
森　７月に協会の会長に就任されて半年
以上が経ちました。まず手塚会長の方針
をお聞かせいただけますか。
手塚　協会でやるべきことはもうすでに出
されていますので、私はそれをいかに実
行するかに注力しようと思いました。法改
正を伴うものとしては試験制度や監査法人
制度の問題などありますが、私の任期中
にどこまでできるか計画を立てて進めてい
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日本の上場企業の決算発表が集中する4月、5月。コロナ感染の収束が見通せず、資本市場が
揺れています。日本公認会計士協会のトップはこの事態をどう乗り切るのか。昨年7月に就任さ
れた手塚正彦協会会長にお話を伺いました。

［日本公認会計士協会のありたい姿］
会員からも社会からも信頼され、経済の健全な発展と
幸福な社会の実現に最も貢献するプロフェッショナル団体
［価値観］
● ステークホルダーからの信頼を第一とする
● 先見性・戦略性・創造性を尊重する
● ステークホルダーとの建設的な議論と協働を心がける
● 助け合いと協力を尊重し、オープンで生産性の高い会務運営を心がける

インタビュアー：森公高政治連盟会長＊インタビューは4月6日に行いました。

手塚協会会長の方針
こうと思っています。
　まず共に動いてもらう協会の役員、事
務局の求心力を高めようと思い、ありたい
姿を定義しました。これは森さんが作られ
た「Engage in the Public Interest」から
紐解いたものです。そして、そこに向かう
上で共有すべき価値観を定めました。
森　いまは日本だけでなくグローバルに技
術革新や社会構造問題があり、民主主
義、資本主義は残るのかといったイデオロ
ギー論も進んでいます。そうした中で公認

会計士の価値観をしっかり捉えて前進して
いくことは、とてもいいと思います。

森　新型コロナウイルスの問題で、資本
市場がとても難しい状況に陥っています。
これは国としても協会としても初めてのこと
です。東日本大震災や熊本の震災で、
市場関係者が集まって検討したことはあり
ますが、結果的に資本市場が混乱するこ
とはありませんでした。しかし、今回は大

きな影響が出てくると思います。会長とし
ての現状認識を教えてください。
手塚　人とモノの動きが止まってしまうこと
の経済に与える影響、国民生活に与える
影響の大きさを実感していて、この状況で
何をすべきか本当に悩んでいます。
　ただ一つ言えることは、どういう事態で
あっても、企業の情報開示は、投資家や
その他のステークホルダーにとって極めて
重要であることに変わりはなく、こういう状
況だからこそ信頼性、透明性を持って発

信しなければならないということです。先
週、金融庁が音頭を取って「新型コロナウ
イルス感染症の影響を踏まえた企業決算・
監査等への対応に係る連絡協議会（以
下、連絡協議会）」が発足し、経済産業
省、法務省、東京証券取引所、経団連、
全銀協、企業会計基準委員会、日本公
認会計士協会でこのことを共有しました。
森　監査を行う公認会計士の役割は極め
て重要ですね。
手塚　重要です。しかしその職責を果た
すのはものすごく大変で、今までの枠組
みを踏襲していては判断ができず、結論
が出せないと思います。将来のビジネス環
境を予想することが難しいこうした危機の
状況において、見積りやゴーイングコンサ
ーンにどう対応するべきかが試されている
ように感じます。
　本当の意味で解決をもたらす解はありま
せんが、市場関係者が全員で市場の健
全性を守ろうとしていますので、わが業界
もどこに出しても恥ずかしくない監査判断
をくだせれば、会社に対しても資本市場に

対しても監査人としての役割が果たせると
思います。

森　我々がやらなければいけないことは、
まず第一に会員が感染しないこと、感染
源にならないことだと思います。会員が感
染して監査ができないとなると、経済社会
のインフラ機能が失われてしまいます。実
際、監査現場では、監査チームが機能し
なくなるリスク管理として、会社に訪問す
るチーム、監査法人に残るチーム、テレワ
ークするチームに分けて監査を実施してい
るそうです。
手塚　監査法人が最大限の努力をしてい
るのは知っています。でも本当の意味で
大変になるのはこれからです。
　今日は4月6日ですが、いま行っている
監査は2月決算の上場会社で、約300社
です。ところが3月決算の会社は、2千数
百社あって、その連結子会社を含む会社
法の監査対象会社は4,200社あります。
合わせて7,000社近くの本決算の監査を、
通常は5月中に終わらせますが、いまの状
況では不可能だとみんな感じています。
平時でも4月中旬～5月中旬の繁忙期は、
監査人は何社も掛け持ちして、1日走り回
っているわけで、それをリモート環境など
効率の悪い中でやるのはもう無理だとみん
なわかっているのです。
森　会社も大変ですよね。完全リモートで
決算業務ができるのは大企業の親会社ぐ
らいで、ほとんどの企業は厳しい。決算
短信が遅れるという報道がいくつか出てき
ていますが、会社の決算が遅れると全て

