資金収支
や文書通信交通滞在費100 万円の管
理の仕方など、議員の資金管理の在り
方が社会問題になることが多いですね。
素晴らしい政治家の方はたくさんいらっし
ゃるのに、こうした資金管理の問題で、
国民が政治全体を信頼できなくなるの

は、国家的な損失だと思うんです。
　政治家の方の資金管理の透明性を確
保し、国民の政治に対する信頼を向上
させるために、公認会計士業界がどの
ような貢献をできるのか、改めて考える
べき時期に来ているように思います。 
森　政治家の皆さんの「説明責任を応
援する」ということですね。国民の皆さん

から見ても、誰がきちんと説明責任を果
たそうとしているのかわかっていいので
はないでしょうか。
手塚　今の激動の時代を、日本という
国全体で乗り切るために、「日本のよりよ
き発展のための制度改革を」という使命
を改めて心に刻み、山積する課題の解
決に取り組んで参ります。
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いざという時に話ができる
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● 若林健太衆議院議員と意見交換
● 朝日健太郎参議院議員が来会
● 山田美樹衆議院議員が来会
● 公明党日本公認会計士懇話会総会が開催
● 末松義規衆議院議員と意見交換
● 立憲民主党公認会計士制度推進議員連盟総会が開催
● 島村大参議院議員と意見交換
● 自由民主党公認会計士制度振興国会議員連盟総会が
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● 古川元久衆議院議員が来会
● 国民民主党会派公認会計士制度推進議員連盟設立
　 総会が開催
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活 動 報 告

 2022年9月28日

若林健太衆議院議員と意見交換

 2022年10月26日

島村大参議院議員と意見交換
 2022年10月31日

古川元久衆議院議員が来会

公明党日本公認会計士懇話会総会が開催

立憲民主党公認会計士制度推進議員連盟
総会が開催

 2022年10月27日

 2022年11月30日

自由民主党公認会計士制度振興国会議員
連盟総会が開催

国民民主党会派公認会計士制度推進議員
連盟設立総会が開催

 2022年10月4日

朝日健太郎参議院議員
が来会  2022年10月14日

山田美樹衆議院議員が来会

 2022年10月25日

末松義規衆議院議員と意見交換

 2022年10月19日

 2022年10月26日

古川元久 衆議院議員島村 大 参議院議員末松義規 衆議院議員

若林健太 衆議院議員 朝日健太郎 参議院議員 山田美樹 衆議院議員


