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Ⅰ．討議資料の要旨 

 

１．はじめに 

 

  米国でのエンロンやワールドコムの会計不正事件が発生し、その直後、カネボウやライブドアの会

計不正事件が続いて発生したことから、我が国の財務諸表監査制度の見直しが実施された。しかし、

これらの制度改正が大幅にかつ短期間に行われたこともあり、監査現場には多大な負荷をかけること

となった。更に、会計不正が司法の場で問われるケースが増加しており、賠償能力の高い監査法人が

訴訟の対象とされる傾向から、今後、法律専門家の関与が増加することが指摘される。 

 

 そこで、日本公認会計士協会・近畿会では会計不正事件の判決に焦点を当てた調査・研究を行い、

その結果、会計監査専門家と法律専門家の間の思考過程や基本的認識において存在する隔たりを

解決し、もって経済インフラとしての監査制度をより有効に機能させる必要があるとの結論を得た。そこ

で、会計専門家と法律専門家との双方向での意思疎通を図るため大阪弁護士会に上記調査・研究へ

の参加を依頼し、会計・監査論の学者の参加を得て、平成２２年６月２６に「会計不正判決に関するシ

ンポジウム」を開催した。 

 

 このディスカッションペーパーは上記のシンポジウムでの討議内容をまとめたものである。 

  

２．判決事例からみる問題点 

 

  シンポジウムは、先ず、二つの会計不正事件の判決事例を比較しながら、パネラーの公認会計士・

弁護士・学者から自由な発言を求めた。その主なものは次の通りである。 

 

(１)監査の限界について 

   財務諸表監査の目的は時代背景とともに変化しており、現在では重要な虚偽記載(粉飾決算)の

発見も主要な目的とされる。ただ、虚偽記載の行為者が巧妙なスキルを使って、あるいは外部者と

共謀等をすることで監査人の正当な注意義務が及ばない環境下で発生した重要な虚偽表示につ

いては、監査人に過失が無かったとされる可能性がある。 

 

(２)不正の兆候について 

   監査において重要な虚偽記載がある可能性を示す兆候(異常性)が認められる場合、監査人はリ

スク・アプローチに沿って追加的監査手続を取る必要がある。この場合、監査人は自らが実施した

監査手続の内容と実施時期が有効であったことを立証することが強く求められる。 
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(３)専門家の利用について 

   財務諸表監査では必要に応じて各種専門家の知識やスキルを利用することが要求されており、

例えば内部統制が IT(情報技術)に大きく依存している場合、監査人は IT専門家を積極的に利用し

て会計システムの評価を実施する必要がある。 

 

３．今後の課題 

 二つの判決事例検討に引き続き、これらの判決が示唆する今後の課題について討議を行ったが、

その主なものは次の通りである。 

 

(１)監査における重要性判断について 

   監査人が法的責任を問われる場合、当該監査人が「正当な注意」を行使していたかが争点となり、

その「正当な注意」とは平均的な職業的監査人であれば同一条件下で当然に行使すべき注意の水

準と解される。ただ、これらは抽象的な概念であることから、結局は個々にケースバイケースで判断

されることとなり、今後、具体的な会計不正事件に係る監査資料を蓄積・分析していく必要がある。 

 

(２)組織的な監査について 

   公認会計士は財務諸表監査証明業務が国家資格として独占的に認められていることから、監査

証明意見の品質が合理的に保証される仕組みが求められる。このため監査の計画から意見形成に

至るまで、監査に関与しない公認会計士により監査品質を管理することが「監査基準」で要求されて

いる。よって、今後、組織的監査が実施されたかどうかについて、監査法人の事務所としての品質

管理責任が法的にも問われることになる。 

 

(３)行政処分の影響について 

    行政と司法は異なる制度であり、一般に、行政処分が直接的に当該民事訴訟に影響を与えること

は無いとされる。しかし、実際問題として、行政処分が先行したケースにおいて裁判官の心証形成

に大きな影響を与えることは否定できない。同様に、監査上の規範とされる実務指針を公表する日

本公認会計士協会の処分も司法判断に影響を与えることから、今後、双方の処分内容及び根拠に

ついて十分な事後検証を実施していく必要がある。 

 

(４)課徴金制度の影響について 

  会計不正処理に係る課徴金制度が導入され、公権判断として金融庁が有価証券報告書の虚偽

記載に係る課徴金の支払いに係る「検査報告書」が作成されるが、近時、民事訴訟の証拠資料とし

て当該報告書の提出を命じる事例が発生している。上記(３)の行政処分と同様に、今後、行政処罰

についてもその動向を注視していく必要がある。 

 

 

－ 2 －



(５)第三者(調査)委員会の位置づけについて 

   会計不正事件が発生した場合、弁護士・会計士等による第三者委員会の調査報告書が任意に

公表されることが実務慣行として定着しつつあり、当該報告書が単に会計不正の事実関係の調査

に止まらず、一部には監査人等の責任に言及したものが散見される。当該委員会は制度化された

ものでは無いにも拘わらず、その社会的な影響力は否定できないことから、今後、当該委員会の位

置づけ及び調査報告書の適正性について事後検証される必要がある。 

 

（注）第三者委員会については、平成２２年４月１３日に日本公認会計士協会が「上場会社の不正調査に関する公表事

例の分析」を公表し、同年７月１５日に日本弁護士連合会が「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を公

表しており、同年８月に東京証券取引所自主規制法人が公表した「上場管理業務についてー虚偽記載審査の解説

ー」に上記ガイドラインを参照することを求めている。 

 

４．むすび 

  今回のシンポジウムを通じて、我が国での会計監査と司法の二つの分野での学際的な議論が必

要であり、会計不正事件を民間・行政・司法の鳥瞰図的な視点で監査役等の役割りを含め検討される

ことが重要である。米国の例にみるように、今後、我が国においても会計不正事件のケーススタディー

資料の蓄積と分析が求められる。 

 

 

Ⅱ．シンポジウム議事録 

                      総合司会：日本公認会計士協会近畿会 高谷 晋介  氏 

 ○総合司会 

 お待たせいたしました。ただいまから「会計不正事件」判決に関するシンポジウムを開催させていた

だきます。本日の総合司会を務めさせていただきます高谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、まず初めに、開会のご挨拶を日本公認会計士協会近畿会会長小川泰彦会長からお願いした

いと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

１．開会挨拶等 

 

１-１．開会の挨拶 

                       日本公認会計士協会近畿会 会長  小川 泰彦 氏 

 

 皆さん、こんにちは。この６月２１日に就任しまして、まだ１週間も経っていません。新任ほやほやの近

畿会の会長、小川でございます。 本日は土曜日の午後で、しかもお足元が悪いなか、１００人を超え

る多数の先生方にご参加いただき、主催者を代表して、まず御礼を申し上げたいと思います。 また、

今回のセミナー開催について、大阪弁護士会さんにお願いをいたしましたところ、共催をお受けいた
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だいたことに感謝申しあげます。 

 昨今、会計不正に対する裁判の判例が、いくつか出ております。この中身を見ますと、われわれの専

門分野であります「監査基準」だったり、あるいは、公認会計士協会が出している会計監査の実務で遵

守すべき「委員会報告」というものが判決文に相当多数出ています。 

 例えば、監査のリスク・アプローチ、重要な虚偽表示のリスクなどの概念が司法判断されるようになっ

ているようです。 

これにつきまして、われわれ会計監査の専門家が、判決の中で奇異に思えるものがあった場合、そ

れに対して何もものを言わないと、どんどん同種の事例に対応する判例が一人歩きをし、気が付くと会

計監査の専門概念が法律マターになってしまうのではないかと危惧を感じております。 

 当然ながら、そうなりますと、会計不正事件の原告あるいは被告の代理人たる弁護士の方は、今日

議論される判例を参考とされて弁論されることになります。また、裁判官においても、前例に基づいて

判断を下されますので、やはり早い段階で会計監査の専門家として発言をしておく必要があると思い

ます。 

 また、我々会計士にとりましては、監査手続等瑕疵があったときに、会計監査人の善管注意義務違

反ということで会計監査人が全て悪いとされる、言わば「後だしジャンケン」的な損害賠償責任を短絡

的に考えてしまう傾向があります。しかし、監査人として経験することが少ない損害賠償責任を適切に

対処し、これを守り抜くためには、一筋縄ではいかない負け方も学ばなければいけないのではないか

と思っております。 

 いずれにしましても、今回のシンポジウムが会計監査専門家と司法専門家の両者に取りまして有意

義な議論がおこなわれると同時に、皆さん方の業務の参考になることを祈念いたしまして、開会の挨

拶とさせていただきたいと思います。本日は、どうもありがとうございます。 

 

○総合司会 

 小川会長、ご挨拶をありがとうございました。それでは、パネラーの方、お席のほうにお着きいただき、

私のほうからご紹介させていただきたいと思います。 

 向かって左側から、公認会計士の高田篤先生でございます。関西大学教授、松本祥尚先生でござ

います。甲南大学教授、内藤文雄先生でございます。弁護士の森末尚孝先生でございます。同じく弁

護士の山口利昭先生でございます。 後に、本日のパネルディスカッションのコーディネーターを務

めていただきます、公認会計士の佐伯剛さんでございます。 

  それでは、コーディネーターの佐伯さんに、マイクのバトンタッチをしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
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１-２．シンポジウムの構成 

 

               コーディネーター：日本公認会計士協会近畿会  佐伯 剛 氏 

 本日のシンポジウムは、今日お渡ししております資料の目次にそって進行しますので、その内容に

ついて説明をさせていただきます。 

まず「Ⅰ．はじめに」のところで、本日のシンポジウムを開催した経緯と目的が簡単に記載されていま

す。次に「Ⅱ．イントロダクション(基礎解説)」ですが、ここで、山口弁護士に“公認会計士・監査法人に

よる監査証明業務の損害賠償責任”の基礎知識を、公認会計士の方を念頭に解説頂くレジメとなって

おります。次に内藤教授に“監査リスク・アプローチ”について、弁護士の方を念頭に解説頂くレジメと

なっております。続きまして、本日取り上げます二つの会計不正事件判決の「Ⅲ．判決事例の概要説

明」と、その「Ⅳ．判決事例の論点整理」をまとめており、私から説明させて頂きます。 

 それが終わりましたら、いよいよ本日のメインであります登壇者全員によるパネルディスカッションを開

始しますが、その主な項目を「Ⅴ．パネルディスカッション・メモ」として記載しております。 後に、本日

はせっかく弁護士、会計士の専門家が１００人もお集まり頂きましたので、会場からも２～３点の質問を

お受け出来ればと考えております。ただ、本日のシンポジウムの時間が会場の関係もあり３時間に制

限されていますことから、その補足として「Ⅵ．参考資料」を 後に付けてあります。 

 多分、今日は「Ⅵ．参考資料」について殆ど触れる時間が無いと思いますので、ここで簡単に触れさ

せて頂きます。まず、参考資料の「(１)会計不正事件の関係者一覧表」では、会計不正が事件化した

場合に、原告・被告だけでなく、行政分野での証券取引等監視委員会(SESC)、金融庁、さらに民間

分野で証券取引所での情報開示で深く係わる第三者(調査)委員会や、さらに平成２１年３月期から上

場会社に導入された内部統制報告書等が相互に影響を与え合う可能性があり、これらを一覧的に示

したものです。 

次に「(２)上場会社 C 社事件判決文(一部抜粋)」ですが、これは我が国経済社会に大きな影響を与

えた山一証券事件の大阪地方裁判所での株主訴訟判決文の一部をそのまま転載しています。当時、

マスコミもこぞって監査法人の監査責任について言及しましたが、 高裁判決まで持ち込まれた結果、

監査人に過失がなかったとされたものです。 

続いて、「(３)－１．公認会計士の懲戒処分」、「(３)－２．会員に対する懲戒処分」、「(３)－３．日本公

認会計士協会・資料」は、いずれもある某上場電気メーカーの会計不正事件に関する、金融庁と日本

公認会計士協会の監査人に対する処分資料です。司法判決に行政処分が何らかの影響を与える可

能性について議論できればと思い添付しております。 後に、「(３)－４．６０００人アンケート結果報告

書(一部抜粋)」は、本日のシンポジウムの引き金となった日本公認会計士協会・近畿会が平成２１年２

月に公表したもの一部ですが、公認会計士が司法判決や金融庁処分に対して関心が高いことが示さ

れています。興味があれば目を通して頂ければと思います。 

それでは本日のシンポジウムの基礎知識の講義に移りたいと思います。それぞれ１５分とタイトです

が、先ずは山口弁護士にお願いしたいと思います。 
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２．基礎知識の解説 

 

２-１．監査証明業務の損害賠償責任について 

                           大阪弁護士会  山口 利昭 氏 

 山口利昭と申します。早速、始めさせていただきたいと思います。 

 今日私が申し上げるのは、会計士の方々に、今日の後半のディスカッション等を理解するにあたって

の基礎知識ということで、少し基本的なことをお話させていただきます。 

 私が会計不正問題に非常に興味を持っておりますのは、もう「新会社法」が施行されて４年でありま

すが、会社法を動かすのは会計士の皆さま方が本当に一番近いところにいらっしゃるのではないかな

と思うところからでありまして、もう４年ほど前から、いろいろなところでお話をしてまいりました。 

 例えば 近の事件で言えば、キャッツ事件の 高裁の判決、それから昨日（平成２２年６月２５日）の

ビックカメラの金融庁の審判官の課徴金の審判決定案。昨日の件では違反事実はなかったというよう

な審判が出ましたけれども、あのような 高裁の判決とか、昨日の審判事件の審判は皆、司法出身者

によるものですけれども、会計士の方々が虚偽記載に関与したかどうかということに関して、いろいろな

注目を集めていたのですが、ふたを開けてみれば、結局、司法出身者、たとえば裁判官が普通に判

断できる論点で判決を出してしまう。もしくは、認定してしまうという結果になりました。 

 昨日のビックカメラの課徴金審判事件でもそうです。ビックカメラ社が行った不動産流動化のスキー

ムについて、本来は金融取引であるにもかかわらず、売買取引としてオフバランス化してしまったこと

が、はたして虚偽記載にあたるかどうかということで、審判官が争点をどのように取り扱うのか、非常に

注目していたのですが、そういうことを当時の会長が認識していたかどうかというところの論点だけで切

れてしまったということで、司法はやはり会計の世界、それから監査の世界、こういった公認会計士の

方々の十分な知識、また十分な経験、そういったところのフィールドでは戦いたくない、といった意識が

あったのではないでしょうか。 

 しかし現実には、会計不正事件というのは増えてきているわけでして、刑事も民事も、会計不正問題

が司法の場で問われるケースが増えてきております。そのなかで、今日のお話を少し考えていく上で、

監査証明、若干正確ではありませんが一応ここでは会計監査人と言いますけれども、会計監査人の

方々の監査証明に関する損害賠償責任について、少しだけ 初にお話をしておきます。 

 公認会計士さん、もしくは監査法人さんの職務に関するものですが、プライベートではなくて、職務

に関する責任というと、もう皆さま方のほうがよくご承知のように、まず刑事の責任があります。それから、

民事上の責任。それから、行政上の責任です。行政処分です。それからもう一つは、やはり公認会計

士協会による処分。そういったものが挙げられます。 

そのなかで、おそらく今日、後半でいろいろお話になるのは、民事責任にかかわる問題です。このこ

とについて、ペーパーで１、２枚の短いものですが、資料２ページに図を含めてまとめさせていただき

ました。 

 

〈民事上の責任〉 
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 初、この民事上の責任につきまして、大きく分けると二つございます。「民法上の責任」、「会社法

上の責任」ということで挙げております。後ろに、「金融商品取引法上の責任」と書きましたけれども、こ

れは民法上の責任の一部であるとご理解ください。この「金融商品取引法上の責任」は、まさに財務諸

表監査に関するものです。財務諸表監査をする人たちに対する民法上の責任追及に関わるものの特

別規定というものが、この法律の中で定められていると。そのような関係になっています。 

 戻りまして、「民法上の責任」ですが、原則として会社法監査、それから金融商品取引法上の監査、

いわゆる法定監査で問題となります。ただしそれ以外にも、任意監査でも問題が生じる場合はござい

ます。つまり監査証明業務全般について、この民法上の責任が問われる可能性があるというふうに考

えられます。 

 横に並べている「監査人」と「監査対象会社」といいますのは、これは受任者、委任者と書いておりま

す。これは委任契約の当事者です。いわゆる、監査契約ですね。監査契約上の責任が問われるケー

スが、やはり一番多いのではなかろうかと思います。これは、監査対象会社からの責任追及という場合

です。 

 ここでは委任契約が問題となります。（正確には、準委任契約ですけれども）この委任契約に基づい

て監査業務に従事していたところ、例えば、皆さん方の監査の対象会社が虚偽の記載、粉飾をやった

と。そこに監査人が適正意見を書いてしまったということで「監査見逃し責任」つまり債務不履行責任を

問われることになります。この場合は民法４１５条に基づいて契約責任を問われる、ということです。また、

会社の利害関係者から、監査見逃し責任を問われるという場合は、この図の下の第三者、株主等から

の不法行為責任（民法 709 条）に基づいて、皆さま方の過失が問われる。 

 ちなみに、ナナボシの事件もそうですが、例えば再生債務者管財人から、もう少しちゃんとした監査

をすべきだったと。会計監査人に任務懈怠があったのではないかと。このような責任追及の場合は、こ

の横軸の委任契約に基づく債務不履行責任が根拠となります。この債務不履行責任によって、賠償

責任が問われるというケースも考えられるところです。 

 その他、皆さま方がよくご存じの事件で言えば、ＩＸＩの事件です。私はＩＸＩ事件の監査役３名の代理

人をしてまいりました。ＩＸＩ事件も再生債務者管財人が原告として監査役に対してではありますが、監

査の見逃しに関する債務不履行責任を追及しています。 

  

 それから、ライブドアの投資家訴訟です。ライブドアの監査法人に対してライブドア事件当時の株主

の方々が、監査見逃し責任を追及しています。あれを見逃しというのか、それとも一緒にやっていたと

いうのかわかりませんけれども、責任を問うのは、一般投資家つまり株主です。元株主が会計監査人

の不法行為責任を問うと。こういう事例が見受けられます。 

  

〈会社法上の責任〉 

つぎに、会社法上の責任。これは、会社法上の会計監査人に関する責任が問われる場面です。これ

は、会社法に特別な規定がございまして、会社法の 331 条は、株式会社と会計監査人との関係は、委

任に関する規定に従うということになっておりますので、そこの会社法 423 条１項と紹介しましたけれど
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も、これは任務懈怠による会社法上の会計監査人の責任に関する規定です。ここでは損害賠償責任

が規定されております。 

 これは、会社が会計監査人の責任を追及するケースです。財務諸表監査を行う監査人とは区別して

お考えいただいたほうが結構かと思います。株主が株主代表訴訟というかたちで会計監査人の責任

追及をするケース。こういった場合に、主に使われる規定でございます。 

 それからもう一つは、これは第三者です。会社の利害関係人が会計監査人の責任を追及するという

ケースになりますと、会社法 429 条１項です。これは会計監査人が、直接第三者に何か故意・過失の

ある行動をするというよりは、「監査見逃し」という不注意な行為は会社に対する「任務懈怠」になるの

ですが、そのことで第三者に対する損害賠償責任を問われるという場合です。会計監査人に悪意また

は重過失がある場合には、損害賠償責任が問われることになります。これは第三者が直接、会計監査

人に対して賠償請求できるという規定になっています。 

 この会社法 429 条による虚偽記載の責任ということですが、これについては、立証責任の転換に関

する規定がございます。 

 この「立証責任の転換」というのは、どういうことかといいますと、例えば、本来、民法 709 条による過

失責任が問われるような場合、原告側が、どういうところにミスがあったかということを、主張を組み立て

て、証拠も出していかないといけないわけです。 

 ところが、この立証責任の転換というのは、逆に、監査証明業務を行うにあたり、悪意・重過失、そう

いうものがなかったということを会計監査人さんのほうが証拠を挙げて証明しなければいけないというこ

とで、会計監査人側にとっては、かなり厳しいルールです。かなりというか、弁護士の立場からいうと、

本当に厳しい問題が出てきますけれども、こういった立証責任の転換に関する規定がございます。 

 

〈金融商品取引法上の責任〉 

 後に３番です。金融商品取引法上の責任ということで、これは例として、「流通市場等における民

事責任」と書きましたけれども、当然、発行市場、発行規制のなかでも、これとほぼ同様の民事責任が

規定されております。 

 ここでは流通市場における民事責任だけを、わかりやすく説明させていただきます。これは民法上の

責任の一種です。基本的には、民法 709 条による不法行為に関するものですが、とりわけ財務諸表監

査における規定ということで、公認会計士さん、もしくは監査法人さんの賠償責任に適用される明文規

定です。「有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項が欠け

ているという場合、公認会計士・監査法人は、これに対する意見表明によって、有価証券を取得した

者に対しては損害賠償責任を負う」と。 

 これは会社債権者、または一般株主が原告となって、財務諸表監査人に対して開示責任を追及で

きる、というものであります。 

 この開示規制に関する法的責任は、連帯責任となっています。賠償責任が認められた場合には、会

社の役員さんと会社は一緒に連帯責任を負うということなのですが、ここで明文規定が置かれている

一番のポイントは、次のところの「虚偽証明について、故意、または過失がなかったことを証明すれば
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免責される」ということで、これも法律家の方からすると、少し語弊があるかもしれませんけれども、もし、

重要な虚偽記載が発見された、となりますと、それを監査証明された会計士さんには過失があるという

ことが、あらかじめ推定されるといいますか、そういう状況なので、これは自分には過失がなかったんだ

ということをご自身が証明、つまり主張もして、また証拠も持ってきて、裁判官に私には過失がなかった

のですという、その証明が成功してはじめて、皆さん方は損害賠償責任から免れるということになりま

す。 

 ですから、 近の会計不正に関する責任追及裁判で、監査法人さんが責任追及される場合に、原

告側として一番主張したい部分は、この金商法上の責任追及です。これが一番、監査人の方々にとっ

ては厳しいというか、損害賠償請求が認められやすい根拠になっております。山一事件、ライブドア事

件でも、金商法（証券取引法）上の開示規制違反を根拠として、法的責任が追及されております。。 

 山一については、先ほどご紹介された伊藤先生の本（「命燃やして 山一監査責任を巡る１０年の軌

跡」伊藤醇 東洋出版）の監査法人側が立証に成功されて、 終的に大阪地裁等では（株主を被告と

する裁判では）一切責任はないということになりましたけれども、ライブドア事件等においては、やはり

あっさりと認められる。その原因というのは、まさに、この金商法上の責任規定があるからです。 

 