が後ろにずれていきますから、ますます監
査の時間が少なくなります。
手塚　それで無理して、企業も監査法人
も会社に出て感染が広がると、本当に決
算ができなくなってしまいます。実際、企
業側で決算部署に感染者が出たという話
も出ていますから、この状況に対応するた
めに、国としての対応を立法府でしていた
だきたいと思っているのです。
森　決算のスケジュールをもっと取るという
ことですね。
手塚　はい。定時株主総会は、議決権・
配当基準日との関係で、期末日から3か月
以内に開催することが事実上求められて
います。3月決算の会社であれば、6月末
までに株主総会を開かなければいけませ
んから、そのために監査は5月中に終わら
せなくてはならない。ですから、株主総会
を最低でも1ヶ月、余裕を持って２ヶ月先に
していただけると、企業も我 も々安心して
ゴールデンウイーク明けまで家にいることが
できます。
森　リーマンショックや東日本大震災、熊
本の地震のときは、企業と監査法人が頑
張って間に合わせましたが、今回は海外

が入っていますから、頑張ってできるもの
ではないですね。企業や監査法人の頑張
りに任せるのではなく、国全体として方向
性を示していくことが必要だと思います。
株主総会の対応について、立法府の理
解を得るようしっかりと活動していきます。

手塚　ぜひお願いします。このタイミング
でもう一つ、議員の先生方にご理解いた
だきたいのは、情報開示に関する法律
が、法務省管轄の「会社法」と金融庁管
轄の「金融商品取引法」の二つの規制が
あることによって非効率が発生していること
です。コロナ 危機を乗り越えた後にこの
非効率を残しておくと、危機時にまた対応
できなくなりますので、情報開示に関する
法律の一体化、一元化の議論を進めて
いただきたいのです。
森　ある意味、問題提起のチャンスです
ね。全国民の共感が得られるよう、いま
の日本にもっとも適した開示制度を提案し
ていきましょう。

非常に難しい監査の状況
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※インタビュー後の4月15日、連絡協議会より株主総
　会の対応について発表がありました。

株主総会を遅らせる措置を

国会議員にお願いしたいこと



2019年11月23日

　「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」
第２回通常総会がホテルボストンプラザ草
津びわ湖にて開催された。総勢14名の公
認会計士が参加した。
　総会は木田稔囲む会会長により議事が
進行され、活動報告、収支報告及び役員
案及び顧問委嘱案が承認された。その
後、田中正志囲む会新会長により次期活

動計画が説明され、承認された。次にうえ
の議員より、新興企業向け市場の上場基
準について最近の諸事情を中心に国政報
告をいただいた。
　懇親会は、うえの議員が各テーブルを
回られ活発な意見交換が行われた。賑や
かな懇談となり内海靖新囲む会副会長の
挨拶で盛況裡に閉会した。

　緊急事態宣言下における決算・監査、
定時株主総会等について議論するため、
公認会計士制度振興国会議員連盟役員
会が4月23日の13時より衆議院第一議員
会館会議室にて開催された。衛藤征士郎
会長をはじめ、伊吹文明会長代行、吉野
正芳事務局長など多数の議員連盟役員が
出席した。
　日本公認会計士政治連盟からは森公高

会長、手塚正彦特別顧問（協会会長）、
加藤達也幹事長（協会副会長）、佐藤久
史副幹事長（協会専務理事）が出席し、
関係省庁として、金融庁、法務省、経済
産業省の担当官が出席した。
　およそ2時間にわたる議論のうえ、衛藤
会長が、「特に定時株主総会の日程に関
し、企業の行動変容を後押しする政府の
強いメッセージを求める」と締めくくった。

