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関根愛子会長に訊く！

監査の充実強化
に向けた施策
日本公認会計士協会は、公認会計士監査の充実強化に向けた施策を
実施し、監査の信頼性確保に全力を挙げて取り組んでいます。今回は、
日本公認会計士協会会長

関根愛子日本公認会計士協会会長に協会を取り巻く諸問題についてお

監査法人のガバナンス・コード

監査法人のガバナンス・コード

林

政治連盟広報局長

関根 愛子

話しいただきました。
インタビュアーは林敬子政治連盟広報局長です。

林 敬子

公認会計士により組織され、相互監視を前

みに対する内外の評価を活用することが考

状況を各監査法人が自らの表現によりわかり

提としたパートナー制度を基本としています

えられています。

やすく説明し、積極的に意見交換・対話をす

社会的に大きな影響を与えている会計

が、社員が数百人、構成員が数千人規模ま

例えば、企業のコーポレートガバナンス・コ

不祥事を受け、
昨年3月に金融庁の「会計監

でになっているところがあります。
このような

ードは、最終的な目標が企業価値の向上に

林 監査法人の透明性が高まりますね。

査の在り方に関する懇談会」による提言が

大規模な監査法人では、
マネジメントが規模

あるため、
遵守による効果が株価等に反映さ

関根

公表され、
本年3月末に「監査法人の組織的

の拡大や組織運営の複雑化に対応した上

れ、資本市場からの評価が数字として表れ

の適用に努めると思います。適用しない監査

な運営に関する原則（監査法人のガバナン

で、監査の品質を高める組織風土を醸成す

ます。
これに対して、本原則の効果や監査の

法人も、
それぞれの特性を踏まえ、監査品質

ス・コード）」が金融庁から公表されました。

ることが求められます。

品質は外部から客観的に見ることは困難で

の維持向上と実効的な組織運営の実現を

関根

林 ポイントはどこにありますか。

す。そこで監査役等や株主・投資家等が適

図ると思います。本原則を適用しているか否

に作られたものです。監査法人は5人以上の

関根 透明性の確保が重要で、
法人の取組

切に評価できるよう、
監査法人のガバナンスの

かが重要なのではなく、
本原則の公表を踏ま

え、各監査法人が、
それぞれの組織の特徴

関根 当協会では、会社法と金融商品取引

のための環境整備」
も掲げられていました。

ていると聞きます。公認会計士業界は、世界

にあわせたガバナンス向上のためのたゆま

法の規定で要求される開示書類を一元化

関根 株主等との対話・コミュニケーションの

的には女性の割合が多く、
男女半々ぐらいの

ぬ努力を続け、
それを自らの言葉で説明して

すべきと考えています。
これらの開示書類

ためにも、株主総会開催日の集中緩和が必

国も多いようです。国際会計士連盟の会長

いくことが重要と考えています。

は、
目的や背景が異なる制度に基づくもので

要だと考えています。現在でも基準日を変更

は2期続けて女性ですが、
残念ながら日本の

林

すが、2種類の似たような決算書を作成する

することにより、
株主総会を7月以後に開催す

公認会計士の女性比率は2割にも満たず、

も議論されていますね。

ことにより、
非効率や混乱が生じているといっ

ることは制度的に問題はなく、企業の自主的

出産育児等により仕事を離れる方も少なくあ

関根

た問題意識があります。

な判断で対応が可能です。
また法人税法も

りません。他方で、
実際には、
復職もしやすく、

改正されましたので、
対応するための環境は

柔軟な働き方をしている方も数多くいること
があまり知られていません。

本原則は大規模な監査法人を念頭

加えて、監査報告書の透明化について
監査上の主要な事項を監査報告書

ることが求められています。
大規模な監査法人は確実に本原則

に記載し、監査報告書の読み手のニーズに

日本再興戦略2016では「国際的に見て最

あった情報提供を図ることについての議論

も効果的かつ効率的な開示の実現」を求め

整っています。株主総会開催日を分散化し、

がされています。監査の見える化・透明化に

ています。未来投資会議等での議論は、会

集中を排除することが企業と株主の深度あ

より、株主や社会一般の監査に対する理解

社法の事業報告書と金融商品取引法の有

る対話に資するものと思っています。

が進み、
それが監査法人の実施する監査業

価証券報告書の共通化、
合理化など実質的

こうした施策が日本企業の稼ぐ力を取り戻

務の品質の向上にも繋がると思っています。

な一体的開示をする方向です。今年の日本

すことにも繋がると信じており、
株主総会につ

復職支援に取り組んで、いくつかの数値基

開示書類の一元化について

再興戦略にも、加速度的に検討が前進する

いても、
次の再興戦略で記載され、
確実に実

準も設けたいと思っています。

よう踏み込んだ記載がなされることを期待し

施されるように期待しているところです。

林

林 「日本再興戦略2016」で示された情報

ています。

公認会計士の働き方改革

能）
に奪われるという報道も見受けられます

開示に関して、
新しい動きはありますか。

林 「株主総会日程・基準日の合理的な設定

開示書類の一元化について

公認会計士の働き方改革

林

■ ガバナンス・コードが求める大規模監査法人のガバナンス体制
大規模監査法人（社員：数百人、構成員：数千人の規模）

監査法人の原型
（社員5人以上）

社員5

社員2

相互監視
社員4

監視

経営執行機関

社員1

社員3

監査法人の社員は、
出資者 兼
経営者 兼
ガバナンスを担う者

巨大化

選出/
委任

説明

説明責任

ガバナンス機関
選出/
委任

説明責任

社員：数百人
社員の責任・役割は原型と変わらない。社員の中から
→経営執行機関及びガバナンス機関を選出
→経営執行機関及びガバナンス機関は、社員に対して説明責任を負う。