〈裁判の実務〉 

 後に１点だけお話をいたしますと、現実に裁判実務を担当した者からすると、これはあくまでも理

屈の問題でして、立証責任がこちらにありますよ、こちらにありますよ、ああ、これは大変だねというふう

に、この条文上からは紹介できるのですが、実際に裁判を経験していて思うのは、裁判官も監査責任

訴訟における主張立証の組み立てについては、いまだ十分に認識されていないように思えるのです。

この監査法人が訴えられた事件の立証責任の問題とか、監査役が訴えられている事件で争点をどち

らがつくっていくかとか、裁判官といろいろ話をしていても、あまりやったことがないからわからないので

すよということで、双方の弁護士が裁判官を真ん中にして、少なくとも４、５回はいろいろな話し合いが

あって、そのなかでルールが決められていく。裁判が進められていくルールが、そこで決まっていくと

いうなかで、例えばこの監査人の責任からすると、監査調書があります。この監査調書を誰が出すのか、

文書提出命令は監査調書については、すぐに出るのかどうか。 

 例えば、先ほどの山一の事件などは、原告の株主の代理人の方々は刑事事件の記録から、監査責

任に関する争点形成、つまり「ここにミスがあったのだ」ということに関して絞っていったということですが、

やはり監査調書を原告側が見るにしても、現実的に、全部の監査調書をいきなり出せというわけには

いかないのではないかと思われます。現実問題としては、やはり、その争点をどちらがつくっていくの

か。つまり、会計監査人のここにミスがありましたよということをどちらが出してきて、その有無をどういう

証拠で審理していくのか。実は、こういうことのほうが本当の裁判のなかでは、結構大事なわけです。 

 先ほどの伊藤さんの本の中にも、将来、自分が裁判の被告になるなんて思ってもいなかったけれど

も、たまたまこんな書類をつくってよかったなというくだりが何回か出てきます。実は私もそのとおりだと

思います。やはり普段からきちんと監査調書を取り、何らか証憑を取っておられるとは思うのですが、

では、裁判でどこが争点になって、また、それに対してどういう証拠を裁判官は見たがるのか、欲しが
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るのか。そのへんは、やはり裁判をやってみないとなかなかわからないというところもございます。 

 今日は実務家の方が多いので、もし、皆さま方が本当にそういう裁判等に巻き込まれたら、先ほど申

し上げた条文だけではなくて、やはり、普段、どういう書類をどういう目的でつくっておられるのか。その

あたりの意識をお持ちになることも、本当は結構大事ではなかろうかと思っております。 

 15 分ということなので、これで私のほうからは終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 ○コーディネーター 

ありがとうございました。では続きまして、今度は弁護士さんを対象とした“ 監査リスク・アプローチ”

の基礎知識について、内藤教授よろしくお願いいたします。 
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２-２．監査リスク・アプローチについて 

                   甲南大学経営学部 教授  内藤 文雄 氏 

  ご紹介いただきました内藤でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  リスク・アプローチの問題については、2002 年(平成１４年)に監査基準を改訂するときに審議に携

わって以降、企業会計審議会の監査部会の臨時委員ですので、基準を設定している側から、リスク・

アプローチの考え方を説明させていただきます。 

 「監査リスク・アプローチ」と書いてございますが、まず、リスクとは監査のリスクで、公認会計士が財務

諸表を監査したのち、重要な虚偽の表示を見逃してしまい、その財務諸表は信頼できないという意見

を言うべきところ、信頼できると誤って意見を表明してしまうリスクです。これを「監査リスク」と呼んでい

ます。 

 監査リスク・アプローチ、「アプローチ」と付いているのですが、監査リスクをいかに低く抑えて、監査

意見の品質を確保するか。そのための方法論という意味です。通常は「リスク・アプローチ」と呼んでい

ます。 

 

〈監査基準〉 

 このアプローチは、1991 年(平成３年)にわが国の監査基準において規定されました。報告資料集の

４ページの「監査基準」に書いてある内容ですが、まず、監査基準とは何かについて、企業会計審議

会が作成する監査基準、それから、日本公認会計士協会が作成する具体的な実務指針、これらに、

監査実務の中で慣習として発達しているもののなかから一般に公正妥当と認められるところ、すなわち、

それを「公正な監査慣行」と言うのですが、この３種類をもって、監査基準の体系と読んでいます。 

  次に、リスク・アプローチは、1991 年に監査基準に導入されたわけですが、これは財務諸表監査が

第二次大戦後、アメリカの制度を手本に日本に導入されたという経緯から、1985 年にアメリカの監査基

準がリスク・アプローチに基づいた体系に全面的に改訂されたため、わが国もリスク・アプローチを監

査基準に導入したものです。 

  そもそもアメリカで導入された 1980 年当初、アメリカは大変な不況期にありまして、いろいろ粉飾決

算の事件が多発したわけです。そのなかで、先ほど山口先生からお話がありました賠償請求があり、

いわゆるディープポケットとして、会計事務所、監査事務所から損害賠償を取るんだということで、多く

の裁判事例で公認会計士側が負けました。負けるのでは駄目だということで、リスク・アプローチという

名のもとに、訴訟に耐えうる監査を実施していることを米国公認会計士協会は主張したかったわけで

す。 

 先ほど、山口先生の解説の中で監査調書の問題もありましたけれども、通常、公認会計士であれば、

当然実施すべき事柄、これをリスク・アプローチというかたちで文書化し、基準化し、それに基づいて、

監査をやっていれば免責されると、そういうふうに持って行こうと考えられ、基準の中に入ってきた考え

方なのです。 

 わが国も 1991 年に監査基準に導入され、それから 2002 年まで、監査基準は大きく変化することがあ

りませんでした。当初、リスク・アプローチが導入されたときは、「監査上の危険性」（監査リスクと同義）
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を考慮して監査手続を実施してくださいというような、ごく簡単な基準内容でした。 

 その具体的な中身は、公認会計士協会が設定する実務指針の中に定めが置かれているのですが、

ここでもう一つ問題となるのは、先ほど申し上げました公正な監査慣行なのです。日本の公認会計士

事務所は、アメリカの大手の会計事務所・監査事務所と提携していますので、アメリカの監査手続の指

針を、事実上、日本の公認会計士の方々も適用していたと考えられます。 

 

〈監査リスク・アプローチ〉 

 ですから、監査基準でこと細かに決めなくても、その提携関係によって、リスク・アプローチの考え方

というのは十分浸透しているはずだ。そういうのが、当時の監査基準へのリスク・アプローチ導入のもと

もとの考え方だったのです。 

 ところが、その後、リスク・アプローチが十分に浸透していないという意見が出てきたり、金融庁、当時

の大蔵省から問題点が指摘されたりして、2002 年にリスク・アプローチを監査基準の中に、より明確な

かたちで示すということで、詳しく規定されるようになったわけです。 

 資料の４ページにある補足説明をご覧いただきますと、その１行目から２行目にかけてですが、「リス

ク・アプローチとは、監査人の権限や監査時間等に制約があるなかで、財務諸表の利用者の判断を

誤らせることになるような重要な虚偽の表示を監査人が看過し、誤った監査意見を形成するリスク（監

査リスク）を合理的に低い水準に抑えるよう」と規定されています。「合理的に低い水準」というのは、何

パーセントと決まっているわけではないのですが、目標水準としては、例えば５パーセントとか、３パー

セントというように、各監査法人が目標として定めている値だと言われています。 

 要するに、監査を失敗しないように、100 点満点のテストでしたら、95 点以上取れる監査をしてくださ

い、あるいは、97 点以上の監査をしてください、そういう意味なのですが、「合理的に低い水準に監査

リスクを抑えるよう、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い財務諸表項目等について重点的に監査

の人員や時間を充てることにより、監査を効果的かつ効率的なものとする考え方」なのです。 

 具体的に、リスク・アプローチとはどういう内容かと言いますと、資料の上記説明に続きますが、目標

は監査リスクを合理的に低い水準に抑え、監査意見の質を確保することです。ここで言っています監

査意見というのは、財務諸表が企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況を、一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、すべての重要な点において、適正に表示しているかど

うかについての意見のことです。 

 そこで、監査リスクを低く抑えるために、さらに２つのリスクを考慮します。それは「重要な虚偽表示の

リスク」と「発見リスク」です。 

 「重要な虚偽表示のリスク」は、財務諸表を公表している企業にそもそも内在している重要な虚偽表

示を生み出してしまう可能性です。ですから、財務諸表作成会社に、もともと重要な虚偽表示を生む

可能性もあるとすれば、それはいったい、どれぐらいなのかということです。監査では、それをまず見ま

す。 

 重要な虚偽表示のリスクを生む体質というか、生む可能性が高いところには、より多数の会計士を投

入する、あるいは、監査手続の時間を増やすなど、そういう対応をしましょうということです。 
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 重要な虚偽表示のリスクを評価に続いて、目標監査リスクを達成するための監査手続の質量を決定

するために「発見リスク」を検討します。資料５ページにございますが、「発見リスク」は、監査手続を実

施しても、財務諸表の重要な虚偽表示を看過してしまう可能性で、監査に内在するリスクです。 

 要するに、財務諸表を公表している企業を調べて、そもそも、その会社、企業はどういう業界にあり、

業界特有の重要な虚偽表示の発生可能性、あるいは、不況期にあるのか、好況期にあるのか、経営

者が虚偽表示は絶対駄目だと考えて、内部管理体制を強固にするようにしているのかどうか、それを

従業員に周知徹底しているのかどうか、さらには、内部統制をきちんと構築しているのかどうか、あるい

は、内部統制がきちんと運用されるようにマニュアル類は整備しているのかどうか、それを従業員の

方々がきっちりと使っているのかどうか。 

このようなことを判断した上で、重要な虚偽の表示が財務諸表に表れてしまうような危険性を見て、

その危険性が高いところには、より厳しい監査手続、より証拠力の高い手続を取り、重要な虚偽表示の

リスクの低いところには、より簡便な手続を取っても大丈夫としています。簡便なというのは、机上でで

きる分析的手続を実施して、実際に企業を訪問し、モノが本当にあるかどうかということをチェックする

ところは省いてもよいというように、そういう考え方で取り入れられたのが、「リスク・モデル」です。 

 リスク・モデルは「監査リスク＝重要な虚偽表示のリスク×発見リスク」と表現され、具体的に、モデル

を適用するには、どういう手順でどういう割合での監査手続の内容になっていくかということを資料に書

いておきました。 

 

〈監査基準の改定の経緯〉 

 そこで、一つ大切だと思うのは、資料の６ページに、これまでの「監査基準の改訂の経緯」を示しして

いますが、次の点です。 

 1991 年 12 月にリスク・アプローチを監査基準で明文化して、そこでは不正摘発を強化するという目

標が立てられたわけです。それから 10 年間基準上の変化はなく、2002 年１月に、不正摘発を徹底し、

リスク・アプローチを徹底するために、より詳細な規定が置かれました。 

 さらに、現在の監査基準では、2005 年に改訂され、「事業上のリスクを重視したリスク・アプローチ」と

名称がさらに変わりました。 

 「事業上のリスク」というのは、公認会計士側のリスクではなくて、財務諸表を作成している企業側の

事業上のリスクです。ですから、いわゆるビジネス・リスクが高いと重要な虚偽の表示が生まれやすい、

そういう関連性を重視して、リスク・アプローチを適用しましょうということです。 

 現在は、不正摘発を徹底していくという趣旨と、事業上のリスクを勘案した上でリスク・アプローチを適

用していくということですから、本日問題となっていますケース・判例がかかわる監査基準は、2005 年

改訂以前の問題です。 

 

〈監査計画〉 

 後に一つだけ申し上げたいのですが、監査は、企業側と契約を結んだあと、計画を立てます。計

画というのは、どういう監査手続で証拠を入手するかの計画です。そして、計画に基づいて手続を実
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施して、そこから得た証拠に基づいて、意見を形成し、監査報告書を作成する、こういう手順を取るの

ですが、リスク・アプローチが一番狙っているのは計画のところなのです。どういう手続をきちんと取る

のかということを、計画でいろいろな要素を評価した結果、この会社については、こういう監査手続でよ

いと決めるわけです。その結果、十分かつ適切な証拠が入手できるという考え方ですので、いわば、

計画で予定された内容をリスク・アプローチと呼んでいまして、実際にどういう証拠を得て、それぞれの

監査人の方々が、どういう心証を得て、意見に結び付いたのかについては、従来と変わっていないの

です。この点について監査基準は、十分に注意すべきとするのですが、リスク・アプローチというのは、

どちらかというと、計画に重きを置いた考え方だということです。 

 監査計画におけるリスクの評価について、先ほども山口先生のお話にありましたけれども、監査調書

にどういう判断をしていったのかをすべて、チェックリスト的に記録を残し、また、監査手続はどういう手

続をして、どういう証拠を得たか、そしてどういう判断をしたのかということを、調書にこと細かに書いて

いきなさいというように変わってきています。 

 ただ、今日問題として取り上げるケースが該当する 1991 年から 2002 年にかけての監査では、そこま

では強調されていなかった。そういうことでございます。 

 以上でございます。 

 

○コーディネーター 

 ありがとうございました。 
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３．判決事例の概要説明 

 

○コーディネーター 

 お二人から、監査人の責任を議論する手助けとなる基礎知識について解説頂きましたので、資料７

ページの「Ⅲ．判決事例の概要説明」に沿って、本日のディスカッションの対象となる二つの判決事例

の概要を解説させて頂きます。 

 

３-１．事件の概要 

 

３-１-１．上場会社 A 社事件(大阪地裁平成１６年(ワ)第４７６２号)について 

 

資料のＡ社とはナナボシです。監査法人の中で大手の監査人に対する会計不正事件判決として、

会計士業界で大きな影響を持つ判例と言えます。では、ポイントだけを簡単にページを追いながら確

認させて頂きますので、詳しくは後で資料をお読みください。 

「(１)事件の概要」にありますように、Ａ社は発電所の補修とか配水管のプラント工事をやっていた会

社で、訴訟対象とされたのは平成 10 年３月期から平成 13 年３月期の４年間に及ぶ粉飾決算です。結

論として、判決では平成１３年３月期の１年のみに監査人の過失責任があると判断されましたが、原告

(管財人)である会社側にも、監査契約に対する誠実義務が無かったということで、責任の８割は会社、

２割は監査法人にあるとして 1,700 万円の損害賠償金を支払えとの判決になっています。その後、高

裁に持ち込まれましたが判決の出る前に和解が成立し事例です。 

 

〈監査リスク・アプローチ〉 

 そこで裁判での争点ですが、まず「(２)争点と裁判官の判断」として「①通常実施すべき監査手続とは

何か」というところから始まります。これについて裁判官は、この事件が発生した当時、先ほど内藤教授

の解説でありましたが、「監査リスク・アプローチ」が「通常の実施すべき手続き」とされていたとの見解

を示しています。次に、「②監査人は通常の監査手続を実施したか」の検証に移ります。そこで一つの

大きな論点となるのが、８ページの「②―１．不正発見リスクについて」です。つまり、「通常実施すべき

監査手続」とされる「監査リスク・アプローチ」と不正発見との関係です。これは後のディスカッションで

触れますが、財務諸表監査というのは、会社が作成した財務諸表の適正性に関する意見表明が主目

的であって、財務諸表監査の途中で副次的に会計不正が発見されるものであり、不正発見は主目的

とは言えないとする見解があります。この認識は、先ほど内藤教授の説明のなかでもありましたが、社

会の時代背景を追いながら変化していきており、現在では会計不正の中でも重要な虚偽表示(粉飾決

算)の発見は主目的であるとされています。 

 続いて、裁判官は「②―２．固有リスク・統制リスクについて」の検討を行っています。具体的には、会

計不正があった架空売上とその売掛金の二つの勘定科目について、監査人は適切に監査を実施し

たのかについて、監査調書が証拠として採用され、後で説明しますが６つの監査要点について監査
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人がリスク評価をどのように認識していたかが検討されています。その結果、裁判官は「②―３．御坊

地区(粉飾対象)工事の監査手続について」監査人の実施した監査手続は特段簡素であったとはいえ

ないとの判断を行っています。しかし、裁判官は工事代金の遅延に異常性を認め、「②―４．平成１１

年３月期及び平成１２年３月期の監査について」は問題ないとするものの、入金が無い状態で監査意

見を表明した「②―５．平成１３年３月期の異常性認識と追加監査手続の合理性について」問題があっ

たと判断しています。もう少し具体的に説明しますと、資料 10 ページの上から３行目ですが、裁判官の

見解として、公共工事であるにも拘わらず支払いが遅延されているとか、決算期末の３月になってから

金額的に重要な売上が集中して計上されるとか、工事現場の規模からするとあまりにも売上金額が大

きいというような不自然な点がいろいろあったにも拘わらず、監査人は監査リスク・アプローチとして平

成１３年３月期では追加的な監査手続を実施しておらず、ここに過失が認められると判決しています。 

 ところで、A 社判決では重要な争点となっていませんが、資料 10 ページの「②―６．監査チームの編

成について」として、実務経験の浅い会計士補が監査チームで中心メンバーとして編成されていたこと

が検討されていますが、これについて裁判官は過失を根拠づける事情にはないと認定しています。こ

の点については後で「組織的な監査」として若干触れさせて頂きます。続いて「②－７．金融庁の処分

について」が争点となり、裁判官は本件の監査人たる公認会計士が金融庁から業務停止の処分を受

けていることが検討されますが、この点について民事責任と行政処分では法律的な制度が別であるか

ら、仮に被告が本件で金融庁の処分を受けたとしても、直ちに被告の過失を推定する根拠にはならな

いと判断しています。これについても、日本公認会計士協会の処分と併せて後でディスカッションに取

り上げたいと考えています。 

 

〈監査の限界〉 

後に、「②―８．監査の限界について」が争点となります。これは、会計不正事件があった時に常

に 大の争点となるところでして、監査人からすると、監査の限界として会社経営者が自ら不正をする

とか、取引先と結託するとか、共謀するという場合には、監査人が会計不正を発見するのは極めて困

難であり限界があり監査責任は問われないと言うものです。この点について A 社判決では 11 ページで

「商法上の会計監査人は、法律上の権限を有しているのであるから、強制捜査する権限はないとはい

うものの、監査意見の表明にあたっては、必要な監査証拠の収集の権限はある」との見解を示し、監

査人は会社に対し資料を提出させる権限や、外部の取引先に対して書面にて確認書を出し、更には

直接インタビューすることができる点を挙げ、監査の限界を限定的に認定しています。さらに、裁判官

は A 社のケースは「粉飾の方法としては、ありふれたものである。」との認識を示し、監査人が入金遅れ

の状況を監査リスクと捉え、監査リスク・アプローチに沿って現場視察や会社担当者への質問の追加

的な監査手続を実施していれば不正の発見は可能であったとの認識を示しています。 

 これらの争点を整理した上で、資料 11 ページ「③損害額の認定」の「③―１、過失の程度について」

にあるように、裁判官は監査契約の誠実義務に、 初に故意に違反したのは会社側であるとして、過

失相殺により、会社８割、監査人に２割の違法配当と監査契約不履行との因果関係に起因する損害

賠償額を支払うよう命じています。 
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３-１-２．旧商法特例法 B 社事件(東京地裁平成１６年(ワ)第２５７８２号)について 

 

 次にＢ社判決へ移ります。これは非上場会社のキムラヤという貴金属とか雑貨を扱う量販店で会社

法の会社です。資料１２ページの「(１)事件の概要」を開いて頂きたいのですが、事件の対象は平成 16

年１月期で、粉飾の手口は単純で、期末在庫を架空に過大計上したものです。判決では、経営者に

対しては損害賠償を認めていますが、会計監査人には問題がなかったとの結論になっています。 

資料に沿って「(２)争点と裁判官の判断」について、後のディスカッションに関連する部分を説明さ

せて頂きます。判決文によると、まず「①事件に係る事実関係はどうなっているか」を検討し、次に「②

旧商法特例法第１０条ただし書きは適用されるか」として、監査人が職務を行うについて注意を怠らな

かったかの検証を行う構成となっています。 

では、「①－１．粉飾決算事件の概要について」ですが、判決文では、会社自体が持つ“固有リス

ク”として、取締役が一堂に会した取締役会を開催されていなかったとか、定時株主総会も開かれてお

らずガバナンスが殆ど無いような会社であったことが示されています。次に、会社業績として、事件が

起こる２年前の平成 14 年１月期から、継続して赤字決算になっており、平成１６年１月期の粉飾金額は、

決算書で約 89 億円の商品が、実際には 50 億円ほどしかなく、約 40 億円近い在庫の水増しであった

との事実関係を記載しています。続いて「①―２．シンジケートローンについて」、「①―３．民事再生手

続きについて」の記載がありますが省略させて頂きます。 

 

〈会計監査人の正当な注意〉 

次に、本日のシンポジウムのテーマとなる１３ページの「②旧商法特例法第１０条ただし書きは適用

されるか」に移ります。裁判官は 初に「②―１．監査基準について」の検討を行います。ここでも A 社

判決と同様に、監査リスク・アプローチが通常の監査手続であるとの認識を示し、監査人は日本公認

会計士協会の公表している実務指針に準拠して監査を実施し、その過程で通常要求される注意義務

を尽くした場合には、結果的に決算書に虚偽記載があることを発見するに至らなかったとしても問題は

無いと判断しています。 

続いて「②―２．会計監査人の行った監査手続について」具体的な検証に入ります。そこで先ず、

会計帳簿としての商品受け払い台帳に関する検討が行われます。つまり、在庫の水増しの粉飾決算

ですから、期末商品の会計帳簿残高記録が大きなポイントとなるわけです。この点について、平成１３

年１月期の決算の際に、監査人は監査手続としてコンピューターでの商品システムを見たいと申入れ

ていたことが明らかにされますが、会社は監査人に対し、実際には帳簿残高をコンピューターで残高

管理をしていたにも拘わらず、仕入れ入力がいい加減との虚偽の説明によりシステムの内の監査を拒

否し、帳簿残高の存在を隠していたことが示されています。ここでの争点は、IT 技術が大きく内部統制

で占める割合が高い場合、監査人はどこまでＩＴ専門家を利用するかが問われるのですが、この点に

ついて判決文では、「コンピューター内を検査すれば帳簿残高の存在は容易に発見できたとしても、

その一事をもって会計監査人にコンピューター内を検査すべき義務があったということはできない」と
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結論づけていますが、これは後で説明させて頂きます。 

次に、監査リスク・アプローチの実施状況について検討が行われています。先ず、監査人は商品の

“固有リスク”が高いと判断していたことから、商品の期末棚卸の立会カバー率５０％を目標としたとして

います。また、監査人は商品勘定の分析的手続として商品回転期間を検証しており、具体的に中小

企業の経営指標で平均回転期間値が 2.35 ヶ月と試算されることから、平成１５年１月期の会社の回転

期間が 2.40 ヶ月でほぼ同じであったこと、さらに前年同期と比較でも、平成１６年１期の商品回転が

2.83 ヶ月で悪化しているが特に長いものではないとしています。 

続いて、監査人は、帳簿在庫管理を行っていないことから“統制リスク”も高いと評価し、期末の在庫

棚卸に監査時間を追加的に取っており、棚卸立会で抽出したサンプルについても、棚卸明細表との

突合作業を全件実施したとしています。裁判官は、これらの監査人が実施した監査手続は日本公認

会計士協会の監査基準委員会に準拠しており、通常要求される注意義務を尽くしたと判断していま

す。 

 