「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」
第2回通常総会を開催

自民党「公認会計士制度振興国会議員連盟役員会」開催

京滋地方会

　「武村展英を囲む公認会計士の会」第5
回通常総会がホテルボストンプラザ草津び
わ湖にて開催され、16名の公認会計士が
参加した。
　通常総会では、木田稔囲む会会長によ
る開会挨拶の後、加藤達也政連幹事長・
茂木哲也常任理事総務局局長が紹介さ
れた。その後、活動報告、収支報告、役
員案及び顧問委嘱案が承認され、次期

活動計画も承認された。武村議員からは
国政報告をいただいた。
　懇親会は、田中正志囲む会新会長の
挨拶の後、京滋地方会堀村不器雄会長
の乾杯の発声によりスタート。武村議員が
各テーブルを回られ賑やかな懇談となり、
内海靖囲む会副会長の閉会の挨拶で盛
況裡に閉会した。

「武村展英を囲む公認会計士の会」
第5回通常総会を開催

2020年4月23日

武村展英 衆議院議員うえの賢一郎 衆議院議員

お知らせ：  政連ニュースの来月号は休刊とさせていただきます。再来月号以降は、コロナの影響で休刊となる可能性がございます。

2019年11月30日京滋地方会

投資家の市場に対する信頼について
武村議員　昨年１年間で不適切会計を開
示した上場企業は七十社あり、近年増加
傾向にある。財務報告の信頼性を担保す
る監査の重要性が増しているが、監査に
は時間とコストの制約や公的な捜査権を持
たないなど固有の限界があり、すべての
虚偽記載を見つけることはできない。監査
の目的は絶対的な保証を行うことではな
く、ここに、社会から要請される期待（絶
対的な保証）とのギャップが生じている。
　日本公認会計士協会はこの20年間、で
きる限り不正を発見するという姿勢を強化
してきたが、期待ギャップを埋めるために
は、監査の目的や監査が有する限界をし
っかりと投資家に知らせていくことが必要
だ。そして監査人はこれからも不正をでき

るだけ発見するための研鑽を積む。この
二つがあってはじめて市場から安心して投
資をしてもらう環境が整うと考えている。

経営者の責任について
武村議員　監査基準では、財務諸表を
作成する経営者の責任と、財務諸表の適
正表示に関して意見を表明する監査人の
責任の区別を「二重責任の原則」として明
示している。その中では、正しい財務諸
表報告をする責任は、一義的には経営者
自身にあることをまず強調しておきたい。
　監査人が負う責任はガバナンス全体の
中で考えていくべきである。取締役会、監
査役、監査人それぞれが責任を果たすこ
とでガバナンスが機能することとなる。監査
は内部統制を前提に行うので、内部統制
を無効化する行為、担当者同士の共謀、
経営者自身の不正については、内部統制
では未然に発見、防止することはできない。
経営者不正を未然に防止するためには、
ガバナンスの強化とともに経営者に対して
厳しい制裁が必要だと考えている。

　また監査を行う過程で、うその資料を監
査人に提示された場合は、不正を見抜く
ことが困難になる。監査プロセスの中で、
監査人に対しうそを言ったり、重要な事実
を隠した場合にも制裁を行うことで監査の
実効性を高めることができる。こうした制
裁についても、ぜひとも検討を続けていた
だきたい。

ファームローテーションについて　
武村議員　ファームローテーションは独立
性や監査に新しい視点を入れるという観点
から議論されてきたが、一方で長く会社に
関わり深い知見を有していなければ深い監
査はできないということがある。
　今回、日本公認会計士協会が導入する
チームメンバーローテーションは、パートナ
ー以外のチームメンバーもローテーションを
行うもので、新たな視点と、会社の知見を
チームに蓄積するという二つの目的を同時
に達成するものである。これは日本型ロー
テーションとして、世界の手本になる素晴
らしい制度だと考えている。

活 動 報 告

国会で公認会計士業界の課題が
議論される
衆議院予算委員会第一分科会が2月25日に開催され、公認会計士国会議員で
ある武村展英議員が公認会計士業界の課題を取り上げられた。ダイジェストで
お伝えします。

武村展英 衆議院議員

会費納入にあたりましては、5月上旬に送付しました「払込取扱票（コンビニ利用可）」をご利用くださ
い。（あずさ、あらた、仰星、三優、新日本、太陽、トーマツ、東陽、みのり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。）払込取扱票をご希望の方はお問合わせください。

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

【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

公認会計士12,000円 準会員1,200円政治連盟会費（年額）

なお、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。