■ 監査法人ガバナンス・コードを適用する監査法人⇒大手監査法人を念頭
■ 想定されている規模感が異なる状況で無理に適用する必要はない。

※コードの適用の有無をもって監査品質
の高低を判断すべきものではない。

働き方改革の議論を踏まえたメッセージ

このような状況を打破するために、公認会
計士のロールモデルや魅力の周知、
ワークラ
イフバランスを考慮した柔軟な働き方支援、

最近、
公認会計士の業務はAI（人工知

がいかがでしょうか。

関根 公認会計士が本来行う業務は、
高度

を社会に向けて出されました。

な判断やコミュニケーションですので、ITや

関根

企業の決算開示の業務、監査業務

AIで代替できる作業等はドンドン替わっても

の双方に相当の負荷が生じています。そこ

らい、本来行うべき専門家としての業務に集

で、
決算開示の業務の進め方が改めて検討

中する必要があると思っています。実は、監

されることを期待し、会長声明を発出しまし

査業務へのITの活用も世界中の監査事務

た。決算業務に関わる多くの関係者の働き

所で進められており、
最先端のデータ分析技

方の改善が、
経済社会の持続的な発展に寄

術を用いて監査を実施しているケースも多

与すると考えています。

く、AIの活用の研究も進んでいます。
これを

林 ワークライフバランスは、働く女性にとっ

さらに進めていく必要があると考えています。

て重要な課題ですが、協会でも女性活躍促

林

進に注力していますね。

会の諸施策を関根会長にお伺いしました。
あ

関根

本日は監査の充実強化に向けての協

最近は「ウーマノミクス」
とも言われ、 りがとうございました。

女性の活躍を今後の成長の柱と位置付け

活 動 報 告
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会長

「野田たけし新春のつどい」に参加

林 俊行

政治連盟南九州地方会

兵庫地方会では税理士法改正問題以来、 西村議員と積極的に意見交換しました。兵庫
活発に政連活動に取り組んできました。国会

地方会では、
今後も地域から国会へ意見発信

平成29年3月25日

熊本ホテルキャッスルにおいて、
衆議院議員 進していこう！」の言葉が印象的だった。
「野田たけし新春のつどい」が盛大に開催さ

今回は、
「 野田たけしを囲む公認会計士の

議員の先生方を賀詞交歓会へお招きしたり、 していけるよう積極的に取り組んでいきます。

れた。多くの関係団体から激励挨拶の後、
自 会」の林田素行会長以下8名が参加、3月31日

個別の勉強会への参加や囲む会の開催等、

民党税制調査会最高顧問の野田毅議員（熊 開催の玉名市の会場（司ロイヤルホテル）
でも

日頃から親密に交流をしています。

本2区、当選15回）が登壇、昨年4月の震災直 1名が参加した。

写真の西村康稔議員は、兵庫県明石市出

後、損壊した自宅を後回しに被災地をくまなく

身で第二次安倍内閣から内閣府副大臣に就

巡り、県や市と連携しながら財務省へ予算折

任されており、現在は自由民主党総裁特別補

衝等で駆け回ったことや、
最近の国際情勢、
国

佐としてご活躍中です。4月14日には日米の情

会情勢、将来を見据えた社会保障制度改革

勢をテーマにした神戸康風会の特別セミナー

への取組みなど幅広くお話しをいただいた。特
西村康稔衆議院議員

が開催され、
地域の先輩会員とともに出席し、

中国地方会近況報告
中国地方会が担当する中国地方5県は、
安

会長

「そのけんを囲む公認会計士の会」

蔵田 修

必ず1回は開催し、参加者も約30人前後と多

倍首相（山口県）
・岸田外務大臣（広島県）
を く、岸田議員にも約2時間、国政報告や会員と
はじめ有力国会議員を多く輩出しています。

野田たけし衆議院議員

に、
「熊本は復旧から復興へ、
そしてさらに前

の意見交換に時間を取っていただいています。

設立総会を開催

政治連盟千葉地方会

平成29年3月21日

「そのけんを囲む公認会計士の会」設立総 祝電も披露された。
会及び懇親会が千葉会事務所にて開催され

司会者からの「ここは守秘義務がきちんと

中国 地 方 会では、国 会 議 員 からのパー

た。そのけん こと薗浦健太郎衆議院議員
（自 守られているので安心してお話しください」
と

が兼務しており、現在、岸田議員（広島1区）、 ティー出席の依頼については、極力対応して