３-２．判決根拠の解説 

 

 以上、駆け足で二つの判決内容の概略を説明させて頂きましたが、どうしても会計士が使う用語が

専門過ぎて弁護士の方に判りづらいと思いますので、資料１６ページ以降に「Ⅳ．判決事例の論点整

理」と言う資料を添付しておきました。これは、先ほど説明した二つの判決文で裁判官が判決の根拠と

した日本公認会計士協会の“監査基準委員会報告”を抽出し、その体系に沿って判決事例の争点を

再度整理し直おしたものです。この“監査基準委員会報告”と言うのは、「監査基準」はあくまで原則的

な考え方を示したものですから、日本公認会計士協会が監査実務での具体的な監査判断の指針を

示したもので、監査人の民事責任を判断するにおいて重要な拠り所とされるもので、１６ページからの

「Ⅳ－１．監査リスク評価(異常性の兆候認識)での論点」、１９ページからの「Ⅳ－２．監査リスク・アプロ

ーチ(通常の監査手続)での論点」について解説したいと思います。 

 

３-２-１．監査リスクの評価について 

 

 まず、「Ⅳ－１．監査リスク評価(異常性の兆候認識)での論点」から解説したいと思います。１６ページ

をお開き下さい。監査人は監査を開始する段階で、暫定的に会社の監査リスク評価を実施し、その結

果を受けて監査計画を立てる必要があります。 

 

〈固有リスク〉 

その監査リスクを具体的に示したのが「監査基準委員会報告第５号」です。「リスク」には３つに区分さ

れ、その一つが「(１)固有リスク」で、具体的に「①企業内外の経営環境について」記載があり、今回の

事例で「ア．景気の動向」が該当します。つまり、A 社で事件が発生した当時、電力会社の規制緩和等

が大きく変わってきており、電力業界の自由化にともない設備投資が非常に落ち込んで経営環境が
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大きく変わろうとしており、監査会社に固有のリスクがあったと見られます。次に「イ．事業の特殊性」で

すが、我が国では一般的に下請け業者に対する力関係と言いますか、納期を意図的に前後させたり、

値引きを次回以降の取引に付け替えるような取引上の力関係が特定の業界で存在します。続いて「ウ．

採用している情報技術」ですが、これは先ほどの B 社に該当するもので、店舗販売データがポスレジ

で処理され、会計システムの IT 化が進むなかで、そのＩＴの専門的な領域に関しても、監査人は専門

家を利用してリスク評価を自らの責任において実施する必要があるとされています。 

それから、17 ページにまいりまして、「エ．経営者の誠実性と異常な圧力」についても、監査人は経

営者が超ワンマンで無いか、増収増益にこだわっていないかと言った定性的な部分もリスク評価し、そ

の結果を監査調書に記録し、そのリスク評価に応じて監査手続を選択していく必要があります。 それ

から、「②年度末又はその近くでの多額の取引」ですが、官公庁取引で、年度末３月に売上げ集中す

ることは一般的に言われますが、A 社のように、予算や受注状況と照らして急に３月に巨額な取引が

集中するような異常性が無いかの検討を行う必要があるとされます。 

 

〈統制リスク〉 

次に「(２)統制リスク」へ移ります。これは会社が整備・運用する内部統制に関係するものですが、そ

の内部統制をかいくぐって不正や誤謬が発生する可能性を言います。これに関しては、先ほど触れま

した「①監査の限界」に関係する「監査基準委員会報告第１０号」の一部を記載してあります。この実務

指針で、内部統制の構築責任者たる経営者自らが不正を働いた場合や、外部取引先と共謀した不正

を発見することは極めて困難であるとしています。例えば、冷凍食品の架空循環取引で営業倉庫業者

が虚偽の残高証明を作成するとか、ソフト関連の会社間で相互に納品書・検収書等を発行し合い、そ

れに資金決済を仕組まれたら不正を発見するのは難しいと思われます。この辺は“監査の限界”につ

い後で議論をしたいと思います。次に、「②他の専門家の利用について」は「監査基準委員会報告第

２０号」が公表されており、B 社のように、内部統制にとってＩＴシステムが非常に重要な要素となってい

る場合、監査法人は IT 専門家にその中身を検証させる必要であるとしています。 

 

〈発見リスク〉 

後に「(３)発見リスク」ですが、経営者が構築し運営する内部統制があったとしても会計不正が防

止又は発見出来ない可能性を言いますが、既に内藤教授から説明があったので省略させて頂きま

す。 

 

３-２-２．監査リスク・アプローチの検討について 

 

１９ページの「Ⅳ―２．監査リスク・アプローチ(通常の監査手続)での論点」を開いて下さい。大きく監

査の流れについて解説したいと思います。通常の監査工程では、(１)監査計画の策定し、(２)監査要

点と監査証拠を見極め、(３)監査手続を試査により実施し、 後に(４)監査意見の形成を行うことになり

ます。 
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〈監査計画〉 

先ず「(１)監査計画」ですが、監査を組織的かつ効率的に行うために、監査人は監査を行うに際して

監査計画を策定する必要があります。この内容を具体的に示したのが日本公認会計士協会の「監査

基準委員会報告第６号」です。監査人は、先ほど説明した３つの監査リスク(固有リスク・統制リスク・発

見リスク)を監査計画の段階で、勘定科目ごとに評価するのですが、実務上で高・中・低の３区分で評

価するのが一般的かと思います。資料の「①暫定的リスク評価の修正について」で記載していますが、

リスク評価は、あくまで監査を実施する計画段階での暫定的なものであって、実際に監査を進めて行く

に従いリスク評価はその都度見直しされ、そのリスク評価に応じて監査手続が追加又は省略されて行

きます。ですから、判決文にありますが、A 社の例を取れば、その不正リスクがだんだんと高くなってき

た場合、追加手続きを取ることが「通常の監査手続」とされ、そのリスクが存在しながら見過ごして追加

的手続を取らなかった場合、監査人に過失が認められることになります。また、「②監査計画策定の留

意点」で、先ほどの B 社の場合、IT システム監査として会社の IT が内部統制で占める重要性を評価

する必要があるとしています。 

 

〈監査要点と監査証拠〉 

次に「(２)監査要点と監査証拠」ですが、「監査基準委員会報告第２１号」では、会計帳簿は単なる

会計のデータ・情報に過ぎないので、監査人は財務諸表に繋がる会計データを裏づける監査証拠を

入手し確認することで監査意見が表明できると言っています。その監査証拠ですが、６つの監査要点

を実証するために収集されることになります。今回の二つの事例で言うと、A 社の売上取引とその売掛

金が実際の存在したのか、B 社の期末在庫が本当に有ったのかと言う①“実在性”監査要点に該当し

ます。次に、資産や負債や損益取引の全てが計上されているかの②“網羅性”、資産に対する債権債

務が会社に紐付けられるかの③“権利と義務の帰属”、B 社で争点になっていませんが期末在庫の金

額が過大でなかったかの④“評価の妥当性”、A 社では翌期の売上取引が前倒しで利益計上されて

いないかの⑤“期間配分の適切性”、さらに決算書の開示が適切かの⑥“表示の妥当性”の６つの監

査要点が挙げられています。 

 

〈監査手続と試査〉 

続いて「(３)監査手続と試査」に移ります。今解説しましたように、監査人は監査対象である勘定科目

ごとに６つの監査要点について監査リスクを評価し、監査証拠を集める必要があるわけですが、実務

上は監査契約による監査時間に限度があることから、財務諸表監査では全ての会計データを監査す

ることはせず、会社の内部統制の整備・運用状況や、監査リスクの評価に応じて“試査”と言って一部

のサンプルテストで監査を実施します。この試査を規定しているのが「監査基準委員会報告第９号」で

す。21 ページからは、試査によって適正な監査証拠をどのように入手するかについて複数の監査手

続を挙げていますが、本日の議論で事前に説明しておきたいのが２１ページ下の「エ．質問」と、２２ペ

ージ上の「オ．分析的手続」です。 
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 まず、「質問」ですが、監査手法として多く用いられる監査手続で、経営者・会社担当責任者、必要

に応じ時には外部関係者等に対して問い合わせをして回答を求める手続です。大切なのは、質問で

得た口頭又は書面による回答が信頼に足るものか、合理的であると認められるかの裏づけ資料・情報

を入手することです。例えば、経営者に質問をして「絶対に間違いありません」と言いましたというので

調書が締めくくられていたら、これは 悪です。間違いないといわれたら、具体的に間違いないとする

根拠・情報・合理性を客観的な根拠を監査調書に残す必要があるわけです。また、証拠力として、社

内資料より外部証拠の方が当然に証拠力が強いですから、必要と認めれば取引先に対しヒアリングを

申し込むとか、ギャランティーレターとして外部取引先のしかるべき立場の役職者から裏付けとなる書

面を入手することもあります。次に「分析的手続」ですが、これは先ほどの B 社で既に触れましたが、主

に財務数値を比較分析して財務諸表の異常を発見する監査手続です。A社の判決文でも、会計不正

が行われた売上で、予算と実績の比較分析で異常性の兆候を認識すべきであったと裁判官は指摘し

ています。 

 

〈組織的な監査〉 

後に「(４)意見形成」については「監査基準委員会報告第１２号」が公表されています。監査人は、

監査計画から意見形成にかかる全ての工程で組織的に監査が実施されることとされています。具体的

には資料の「①監査の品質管理について」で記載していますが、個人の公認会計士事務所であって

も「組織的な監査」によって監査業務の品質管理責任があります。監査契約は会計事務所としての

“組織”で受嘱し、通常は特定の公認会計士が責任者となり、複数のスタッフで構成される「監査チー

ム」として監査を実施します。また、「②審査機能について」も、この監査チームに対し、監査計画のリス

ク評価から監査意見を形成するまで、監査チームに関与しない第三者の公認会計士が監査の品質を

審査し、監査意見形成においても審査で承認を受けて初めて対外的に監査法人又は会計事務所と

しての意見表明が出来ることになっています。この点は同じ職業的専門家として、弁護士・医師と大き

く異なる点です。監査人の責任が問われる時、監査法人又は会計事務所である“組織”としての品質

管理責任も今後の争点となると思います。 

非常に急いだ説明となりましたが、あとは資料を読んでもらえばと思います。 
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４．パネルディスカッション 

 

４-１．判例事例の論点 

 

４-１-１．監査の限界について 

 

○コーディネーター 

 では、いよいよこれからパネルディスカッションの第１部として、二つの判例について討論を始めたい

と思います。割り当て時間が45 分程なので、論点を三つに絞りたいと思います。 まず第１点の論点は、

「監査の限界」です。 

先ほど簡単に説明させて頂いた A 社事例では、会社は取引先と共謀した虚偽の資料を監査人に

提示していたことから、通常の監査人からすると不正発見は極めて困難だと思われます。先ほどの説

明で触れませんでしたが、会社は不正発覚を逃れるために、例えば、監査手続で極めて重要な債権

残高を監査人が直接取引先に書面で確認する手続があるのですが、会社は架空の取引先のプレハ

ブを建て、郵便ポストを設置し監査人からの残高確認書を入手し、架空の残高を返送したとされてい

ます。普通、会計士からすると、ここまでされると流石に監査の限界というふうに思えます。 

 次にＢ社の場合は、量販店として商品の仕入れ・売上を記録する「受け払い帳簿」(会計帳簿)をコン

ピューターで作成していたのですが、その帳簿を隠し、期末の商品残高に架空商品を水増しすること

で会計不正を行っていました。これも、一つの監査の限界かなと思われます。 

 しかし、二つの判決では、Ａ社の監査人には監査上で過失があるとされ、Ｂ社の監査人に関しては

過失がなかったとの判決になっており、バラツキがあるように思うのですが、高田会計士は実務家とし

て、どのように見られますか。 

 

○高田会計士  

はい。限られた情報のなかで事実誤認等もあろうかと思いますし、また後出しじゃんけん的な発言も

あるかもしれませんが、印象というところでお話させていただきたいと思います。 

まず、このＡ社に関しましては、例えば粉飾の初年度につきまして、これを架空工事であったと認定

できるかと問われた場合、私が業務執行社員だとして言うと、かなり自信がございません。 

 この外部と共謀したかたちで入金が確認されるといったなかで、われわれ会計士というのは、やはり、

そこで安心してしまうところもあろうかと思うのです。 

ただ、裁判で判決がなされていますように、平成 13 年につきましては、かなりいろいろな異常な兆候

がございますので、取るべき追加手続きはいろいろあったのではないかなと思われます。 

 また、Ｂ社につきましては、第１点目に商品の回転期間分析をされているのですが、これもそんなに

大きな変動がないという結論が示されていますが、私が一見したところ、２年間で 2.35 ヶ月の回転期間

が 2.83 ヶ月に、約 0.5 カ月程度増加しています。これについて問題がないとされているのですが、われ

われはこういう比率を算出した場合に、これを金額で置き換えた場合、どの程度の変動をきたしている
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か？ということを念頭に更なる分析や監査手続を行わないといけないと思うのです。 

 仮に、売上原価が 700 億円ぐらいと仮定しますと、0.5 カ月の変動は、でしたら約 30 億円の変動があ

ったということになります。したがって、この変動について合理的な説明がなされないといけないのでは

ないのか、ここでまず、あれと思わなくてはいけないのではないかというのが率直な感想でございま

す。 

 ２点目に、この量販店という商売柄、商品にかかるシステム、これはもう会社にとっては中核のシステ

ムでございますので、このシステムの内部統制に依拠できないということは、まず第１点目に、そもそも、

その内部統制に依拠できないということですから、かなり実証手続を重くやっていかないと、この監査

はやっていけないのではないかと思います。 

 ということになりますと、監査日数は２日どころではなくて、期中から期末にかけて、かなり日数を要す

るのではないかなと思います。また、その期末の在庫の確定、検証につきましても、そもそも棚卸明細

がどういうかたちでつくられていっているのかというところの検証から含めて、かなり時間を割かないと、

心証は得られないかなというふうに思いますので、こちらで出ている判決というのは、感覚的にはちょっ

と甘いのではないかなと言いますか、ありきたりな言い方をしますと、「まったく何もやっていないわけで

はないし、頑張っているから、よかったのではないか」というような判決に見えてしまうのが正直なところ

でございます。 

 

○コーディネーター 

 ありがとうございます。では、この“監査の限界”にも関連するのですが、財務諸表監査の目的で、不

正発見が主目的なのかについて登壇者の方からご意見を伺いたいと思います。これに関して資料を

用意しております。配布資料の２６ページを開けて下さい。C 社の判決文(一部抜粋)を添付してありま

す。これは皆さんもご記憶にあると思いますが、四大証券会社の一つである山一証券の会計不正事

件です。当時は大きく社会問題となり、株主や管財人が旧経営陣や監査人、さらには行政責任として

国もが訴えられる事件となりました。 

 C 社での会計不正が行われたのは平成４年から９年の間です。ですから、先ほどの内藤教授から解

説頂いた「監査リスク・アプローチ」がわが国に導入された平成３年以降での導入初期段階と言えます

が、このことを判決文でも２７ページで記載されています。しかし、裁判官は資料の 30 ページのアンダ

ーラインのところで、「特に不正発見を目的としたものではなかったことを考え合わせると、虚偽記載等

を発見できなかったことをもって、直ちに被告の過失ととらえるのは相当でなく・・・」という認識を示して

います。これだけを読むと、C 社事件の判決では「監査リスク・アプローチ」は当時ではまだ、不正発見

が監査の主目的で無かったということの判決になっているように思えます。この点について内藤教授の

見解をお聞きしたいと思います。 

 

○内藤教授 

 はい。30 ページの山一證券で、その法定監査は、「特に不正発見を目的としたものではなかった」と

書かれています。それから先ほど、A 社のほうの、８ページの②－１の不正発見リスクのアのところに、
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「粉飾決算の発見は・・・副次的な目的であるとはいえる」となっているわけです。 

 不正発見とか、粉飾決算の発見という場合、不正はいったい何なのかという整理がまず必要だと思う

のですが、粉飾決算は不正行為そのものです。これは間違いないと思います。 

 不正発見は、粉飾決算を発見することなのか、粉飾決算以外の経営者の違法行為だとか、従業員

による資産の横領だとか、そういった不正行為を発見することなのか。そういう区別がまず必要だと思う

のです。 

 財務諸表監査が 初に導入されたのはアメリカです。1929 年の大恐慌のときに、嘘の財務諸表でぬ

れ手に粟にした人たちがいて、投資家が多く損害を受けたため、1933 年、1934 年に「証券法」と「証券

取引所法」が制定され、財務諸表の監査が始まったのです。財務諸表には誤りがあってはいけない、

要するに粉飾決算がおこなわれていてはいけないということで財務諸表監査が始まったのです。 

 リスク・アプローチうんぬんの前に、まず財務諸表の監査で証明するのは何かというと、財務諸表を

信頼して使用できるかどうかということです。財務諸表を読んでいる人が、財務諸表を信頼して利用で

きるかどうかということについて監査人は意見を表明しているわけですから、粉飾決算の発見が副次的

な目的であるというような解釈は、これは監査論的には誤りだと思います（注）。 

 

（注） 裁判官が粉飾決算の発見を副次的目的としたことについて、主目的は「財務諸表の信頼性に関する監査意見

の表明」であると考えていたとすると、誤りとまでは言えないと思います。しかし、財務諸表の信頼性と意味するとこ

ろは財務諸表には重要な虚偽の表示がないということですから、粉飾決算による重要な虚偽の表示の有無は監査

意見に反映させなければなりませんから、副次的目的とすることは監査論的にはミスリーディングな表記です。 

 

 監査にも限界がありますが、すべての不正行為そのものを監査で発見するということではありません。

しかし、不正行為があって、その結果、財務諸表に重要な虚偽の表示に結びつくようなものがあれば、

これを発見することは監査人の責任です。そこをきちんと区別して議論をする必要があります。 

 もう少しわかりやすく言うと、資料の９ページに、先ほど佐伯先生のほうから、売掛金について何をチ

ェックするかということで監査要点のご説明があったのですが、例えば売掛金が 10 億円と計上されて

いたとします。貸借対照表に「売掛金 10 億円」と記載されていたとしますと、それを監査で証明するた

めには、当該監査人は売掛金の実在性、網羅性、正確性、期間帰属、評価、表示、こういったことに

ついてチェックをすべきと考えたわけです。 

 初の実在性を見ますと、売掛金という債権が、本当にその会社に期末に存在しているのかどうかと

いうことを確認しないといけません。そのためには売掛金が発生するような売上取引があったのか。そ

の取引の事実を見ないとこれはわからないわけです。 

 ということは、不正による重要な虚偽の表示、これを見つけることは財務諸表監査の主目的であると

監査論では言うわけですが、そのためには不正行為があるのかないのかということを見ないと、これは

わからないですよね。 

 ですから、不正行為そのものがあるかないかをまったく知らずして、不正による重要な虚偽の表示の

あるなしは論じられません。売掛金が実在しているか、していないかというのとまったく同じで、監査人
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は売掛金の実在性を証明しているわけではありませんが、「売掛金 10 億円」という記載の一つの属性

としてそれを見ているわけです。 

 そのための手続を踏まないといけません。すべての不正行為を見つけようというのは監査の目的で

はありませんが、粉飾決算という不正行為そのものを見つけるというのは主目的です。 

 しかし、すべての不正行為そのものを見つけなくていいと言っても、不正による粉飾決算、これを見

つけるためには不正の事実があるのかないのか、あるいは不正の疑いがあるのかないのか、あるいは

従業員から不正の通告がおこなわれていないのかどうか。これらに対して、監査人は職業的専門家と

しての懐疑心を発揮して、不正行為そのものについて監査で着目しておかなければならないと現在は

言えると思います。 

 ただ、1991 年から 2002 年の間に起こった事件について、ここまでの強調は監査基準上ではなかっ

たため、言えないかと思います。しかし、その当時にあっても、粉飾決算という意味の不正行為の発見、

これは監査の主目的である。そのように解釈すべきだと思います。以上です。 

 

○コーディネーター  

有難うございます。この発言について弁護士の立場から山口先生にコメントがあればお聞きしたいと

思います。いかがでしょうか。 

 

○山口弁護士  

内藤先生のお話を聞いて、非常に新鮮に私は感じたのですが。法律的なところで、いまの内藤先

生のお話とか、高田会計士のお話をお聞きして、法律家としての立場で少し整理をしたいのですが。 

以前、コッパース事件があったと思うのですが、あのコッパースの事件の控訴審判決では監査の目

的というのは不正発見ではないというあたりから、会計監査人の善管注意義務を否定したということが

ありました。 

いまのような問題の整理の仕方からすると、例えばその会計監査人に不正の発見義務みたいな、そ

ういう新たな義務みたいなものは発生しないとは言えそうなのですが、例えば法律のレベルで言って、

会計監査人の善管注意義務の中身を検討するにあたって、不正発見の目的があるかないかというの

は、やはりちょっと影響してくるのではないのかなというふうに、私なんかは考えるのです。 

 だから、粉飾決算、粉飾を発見するのも目的であると明確におっしゃるのであれば、やはり会計監査

人の方の善管注意義務はいったいどこのレベルだったんだというときに、そのレベル観というのは少し

変わってくる。裁判官としても、変わったイメージを持たれるのではないかなと、私はいま考えたので

す。 

 一つだけ、内藤先生のお話でわからなかったのは、先ほど、いまはこう思われるとおっしゃったので

すけれど、例えばコッパース事件とか、平成４年、５年の時期と、いまのようなこの平成 21 年、22 年の

時期で、例えば粉飾は監査の主たる目的であるということに関して言い切れる度合いというのは、やは

り違ってきて当たり前なのですか。 
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○内藤教授 

まず、1992 年または 1993 年の段階で、財務諸表監査で粉飾決算を見つけるというのは、私はやは

り主目的だったと思います。ただ、そのときの監査の手法というのは、財務諸表が会計基準に準拠して

作成されているかどうかに力点が置かれていました。ですから、会計基準に従って作成されているかど

うかを監査人は証明するんだという意識が、その当時は強かったと思うのです。 

 ところが、公認会計士が監査をおこなった以上、会社には不正行為がないと投資者サイド、財務諸

表を読む側が考えてしまう。それは勘違いというのか、すべての不正行為の発見まで監査人は責任を

負っていないのですが、そういう期待があって、その期待をまったく無視するという話ではないため、不

正による重要な虚偽の表示がないかどうかを発見することが 2002 年以降、特に強調されるようになっ

てきたと言っていいと思うのです。 

 ですから、その当時、粉飾決算を見つける義務はあったと思うのですが、それはいまで言う不正によ

るものなのかどうか。財務諸表における誤りは、不正の結果として虚偽表示となるものもあれば、単に

会計処理上の単純なミスで虚偽表示が起こってくるものと２つがありえますから、その区別をあまりして

いなかった。むしろ、単純なミス、会計基準の適用の誤りとか、計算上の誤りを、監査ではそういうもの

はないということをきちんと証明して、財務諸表は信頼できますよと、そういうことを言っていたのが 1991

年以降、2002 年ぐらいまでの間はやはり、そこに力点があったと思うのです。 

 それから、 初の論点なのですが、不正発見までの義務につながるのではないかということなのです

が、あくまでも監査人が責任を負うのは重要な虚偽の表示がなかったかどうかです。 

 ですから、その原因が不正行為なのか、単純な誤りなのか、その原因を問わないと思います。重要

な虚偽の表示になるような不正がもしおこなわれていて、それを監査人が見逃した場合に、監査人に

は過失がないというのであれば責任を免れるでしょう。大変巧妙なスキルを使って、あるいは外部者と

共謀して粉飾決算をしていたとすれば、そのような不正行為による重要な虚偽の表示を見逃したとし

ても許される可能性はあるかと思います。しかし、先ほども例が出ていましたが、単純でそれほど発見

が難しくない不正行為があって、それが結果として重要な虚偽の表示につながっており、それを監査

人が見逃したとすると、その責任は免れないというのが、不正発見に対する監査人に要請されている

基準内容です。 

 

