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ほおっておけない 未就職問題

公認会計士試験合格者の

未就職問題の本質
公認会計士試験は国家試験である。それ

2,000人から3,000人の公認会計士試験合

職活動を行っている人数は表2に示されてい

格者が見込まれ、平成19年度では2,695名、 求人も進まず、試験合格者に対する実務経験

るが、30歳未満の者が全体の未就職者の65

20年度では3,024名の新試験による大量合

ても就職できていない実態が明確に示され

難関の国家試験である。その国家試験を合

ている。

格しても就職ができない。
これは単なる未就

どうしてこのような事態が引き起こされた

職の問題ではない。公認会計士の資格を得

のであろうか。公認会計士試験は平成18年

るためには国家試験に合格し、かつ3年間の

度から新しい試験制度に移行した。新試験制

実務補習及び実務経験を経て初めて公認会

度を適用するにあたって、複雑化・多様化・国

計士の資格を授与される。公認会計士試験

際化しているわが国の経済環境の下、公認

合格者の未就職ということは、実務経験を得

会計士は量的に拡大するとともに、質的向上

る場がない、
すなわち国家試験である公認会

も求められている監査業務の担い手として、

計士試験に合格しても公認会計士の資格を

また、拡大・多様化している監査証明業務以

付与されないということである。

外の担い手として、更には企業などにおける

しかし、
これらの大量合格者に対する需要

求職者登録し求職活動中の試験合格者分析（合格年度別）
表１

試験合格年度別 求職活動者数
合格年

合格者数

表2
求職活動中

2012年4月9日
現在

求職活動中者 年齢別人数

（％）

年齢

人数

平成23年度（2011年）

1,447

539

37.25 ％

20歳以上 25歳未満

313

平成22年度（2010年）

1,923

238

12.40 ％

25歳以上 30歳未満

408

平成21年度（2009年）

1,916

115

6.00 ％

30歳以上 35歳未満

236

平成20年度（2008年）

3,024

92

3.04 ％

35歳以上 40歳未満

96

2,695

73

2.71 ％

40歳以上

47

日本公認会計士協会のデータ
（表1）によ

専門的実務の担い手として、重要な役割を担

平成19年度（2007年）

れば、現在公認会計士試験合格者で未就職

うことが求められていると認識された。
そして

平成18年度（2006年）以前

者が1,100名に上っている。昨年平成23年度

公認会計士の規模は平成30年頃までに5万

合計

の試験合格者で求職活動中の者は、合格者

人とすることが提唱された。
これにより、年間

日本公認会計士協会の取り組み

の場は充分提供されていない。
これがまさに
未就職者問題の元凶であると思われる。

％以上の721人にも上り、たとえ年齢が若く 格者が輩出された。

も日本の国家試験の中でも合格が難関中の

1

は当時の予測以上に芳しくなく、一般企業の

の約40％の539名もいる。
また、年齢別の求

43

1,100

1,100

日本公認会計士協会は、
この未就職者問題に対し数年前から積極的に取り組んでいる。
現在、
日本公認会計士協会が取り組んでいる施策は次のとおりである。

職者へは、協会ウェブサイト、
キャリアナビからのリンクで紹介。
公認会計士試験合格者の求人数増加のための会員事務所、【2】実務補習生の就職状況のリサーチ
会計教育研修機構の協力を得て、実務補習生の就職状況
事業会社、非営利法人等向けの説明会の企画及び実施
を定期的に確認するルール、
システムを検討し、早急に実施 【2】受験生を対象とした協会主催の説明会の開催

【1】上場会社等向け採用依頼の説明会開催
（東京7月2日開催予定）
昨年と同様に金融庁と共催で開催する予定である。昨年と

する。

4

活動領域、業務補助機会の拡大に向けた検討

の相違は、政令、内閣府令の改訂の件、協会の組織内会計士 【1】政令、内閣府令改訂の周知
ネットワークの紹介等、実務従事の規制の見直しや協会のバ

受験生を対象として、９月頃を目処として合格発表後の採
用活動等の流れを説明、上場会社監査事務所の一覧の配
布、
そのうち今年の採用予定の事務所を紹介する
（東京、近畿
及び東海で実施を企画する）。会員事務所、事業所からの直

本年4月から施行される、公認会計士法施行令、業務補助 接の採用についての説明は想定していない。

ックアップ体制の整備等、試験合格者採用を巡る環境の変化 等に関する規則での実務従事の要件の変更について、協会ウ
キャリアナビへの掲載、
ニュースレターでのお知ら 【3】上場会社監査事務所等への質問
を説明する。なお、説明会は、東京以外に大阪及び名古屋で ェブサイト、
開催する予定。