民・千葉5区）
は、平成28年8月より外務副大臣 の要望に応えるべく、薗浦議員の国政報告は

、
竹下議員
（島根2区）
、
林
平口議員
（広島2区）

いるところです。会長だけでは対応できないの

の要職にあり、
国民の命・財産・国益を守るため 素晴らしい内容であり、
想像以上の激務をこな

議員（参議院山口）
の4つの囲む会を発足させ

で、後援会会長や役員が分担して参加してい

に精力的に活動されている。設立総会では、 されていると感じた。佐藤裕紀政連副幹事長

中国地方会の会長は、代々中国会の会長

て活動を行っています。その中で一番活発に

ます。
これからも皆様方のご協力をお願いいた

毛塚邦治会員
（千葉会副会長）
が会長に選任 による乾杯の発声により懇親会が開始され、
薗

活動しているのは岸田文雄後援会です。毎年

します。

され、
塩崎恭久厚生労働大臣からのサプライズ 浦議員を囲んで懇親を深めることができた。

岸田文雄衆議院議員

薗浦健太郎衆議院議員

「井上衆議院議員と親しく語る夕べ」
を開催
政治連盟東京会

「公認会計士による古川俊治後援会」
を開催
政治連盟埼玉地方会

平成29年3月22日

平成29年3月27日

「井上信治を囲む公認会計士の会」
（原島 だいた。東京会会長、三多摩会会長、前会長

さいたま市において「公認会計士による古 古川参議院議員の出席が遅れたが、懇親会

正之会長）では、立川のパレスホテルにおい などの他、
地元の選挙区の会員が出席した。

川俊治後援会」
（坂本隆信会長)の第5回定期 では古川議員はテーブル全てを巡られ、
会員と

て、
「 井上衆議院議員と親しく語る夕べ」を開

井上議員には2時間以上お付き合いをいた

総会及び懇親会が、31名の出席により開催さ の意見交換が熱心に行われた。予定より30分

催した。井上衆議院議員（自民、東京25区）
は だき、話題は国政から国際情勢、我々の業界

れた。定期総会では、事業活動報告及び会計 延長となるほど盛会であり、
この様子は古川議

現在、
自民党の副幹事長、団体総局長、衆議 のことまで幅広く大いに盛り上がった。井上議

報告が行われ役員案と共に承認された。当日 員のフェイスブックにも掲載されていますので

院財務金融委員会の筆頭理事などたくさんの 員とこれほど長時間に亘って話ができる機会

は、参議院本会議での予算案採決と重なり、 是非ご覧ください。

公職にあり、
多忙を極められるなかご出席いた

は滅多にないので、
有意義な集まりであった。

井上信治衆議院議員

「吉野正芳君を励ます会」に参加

平成29年3月23日

都内ホテルにおいて、
「吉野正芳君を励ます らはじめよう。」は、30年かかると言われている
会」が開催され、当政治連盟から多くの役員 福島第一原子力発電所が廃炉になるまで決し
が出席した。吉野正芳衆議院議員（自民、福 て外さないと語っておられた。
また、吉野議員

古川俊治参議院議員

政治連盟会費の納付について
（ご協力のお願い）
−「預金口座自動振替」制度をご利用ください−

島5区）は、東日本大震災復興特別委員会委 は企業会計問題のエキスパートとして、
自民党

日本公認会計士政治連盟は、公認会計士、
日本公認会計士協会準会員をもって構成されており、公認

員長に就任され、ふるさと福島をはじめ、被災 の金融調査会企業会計に係る小委員会委員

会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士制度を確立するために必要な活動を行っております。何

地の迅速な復興事業に全身全霊を傾けて取 長に就任されている。
り組まれている。胸の復興缶バッジ「ふくしまか

卒、
当政治連盟の活動にご理解を賜り、会費の納付にご協力くださいますようお願い申し上げます。
（あずさ、
あらた、新日本、太陽、
トーマツの各監査法人所属の方々には、法人本部を通してお願いしております。）

:: 政治連盟会費（年額）::
公認会計士12,000円

準会員1,200円

納付にあたりましては、
４月下旬に「払込取扱票」をご送付いたしましたので、
よろしくお願いいたします。
また、
会費の納付に便利な

「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）
をご利用ください。
吉野正芳衆議院議員

【お問合せ】日本公認会計士政治連盟事務局 ☎ 03-3515-1155 FAX 03-5226-3354