○コーディネーター 

 このあたりは法律専門家と会計監査専門家との間で相互理解が難しい論点です。僅かの時間で簡

単に結論が出るとは思えませんので、監査人の責任を問うのに「監査の限界」や「財務諸表監査の主

目的」と言う基本的な認識において、専門家相互に重要な認識のズレが残っていることを指摘させて

頂き、次の論点に移りたいと思います。 

 

４-１-２．不正の兆候について 

 

○コーディネーター 
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  次なのですが、この二つの判決のなかで、Ａ社が平成 10 年３月期から平成 13 年３月期の４期間に

わたって粉飾をしていたけれども、裁判官は 後の決算期に限定して監査人の過失があったと認定し

ているのです。その根拠は、不正が行われた架空取引先からの売掛金の滞留が継続的に発生してい

たのですが、平成 13 年 3 月期の時は入金がない状態のままで監査人は適正意見を表明した点をポイ

ントにしています。このように、売掛金の入金の有無を過失判断に大きく取り上げられたのですが、こ

の判断に関して、弁護士の森末先生はどんなふうに見られますか。 

 

○森末弁護士 

 ここの問題は、レジュメの９ページをご覧いただきたいのですが、９ページの下から二つ目の項目、

②－４のところです。ここで、「平成 11 年３月期より平成 12 年３月期において・・・工事代金の支払い遅

延はあったけれども、５月ないし６月の監査意見の表明時点では、ここは入金が確認され回収されて

いた」と記載されています。これに対する裁判所の判断は、次の「・・・」の後です。ここに「その異常性

が」と入れていただきたいのですが、「その異常性が監査の危険性を高める決定的なものとなっていな

い限り、リスク・アプローチの観点に立っても、追加監査手続をとるべきであったとまでは言うことは困難

である」と。そういうことで、過失はこの時点については否定されています。 

 逆に、平成 13 年の３月期においては、その次ですが、結局入金されていなかったので、追加的な監

査手続をとるべきであったにもかかわらずやっていなかったでしょうと。だから、「なす債務」としての義

務に違反していますね、ということで責任を問われているということなのです。 

 

<注>『債権の目的』は、債務者の行為であり、この行為を『給付』という。給付は、一定の物を交付すること(たとえば、特

定の家屋の引渡し、一定の品質の米１００キログラムの引渡し、金１００万円の支払など)であってもよく、また、物の交付

以外の一定の行為をすること(たとえば講演、劇場への出演、証書の作成、自動車の運転など)であってもよい。前者を

『与える債務』といい、後者を『なす債務』という。(我妻榮・有泉亨・清水誠・田中輝明 著「第２版追補版 我妻・有泉コ

メンタール民法―総則・物件・債権―６８６頁」) 

 

 ここで判決文の表現を使えば、その異常性が監査の危険を高める決定的なものとなっていると判断

される他の要素としては何があるんだということが問題になります。 

 売上の実在性というのは、売上があったのかどうかということなのです。つまり、売上が本当にあった

のですか、架空ではなかったのですかと。その点に関し、入金が実際にあったと。第三者が大切なお

金、命の次に大切なお金を払うということは、やはり売上があったのでしょうと。実際、その取引があっ

たのでしょうというふうに普通は推測されるということなので、お金を払って入金があるということは、売

上があったということについて認める方向に働く重要なファクターだというふうに裁判官は判断したのだ

と思います。これについて、私もそれは重要なことだと思います。 

ただ、入金が実際にあったとしても、循環取引とか、そういうかたちで入金があったように仮装するこ

とも実際ありますので、これだけで絶対に大丈夫だということは言えないと思います。 

 たとえ入金があったとしても、現実に今回の場合では現地調査をして、例えば当該売上に対応する
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工事の成果を出せと言ったにもかかわらず、出さなかったとか。そういうことで、明らかに「おかしいな」

と思うときには、やはりこれは売上があったかどうかについて、さらに追加的な手続きをするべきであっ

たという見解に立つことも十分ありえるだろうなと思います。ここはたぶん裁判官によって違うと思いま

す。 

 少し追加的に申し上げますと、Ａ社の事件とＢ社の事件で、これはいろいろ書いてありますけれど、

ポイントはおそらく私の思うところでは、追加的な監査手続をとるべき義務があったのかどうかということ

にかかってきていると思います。 

 Ａ社の場合は結局、平成 13 年３月期については入金がなかったのだから、これは危険を感じて、追

加的な手続きをとるべきだったと。だけれど、追加手続きをやっていませんねと。だから、そこについて

は過失ありですねと認定されています。 

 ですが、Ｂ社のほうについては、追加手続きを何か取っているのです。レジュメでいきますと 14 ペー

ジをご覧いただきたいのですが、14 ページの上から二つ目の段落、イです。イのほうで、ここは少し省

略されているのですが、真ん中より半分下のあたりです。［１］「実地棚卸立会４人日を含め、商品残高

確定のためだけに９人日を投入」など、４つの加重手続きを取っていると。追加手続きを実際にやって

いるでしょうと。 

 だから、ここについては、監査人については、責任はありませんねということにされているのですが、

ただ問題は［１］から［４］、少し省略されていますが、この取った追加手続きが、本当に効果的な加重

手続きだったのかどうかについては、あまり評価というか、判断はされていなくて、これだけの手続きを

取ったのだから、やるだけのことはやっていますよねということで、責任は認められていないということに

なります。 

 おそらく、追加手続きを取るということについては、被告である監査人のほうが、こんなにやりましたよ、

ということでいろいろ挙げてくるのだと思います。ただ、それについて裁判官として、これで十分な手続

きだったかどうかについては正直わからないのではないかと思います。逆に、原告のほうが、あなたは

それだけ追加手続きを取ったと言っているけれども、これでは不十分でしたねというふうな話をしないと、

そのまま、追加手続きを取ったから責任なしですね、というふうになるということかなと印象としては思っ

ています。以上です。 

 

○コーディネーター 

 はい、ありがとうございます。追加的な監査手続をすべきであったかの重要性判断と、その追加手続

が果たして有効であったのかがポイントであることが良く解りました。それと、いまのお話の中で、少し

私が引っ掛かるのは、会計で基本的な原則があるのですが、その中に、売上計上に関して実現主義

という考え方があります。売上取引の認識において、売上に繋がる商品の引渡しや役務提供が終了し

ており、かつ、その見返りとして現金等価物も入手したことをもって売上が実現したと認識すると言う考

え方です。ですので、A 社事例での売掛金の入金要件を重視した判決は支持できます。ただ、余りに

入金要件を重視すると弊害が起こるように思えます。 

この辺について、学者の立場から見て松本教授はどのようなご意見をお持ちでしょうか。 
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○松本教授 

 松本です。いま佐伯先生のほうからお話がありましたように、裁判所が入金の事実を非常に重視して

いるというのがポイントになると思うのですが、非常に皮相的な判断だなと解釈します。あとでまた B 社

事件でコンピューターの話があると思いますが、それも皮相的な解釈をしているなというのがイメージと

してあります。 

 いま、佐伯先生のほうから売上という取引に関して、こういうふうに役務提供と売上債権の受け取りと

いう二つの要件が充足されて初めて売上取引が帳簿上計上されるのですという話をされていたと思う

のですけれど、そもそも普通に考えると、売上というのは販売行為と回収行為とがセットになっておこな

われるはずなのですね。 

  それで、販売行為というのが先ほど佐伯先生がおっしゃったように、役務ないし、財・サービスの提

供と、それに対応する対価の受け取りという二つの要件が充足されて販売行為が成立し収益が認識さ

れ、そのあと、売上債権が現金として回収されるという回収行為によって追随されるという２段階で構成

されているわけで、裁判所はこの２段階目の回収行為だけを取り上げています。この入金の事実があ

ったかなかったかという回収行為の時点を捉えて、入金の事実がなかった点を重視せずに追加的な

監視手続きをやらなかったのはおかしいという結論を下しているのですけれど、実際問題は販売行為

の段階で、つまり財・サービスの提供と、それに対する売上債権の受け取りの段階で、売上債権が貸

借対照表に計上されているはずです。 

 その売上債権に関しては、私なんかはアカウンティングスクールでケーススタディーを必ずやるので

すけれど、売上債権に関しては、必ず年齢調べという監査手続を実施するよう指導します。 

年齢調べというのは何カ月、何週間、何年間、その売上債権が滞留しているかは必ずチェックしな

さい、その結果、売上債権が滞留しているのであれば、その債権がどうして滞留しているのか調査しな

さいというのです。こういうステレオタイプ的な監査手続として、年齢調べという手続きを必ずやることを

マニュアル上も、テキスト上も要求しているのです。 

 この A社の場合は、請負工事で売上債権を計上しているわけですから、請負工事に伴って発生する

売上債権が、貸借対照表の年度末で滞留しているならば、その請負工事契約の進行に対応している

工事の進行度合いが、年度末の時点で、どの程度だったのかを確かめるのは当然の手続きです。 

 だから、その手続きを怠って、ないしは不十分にしか実施しなかったというのは、何も入金がおこなわ

れなかったから、監査上の過失があったわけではなくて、売上債権の年齢調べ、ないしは売上債権の

滞留を確認する手続きを怠ったという、その平成 11年、12 年の段階でも監査上の過失が認定されても

おかしくはなかったというふうに私は考えていますから、裁判所ももう少し、実際の取引に対応して会

計的に必要となるような手続きやプロセスに関する勉強を、すなわち会計上の手続き上、どういう段階

で、その入金までたどり着くのかに関する勉強をもう少ししてほしいなというのがあります。 

 その裁判所がもうちょっと勉強してほしいなというのは、あとで必ず追求されると思いますけれど、そ

のリーディングケースとして大和銀行事件というのがあります。内部統制の設置義務を取締役に課した、

あるいは取締役会に整備義務を課したとされる判決が出されていますけれど、裁判所が本当に内部

統制というのをわかって裁判の判決を下したのかという疑問はあります。内部統制という概念がわかっ
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ていれば、B 社事件においても、コンピューターシステムのチェックをするというのは本来内部統制、コ

ンピューターそのものが内部統制の一部ですから、その内部統制をチェックするのは当然の実施すべ

き監査手続の一部であって、それを実施しなかった監査人の過失を認定しないというのは、本当に内

部統制に関する理解が適切になされていないなというイメージがあります。 

 なので、もう少し、その会計的なプロセスや、会計や監査に関する体系的な概念に精通してほしいな

というのが、われわれの感覚です。以上です。 

 

○コーディネーター  

はい。どうぞ。 

 

○山口弁護士 

 ちょっと一つだけ申し上げると、要するに私も裁判官に勉強していただきたい、という気持ちはありま

す。ただ、山一證券の事件で、公認会計士・伊藤醇氏の本(『命燃やして 山一監査責任を巡る１０年

の軌跡 』(東洋出版))も読みましたし、それからいま山一原告団の団長でいらっしゃった 

中山巌雄弁護士と一緒に今度日弁連法務研究財団から研究論文を出しますので、山一の事件は両

方の立場から問題点を見つめておりますが、確かに裁判所は認識不足な部分はあるのですが、１回

裁判をやり出したら、裁判所はなかなかレベルの高いところまでの争点を形成する能力は持っていま

すから、決して、会計や監査に関する十分な知識が欠如したままで、判決が出るというわけではないと

思うのです。それぞれがいろいろ説明すれば、ある程度のところまでの判断材料が出てきますので。

当事者主義構造をとっている民事訴訟の場合、むしろ裁判官を説得する責任、裁判所を理解させる

責任は当事者にあるのが現実です。そのあたり、裁判に関与するわれわれ弁護士にも責任の一端は

あるものと考えています。 

 

○コーディネーター 

 よろしいでしょうか。 

 

４-１-３．専門家の利用について 

 

○コーディネーター  

先ほどの松本教授が触れられましたが、実は登壇者全員が集まって事前のシンポジウムの大筋での

論点整理を行いました。その際、いまから第３の論点とさせて頂く B 社で．IT(情報技術)に関する監査

手続について会計士と弁護士で大きな認識のズレがありました。そこで、高田会計士にお聞きしたい

のですが、Ｂ社の事件でコンピューター内の検証をしなかったことに関して、裁判官は問題なかったと

されますが、会計監査の専門家の立場から、この判断についてコメントをお願いします。 

 

○高田会計士  
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先ほども申し上げましたが、やはり量販店で、当時、商品の受払管理というものであったり、会社内

での店別の損益管理であったり、そういった内部管理目的からしても、在庫のシステムが正常に稼動

していないということ自体が、やはりおかしいと思います。そこに、まず疑問を持たないといけないと思

います。 

 その前提で考えれば、会社が、その仕入入力が間違っているからとか、そういったことだけでシステ

ムに関する検証を拒否されること自体に、まずは疑問を持たないといけないのではないかなと思いま

すし、なおかつ、いま、その状況の残高なり、数字がどうなっているのかということについて確認をした

り、そもそも論で言えば、期中のシステムの受払管理、内部統制の運用状況について、何ら見ていな

いということ自体は、会計士の感覚からすると、非常におかしな話だなというふうに思います。 

 

○コーディネーター  

このへんは、森末先生、どうですかね。監査人からすると、会社の会計帳簿で商品受払記録は も

重要な記録の一つであり、その会社のマネジメントにとっても損益管理上で一番大事な内部統制シス

テムと言えるわけで、そこに監査人が踏み込めなかったところに関して、いまの高田会計士のコメントを

どのように聞かれましたか。 

 

○森末弁護士  

何かコンピューターの中を覗くというか、調べるというのは、たぶん法律家とか裁判官にとっては、任

意に出してくれたらいいのですけれど、任意に出さない場合には何か令状がいるような話だと思って

いまして、そうすると、嫌だと言っているのを強制的に調べるような権限はありませんでしょうというふう

に、腑に落ちてしまうのです。 

 だから、裁判官がそこまでの義務はないよねと判断したことについては、私は判決を一読したとき、そ

んなものだろうなというふうに、あまり違和感はなかったのです。 

ただ、Ｂ社については、大量の商品を扱う量販店ですから、普通、コンピューターで管理しないとで

きないですよね。今の時代。そういう状況で、あえてコンピューターを見せませんといった対応自体をと

らえて、やはり不自然だなと思って追加的な手続きを取るべきだと判断することはありうると思います。 

 

○コーディネーター 

ありがとうございます。とりあえず第１部として二つの会計不正判決事例に関するディスカッションを

終わりたいと思います。 

 

○総合司会  

そうしましたら、これから 10 分休憩の休憩を取りたいと思います。ありがとうございました。 
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４-２．今後の課題 

 

○総合司会 

それでは、第１部の判決事例のディスカッションを受けて、第２部では、今後の課題について幅広く

意見をお聞きしたいと思います。それでは佐伯さん、お願いします。 

 

○コーディネーター  

了解しました。今回初めて、弁護士・会計士・学者が会計不正判決といった極めて限定された領域

の議論をシンポジウム形式で行うのは珍しいと思います。第１部でも既に兆候が見えますが、どうして

も弁護士・会計士の間では「判ったつもり」、「説明したつもり」の齟齬が生じます。そこで資料の２５ペ

ージの「Ⅵ．(１)会計不正事件の関係者一覧表」を開けて下さい。これは、会計不正事件があったとき

に、我が国の民間・行政・司法分野での登場人物を一覧的に示したものです。 

今から「今後の課題」をディスカッションさせて頂きますが、我が国の会計不正判決に関する 大の

課題は、ここに登場する諸団体・機関が相互に学際的な繋がりをいかして持つかと言うことに尽きると

思います。例えば、 近の我が国経済社会で存在感を示している、行政分野の証券取引等監視委員

会(SESC)・金融庁や、また、民間分野では会計不正が発覚した場合の証券取引所での情報開示に

深く係わる第三者(調査)委員会などについても触れて行きたいと思います。 

 では、まず一つ目の論点として、監査人の過失の有無を検証する際、「監査の重要性判断」が法律

専門家にとって理解しづらいとの意見を多く聞きます。これについて、お二人の学者からご意見をお

聞きすることから議論を始めたいと思います。まず、松本先生如何でしょうか。 

 

４-２-１．監査における重要性判断について 

 

○松本教授 

重要性に関する判断基準というのは、国際会計基準と国際監査基準でも投資者等の利用者の意

思決定に影響を与える程度として定義されており、それが問題となるのは、過失の認定のときに、会計

士、監査人が正当注意義務を行使しなかったのかどうかを判定する場合になると思うのです。具体的

には、重要性があるにもかかわらず、正当な注意を行使して、監査手続を追加的に、なぜ実施しなか

ったのかという議論になっていくと思います。この正当な注意という概念は、法律家の先生方が受任者

の義務として使われる民法第 644 条の善管注意義務と同じであるというふうに監査論では常に教えて

います。また 正当注意というのは、デュー・プロフェッショナル・ケア（due professional care）と、アメリカ

のテキストからそのまま来ているわけですけれども、平均的な職業的監査人であれば、同一条件下で

あれば、当然に行使すべき注意の水準というふうに、われわれは学生には定義して教えています。 

 ですから、逆に捉えると、そういう平均的な監査人が、同一の条件下に置かれた場合に、こういう監

査手続は必ずやるのであれば、それぞれの監査人において当該監査対象に対して重要性があると認

定されたとわれわれは考えます。 
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 ところが、デュー・プロフェッショナル・ケアにしろ、善管注意義務にしろ、正当注意義務にしろ、これ

は抽象的な概念としては、われわれは押さえることができるのですけれども、実際に検討すべきは、法

廷ないしは裁判所で議論されたり、あるいは協会による会員処分のための委員会などで検討されるこ

とになりますから、ケースバイケースで判断されることになります。ロースクールがやっているようなケー

ススタディーを、われわれアカウンティングスクールなどでもやらないといけないということです。 

 ところが、アメリカとの 大の違いは、日本にはケースがほとんど表に出ないのです。なぜ、出ないの

かというと、協会として恥ずかしいかららしいのですが、あるいは会員の名誉を傷つけることになるから

らしいのですが、そのケースの積み重ねがなければ、どういう局面でこれが重要な取引と認定するかど

うかを、会計士志願者も会計士自身もわからないし、「正当注意義務を履行しなかった場合には、過

失が認定されるのです」と教えたところで、どういった具体的な場合に正当注意義務を行使しなければ

ならないと認定されるのか、ケースがなければわからないのです。 

 所詮、全部の議論は後出しじゃんけんですから、全部終わったあとで、そういう話をするわけなので、

将来に向けた建設的な後出しじゃんけんをするための資料を、弁護士の先生方や会計士の先生方か

ら教材として提供していただきたいというのが、一つ、われわれの側の希望としてあります。 

 あと、もう一つ、正当注意義務を議論する場合の重要な争点として、監査人の規模による正当注意

義務の水準の問題があります。昭和 57 年の未熟児網膜症に関する医療過誤訴訟で、中小医療機関

や個人の病院と大規模な病院とでは医療水準が変わってもいいのだという 高裁判決がありました。

それは先例で確定していますから、同じような話として、大規模監査法人と中小監査法人とで、同じよ

うに正当注意義務のレベルは変わってもいいのかという話が、たぶん監査でも同じ議論が出てくると思

うのです。 

 しかし、監査のテキストでは、監査業務として契約した場合、正当注意義務の水準は一定というふう

に固定的にとらえていますから、中小監査法人であろうが、個人の公認会計士であろうが、大規模な

監査法人であろうが、法定の財務諸表監査を実施する以上は、同じ注意水準が要求されるという意味

では、医療過誤訴訟と監査過誤の訴訟とでは大きく違うのかなというイメージを持っています。以上で

す。 

 

○コーディネーター 

 監査における重要性判断の妥当性はケースバイケースで検証されていく必要があり、その為に「建

設的な後だしじゃんけんをするための資料」を継続的に積み上げ公表して行く必要があると思います。

それと、今の松本教授のコメントで興味があるのが、医療訴訟での被告とされる法人の大小規模のご

指摘です。我が国の監査業界では、日本公認会計士協会が社会的に影響がある上場会社の監査を

実施する監査法人を「登録」し、これを一つの自主規制の目玉としています。現在、約１６０事務所が

登録されていると思いますが、事務所の規模で言うと、大手３法人の業務収入規模が８００億円を超え

ますが、上位から１０番目になると１５億円程度となり、登録している１６０事務所の規模が著しく乖離し

ているのが現状です。この業界を認識して「組織的な監査」や、「平均的な監査」の議論も必要と思い

ます。 
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引き続き、監査の重要性判断について見方を変えて、「監査リスク・アプローチ」の観点からコメント

をお願いします。 

 