せ、キャリアナビ登録者(求職者)への個別通知を行う等して、
周知の徹底を図る。

上場会社監査事務所名簿に登録している事務所又は中小
監査事務所連絡協議会のメンバー事務所に対して質問書を
送り、
これまでの試験合格者の採用の有無、今年の採用予定

【2】東京会の地区会、県会で総会等への無料招待

キャリアナビ（Career Navi）に求職登録中（実務経験を必 【2】学校法人、
公益法人、
地方公共団体向けPRパンフレットの作成 等について質問をする。
要としている）の準会員を対象とし、地区会、県会の総会等に

学校法人、公益法人、地方公共団体向けの試験合格者採

招待し、地元会員との面識を持てるようにすることで、求職者 用の案内パンフレットを企画し、具体的配布方法、説明会等 【4】新人特別研修会
には業界への認識を高めてもらい、会員の側にも採用、斡旋 の開催をどうするかを検討する。
を意識していただく。

2

業務補助支援制度の拡充

【1】
ニュースレターに同封して試験合格者の採用を別紙で案内

5

その他

【1】人材紹介事業会社との提携

未就職、又は中小事務所に勤務する試験合格者等を対象
として毎年２月から３月にかけて開催している新人特別研修
会については、
これまでの開催の方法を見直し、夜間又は土
日開催として行うことで、一般事業会社に勤務する試験合格

人材紹介事業会社を利用して、求人企業への紹介を行う。求 者も参加しやすくするなどの検討を行う。

①会員事務所での非常勤で監査業務の補助者としての採用
を依頼
②求人会社のご紹介のお願い

最後に

③キャリアナビの活用
④上場会社向け採用依頼の説明会のお知らせ
【2】組織内会計士ネットワークとの連携
ネットワークのメンバーの会社に個別に採用のお願いをし
ていく。

3

冒頭でも述べたとおり、公認会計士試験は国家試験である。その国家試験、それも難関である公
認会計士試験に合格しても就職ができず、結果として公認会計士の資格を得ることができない深刻
な事態がある。試験合格者は当然のことながら優秀な人材だ。その優秀な人材を日本の経済社会の
中で有効活用ができないということは、我が国において資源の有効配分がなされていないというこ
とであり、まさに社会的損失である。国家試験である公認会計士試験を合格しても実務経験を得る

JICPA キャリアナビの充実と更なる活用

【1】ニュースレターに同封して試験合格者の採用を別紙で案内
（ 2．
【1】
と同様 ）

場がなく、公認会計士の資格を付与されないということは、制度上の欠陥である。的確な是正を行っ
ていくことが強く求められている。

活 動 報 告

「石原のぶてる を囲む公認会計士の会」
設立総会を開催
4月6日、東京新宿の新宿

平成24年４月６日

革・規制改革担当大臣、国土

いた頃は、独立行政法人の

プリンスホテル にお いて、 交通大臣等を歴任し、現在、 会計について、日本公認会
「石原のぶてる を囲む公認
会計士の会」の設立総会並
びに懇親会が開催され、議

自民党の幹事長に就任して 計士協会の会員と一緒に石
いる。

原議員が勉強していたこと

設立総会では、本会設立 を紹介された。

員の地元、杉並区（東京８

の趣旨説明、議員の経歴紹

区）の公認会計士を中心に

介、規約並びに役員選出の

44名が出席した。

承認と続き、次いで、石原議

石原議員は、慶應義塾大
学卒業後、日本テレビに入

その中で、平成10年の金

社、政治部記者を経て、平成

融国会当時は金融機関の決

２年実施の衆議院議員選

算書について、
また、行政改

挙で初当選、以後７期当選

革・規制改革担当大臣及び

している。
これまで、行政改

「石原のぶてる を囲む公認会計士の会」役員

員からの国政報告があった。

（会

長 ） 丹羽 宏己

（ 副 会 長 ） 岩崎 英司 梅澤 隆 七松 優
（ 幹 事 長 ） 柳澤 義一

国土交通大臣等に就任して

（幹

事 ） 岩倉 永一 土田 惠一 中村 香子 町田 幸蔵 丸山 文雄 吉村 智明

（顧

問 ） 勝島 敏明 茂木

「自民党 公認会計士制度振興議員連盟 総会」
を開催
4 月 12 日、自民党本部

連盟会長の挨拶に続いて、

において、「自民党 公認会

公認会計士制度及び監査

計士制度振興議員連盟 総

制度上の課題事項につい

会」が開催され、議員 18 名

て、政治連盟側から説明を

の出席があった。

行い、その後、出席議員と

総会では、衛藤征士郎議
員連盟会長、山崎彰三政治

の間で意見交換が行われ

信

平成24年4月12日

説明及び意見交換をした事項は次のとおり。
１．コーポレートガバナンス及び監査制度のあり方について
２．税理士法改正について
３．国際財務報告基準(Ｉ
ＦＲＳ)の日本における適用について
４．公会計制度（地方自治法改正を含む）のあり方について
５．公認会計士試験合格者の未就職問題について