○内藤教授 

 リスク・アプローチといいますか、財務諸表監査では、財務諸表の重要な虚偽の表示を見逃さない

ようにし、意見を表明するのですが、重要な虚偽の表示の有無を問題としているわけです。 

ですから、重要とは簡単に言えば、財務諸表で表されているいろいろな数値が、１円でも間違ったら

駄目とは言っていないということなのです。そうしたら、10 円でもないということですね。100 円なのでし

ょうか、あるいはトヨタのように、一昨年だと、当期純利益が１兆円のような企業の場合、100 億円間違っ

ているのは重要であるのかないのかということになってきます。 

 会計学とか監査論の領域では、重要性の原語はマテリアリティーなのです。マテリアルというのは、

物質的なとか、実質的なという意味です。ですから、実質的に意味のある数字、あるいは実質的に何

か意思決定に影響を与えるような事柄が重要という意味です。金額的には小さくても許されないレベ

ルも重要性に含まれる場合もあります。マテリアリティーを「重要性」と訳しているので、これは不確定的

な概念だと思うのです。 

 このことを前提に、平均的な監査レベルで、いま松本先生からお話があったように、同じ公認会計士

で、同じ条件であれば、当然に注意しないといけない水準が重要性です。監査人はそのような｢重要

な｣虚偽の表示を見逃してはいけないわけです。 

 では、その「重要な」とは、いま言いましたように、実質的に意味がある、財務諸表利用者にとって、

実質的に意味がある金額なり質的なもので、そのような重要な誤りは見逃してはいけないわけです。し

かし、重要性は、一律に決められるものではなく、財務諸表利用者にとって実質的に意味があるかどう

かですから、そのときどきで変わってしまいます。 

 ところで、リスク・アプローチで私は 大の欠点だと思うのは、監査リスクを合理的に低い水準に抑え

ないといけないということで、リスク・アプローチが導入されたのですが、監査リスクは、先ほど言いまし

たけれども、例えば５パーセント以下に抑えることとなっています。 

 ところが、監査リスクを５％以下に抑えると言っても、重要な虚偽の表示の重要性をどう考えるかで変

わってくるのです。１億円を重要と考えるとしますと、１億円を超えるような虚偽の表示、これを見逃さな

いように監査手続をするという場合と、１千万円を重要と考えると、１千万円以上の虚偽の表示を見逃

さないように監査するということと、これは全然違ってきますよね。 

 当然、１億円を重要と考えたほうが、監査リスクはもともと小さいのです。重要性の水準を小さくすれ

ばするほど、監査リスクは大きくなりますから、適用すべき監査手続を多くしないと、時間も人も投入し

ないと監査はできなくなってしまうという問題点があります。 

では、そこの判断は誰がするかというと、公認会計士の方々に任されているというのが実情です。で

すから、リスク・アプローチの一つの欠陥といいますか、言い逃れの手段になりうるのが重要性の基準

です。 

 逆に、公認会計士の方々の責任が過重になり過ぎないように、すべての虚偽の表示を見つけるので
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はなくて、重要な虚偽の表示を少なくとも見つけてくださいということになっています。以上です。 

 

○コーディネーター 

ありがとうございます。今の内藤教授の例えとして１円、１００億円のお話がありましたが、資料４４ペ

ージの C 社判決文の中で、会計不正があった特定口座に関する記述があり、そこで C 社の預金勘定

残高における特金の割合について「１事業年度で１０００億円を超える変動も特に珍しいものではなか

った。」との判断が示されています。重要性について、財務諸表利用者にとっての重要性、監査人にと

っての重要性について今後多くの議論が必要であると思います。 

お二人の学者のコメントを受けて、山口弁護士は如何でしょうか。 

 

○山口弁護士  

いまの重要性のお話もそうですし、先ほどの入金とかのあたりのお話でも同じようなことを私は考える

のですが。 例えば、弁護士が監査法人を相手に訴えを提起すると。確かに、こういう条文があるから、

もしくはこういう監査基準があるから、監査人はこうすべきではなかったかと。これを言うのは簡単なの

です。 

 ところが、われわれは訴訟で勝たなければいけないのです、裁判というのは。依頼者のために勝たな

ければいけない。例えば、こういう監査基準にこう書いてあるから、入金がなかったらこうすべきであっ

た。これでは勝てないですよ。 

 何を言わなければいけないかというと、要するに普通の、先ほどの平均的な監査人であれば、こうい

うふうにやろうと思えば容易であったのにやらなかったと。そこを言わなかったら、裁判所は絶対にこち

らに味方してくれないわけです。 

 例えば、こういった監査レベルというのも、ある意味、どのへんのレベルがあるのかという話と同時に、

では、その立場に立った会計監査人は、そのとき、その手法を取れたのかどうか。その監査法人は、も

らっている報酬、それから時間、何月何日までにやらなければいけない。それから、あとは人間の制約。

そういったもののなかで、こちらが主張したいことが、はたして普通の平均的な監査人にできたかどうか、

普通の監査法人さんにできたかどうかと。 

 そこのところを、やはり監査法人を相手にする弁護士側としては、そこをきちんと立証し、裁判官を説

得できなければ、いくら立派なことを言ったって監査法人さんが勝訴するのではないか、というのが私

の感覚なのです。 

 例えば、この重要性の原則というのは、まさに、われわれからしても極めてわかりにくい概念でござい

まして、本当に内藤先生のご指摘のとおりで、ある意味、監査法人さんが責任を問われる度合いという

のは、やはり制限されて当たり前であると。ですから、当然、重要性の原則というのは、責任軽減のた

めにもあるかもしれないけれども、ただ、ちょっと私はわからないのは、監査人の方々がお使いになっ

ている重要性の原則という言葉と、それから、「金融商品取引法」の中で、いわゆる民事責任に問われ

る場合の重要な虚偽表示ですね。あそこで言われる重要性というものの意味が同じなのか、それとも

違うのか。そのへんはたぶん、いままでもあまり議論されてこなかったと思うのです。 
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 おそらく、法文の中に出てくる、重要な虚偽表示における重要というのは、おそらく投資家から見た

判断です。投資家から見て、投資の意思決定にとって、どれだけの影響力を及ぼす事実なのかという

ところで、重要かどうかということが決まってくると思うのですけれども、そういう考え方が会計監査人の

方のとらえる重要性の原則のときの重要性と同じ意味なのかどうか。そのへんは、私もこれから検討し

ていかなければいけないし、先生方にまた教えていただけたらなと思います。 

 やはり、取引所の規則で、上場廃止の基準にあたるかどうかというときも、重要かどうかという判断が

出てきますし、あと、インサイダー取引などでも重要な事実にあたるかどうかと。あそこは軽微基準とい

って、また軽微かどうかという判断基準が数値的にも出てきますけれども。 

 結構、法律上も虚偽表示が重要かどうかということが非常に大きなメルクマールになる部分というの

はたくさんありますので、おそらく、これからこのあたりは、会計上の重要性の原則における重要性と同

じものなのかどうかというのは、きっとまた、いろいろなところで議論の対象になってくるのではないかな

と思っております。 

 

○コーディネーター 

 ありがとうございます。監査人の法的責任を問う目安として「重要な虚偽表示」を検証する場合、投資

家の目線で見る必要があるとのご指摘はその通りだと思います。その時ですが、その投資家をどのよう

なレベルと見るかも大切な議論だと思います。アメリカでの監査論では一定の会計専門知識を持った

投資家を想定していると聞きますが、我が国の会計不正事件で訴訟を起こす投資家のイメージと少し

違うように思われます。私が原告となる投資家のイメージは、株価変動の結果責任として訴訟を起こし、

その引き金は、証券取引等監視委員会の強制捜査情報や、金融機関が資金を止めることに起因した

ものが多く、純粋に会計マタ―と言うより、何か政治・経済のドロドロした要因が背景にあるような気がし

ます。これも“今後の課題”としておきたいと思います。 

 

４-２-２．組織的な監査について 

 

○コーディネーター 

  では先ほど、医療過誤訴訟と監査過誤訴訟で被告の法人規模の議論がありましたが、これに関連

して、監査人の「組織的な監査」に移りたいと思います。この議論は法律専門家にとって理解しづらい

ものだと思います。と言いますのは、弁護士法人が制度化されていますが、 終的に弁護士さんは個

人の法律専門家として弁護活動をされます。同じ職業専門家たる医師は、医療法人に属しても医療

チームが医療行為の単位となることが多いと思われます。このように、職業専門家たる弁護士は「個

人」、医療は「チーム」で業務を行いますが、財務諸表監査は「組織的監査」を行うことが監査基準で

定められています。ですから、会計監査は「監査法人(会計事務所)」として監査契約を受嘱し、個人で

もなく監査チームでもなく、監査法人として、いわゆる組織的な監査を実施して意見表明を行うことに

なります。 

 今回取り上げた判決文の中でも、少しは組織的監査については触れられていますが、まだ判決に至
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る議論として中核的な議論になっておりません。ただ、今後は「組織的監査」の認識は極めて重要で

すので、本日の議論のテーマとしたいと思います。では、 まず内藤教授に、監査法人(会計事務所)

の品質管理についてコメントをお願いします。 

 

○内藤教授  

組織的監査というのは、いま佐伯先生がおっしゃいましたけれども、公認会計士が一人の監査人と

して、財務諸表監査を契約し、計画し、手続を実行し、意見を形成して、監査報告書を作成するという

ように、全部を一人でやっていいということではないということです。 

 それは、上場会社を中心とする監査諸表の監査にあっては、財務諸表の内容は複雑ですし、調べる

べきことは多数で、リスク・アプローチで評価すべきことも多数あるので、組織的にやらないと、とても短

期間でできない。そういう意味なのです。 

 しかし、組織的な監査をする本質は何かについて、弁護士の先生も公認会計士の先生も、いずれも

プロフェッショナルな判断をされているわけです。プロフェッショナルな判断というのが、国が認めた独

占業務として、それぞれの業務を免許制でやっており、そのために資格試験と実務経験とを積まない

といけないとなっているわけですが、プロフェッショナルな判断が、主観的なものではなく、より客観的

なもの、すなわち相互主観的に、その客観性が保証されるような仕組みにしておかないといけないとい

う要請があると思います。 

 ですから、組織的監査というのは、正当な注意レベルを達成しているということを、一人の公認会計

士が見るということではなくて、複数で見る、実際に証拠を集め意見を形成する、そのすべてのプロセ

スがよかったかどうかということを別の公認会計士の方がチェックする。こういった仕組みにしておかな

いと、現代の財務諸表のように、いろいろな複雑高度な会計判断が必要とされている財務諸表作成の

正しさは見られませんということだし、不正による重要な虚偽表示、その可能性がないのかどうかという

ことも検討できない、そういう意味だと思います。以上です。 

 

○コーディネーター  

ありがとうございました。松本教授、いまのお話について追加のコメントがあればお願いします。 

 

○松本教授 

 内藤先生のほうからは、監査意見をどういう監査プロセスで監査法人の内部で形成していくかという

点で、品質管理の面から組織的な監査は必要だというお話だったのですけれども、私のほうからは、

外見的にも監査法人という組織的な監査のかたちでないといけないのだという話をしたいと思います。 

 監査法人というのは、昭和４０年に山陽特殊製鋼による粉飾決算事件があったとき、「公認会計士

法」の改正で導入されたのが、組織的監査としての監査法人組織だったと記憶します。監査報告書を

ご覧いただくとわかるのですが、監査報告書は日本の場合、監査法人名と監査責任者、例えば佐伯

先生の名前ですが、監査報告書上に列記されています。だから、法人名と個人名が並んで出てきま

す。 
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 ところが、アメリカとかイギリスの監査報告書をご覧になったらわかるのですけれども、アーサー・アン

ダーセンだったらアーサー・アンダーセンという法人名、監査事務所名しか書いてありません。つまり、

利用者の立場に立っていただきたいのですが、多数の遠隔地に分散した利用者の立場からすると、

個人的な繋がりや信頼関係のない佐伯剛という会計士個人の名前は何の意味もないわけです。 

 何の意味もないといっても存在自体には個人の会計士に対する牽制という意味があるのですけれど

も、佐伯剛という名前が監査報告書の署名欄になされていたとしても、例えばオーストラリアの人間が

ソニーの株を買うときに、ソニーの株式の有価証券報告書に添付されているソニーの監査報告書を見

て、佐伯剛を見たから、ああ、佐伯剛だから信頼できる監査がおこなわれている。だから、財務諸表も

そのまま 100 パーセント信用できるので、投資額を 10 億円増やそうという話には絶対ならないのです。 

 その場合、ＫＰＭＧや PwC、アーンスト・アンド・ヤングといった法人名を信用して投資意思決定をし

ているわけですから、投資家の立場からすると、監査報告書に個人名が書いてあるということは何の意

味もありません。 

 賠償請求をする場合に、特定の人間を名指しして賠償請求をするという意味では意味を成すのかも

しれませんけれども、その点からしても、ディープポケットを持っているのは監査法人の側ですから、お

金を持っている監査法人の名称を信用して、かつ、お金を持っている監査法人を訴えたほうが、投資

家からしても損害回復の可能性が高いという意味もありますし、先ほど申しましたように、監査報告書

の信頼可能性という点からもあります。ですから、監査法人の名前には意味があるのですけれども、個

人名には意味がないといえます。 

 さらに、直近の金商法上の改正で、法人の刑事責任も問えるように金商法が改正されましたから、監

査法人にも刑事責任が問えるということは、必ずしも自然人でなければ、つまり個人の会計士でなけれ

ば民事・刑事責任を負わせられないという発想はもうなくなったと思います。 

 さらに、監査基準においても、意見表明審査、監査意見を 終的に表明する前には、必ず事務所

内部で審査を受けなければならないと書いてあります。監査基準に書いてあるから、これはやっていな

いから違法だという話には持っていきたくないのですが、意見表明審査というのを事前に受けるという

ことは、審査を受けていなかったら監査意見を表明できないわけですから、監査手続と同様に、審査

手続きも 終的な監査意見を表明する前提条件になっているといえます。 

 前提条件の一つである審査を受けていないにもかかわらず、監査意見を表明するというのは、違法

行為に近いもの、すなわち監査基準で求められる正当注意義務に違反した行為だと私は考えますか

ら、まさしく監査法人制度が導入されたことによって、監査の品質も高まるし、独立性も高まるし、保険

賠償機能も高まっているのだと私は理解していますので、個人レベルよりも法人レベルのほうが、組織

的監査として重要だと考えます。以上です。 

 

○コーディネーター 

 組織的な監査というものが、弁護士からすると、ちょっと違和感がある方が多いと思われますが、我が

国の上場会社の約８割の監査を大手４法人が実施しているという現状があるのですが、“今後の課題”

として、上場会社が倒産して訴訟となった場合、お金を持っている監査法人を訴える傾向としていわゆ
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る「ディープポケット」への危惧も指摘しておきたいと思います。 

 

４-２-３．行政処分の影響について 

 

○コーディネーター 

次のテーマですが、先ほどの「Ⅵ．(１)会計不正事件の関係者一覧表」で触れました行政分野でも、

今後多くの課題があると思われますので、議論を移したいと思います。これも弁護士さんからすると、

いわゆる行政処分というのは、われわれ会計士と比べ認識のずれる部分だと思われます。ただ、今回

取り上げた A 社の判例でも、監査人が金融庁から行政処分を受け、かつ、これに対して不服申し立て

していないことが一つの論点とされています。A 社の判決文の中では「異なる法律の背景があるから、

基本的には被告の過失に関しての判断の根拠にはならない」とされていますが、実際にこれは本音な

のか、つまり弁護士として弁護活動されるときに、被告がその事件で行政処分を受け、ましてや不服も

申し立てていないということは、裁判の中で本当に影響がないのかどうかについてお伺いしたいので

すが。 森末先生、ここらへんはどうでしょうか。 

 

○森末弁護士 

 行政と司法と、あるいは民事と刑事とかいうことで、異なる制度だから、直接関係ありませんというのは、

常套句でよく使われる言葉ですけれども、実際には行政処分が同じ事件になされていて、そこで黒と

なったものが民事で白となるかというと、弁護士に法律相談を持ってこられたときは、ほぼしんどいねと

いう回答になります。 

 よほどの証拠がなければ、なかなかしんどいですよと。受けるとしても、ちょっと勝つまでは難しいで

すよという話になると思います。 

 それは置いておいて、裁判官としては、おそらく行政処分があるからといって、それにできるだけ影

響を受けないようにしようと意識すると思います。だから、出された証拠とか、資料を虚心坦懐に見つめ

て判断しようと思うのでしょうが、でも実際、人間ですので、行政処分で黒が出てるから、やはり黒だよ

ねと。無意識的にそういう心向きになるのは間違いないということで、実際にはたいへん大きな影響が

あると思います。 

 

○コーディネーター 

 ありがとうございます。やはりそうだろうなと思っていたのですが、明快なコメントを頂き、非常に参考

になります。 

 少し横道に外れるのですが、近時、金融庁の処分が、監査人が強制加入する日本公認会計士協会

の処分に先行して公表され、後で両者の量刑に「差異」が生じた事例があります。A 社の訴訟事件で

平成１０年３月期から平成１３年３月期までの４年間が会計不正事件として争われましたが、大阪地裁

の判決では平成１３年３月期の１年のみに過失があったと判断しています。同様に、日本公認会計士

協会も、平成１０年３月期だけに関与した会計士に対しては過失が無いと判断しています。にもかかわ
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らず、単に先行処分した金融庁が同会計士に対して１ヶ月の業務停止をしていると言うそれだけの理

由で「戒告」処分を下しています。 

よく金融庁処分と日本公認会計士協会の処分では立場が異なるとは言われますが、金融庁処分が

民事訴訟に影響を与える可能性があるのであれば、会計監査の規範を公表する日本公認会計士協

会の処分についても同様か、それ以上に影響があると思われます。そこで、参考資料の「Ⅵ．(３)－１．

公認会計士の懲戒処分」、「Ⅵ．(３)－２．会員に対する懲戒処分」を見て頂きたいのですが、○○電

気株式会社(上場会社の某電気メーカー)の監査人に対する処分内容が添付されています。これを見

比べて頂くと、例えば、２名の会計士の処分期間が金融庁２４ヶ月であるのに対し、日本公認会計士

協会では９ヶ月と著しい「差異」があります。双方の処分根拠を読んでみると、いずれも監査人の監査

判断に言及しており、双方の監査人に対する過失判断において共通した検討が行われたと思えます。

双方の処分の「差異」をどの様に理解すれば良いのでしょうか。高田先生、一人の会計士の立場から

で結構なのですがコメントをお願いします。 

 

○高田会計士 

 金融庁の処分が出てから、かなり遅きに失した感もありますが、協会の処分が出ました。この両者の

処分は、その目的とか性質が違いますので、この量刑の程度に相違があっても、これは致し方ないの

かなと思います。しかし一方で、過去の例からすれば、協会処分が例えば３カ月であれば、金融庁も３

カ月というような、ある程度、対応関係に面（つら）を合わせたような処分がなされてきたものと思います

ので、この乖離の仕方に非常に驚きを覚えます。 

 この双方の処分の書面を見まして、双方とも処分理由に、「相当の注意を怠り、重要な虚偽記載をな

いものとして意見表明した」というふうな点で、表面的には同じように書かれているのですが、実際のと

ころの処分理由というものはよくわかりません。 

 今年５月に、皆さんの資料で 58 ページに、ここにおられる小川会長が日本公認会計士協会の本部

常務理事として出されたものですが、金融庁の処分と協会の処分に著しい量定の乖離がある場合に、

金融庁に対して処分の根拠になる調書の開示請求、謄本等の請求ができるということが書いてありま

す。 

 私個人的にはやはり、この点について協会本部には是非とも資料の請求をしていただきたいと思い

ます。ただし、本件につきましては、会計士協会自体は、この請求ができる利害関係人に該当するの

かどうかというところで、ひょっとすると、金融庁から「該当しない」ということでばっさりとけられる可能性

もあるのかなとも思いますが、個人的にはそのように思っております。 

 

○コーディネーター  

ありがとうございました。 先ほど、森末先生のコメントで、金融庁の処分が司法判決に絶大な影響

を与える可能性が指摘されました。 

金融庁の、いま見ていただいた某電機メーカー監査人に対する処分根拠が、単なる監査手続上で

形式的な問題で瑕疵があったというのならいいのですが、監査専門家の意見形成の判断にまで踏み

－ 40 －



込んだ判断を行政が行うのは問題であり、必然的に会計士協会の自主規制に影響を与えますし、仮

に某電気メーカーで訴訟になっていた場合は司法判決にも影響を与える可能性があります。 そうす

ると、いわゆる専門的な分野の判断にまで行政が踏み込んでしまうと、これは極めて問題ではないの

かと思われるのですが、内藤教授、学者の立場で何かコメントがあればお聞きしたいのですが。 

 

○内藤教授 

 金融庁のほうの資料、52 ページ、53 ページを見ていただくと、これは要するに子会社等株式にかか

る減損の扱いについての問題です。子会社等株式の価値が非常に下がっているが、将来的にどれだ

け回復してくるかによって会計処理が異なるわけです。もし、減損処理をしないといけないとすると、減

損損失が計上され、当期純利益が大幅に減る。おそらく、当期純損失になる。某電機メーカーは、そ

れを避けたかったのでしょう。 

 当該会計士は、当該子会社等の株式の時価について、証拠をきちんと集めて、その価値が正しい

かどうかという判断を監査上しないといけなかったわけです。本事例は、2002 年の監査基準のあとで

すので、まさに不正による重要な虚偽の表示がないかどうかということを十分に勘案したリスク・アプロ

ーチを適用すべきだった事例なのです。 

 この当時、某電機メーカーは、いわゆる白物家電が売れなくなっており、業績が非常に悪化していっ

た時代で、かつ、取締役会では決算案がおおよそ７プラン提出されていたということです。今期はどの

決算プランにするかを議論していたというのは、どこまでが事実かわからないのですが、『日経ビジネ

ス』では、その旨の記事が掲載されていました。 

 当該会計士の方々は、そのことを本当に知らなかったかどうかです。要するに、不正を誘発する動機、

あるいは不正につながるような統制上の不備があって、そういう機会があったのかどうか。それから、そ

ういう不正をしてでも、某電機メーカーの株価を維持して、やはり将来に回復を待っていたかったのか

どうかとか、不正発生要因と呼びますが、かかる要因に踏み込んで監査をされたのかどうかというのが

一つ大きな争点になったのではないでしょうか。 

 ただ、金融庁の側での減損処理をすべきだったかどうかや回復可能性の検討内容について、公表

されたデータでは不明なままです。 

 子会社等に生産委託をしていたとき、例えば中国市場に進出して売上がどんと伸びるという可能性

を、経営計画を見て判断している、したがって、子会社株式の価値は十分回復するという判断もおそ

らくあったのではないかと想像します。 

 ですから、先ほどのリスク・アプローチで言うと、固有リスクがこの会社は高かった可能性が大きく、不

正発生要因もあったので、公認会計士が十分な監査をすべきだったということになります。しかし、会

計上の見積りと言いまして、現在の財務諸表作成基準の中には、会計上の見積りの要素、要するに将

来予測を経営者がおこなって財務諸表を作成する局面が非常に大きくなっていまして、将来予測をど

う正確に行うのか、財務諸表作成上も監査上も重要なテーマなのです。 

 金融庁が厳しい処分をした根拠の事実関係については、公表されたデータだけではわからないの

です。ですから、会計上の見積りの妥当性や合理性を当該会計士が誤って判断したのかどうかという

－ 41 －



のを金融庁はどうやって確かめたのか、われわれの方から見ると不明です。 

 逆に、会計士協会側の処分は、会員権の停止です。会員権の停止は、実質的にはほとんど意味が

ないと聞いているのですけれども、業務停止とは意味がまったく違うわけです。 

 今回、業務停止が長い期間で、会員停止の期間が短いのですが、いずれも同じケースですから、ど

ちらかというと、会計士協会の処分は甘いと言われたら甘いと言わざるを得ないことになると思います。

公認会計士協会の方の判断についても、実質的な会計上の見積りに対する判断をどのようにとらえて、

それは極めて重い処分をするほどではないと、責任の重さについての軽減を認めたと思われるのです

が、具体的にどのように判断されたのか、金融庁もどういう判断をされたのか、そこが解明されないと何

とも言えないのではないかと思います。以上です。 

 

４-２-４．課徴金制度の影響について 

 

○コーディネーター 

 ありがとうございます。行政処分の民事訴訟の影響や、日本公認会計士協会の処分との相違につ

いて触れましたが、続いて「課徴金」について伺いたいと思います。 

 先ほどの「Ⅵ．(１)会計不正事件の関係者一覧表」を見て頂くと、証券取引等監視委員会が会計不

正が発見された会社に対し「課徴金」を課するよう金融庁に勧告する制度が施行され、その事例が多

く発生してきています。 近の新聞報道で公表されましたが、IHI(旧・石川島播磨)に課徴金の勧告を

行い、金融庁が 終的に支払命令を下す根拠となった「検査報告書」を民事訴訟の証拠として提出

命令が出たとの報道がありました。これについて山口先生のコメントをお願いします。 

 

○山口弁護士 

  確か 16 億円ほどの課徴金処分が課された事件です。ところで、株主から役員および会社に対して

損害賠償請求訴訟を提起されているという事件で、要するに課徴金を納付させる処分に至る検査報

告書が文書提出命令の対象になっています。その命令が裁判所に認められ、金融庁が開示しなけれ

ばならなくたった、ということです。この報告書は金融庁のほうでもちろん持っているものですが、金融

庁に対しては、ＩＨＩはすんなりと 16 億円払いましたよね。審判手続上の「認諾の答弁書」を会社側は

提出しているものです。 

 答弁書を出しながら、株主に対しては、あれは本意で課徴金を払ったものではない、実は会計処理

は適正なものであったと、というような対応を取られたわけですから、原告側としては、金融庁の持って

いる書類を裁判の中で活用したいということで、文書提出命令の申し立てをしたと、いうことのようで

す。 

 金融庁としては、公務秘密文書なので、裁判所はたぶん却下するだろうと予想していたところが、裁

判所は出せということになったので、金融庁も意外に感じているのではないでしょうか。 

 いまの原告側の処分のとおり、いまの日本の制度では、課徴金処分は有価証券虚偽記載ということ

の故意過失、いわゆる責任要件としての主観的要素というのは不要です。要するに、やり得は許さな
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いというかたちの課徴金の取り方をしておりますので、ダイレクトではないですが、スキームとして、やは

りこれは違法ですというようなかたちで、金融庁が何らかの意見を表明している以上は、これに対して

は、例えば、あとでこういった司法判断の場で、影響が出てくるのではないでしょうか。 

やはり有価証券報告書に虚偽記載があった、というような、何らかの公権的な判断があった以上は、

先ほどの森末さんの見解と同じように、後日の裁判にも影響はしてくるのではないのかなと思われま

す。 

 ただ、昨日（平成２２年６月２５日）のビックカメラの「審判案」のように、問題点をうまく回避して、後日

の裁判で利用されないような決定にしておこうとか、そういうことも考えながら審判案を出したりすること

も予想されます。それは裏を返せば公権的な判断が、あとで裁判等に影響があるということだと思いま

すね。 

 

４-２-５．第三者(調査)委員会の位置づけについて 

 

○コーディネーター 

 割り当て時間が迫りましたので、 後の論点に行きたいと思います。もう一度「Ⅵ．(１)会計不正事件

の関係者一覧表」を見ていただきたいのですが、この表で「調査委員会」というのを書いた部分です。

先ほど議論がありました、 近の傾向として、山一証券事件でも、三洋電機でもそうなのですが、会計

不正を行った会社が任意で弁護士・会計士の第３者の専門家で構成される調査委員会を設置し、会

計不正の実態を調査し、その内容を IR で情報開示することが一般化してきています。任意の調査委

員会でありながら、上場維持のように今後の企業運営にとって極めて影響を与える存在と言えます。

多分ですが、会計不正に絡む諸機関である証券取引等監視委員会や金融庁、さら訴訟となれば司

法判断資料として利用される可能性が強いと思もわれます。 

 そういう意味で、今回のシンポジウムでこの調査委員会の位置付けと課題について検討しておきた

いと思っています。この辺について山口先生にコメントをお願いしたいと思います。 

 

○山口弁護士  

いま、「第三者委員会ガイドライン」というのをつくって、もうすぐ日弁連のほうで公表されます（注－

日弁連は平成２２年 7 月 15 日に公表した）。要するに、弁護士が第三者委員会になったときの行動基

準です。 

 一つ問題は、皆さま方ご承知のように、普通、会計士さんも第三者委員に入りますよね。例えば、金

融庁マターの第三者委員会の場合には、弁護士委員と共に会計士委員も入ります。その会計士委員

の方々に対して、このガイドラインは拘束力があるのかとか、そのへんの問題は残るのではないでしょう

か。 

  ある意味、第三者委員会は、今回の山一の件、それから三洋電機の件も含めて、やはりそこの影

響力というのはすごく大きいわけでして、伊藤さんという方が 10 年間、裁判をされるきっかけとなったの

も、この社外調査委員会の報告書が発端になっているわけです。 
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 ただ、そういうこともあって、ある意味、責任追及の可否を検討する第三者委員会というのもあるので

すけれども、いま日弁のほうでガイドラインをつくっている委員会は、やはり基本的には、まず第一に事

実認定ですね。何が起こったのかという、その事実認定と、それから原因の究明です。原因の究明、

いますぐ再発防止策と。 

 これらに関しての公表は第三者委員会の役割であることを明記していますので、 近のように、いわ

ゆる責任追及のための第三者委員会というのは、やはり問題がいろいろ大きいので、これから先、そこ

まで主たる目的として調査の対象となるのか、ということになると、少し委員会の在り方は変わってくる

のではないかなと思います。 

 

○コーディネーター 

 いまの山口先生の話に少し補足しておきたいのですが、関係者一覧表にも記載していますが、金額

的に重要な会計不正があった場合、上場会社は「訂正有価証券報告書」を提出する必要があります。

通常は対象決算期の監査人がこの「訂正有価証券報告書」の監査意見を表明するケースが多いので

すが、会計不正で会社との信頼関係が崩れたとかの理由で、従来とは異なる後任の監査人が意見表

明することがあります。この時に問題となるのが、前任監査人の協力が得られずに後任監査人が適正

な監査意見表明ができるのかという点です。例えば、架空売上や架空在庫の粉飾があった場合、過

去に遡って債権や在庫の残高の妥当性を検証する多大の労力と時間を要しますので、前任監査人

の監査調書を閲覧できない状況で、単に会社から提供される資料だけの監査には多くの制約が生じ

ます。訂正有価証券報告書の監査であっても、財務諸表監査ですから当然に監査リスク・アプローチ

による「通常の監査手続」が実施されるかが大きな問題となるわけです。今回のシンポジウムでは司法

判決のほうにフォーカスしましたけれども、「第三者（調査）委員会」や「訂正有価証券報告書」に関し

ても今後の課題があることを指摘しておきたいと思います。 
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５．質疑応答 

 

○コーディネーター 

 少し駆け足でしたが、本日の論点としたかったテーマは 低限ですが触れることができましたので、

後に会場からのご質問を伺おうと思います。如何でしょうか。 

 

５-１．会計不正発見の端緒について 

 

○会場質問者：その１ 

 １点教えていただきたいのですけれども。今回の会計不正事例のケースで、どうすれば不正を発見

することが出来たのか、何をすればわかったのかについて、具体的なご意見があれば教えていただき

たいのですけれども。 

 

○コーディネーター  

今回のこのシンポジウムをするときに議論があったのですが、判決文ではわれわれ、背景となる資

料がまったく持たない状態で議論をしますので、判決文だけで読み解くというのは非常に難しいと思

いますが、登壇者の皆さん、如何でしょうか。 

 

○内藤教授 

 何をすればよかったというのは、それは監査として何をすればよかったかということでしょうか。 

 

○会場質問者：その１ 

 今日、お話をおうかがいしていると、例えば売掛金の残高確認の監査手続はやっていたんだけれど

も、外部と共謀していましたとかという話になったときには、追加手続きとして何が考えられるのかという

ところについて、こんなことも考えられるのではないかというところを実務的に教えていただければあり

がたいのですが。 

 

○内藤教授 

 共謀など複雑なスキームを使って不正をおこなっているときに、何をしておけばよかったか、事後的

に状況が明らかになってきたら、ああいうこともしておいたらよかったねという話はたくさんあると思うの

です。いま、佐伯先生も言われたのですけれども、判決からの内容ではよく読み取れないところがやは

りたくさんあるのです。 

 何を教訓とすべきかと思うのは、いま重視されているのは監査調書の記録です。従来ですと、私は監

査調書の記録というのは、どちらかというと少し懐疑的なのですが、しかし裁判上で監査人がどういう判

断をしたかという上で、記録に残るものは調書しかないんですよね。 

 ですから、調書というのは、いろんな意味の調書がありますけれども、メモ書きでもかまわないと思う
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のです。そこにきちんと書くべき内容として、自分が再現できるのではなくて、他の同じような経験を積

んだ、知識を持っている監査人が、その調書の記録を見れば、どういう監査がおこなわれたかというこ

とが再現できるような記録の仕方、それはやはり求められているのではないかと思います。 

 

○森末弁護士 

 私も判決を読んだのがずいぶん前ですので、事実関係をつぶさに記憶していないのですけれども、

例えば、A 社事件でしたら、公共事業で架空の売り上げは立てているから、やはり「発注者にちゃんと

確認したのですか」とかいうことは大事だと思うのです。それもしていない、「だから」という話はやはりあ

ると思います。 

 だけど、実際、先ほど言いましたように、Ａ社とＢ社で結論が異なったのは、追加的な監査手続を取

ったか取らなかったか、それが大きいのです。 だから、危ないなと思ったときには、通常よりも手厚い

監査手続を取りましたという実績を残しておくと。その場面場面によって、どういう手続きを取るべきかと

いうのを、想像していただいて、確認すべき手続きを普通よりも手厚く取りましたというところが、 後に

なったら効いてくるのかなと思います。 

 

○コーディネーター  

例えばですが、売掛金ですと、単に残高確認書が回収されても、その取引が期末損益への影響が

大きいとか、取引額が大きいけれど従来の得意先では無く新規取引先であれば、当然に会社担当者

への質問とか、会社の与信管理状況の確認をし、不自然であればウェブで取引先の情報を掴むとか、

それでも取引金額を支払うだけに資金力があるとの心証が得られなければ、実際に監査人が取引先

の入居するビルに行ってみるとか、 後は直接取引先の責任者との面談し、その取引内容や必要に

よってはビジネスモデルの経済合理性・妥当性について確認しうることも必要になると思います。要は、

単に残高確認書を入手すれば OK では無く、異常な兆候があれば、その取引の合理性について心証

を得るまでの監査手続が必要だと思います。 

 

○森末弁護士 

 先ほど A 社の御坊での工事の話ですけれども、監査人が現地に一応行って、担当者に「工事現場

はどこですか」と聞いたらしいのです。そうすると、図面と実際指示した場所が違ったみたいです。 

 しかも、埋設されている配管は、表面上、見えないんですね。それを掘り起こすことができるかどうか

は別ですけれども、現場に行くと、おかしなところが実際あったので、そうすると、次に通常の監査人と

しては、プラスアルファとして何をやるべきかということになる。現場で、「ちょっと掘り起こしてください」

ということまで言うかどうかとか、「本当に工事をした証拠をもっと見せてください」とか言うのは、ケース

バイケースだと思います。 

 

○コーディネーター 

 これは本当にケースバイケースで判断する必要があると言うことだと思います。今後の課題として、実
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際に起こった会計不正事例をデータベースとして蓄積が指摘されると思います。 

 あと、もう一人ぐらいお受けできるのですが、いかがでしょうか。 

 

５-２．監査責任の過失相殺について 

 

○会場質問者：その２ 

 ちょっとひっくり返りそうな話で恐縮なのですが、Ａ社、Ｂ社を比べられていて、Ａ社は監査人に責任

があって、Ｂ社は監査人に責任がないという、比較みたいなかたちにされているのですが、私はこのＢ

社に関しては、よくよく見てみますと、債権者というか、訴えられているのが銀行で、しかも、その銀行

はメーンバンクではないと思います。 

 資料 12 ページの下のほうを見ましても、メーンバンクでないところがシンジケートローンを組むように

横入りしてきたようなかたちになってきていて、何となく、その実態はわからないですけれども、慌ててメ

ーンバンクさんが、この契約の継続、融資の継続について調査するために監査法人を入れて調査し

たような背景があると思えます。 

 従前から、このメーンバンクが粉飾していたかどうか見抜けなかったけれども、どちらかというと、横入

りしてきたＤ銀行さんがトリガーを引いたような状況でなかったかと思います。そういうわけで、このＢ事

件では、監査法人が勝ったというか、監査法人に責任はないと判決がされましたが、どちらかというと、

銀行さんと会社との関係で、Ｄ銀行が訴えるような話ではないでしょうということで、原告である D 銀行

が勝ったに過ぎないのではないかというふうに見えるのですが、いかがでしょうか。 

 

○森末弁護士 

 いまのお話は、法律的に言いますと、過失相殺の話になると思うのです。銀行は自分に落ち度があ

ったのだから、社会常識的には、訴える資格はないよねという話はあるかもしれませんけれども、他方

で監査人に注意義務違反があれば、銀行は監査人に対する請求自体はできるのだと思います。でき

るのだけれども、あなたは落ち度もあったでしょう、メーンバンクだからよく知っていたでしょうとかいう話

で、大きな割合の過失相殺がなされることはあると思います。 

  実際、Ａ社の事件では、原告のほうは民事再生の管財人なのです。だから、会社が悪いことをした

落ち度は、その会社の代表者に代わった管財人は、その会社の落ち度については引き継ぎなさいと

いうことで、１審では８割の過失相殺になっているということです。ですから、落ち度があるから一切請

求できませんということにはならなくて、やはり過失相殺の問題だと思います。 

 

○コーディネーター 

 宜しいでしょうか。 後に今日のシンポジウムを振り返って何か一言という方はいらっしゃいません

か。 

 

○山口弁護士 
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 いまのご質問にも関係するのですけれども、私はやはりリスク・アプローチという言葉は、法律家とし

ては非常に難しい。理解するのがとても難しいなと思っております。今日こうやっていても、やはりリス

ク・アプローチって、裁判の上ではどういうふうに扱うのかなというのは難しい。 

 例えば、A 社の事件では、会社の社長がワンマンだから、それから、赤字が２期続いたからというの

は、いきなり監査人の方の何か注意義務が問われるのですか。それは納得したのですか、皆さん。す

ごく乱暴に思いませんか。 

 それとか、先ほどの B 社の事件でも、取締役会が毎月開かれていなかったとか、株主総会がろくにな

っていなかったと。これは確かに統制環境としては極めて問題だけれども、そういう事実が認定された

ら、皆さん方の注意義務は上がるのですか。 

 どうもそんなふうに私は両方の裁判を見て、これは、ひょっとして会計監査人というか、専門の会計士

の方が見たら、びっくりするのではないかなと。この会社はワンマン会社だから、リスクをちゃんと見なさ

いよと。それが法律上の注意義務に跳ね返りますよと言われたら、どこからどこまでがワンマン会社で、

どこからどこまでが違うのかとか、そういうあいまいな基準で会計監査人の責任追及がされるというのは、

私からすると極めて乱暴だし、会計監査人の人から、そこに声が上がってもいいのではないのかなと

思っているのですけれども。 

 それがリスク・アプローチの一つの姿だとするならば、もう少し検討の余地があるのではないかなとい

うのが私の感想でございます。 

 

○内藤教授 

そういうご懸念はあるかと思うのですけれども、そのために詳しい実務指針が出ていまして、重要な

虚偽表示のリスクはどういう観点でチェックしなければならないか、さらに、それを受けて、各監査法人

では、こういう点もチェックしましょうということになっています。 

 だから、単にワンマンだからで終わっているわけではありません。もっと多くの判断材料があって、そ

れを監査チームとして、どう評価するかというように、そういう意味で慎重に監査が実施されるようになっ

ていると思います。 

 実務指針に出てきているチェックすべき項目については、主にアメリカでも裁判事例とかを確認した

上で定められており、例えば、ワンマンであるときには、やはり粉飾が起こりやすいですよね。そういうよ

うな過去の監査上の経験が実務指針に集約されてきています。 

 ただし、それで、全部きちんと評価できるかどうかというのは、また別の問題です。それはやはり、会

計士としての職業的専門家としての判断によります。要するに、そこがどうなのかというのは問われると

思いますが、一応、見るべき項目というか、チェックポイントというのはきちんと整備されています。 

 

○松本教授 

 いいでしょうか。いま言われたようなご懸念はあるかと思うのですけれども、そのために会計士協会

から詳しい実務指針が出ていまして、こういう固有リスクとか、統制リスクはどういう観点でチェックしなけ

ればならないか。さらに、それを受けて、各監査法人では、さらに詳細にこういう点もチェックしましょう、
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というのがマニュアル化されています。 

 だから、単にワンマンだから統制環境が悪いという結論に至っているわけではありません。もっと多く

の判断材料があって、それを監査チームとして、どう評価するかというふうに、慎重に判定がなされて

いると思うのです。 

 もともとの実務指針に出てきているチェックすべき項目については、主にアメリカでも裁判の事実関

係とかを確認した上で基準や指針・マニュアルに網羅されていっています。例えば、ワンマンであると

きには、やはり粉飾が起こりやすいでしょう。そういうふうな過去の経験というのも全部チェックすべき項

目として実務指針やマニュアルに集約されているはずです。 

 もちろん、それで、全部きちんとリスク評価できるかどうかというのには、また別の問題があります。そ

れはやはり、会計士さんとしての職業的専門家としての判断によりますから、その判断がどうだったの

かというのは問われると思いますが、一応、見るべき項目というか、チェックポイントというのはすごくあ

ると考えるべきでしょう。 

 典型的な会計的な思考パターンと法律的な思考パターンが違うかなと思うのですけれども、法律家

の先生方と話していると、必ず発想は１かゼロなのです。厳密にいうと、有罪か無罪かという意思決定

なのですけれども、１かゼロの思考パターンでよく議論されるのですが、会計とか監査の領域というの

は必ずグレーゾーンが存在していて、１かゼロでは割り切れない。 

 オーナー経営者が、統制環境を悪化させる一つの要因であるというのは、１かゼロの判断をしている

わけではなくて、多くの統制環境、企業の内部統制の一つですが、内部統制の一つを構成する統制

環境にネガティブな影響を大きく与える要因が一部存在するというふうに解釈すべきであって、オーナ

ー経営者という統制環境があるから即座に統制リスクが高くなるとか、オーナー経営者だから統制環

境が非常に悪い会社であるというふうな即断をしているわけではないのです。 

 なので、一番、会計的思考と法律的思考の違う場所かなというイメージを持ちました。 

 

○コーディネーター 

 盛り上がったところで議論を止めるのは誠に残念なのですが、そろそろ時間制限となってきました。

いみじくも２人の学者がアメリカでの裁判事例に言及されましたが、我が国においても本日のような弁

護士・会計士・学者によるシンポジウム等を通じて、学際的な議論を継続して実施し、蓄積し、公表し

続けて行くことが必要ではないかと実感します。大阪という地域レベルでなく、このような活動が全国レ

ベルで展開されることを期待します。不慣れな進行でご迷惑をお掛けしましたが、今日はこの辺で終

わりたいと思います。 

 では、総合司会のほうにマイクを返します。 

 

○総合司会  

どうも皆さま、長時間ありがとうございました。 

 それでは、閉会のごあいさつを大阪弁護士会、上原副会長にお願いしたいと思います。よろしくどう

ぞお願いいたします。 
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６． 閉会挨拶 

                       大阪弁護士会 副会長  上原 武彦 氏 

大阪弁護士会の担当副会長をしております、上原と申します。 

 これは、公認会計士会近畿会さんのほうからのご提案で、このようなシンポジウムをさせていただきま

した。私は事前に考えておりましたのは、弁護士はほとんど来ないだろうと。会計士さんで埋めるのだ

ろうと思っておりましたが、申し込みだけで 50 名を超える弁護士の方の申し込みがありまして、今日は

39 名が来られたとお聞きしております。 

 本日は、コーディネーターの佐伯先生に明快な司会進行をしていただきまして、さらに、高田さん、

松本さん、内藤さん、森末さん、山口さん、なかなかすごい、われわれにもわかりやすいようなかたちで

ご説明いただいて、さらに論点を深めていただいたということで、非常によかったと考えております。 

 大阪弁護士会と近畿会は４年前ぐらいから、このような研修とかシンポジウムを共催しております。簡

単に申し上げますと、『非常勤社外監査役の理論と実務』という本を「会社法」が改正されるころに執筆

させていただいて、いま現在、改訂中ということになるわけです。 

 さらに、買収防衛、要するに、外国、外資による買収が盛んにおこなわれていたころに、買収防衛策

についてのシンポジウムをやりました。 

 さらに、社外監査役についてのシンポジウムをやりましたし、それから、去年はここにおられます原先

生を中心に、インサイダー取引についての研修をしました。 

 それから、今年は適時開示についての研修をしましたし、それから、先ほどから出ておりますが、い

わゆる第三者委員会ですね。企業にいろんな問題が起こったときに、企業の外部の人から意見書を

いただくという第三者委員会に関する集合研修をしました。 

 それから、公認会計士と弁護士がカップルになるというかたちで、名簿登載をしております。 

 そのようなかたちで、公認会計士会と弁護士会というのは、 近、特に密接な関係で、勉強会をし、

研修をしているという状況であります。 

 本日のシンポジウムも、いままで企業の監査に関する議論というのはいろいろありましたが、弁護士

サイドから見ますと、会計監査に関するものは会計士さんにお任せというかたちでやっておりまして、

われわれは法的な面を見たらいいのだというふうな考えを持っておりましたが、いよいよ会計監査人、

もしくは会計士さんが訴えられるというかたちになってきますと、企業の会計監査に対する中身につい

ても、われわれ弁護士はもっとよく知識を持って、理解をしないといけないという状況になってきている

というのが現在であろうし、それから、課徴金の問題は先ほど出ておりましたが、インサイダーにつきま

してもそうですし、さまざまな問題で、課徴金制度、行政処分という問題がクローズアップされていると。 

 そういう中で、われわれ弁護士も単に法的なレベルという問題ではなくて、要するに、行政庁がおこ

なう行政処分の中身についても、これからいろいろ議論をし、また理解も深めていかなければいけない

と。その端緒になるようなシンポジウムになったのではないかと思っております。 

 今後とも、弁護士会と近畿会のほうで、また親密な関係で研修等をやっていきたいと思いますので、

皆さまもその開催につきましては、またご参会いただければと思います。 

 これをもちまして、私の閉会のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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○総合司会 