た。

出席された議員
衛藤 征士郎 ( 会長 )

伊吹 文明 ( 会長代行副会長 )

甘 利 明 ( 副会長 )

塩崎 恭久 ( 副会長 )

林 芳 正 ( 副会長 )

中川 雅治 ( 幹事長 )

片山 さつき ( 副幹事長 )

吉野 正芳 ( 事務局長 )

若林 健太 ( 事務局次長 )
秋葉 賢也

井上 信治

今村 雅弘

後藤田 正純 柴山 昌彦

望月 義男

古川 俊治

「議員を囲む公認会計士の会」の設立状況について
№

議

員

名

1

衛藤

征士郎

2

竹谷

3

高村 正彦
西田 昌司
各衆参議員

平成24年４月19日 現在

会 の 名 称

主

な

役

員

衆・参 / 選挙区

( 当選回数 )

無所属

衆議院 / 九州ブロック

(9)

公認会計士 豊水会

1981.09.07

黒田 克司

とし子

公明党

参議院 / 東京都選挙区

(1)

竹谷とし子ＣＰＡ応援隊

2010.06.01

神山 敏夫

鷲尾

英一郎

民主党

衆議院 / 新潟２区

(2)

わしお英一郎東京応援団

2010.08.−

増田 宏一

4

浅尾

慶一郎

みんなの党

浅尾慶一郎を囲む公認会計士の会

2011.09.01

金井 沢治

波多 康治

5

後藤田 正 純

自民党

衆議院 / 徳島３区

(4)

後藤田正純を囲む東京公認会計士の会

2011.11.16

中尾

健

古賀 崇宏

6

甘利

自民党

衆議院 / 南関東ブロック

(9)

公認会計士による甘利明後援会

2011.11.28

須田

均

7

棚橋

泰文

自民党

衆議院 / 岐阜２区

(5)

公認会計士による棚橋泰文議員を囲む会

2011.12.17

8

古川

俊治

自民党

参議院 / 埼玉県選挙区

(1)

公認会計士による古川俊治後援会

2012.01.31

荒井 伸夫

9

中西

健治

みんなの党

参議院 / 神奈川県選挙区

(1)

中西けんじを囲む公認会計士の会

2012.03.21

中川 隆之

高野 伊久男

北方 宏樹

10

井上

信治

自民党

衆議院 / 東京 25 区

(3)

井上信治を囲む公認会計士の会

2012.03.30

原島 正之

石井 賢郎

松永 勇

11

石原

伸晃

自民党

衆議院 / 東京８区

(7)

石原のぶてるを囲む公認会計士の会

2012.04.06

丹羽 宏己

明

政

党

衆議院 / 南関東ブロック

(1)・( 参 2)

設立日

会

長

幹事長

副会長

（隊長）

柳澤 義一

木下 俊男
( 世話人 )

福井 眞一
土屋 文実男

岩崎 英司
七松 優

梅澤

( 事務局長 )

隆

柳澤 義一

(注)「わしお英一郎東京応援団」
については、
公認会計士以外も含まれている。

行われ、17年ぶりに社会党の大統領が誕

と発言し、核大国フランスは原発を維持す

手が「広島原爆の後遺症は原爆を受けた

生した。
オランド氏は「フランス国民は変革

べきという姿勢を強調した。

人たちだけではない、その子供、孫、曾孫ま

を選択した」
と勝利を宣言した。

とんでもない発言だ。原発の必要性と危

で及んでいる。広島は終わっていない」
と

今年は世界各国で、大統領や首相の選

この選挙の中でサルコジ氏とオランド氏

挙が相次いで行われている。いわゆる国の

によるテレビ討論が行われたが、サルコジ

リーダーを選ぶ選挙の年だ。

氏は福島原発の事故原因について「津波

放射能汚染を受けた被災者が、
その人たち

されていない。原発の問題は津波が原因か

が原因で原発そのものに問題があるわけ

の子供たちが苦しんでいるという現実があ

どうかではなく、将来も含めた安全性の確

ではない。
ライン川では津波は起きない」

る。先日乗った広島出身のタクシーの運転

保である。

フランスもそのひとつ。現職のサルコジ
氏と社会党のオランド氏による決選投票が

険性は慎重に議論されなければならない。

言っていた。
これが現実だ。原発の危険性

チェルノブイリ原発事故から26年、今でも

については何も解明されていないし、解決