 上原副会長、ごあいさつありがとうございました。それでは、これで閉会にさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

   

                                                    （終了） 
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Ⅰ．はじめに 
 
 Ⅰ―１．経緯 
  

米国でのエンロンやワールドコムの会計不正事件が発生し、その直後、わが国でも

カネボウやライブドアの会計不正事件が続いて発生したことから、わが国の財務諸表

監査制度の見直しが実施された。しかし、これらの制度改正が大幅でかつ短期間に行

われたこともあり、監査現場に多大な負荷をかけることになり、監査現場の疲弊が中

堅層の公認会計士を財務諸表監査の現場から離脱させる傾向が顕在化した。 
 

これを受けて、平成 20 年４月に日本公認会計士協会近畿会（以下、「近畿会」とい

う。）は監査現場再生特別委員会を設置し、「公認会計士 6,000 人アンケート」（平成

21 年１月）の意識調査を行い、監査現場の問題点を整理するとともに、「監査現場再

生に向けた提言書」として、日本公認会計士協会本部（以下、「JICPA」という。）に

改善に向けた提言を提出した。近畿会・同委員会はその中で、監査現場を疲弊させる

要因は、①「監査の効率性・有効性」、②「会計・監査専門家の活用」、③「監査人の

責任」に起因することを指摘した。 
 

その後も引き続き、提言書の課題とした上記③「監査人の責任」について、特に会

計不正事件判決に焦点を当てた調査・研究を行った。その結果、会計監査専門家と法

律専門家の間で、思考過程や認識に関する隔たりがあり、わが国の経済インフラとし

て相互の意思疎通を図る必要があるとの結論に至った。 
 

Ⅰ―２．シンポジウムの位置づけ 
 
そこで、近畿会は大阪弁護士会に対し会計不正判決に関する調査・研究への参加を

依頼し、加えて会計監査の研究者に参加頂き、先ずは３者によるシンポジウムを開催

することとした。今回のシンポジウムは、近時の民事訴訟判決で二つの事例を取り上

げ「監査人の責任」の主な争点を洗い出し、今後の課題を抽出することを目的として

おり、特に、わが国の財務諸表監査の公正な監査慣行の規範とされる「監査基準」(金
融庁・企業会計審議会)を個々の判決で裁判官がどのように判断したかを主要テーマと

した。 
 
両会では、今回のシンポジウムで検討対象としなかった判例等も加えた調査・研究

を進め、今秋を目途に一つの成果物を「ディスカッションペーパー」等として公表す

ることを予定している。これら一連の会務活動を通じ、わが国における司法判断と会

計・監査判断の調和を図る一助となり、今後のわが国の財務諸表監査制度の更なる発

展につながれば幸いである。 
 
 

資 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．イントロダクション 
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Ⅱ．イントロダクション(基礎解説) 
 
Ⅱ－１．公認会計士・監査法人による監査証明業務の損害賠償責任 
 
１ 民法上の責任 
 （法律行為ではない会計帳簿の検査事務委託） 
 
 準委任契約（民法６５６条） 
  
 
 
 
           監査人（受任者）の善管注意義務（民法６４４条） 
           債務不履行責任（善管注意義務違反）による賠償義務 

（民法４１５条） 
           立証責任は？ 
 
 
 不法行為責任（民法７０９条）→「過失」とは？ 
 立証責任は原告 
 
２ 会社法上の責任 
 
 
 委任関係（会社法３３１条） 
 
 
 
 任務懈怠による損害賠償責任（会社法 423 条１項） 

・ 会社による責任追及 
・ 株主代表訴訟による責任追及 

 
 
 悪意・重過失ある場合の損害賠償責任（会社法４２９条１項） 
           会計監査報告への虚偽記載責任 

（会社法４２９条２項４号－立証責任の転換） 

監査人 
（受任者）

監査対象会社 
（委任者） 

 
会計監査人 

 
株式会社 

第三者 

第三者 
株主等 

資 2



 

 

 
３ 金融商品取引法上の責任 
 
  流通市場等における民事責任 
  有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項が

欠けている場合、公認会計士・監査法人はこれに対する意見表明によって有価証券を

取得した者に対して損害賠償責任を負う（金商法２４条の４等）。 
  会社債権者、一般株主等が原告となり財務諸表監査人に対する責任追及が可能。 
 
  虚偽証明について故意または過失のなかったことを証明すれば免責 

（金商法２２条の２、２１条２項２号等－立証責任の転換） 
 

以上 
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Ⅱ―２．監査リスク・アプローチ 
 
① 監査基準 
今回の二事例で、全ての裁判官は監査人の過失の認定において金融庁・企業会計審議会の「監査基準」

を規範としている。「監査基準」は、我国の監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に

公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であり、職業的専門家である監査人が財務諸表監査を

行うに当たり、法令によって強制されなくとも、常にこれを遵守しなければならないとされている。 
ただ、この「監査基準」は監査の基本的な考え方を原則として示したものであることから、実際の監

査業務を行うに際しては、JICPA（わが国で財務諸表監査業務を独占的に認められている公認会計士の

単一強制加入団体）は「監査基準」の具体的な解釈指針や実務上の取扱いを「監査基準委員会報告書」、

「IT 委員会報告書」等を公表し、会員たる公認会計士はこれらも遵守する必要がある。つまり、「監査

基準」、「JICPA の指針」および「公正な監査慣行」が財務諸表監査の一般に公正妥当と認められる監査

の基準を構成している。 
 
② 監査リスク・アプローチ 

「監査基準」は、昭和２５年に設定されて以降、重大な粉飾決算の発生やわが国の企業を取巻く環境

の変化(期待ギャップ問題の解消、学校法人等の監査領域の拡大、急速な IT 技術等の革新に伴う会計シ

ステムの高度化、監査基準の国際化等)に応じて改訂が行われてきた。特に、平成３年に“リスク・アプ

ローチ”の考え方が取り入れられ、監査人は、監査リスク（監査済の財務諸表に重要な虚偽の表示が残

存しており、その結果、誤った監査意見を形成してしまうリスク。平成３年改訂時には「監査上の危険

性」と呼称。）を合理的に低い水準に抑えるため、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い事項につい

て重点的に監査資源（人員や時間等）を充て、監査を効果的かつ効率的に実施することがより一層明確

に示される改訂が行われた。 
なお、重要な虚偽表示とは、意図的な不正または意図的でない誤謬による財務諸表の虚偽の表示であ

って、財務諸表利用者の意思決定に影響を及ぼすものをいう。 
今回の二事件が、A 社は平成１０年３月期、B 社は平成１６年１月期以降に発生しており、これらの

判決において、平成３年に導入されたリスク・アプローチの考え方がどのように裁判官によって判断さ

れるかが大きな論点とされる。 
 
 【補足説明：リスク・アプローチ〈監査基準の改訂について(平成１４年１月２５日)〉】 
   平成３年の監査基準の改訂でリスク・アプローチの考え方がとり入れられた。リスク・アプロー

チとは、監査人の権限や監査時間等に制約がある中で、財務諸表の利用者の判断を誤らせることにな

るような重要な虚偽の表示を監査人が看過し、誤った監査意見を形成するリスク（監査リスク）を合

理的に低い水準に抑えるよう、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い財務諸表項目等について重点

的に監査の人員や時間を充てることにより、監査を効果的かつ効率的なものとする考え方をいう。 
 

リスク・アプローチの概要 
○ 目標： 監査リスクを合理的に低い水準に抑え、監査意見の質を確保すること 
○ 監査リスクの構成要素  

重要な虚偽表示のリスク： 内部統制を含めて、企業および企業を取り巻く環境に照らして
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重要な虚偽表示が生じる可能性（企業に内在するリスク） 
発見リスク： 監査手続を実施しても財務諸表の重要な虚偽表示を看過する可能性（監査に

内在するリスク） 
 

○ リスク・モデル： 監査リスク ＝ 重要な虚偽表示のリスク × 発見リスク 
 
○ 手順： 
 １．目標監査リスクおよび重要性の基準値の設定 
 ２．重要な虚偽表示のリスクの評価（固有リスク＋統制リスクの評価） 
 ３．発見リスクの目標値の設定 
 ４．発見リスクの目標値を達成できるリスク対応手続の計画 
 ５．リスク対応手続の実施 
 ６．十分かつ適切な監査証拠の入手 
 ７．監査証拠に基づく監査意見の形成 
 ８．監査事務所による監査意見等の審査 
 ９．監査報告書の作成・署名 
 
○ 具体例（収益・費用項目の場合。各リスクの評価は実際には数値ではなく、おおよその高低で

判断）： 
 １．目標監査リスクを５％、重要性の値を当期純利益の１０％に設定 
 ２．重要な虚偽表示のリスクを評価するために、企業、企業環境、経営者等を調査。その結果、

当該リスクを６０％と評価 
 ３．目標監査リスク５％、重要な虚偽表示のリスクの評価値６０％から 
      発見リスクの目標値 ＝ 目標監査リスク ÷ 重要な虚偽表示のリスクの評価値 
                ＝ 0.05 ÷ 0.60 
                ＝ 0.0833（8.3％） 
                  → 用いる監査手続は、91.7％以上の精度で誤謬を発見で

きる手続 
 ４．発見リスクの目標値を達成できる、監査手続の種類、適用範囲および適用時期を計画 
 
○リスク・アプローチの変遷 
 1991 年 監査基準に明文化（米国では、1985 年に明文化。→ 日本の監査事務所は米国の会計

事務所と提携関係にあるので、当時の監査実務上、リスク・アプローチは日本でも導入

済との認識が一般的。監査基準はむしろ後追い的な規定） 
 2002 年 リスク・アプローチを徹底すべく詳細を監査基準に規定（リスク・アプローチは考え

方に過ぎないとの誤解が認められたため、監査基準で詳細な手続的な規定が置かれた。） 
 2005 年 事業上のリスク（企業側）を重視したリスク・アプローチに改訂、固有リスクと統制

リスクの評価について、両者の評価は一体的とみて、「重要な虚偽表示のリスク」の評価

に 1 本化 
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［参考］ 監査基準の改訂の経緯 

  1950(昭和 25)年 「監査基準」および「監査実施準則」の設定：公認会計士が財務諸表の監査を

行うための規範の設定 
  1956(昭和 31)年 「監査基準」・「監査実施準則」の改訂、および「監査報告準則」の設定：正規

の財務諸表監査の実施（昭和 32 年 1 月 1 日から開始）のための規範の設定 
  1965(昭和 40)年 「監査実施準則」の改訂：山陽特殊製鋼事件を契機として、粉飾決算に対する

摘発の強化（実査、立会、確認など）。「正規の監査手続」を「通常の監査手続」

に用語変更 
  1966(昭和 41)年 「監査基準」・「監査報告準則」の改訂：粉飾決算摘発の強化のための改訂。「概

ね適正」の排除など 
  1976(昭和 51)年 「監査実施準則」・「監査報告準則」の改訂：連結財務諸表監査の実施のための

基準整備 
  1977(昭和 52)年 「中間財務諸表監査基準」の設定：中間財務諸表制度の創設にともなう基準整

備。有用性概念の導入 
  1982(昭和 57)年 「監査基準」・「監査報告準則」・「中間財務諸表監査基準」の改訂：「重要な後

発事象」に関する取扱いの改訂 
  1983(昭和 58)年 「監査実施準則」の改訂：後発事象の監査手続の追加 
  1989(平成 1)年 「監査実施準則」の改訂：相対的に危険性の高い財務諸表項目に関する監査手

続の充実強化 
  1991(平成 3)年 5 月  「監査基準」・「監査報告準則」の改訂（中間報告） 
  1991(平成 3)年 12 月 「監査基準」・「監査実施準則」・「監査報告準則」の全面改訂：リスク・ア

プローチの明文化、不正摘発の強化 
  1998(平成 10)年 「監査基準」・「監査実施準則」・「監査報告準則」の改訂および「中間監査基準」

の設定：連結を主体とするディスクロージャー制度への対応と新たに「中間監

査」概念の導入 
  2002(平成 14)年 1 月 「監査基準」の全面改訂：「監査実施準則」・「監査報告準則」の「監査基

準」への統合：不正摘発の徹底、ゴーイング・コンサーン監査規定の新設、リ

スク・アプローチの徹底、実質的な監査判断の要請 
  2002(平成 14)年 12 月  「中間監査基準」の全面改訂 
 2004(平成 16)年 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書の公表 
  2005(平成 17)年 監査基準の改訂: 事業上のリスクを重視したリスク・アプローチ、監査に関す

る品質管理の基準の設定 
  2006(平成 18)年 金融商品取引法改正、公認会計士法改正 
  2007(平成 19)年 四半期レビュー基準・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の設定 
  2009(平成 21)年 監査基準の改訂: 継続企業の前提に関する重要な不確実性の開示基準への対

応 
  2010(平成 22)年 監査基準の改訂：国際監査基準との調整 
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 Ⅲ．判決事例の概要説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Ⅲ．判決事例の解説 
 下記２事例では、いずれも会計不正に係る損害賠償履行請求事件とする民事訴訟であ

る点では共通するものの、監査根拠法令（旧商法特例法・旧証券取引法）、監査対象（上

場会社・非上場会社）や原告（再生債務者管財人・債権者）、さらに被告（監査法人・個

人会計士）等が異なることから、各々の判決文から「監査人の過失責任」に係る共通部

分のみを抽出し、可能な限り判決文をそのままを引用して比較検討することとした。   
 
Ⅲ－１．上場会社 A 社事件（大阪地裁平成１６年（ワ）第４７６２号） 

（１） 事件の概要 
   ①判決；平成 20 年４月 18 日 
   ②原告；再生債務者 
   ③被告；監査法人、同代表社員 
   ④事実；上場企業である A 社（発電所の補修、配水管のプラント工事請負等）が、

平成 10 年３月期から平成 13 年３月期にわたり粉飾決算（架空工事の売

上計上）を実施したが、被告はいずれも監査報告書で適法・適正の意見

表明を行った。 
   ⑤主文；被告は原告に対し、過失相殺した２割の 17 百万円を支払え。 
 

（２） 争点と裁判官の判断 
   ①「通常実施すべき監査手続」とは何か 
    ①―１．リスク・アプローチの適用について 

ア．『平成３年の監査基準の改訂において、・・・監査の効率性を加味し、被監

査会社ごとに監査上の危険性を考慮した個別の監査手続を行なうことを目

的として・・・改正が行なわれたものといえる。したがって、・・・平成

10 年３月期から平成 13 年３月期（の監査）において、リスク・アプロー

チが妥当していたと認められる。』 
 

    イ．『被告は平成 10 年３月期ないし平成 13 年３月期には、リスク・アプローチ

はまだ浸透していなかったと主張する。しかし、平成３年月の監査基準の

改正・・・から７年が経過しており、・・・被告自身、自己の監査マニュア

ルの作成に当たってはリスク・アプローチを取り入れている。』 
 
    【補足説明：判決文に記載された監査調書】 

      『監査アプローチは以下のように策定していた』として引用された表様式は下記の通りである。 

                           監査要点            

                  実在性 網羅性 正確性 期間帰属 評 価 表 示 

        固有の危険                              

        内部統制への依拠                           

        監査手続の水準                            
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   ②監査人は「通常実施すべき監査手続」を行なったか 
 

②―１．不正発見リスクについて 
ア．『粉飾決算の発見は・・・副次的な目的であるとはいえる。しかし、監査人

としては、被監査会社の監査上の危険を正確に検証し、財務諸表に不自然

な兆候が現れた場合は、不正のおそれも視野に入れて、慎重な監査を行な

うべきである。・・・平成３年の改正により、リスク・アプローチが導入さ

れたことにより、より強く監査人の職務として要請されるようになったと

解される。』 
 
   【補足説明】 

    リスク・アプローチが導入されて以降、故意による詐欺不実表示である粉飾決算の発見

は、財務諸表監査の副次的な目的でなく主たる目的であると解されている。 
 
イ．『監査手続が不十分であることが原因で、虚偽記載が発見できず、結果とし

て合理的でない保証となった場合には、監査人の監査手続は十分でなかっ

たというべきである。』 
 
②―２．固有リスク・統制リスクについて 
ア．『会社は、・・・平成７年 12 月ころからの電力自由化の影響を受け、顧客が

コスト削減により設備投資を減らしたため、請負業界が全体的に不況であ

り、・・・加えて、平成９年３月期においては、・・・赤字決算となった。・・・

（代表取締役会長）が経営の実権を握っていたワンマン会社であり、同人

は、上場２期目にして赤字を出したことで株価が下落したことで誇りを傷

つけられており、・・・公表した売上予算の業績目標を達成するために、売

上を増やそうとしていた。一般に、工事請負業界においては、架空工事を

作り上げて、受注があったとして、売上に計上することは、比較的容易に

なし得る粉飾の手段である。』 
 
イ．『・・・固有のリスクがあり、・・・ワンマン企業であったという点で内部

統制上のリスクも相当程度高かったことになる。・・・従って、被告として

は、リスク・アプローチに則り、会社が業績をよく見せるために財務諸表

上に虚偽の記載を行う監査上の危険性を高めに設定する必要があったとい

える。』 
 

       【補足説明：判決文に記載された監査調書】 

        平成 13 年３月期で、監査人は不正処理された売掛金と売上に関する監査要点別のリスク

認識及び監査手続の水準を変更（○⇒×、限定⇒中）しており、それをアンダーラインで

示してある。 
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       ■平成 13 年３月期<売掛金> 

                           監査要点            

                  実在性 網羅性 正確性 期間帰属 評 価 表 示 

        固有の危険      無   無   有    有   有   無  

        内部統制への依拠   ×   ×   ○    ×   ×  該当無 

        監査手続の水準    中   中   基礎   高   高   中 
          

■平成 13 年３月期<売上高> 

                           監査要点            

                  実在性 網羅性 正確性 期間帰属 評 価 表 示 

        固有の危険      無   無   有    有   無   無 

        内部統制への依拠   ×   ×   ○    ○  該当無 該当無 

        監査手続の水準    中   中   基礎   基礎 該当無  中 
 

 ②―３．御坊地区（粉飾対象）工事の監査手続について 
  『・・・被告の行った売上や売掛金の実在性の監査要点に関する監査手続

の内容は、工事の注文書や見積書、工事完了証明書を入手し・・・残高確

認状を送付して返信を受け・・・入金額との突合・・・の監査は必要十分

なものと認められる。・・・リスク・アプローチを前提にしても、被告の監

査手続は、一般的な工事請負代金の実在性の監査手続としては、「通常実施

すべき監査手続」に該当するといえ、特段簡素な監査手続であったとはい

えない。』 
 
②―４．平成 11 年３月期及び平成 12 年３月期の監査について 

平成 11 年３月期及び平成 12 年３月期において・・・工事代金の支払遅

延が生じていたとはいえ、同年５月ないし６月の監査意見の表明時点では、

入金が確認され回収されていたことから、・・・監査の危険性を高める決定

的なものとなっていない限り、リスク・アプローチの観点に立っても、追

加監査手続をとるべきであったとまではいうことは困難である。』 
 

 ②―５．平成 13 年３月期の異常性認識と追加監査手続の合理性について 
 ア．『・・・御坊地区の工事については、売上高が大きいにもかかわらず、平

成 11 年３月期から、支払遅延が生じ・・・平成 12 年３月期においては、

支払遅延の期間が長くなっていき、平成 13 年３月期においては、ほぼ全件

の工事について、支払遅延が生じた。しかし、平成 11 年３月期及び平成

12 年３月期の支払遅延については、監査意見が表明される段階までには、

全て入金がなされた。被告は、平成 13 年３月期の支払遅延の理由について、

会社から、国や自治体からの補助金の入金が遅れていると聞き出し・・・

たが（その）理由についてさらに調査しなかったが、平成 13 年６月末（６

月 28 日）の証券取引法上の監査意見を表明する段階になっても入金がない
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段階で初めて、補助金の未入金の理由を追及した（が、適正の監査意見を

表明している。）』 

 
イ．『会社は、御坊地区の工事の他にも多くの滞留債権を抱えていたとはいえ、

本来、確実な入金が見込めるはずの公共工事での支払遅延は、明らかに不

自然である。また、・・・他の工事よりも明らかに高額な売上があがってい

る工事なのに工期は非常に短く、それが常に期首の工事の予算に計上され

ないことが多く、決算間近の期中に売上計上され、加えて当初の全体の売

上予想に近い数字になるように計上されていたことからすれば不自然な工

事であったというべきである。・・・被告としては、単に入金を確認するの

みならず、契約の実在性についても監査手続を行うべきであったといえ

る。』 
 
ウ．『平成 13 年３月期では、・・・（監査チームのマネージャー）は、・・・御

坊地区の・・・現場視察において、ただちに工事現場の位置が図面と異な

ることや、工事の規模に比して工事代金が高額であるということを指摘し

たことが認められるから、・・・現場において客観的に不自然な点が認めら

れれば、これを実在性の監査要件との関係で指摘することが可能であり、

また、そうすべきであったといえる。したがって、平成 13 年３月期におい

て、御坊地区の工事の実在性について追加監査手続を実施しなかったこと

は、「通常実施すべき監査手続」を満たしているとはいえず、被告の監査手

続に過失が認められる。』 
 
②―６．監査チームの編成について 

      『原告は、被告の監査チームのスタッフが実務経験の浅い会計士補が中心

になっていたことから、被告の監査手続に問題があり、被告の過失の根拠

となるとも主張するが、・・・会計士補は公認会計士の資格を取得する制度

上、予定されていたのであり・・・、実際に行った手続により判断される

べきであるから・・・被告の過失を根拠づける事情になるとはいえない。』 
 

②―７．金融庁の処分について 
『原告は、被告の監査手続に過失があることの根拠として、被告が金融庁

により戒告や公認会計士に対する業務停止等の処分を受けたにもかかわら

ず、これに対して、異議を申し立てていないことも主張する。・・・しかし、

被告の監査手続に会社との間の契約に基づく民事責任があるかということ

と、行政処分の対象となる公認会計士法違反の違法な行為があったかとい

うことは、それぞれ別個の法制度に基づくものであるから、行政処分を受

けたことをもって、直ちに被告の過失を推定する根拠とはならない。』 
 

②―８．監査の限界について 
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ア．『被告は、監査には様々な限界がある旨主張する。しかし、・・・任意監

査とはことなり、商法上の会計監査人は、法令上の権限を有しているので

あるから、強制捜査権限はなくとも、監査意見の表明のために必要な監査

証拠の収集の権限はあるといえる。・・・特に、経営状況が悪化しているよ

うな場合は、内部統制への依拠を縮小するべきであった。・・・リスク・ア

プローチは、監査の効率性を念頭に置いて、重点的に監査すべき部分と内

部統制に依拠した監査でもよい部分を区別して、不正や誤謬のないような

監査を行うことを義務づける概念であるから、監査の効率性を理由に必要

な監査手続を実施できないというのは、この概念に反するものである。』 
 
イ．『会社の粉飾は、複数の従業員が関与して工事関係の架空の書類を作成し、

被告を架空の工事現場に案内したり、外部に協力者がいたりするなど、組

織ぐるみでかつ巧妙なものであるとは認められるが、方法としては架空売

上を計上し、帳簿上の操作だけではなく実際に資金移動を行って、入金実

績があったように装うというものであり、粉飾の方法としては、ありふれ

たものといえる。被告は、現場視察も行っていたのであるから、案内され

た工事現場と図面を比較すれば図面と現場の位置が異なることなどが分か

ったはずであり、少なくともその点を（会社担当責任者）に説明を求める

などすれば、架空工事ではなかったかとの疑いを抱けたといえる。』 
 

③損害額の認定 
  ③―１．過失の程度について 

ア．『違法配当については、被告が粉飾決算であることに気づき、監査意見の

表明を差し控えていれば、会社には配当可能利益がなかったのであり、株

主総会で利益処分案が承認されることはなかったといえることから、被告

の監査契約の不履行と相当因果関係の損害である。・・・被告に過失が認め

られるのは、平成 13 年３月の監査のみであることから、この監査に基づい

た決算による配当可能利益につき、原告に損害が認められる。』 
イ．『本件の粉飾決算は、・・・監査契約の誠実義務に最初に故意に違反した

のは、会社側であることは明らかである。被告の監査手続にも責任がある

とはいえ、それは過失にとどまっている・・・、よって本件では・・・上

記の事情を斟酌し、過失相殺を行うべきであり、その割合は８割と評価す

るべきである。・・・本件は、・・・旧経営陣が被告に発覚されないように、

巧妙な工作をこらした粉飾であることから、会社側の落度は重大である。

また、監査人が公益的な立場として責任を負っているとはいえ、粉飾を発

見することが相当困難な場合も考えられるから、およそ一切の過失相殺を

否定することは、監査人に不可能を強いることになるし、経営者が自ら不

正を行っておきながら、監査人に一切の責任を負担させるのはやはり不合

理である。』 
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Ⅲ－２．旧商法特例法 B 社事件（東京地裁平成１６年（ワ）第２５７８２号） 
（１） 事件の概要 

①判決；平成 19 年 11 月 28 日 

   ②原告；債権者（D 銀行、F 保険） 
   ③被告；経営者（旧経営陣４名）、会計監査人 
   ④事実；当時・商法特例法対象会社である B社は、平成 16 年８月に金融機関から

融資を受けたが、同社は平成 16 年１月期の決算において粉飾決算（架空

在庫の計上）を実施したが、被告は平成 16 年１月期の財務諸表に対し監

査報告書で適正の意見表明を行った。 

 ⑤主文；経営者は各々の債権者に対し、貸付金５億円に対し４億 73 百万円、及び

貸付金２億円に対し１億 51 百万円を支払え。会計監査人への請求は棄却

する。 

 
（２） 争点と裁判官の判断 
① 事件に係る事実関係はどのようなものか 

①―１．粉飾決算事件の概要について 
ア．『会社では、平成 13 年ころまで役員会が開催されることもあったが、取締役が

一同に会して取締役会を開催することはなく、株主総会が開催されることも無か

った。・・・会社の業績は、F 社が平成 13 年に有楽町に進出したことにより急激

に悪化し、特に平成 14 年１月期以降は毎期営業損益がマイナスになり、その額は、

平成 14 年１月期９億 22 百万円、平成 15 年１月期 21 億 08 百万円、平成 16 年１

月期 32 億 40 百万円となった。』 

 

イ．『棚卸の方法は、ハンディターミナルで読み込んだデータを、各店舗等のパソコ

ンに取り組んだ後、ホストコンピュータに送信し、本社において全ての商品の棚

卸明細表が作成されていた。・・・これに、本社において、品種マスターを用いて

棚卸数量に単価を入力し、合わせて全体の在庫金額を算出していた。・・・会計監

査を受けるようになってから、上記本来のデータから在庫の数量を変更して、平

成 14 年１月期から平成 16 年１月期にわたり、虚偽の棚卸一覧表を作成した。・・・

こうして、会社は、平成 16 年１月期の決算報告書において、貸借対照表の資産の

部に商品 89 億 39 百万円、資産総額 337 億 09 百万円と記載したが、実際には商品

残高は約 50 億円であり・・・虚偽のものであった。』 

 

①―２．シンジゲートローンについて 

『原告は、平成 16 年６月ごろ、・・・会社の運転資金の借入について、その具体

的方法や時期の交渉を始めた。・・・原告は、平成 16 年１月期の決算書と・・・

監査報告書の写し、・・・が正しいものと信頼しており、・・・同年８月末を目処

に・・・最大 10 億円のシンジゲートローンを組成すること・・・で他の金融機関

と合意に達し、・・・平成 16 年８月 31 日、会社に対し原告は５億円、２億円をそ

れぞれ貸し付けた。』 
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①―３．民事再生手続について 

 『会社のメインバンクであった K 銀行は、平成 16 年６月、B 社に在庫の実地監査

の要求をしており、平成 16 年９月４日、G 銀行と話合いをした。・・・同月６日

から監査が始まった。しかし、G 銀行の指定した監査法人は、会社の監査担当者

と異なる意見であったため、会社は、同月７日、G 銀行の指定した監査法人によ

る監査を断った。会社は、同日から同月 12 日までの間に、G銀行からの支援の継

続についての返事が得られない状況になり、平成 16 年９月 13 日、当庁に対し民

事再生手続開始を申し立てた。』 

 
② 旧商法特例法第 10 条ただし書きは適用されるか 

    
  【補足説明：商法特例法第 10 条】 

    会計監査人が重要な事項について第 13 条第１項の監査報告書に虚偽の記載をしたことにより第三

者に損害を生じさせたときは、その会計監査人は、その第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任

ずる。ただし、その職務を行うについて注意をおこたらなかったことを証明したときは、この限り

でない。 

 
②―１．監査基準について 
ア．『企業会計審議会は監査基準を定め、その中で「監査実施基準」（平成 14 年１月

25 日改定）は、・・・原則として、試査に基づき、統制リスクを評価するために

行う統制評価手続及び監査要点の直接的な立証のために実証手続を実施しなけれ

ばならない。・・・監査人は、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、固

有リスクと統制リスクを暫定的に評価して発見リスクの水準を決定するとともに、

監査上の重要性を勘案して監査計画を策定し、これに基づき監査を実施しなけれ

ばならない。』 

 
イ．『会計監査人は、「監査実施基準」に準拠した監査手続を実施し、その過程にお

いて・・・通常要求される程度の注意義務を尽くした場合には、決算書類に虚偽

記載があることを発見するに至らなかったとしても、当該会計監査人は、その職

務を行うについて注意を怠らなかったということができ、商法特例法 10 条ただし

書きの適用により損害賠償責任を免れると解するのが相当である。・・・日本公認

会計士協会は「監査実施基準」を具体化したものとして種々の実務指針を定めて

おり、・・・これに準拠して監査を実施した場合には、特段の事情のない限り、「監

査実施基準」に準拠した監査を実施したということ解される。』 
 
②―２．会計監査人の行った監査手続について 
ア．『会計監査人は、平成 13 年１月の決算に当たって、会社に対しコンピュータの

中を見せて欲しいと要求したが、断られた。会社はその際、「商品を仕入れる際の

コード番号等の情報の入力が手作業であるために、誤りが多い」と説明した。会
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計監査人は、「商品が売れたときの売りが仕入と連動して落とす作業ができれば、

その残りが帳簿残高になるから容易に帳簿在庫を作成できるのではないか」と聞

いたところ、会社からは「仕入の入力がいい加減であるから、それを整備しない

ことにはコンピュータによるシステム化をできない」と説明した。会計監査人は、

実際に仕入と売上が連動していない会社もあること、会社が様々な仕入ルートを

持ち、コンピュータに入力しにくい商品もあることなどから、会社の上記説明に

納得した。』 
 
イ．『会社では、実際には帳簿在庫があったが、・・・経営陣は・・・組織ぐるみで、

会計監査人に対して帳簿在庫は存在しない旨の虚偽の説明をして、その存在を隠

しており、しかも、コンピュータにより正規の棚卸明細書と虚偽の棚卸明細書を

保管管理していた。・・・会計監査人は・・・全般的に固有リスクが高いと判断さ

れるため、・・・監査リスクを最小限に抑えるべく・・・次の実証手続を厳格に実

施した。・・・［３］商品の立会カバー率 50％を目標に立会手続を実施し、更に勘

定分析等の分析的手続も加味する。・・・［５］・・・監査総日数を前期比２日間増

加させ３８人日とし、増加日数は期末評価見積手続と商品の立会手続きに割り当

てる。・・・帳簿在庫が存在しないため統制リスクも高いと評価し・・・［１］実

地棚卸立会４人日を含め、商品残高確定のためだけに９人日を投入・・・［４］立

会時にサンプルとして抽出した商品コードを「棚卸明細書」と突合する作業は精

査によって行い、サンプル一つごとに当該立会店舗の「棚卸明細書」記載のすべ

ての商品コードにわたって目を通して当該サンプルのコード番号が突合箇所以外

の箇所にないことを確かめた点において、一般の手続よりも加重された手続にな

っている。』 
 
ウ．『会計監査人は、単価の正確性の検証として、最終仕入伝票（納品書）の仕入単

価を棚卸明細書印字の仕入単価と突合したところ、抽出した 10 種類の商品のサン

プルすべて合致したので、棚卸明細書の仕入単価が正確に計上されているとの心

証を得た。』 
 
エ．『会計監査人は、商品勘定の分析手続として、・・・商品勘定残高時系列推移に

ついて、対前年比では著しい増減はなく、ピークである平成 14 年１月期比では２

億 91 百万円の減少であり、商品勘定の残高自体に異常な動きは見られなかっ

た。・・・商品回転期間について他社と比較した。中小企業の経営指標(中小企業

庁)を基に、同業他社の平均回転期間を試算すると２．３５月（平成 14 年３月期）

となる。会社の平成 15 年１月期の商品回転期間は２．４０月であるから平均並と

いえ、その後、各社とも悪化の傾向にあると考えられるので、会社の平成 16 年１

月期の商品回転期間は２．８３月であり、特に長いものではなかった。』 

 
オ．『会計監査人は会社の平成 16 年１月期決算書類の監査に当たり、監査基準委員

会報告第５号（監査リスクと監査上の重要性）、同 10 号（監査計画）に準拠して
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監査計画を作成し、これに基づき、同５号に準拠した期中監査を行い、期末監査

手続では同８号（立会い）に準拠して実地棚卸計画の事前検討をし、同９号（試

査）に準拠した立会手続と立会フォロー手続をそれぞれ行っている。・・・帳簿在

庫がないとされることに対して・・・リスク・アプローチの手法により実証手続

を強化しており、・・・原告らが主張するように・・・精査又はこれに近い手続を

採る義務があったということはできない。』 
 
カ．『会計監査人には監査対象企業のコンピュータ内まで検査する権限はないこと、

会計監査人は、監査が始まった当初、会社の担当者に対し、コンピュータの中身

を見せてもらうよう要求したが、断られたことがあり、・・・コンピュータ内を検

査すれば帳簿残高の存在は容易に発見できたとしても、その一事をもって会計監

査人にコンピュータ内を検査すべき義務があったということはできない。』 
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 Ⅳ．判決事例の論点整理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Ⅳ．判決事例の論点整理 
監査リスク・アプローチの考え方を二事例に照らして簡単に整理すると次の通りとな

る。 
 
Ⅳ-１．監査リスク評価(異常性の兆候認識)での論点 
 JICPA が公表している「監査基準委員会報告書第５号」（監査リスクと監査上の重要

性）によると、リスク・アプローチでいう“監査リスク”とは、監査人が財務諸表の重

要な虚偽表示(経営者の故意による粉飾決算が含まれる)を看過して適正・適法意見を表

明してしまう可能性をいい、三つの要素(（１）固有リスク・（２）統制リスク・（３）発

見リスク)で構成される。 
 
(１)固有リスク 
 “固有リスク”とは、関連する内部統制が存在していないと仮定した場合に、財務諸

表に重要な虚偽の表示(粉飾決算等)がなされる可能性をいい、企業全体を取巻く業界慣

行や政治・経済情勢といった経営環境全般に係るものと、監査対象とされる会計勘定科

目に係るものが含まれる。 
 

【補足説明：内部統制〈「監査基準の改訂について」(平成 14 年１月 25 日)〉】 

  内部統制とは、企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営の有効性と効率性を高め、かつ事業経営

に関わる法律の遵守を促すことを目的として企業内部に設けられ、運用される仕組みと理解される。 

  内部統制は、次の５要素から構成され、一体となって機能することでその目的が達成される。 

   ①統制機能：取締役会や監査役等の有する全般的統治機能 

   ②リスク評価機能：経営リスクを認識し、その発生の頻度や影響を評価する機能 

   ③職務分署機能：権限や職責の付与、及び職務分掌が適切に統制される機能 

④情報伝達機能：必要な情報が責任者等に適宜、適切に伝達される機能 

   ⑤監視機能：上記①～④の機能が常時監視・評価・是正される機能 

 
同報告書第５号で示された例示に、今回の事例を当てはめると概ね次の通りとなる。 

 
①企業内外の経営環境について 
ア．景気の動向：A 社の属する電力業界は自由化にともない設備投資の減少傾向にあ

ったことから、上場して間のない企業として好決算を組みたい意向が経営者に強

く働くことを考慮すると、固有リスクは高かった可能性がある。 
イ．事業の特殊性：わが国の工事請負界業では、一般に親会社は下請業者に対して強

い力関係をもつことから、A 社が下請業者を利用して架空取引を行う固有リスク

は相対的に高かった可能性がある。 
ウ．採用している情報技術：わが国の量販店業界では、平成 16 年時点で商品の受払い

管理がコンピュータに大きく依存したシステム化が普及し、大量のデータがブラ

ックボックスのなかで処理される環境下にあったことから固有リスクが高く、B
社の経営管理の基本である店別・商品別損益管理に直結する帳簿システムを正確
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に理解する必要があり、高度化された IT システムに対し、監査人が IT 専門家の

利用を検討する必要があったと思われる。 
エ．経営者の誠実性と異常な圧力：一般的にオーナー的色彩の強い企業ではワンマン

経営を行われる可能性が高く、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しない固

有リスクが高い。現実に A 社・B 社の経営者はワンマンであり、特に B 社では取

締役が一同に会しての取締役会が開催されておらず、株主総会も開催されていな

かった。 
 

②特定の勘定や取引が本来有する特性 
ア．年度末又はその近くでの多額の取引：わが国の公共事業は年度末に集中する傾向

にあるとはいえ、A 社では、決算間近に金額的に重要性が高い売上計上が行われ、

かつ、大規模工事に比して工期の短い取引が常態化していたことから、固有リス

クは高かったと思われる。 
 

(２)統制リスク 
 “統制リスク”とは、財務諸表の重要な虚偽の表示(粉飾決算等)が、内部統制によっ

て防止又は適時に発見されない可能性をいう。今回の二事例は、当該内部統制を整備・

運用すべき立場の経営者自らが不正に関与しており、その不正の兆候を通常の監査手続

で発見し対応するかが争点となる。 
 
①監査の限界について 

「監査基準委員会報告書第 10 号」（不正及び誤謬）では、“監査の限界”として、経営

者が共謀により隠匿や虚偽等が行われた(例えば、A 社では下請工事会社と架空工事を行

っており、B 社では商品帳簿残高の隠ぺいや二重の棚卸明細書を作成していた)場合には、

当該経営者の不正を監査人が発見できる可能性は相当に低くなり、特に関連当事者間で

の共謀を伴った不正や、巧妙に偽造された記録や証拠書類を提示された場合、監査人が

不正を発見することは極めて困難であるとされ、この点を特に A 社の裁判官がどのよう

に判断したかが注目される。 
 
②他の専門家の利用について 
また、「監査基準委員会報告書第 20 号」（統制リスク）では、監査人が内部統制を理解

するにおいて監査対象会社の情報システムの内容等に留意する必要があるとしており、

IT（コンピュータ）利用状況(B 社は商品の受払いの殆どが IT 処理されていた状況)で取

引量が膨大な場合や、IT への依存度が非常に高い場合には内部統制の評価に通常以上に

留意を要するとしている。また、平成 15 年１月に JICPA は「IT 委員会報告書第１号」

（財務諸表監査における情報技術（IT）を利用した情報システムに関する統制リスクの

評価（中間報告））を公表しており、B 社事件において、IT 技術が急速に一般経済社会

に普及していた平成 16 年当時に、どこまで監査人が IT 専門家を利用して“統制リスク”

を理解し評価すべきであったかを裁判官がどのように判断したかが注目される。 
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 (３)発見リスク 
 “発見リスク”とは、企業の内部統制によって防止又は発見されなかった財務諸表の

重要な虚偽の表示(粉飾決算等)が、実証手続を実施してもなお発見されない可能性をい

い、監査人は上記の（１）固有リスクと（２）統制リスクの程度を合理的に評価し、こ

の“発見リスク”を抑えるために、より強い証明力を有する監査証拠を得るための実証

手続きを選択する必要があるとされている。 
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Ⅳ-２．監査リスク・アプローチ(通常の監査手続)での論点 
 監査人は被監査会社の重用な虚偽表示リスクに対し、職業的専門家として正当な注意

を払い、(１)監査計画の策定、(２)監査要点と監査証拠の見極め、(３)監査手続と試査の

実施、(４)意見形成を行うことが求められる。 
 
(１)監査計画 
 「監査基準委員会報告書第６号」（「監査計画」）では、“監査計画”とは、財務諸表の

重要な虚偽の表示（粉飾決算等）を看過することなく、監査を組織的、効果的かつ効率

的に実施するために、監査の基本的な方針を策定し、その基本的な方針に基づいて詳細

な監査の実施方法を決定するとしている。 
 
①暫定的リスク評価の修正について 
ア．監査人は、リスク・アプローチの考え方を監査計画に深く反映させ、重要な虚偽の

表示（粉飾決算等）が生じる可能性が高い事項に適切な注意を払い、監査要点ごとに

“固有リスク”及び“統制リスク”の暫定的な評価し、これらの評価に基づいて決定

される“発見リスク”を考慮して監査計画を策定することとしている。しかし、計画

段階で把握していた事象や状況がその後に変化した場合や、監査の実施過程で新たな

状況を発見した場合には、監査手続を修正しなければならないとしている。 
 
イ．A 社の監査人は暫定的に“固有リスク”（固有の危険）、“統制リスク”（内部統制へ

の依拠）の評価を行っており、裁判官はそれを認めた上で、新たな状況（本件では、

明らかに入金が見込めるはずの公共事業の支払遅延が生じ、現場視察において工事現

場の位置が図面と異なることが直ちに判明し、工事規模に比して工事代金が高額であ

ること等）を監査人が知っていたこと、かつ、知っていたにもかかわらず追加的監査

手続を実施しなかったことに過失があると判定している。 
 
ウ．なお、A 社裁判官の判断において、工事代金の入金の有無が一つの判定要素である

として、過年度は監査意見表明までに入金があったことから監査人の過失はある程度

容認されるとの考えを示している。この点については、近時、架空取引事件等で経営

者が売上先以外の第三者から資金調達し売上債権の入金に仮装する事例が散見され、

強制捜査権を持たない監査人がどこまで重要な虚偽表示リスクがあると思われる売上

債権の入金取引に対し、どこまで監査手続を実施すべきかは今後の課題となる。 
 

②監査計画策定の留意事項 
ア．同報告書６号では IT に言及しており、監査計画の策定に当たって、企業が利用する

IT（情報技術）が内部統制に及ぼす影響等を検討し、情報システムの複雑性とともに、

実施する統制評価手続及び実証手続、実施の時期並びに範囲への影響についても考慮

しなければならないとしている。 
 

イ．この点で、B 社の監査人がコンピュータによる帳簿残高に関連して監査対象範
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囲を広げようとし被監査会社から拒否されたことについて、裁判官は『コンピュ

ータ内を検査すれば帳簿残高の存在は容易に発見できたとしても、その一事をも

って会計監査人にコンピュータ内を検査すべき義務があったということはできな

い。』と判断している。しかし、一般的に量販店での帳簿残高を含めた損益管理は

経営者にとって極めて重要な経営管理手法であり、かつ重要な内部統制でもある。

加えて、実際に会社が帳簿残高管理を行っていたことからみても、裁判官が監査

人の IT に関するリスク・アプローチを実施しなかったことをどのように妥当と評

価したのかについて十分な説明がされていない。 
 
(２)監査要点と監査証拠 
次に、「監査基準委員会報告書第 21 号」（「十分かつ適切な監査証拠）では、監査人は

監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得る必要があり、会計帳簿、財産目録、棚卸

明細書等は財務諸表の基礎となる“会計データ”に過ぎずないことから、監査人は監査

要点ごとに、ア．確証(契約書・請求書・検収書等)、イ．監査手続により入手した情報(観
察・質問・証票突合等)、ウ．監査人の分析的手続等による推定値のような情報により、

当該“会計データ”を裏付ける十分かつ適切な監査証拠を入手する必要があるとされて

いる。  
 
 監査要点とは、“会計データ”の立証すべき目的を意味するが、一般に次のものが挙げ

られる。（なお、A 社の監査人が提出した監査調書では下記の①、②、④、⑤と正確性、

表示（開示の妥当性）を監査要点としている。） 
 
ア．実在性：資産及び負債が実際に存在し、取引や会計事象が実際に発生していること。

今回の事例では、架空工事に伴う債権(A 社)がこれに該当する。 
イ．網羅性：計上すべき資産、負債、取引や会計事象をすべて記録していること。今回

の事例では、架空在庫（B 社）がこれに該当する。 
ウ．権利と義務の帰属：計上されている資産に対する権利及び負債に関する義務が会社

に帰属していること。 
エ．評価の妥当性：資産及び負債を適切な価額で計上していること。今回の事例で、在

庫評価(B 社)が争点とされていないが、通常、過年度から毎期営業損失が拡

大している状況であれば、在庫評価は重要な監査要点とされるのが一般的で

ある。 
オ．期間配分の適切性：取引や会計事象を適切な金額で記録し、収益及び費用を適切な

期間に配分していること。今回の事例では工事請負売上(A 社)が争点とされ

たが、結果として売上取引自体の実在性が問題とされた。 
 
（３)監査手続と試査 
 同報告書 21 号では、監査人は、上記の監査要点を立証する証拠を得るため、次の監 
査手続を原則として試査で行うが、一般に次の手続を単独又は組み合わせて実施すると 
している。また、「監査基準委員会報告第９号」（試査）においても、監査手続の実施に 
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際しては、監査人は原則として試査によって十分かつ適切な監査証拠を入手するとして 
いる。 
 
ア．実査：監査人自身が、現物(現金、預金通帳、手形、有価証券等)を実際に確かめる

監査手続である。 
 
イ．立会：会社が実施する棚卸資産の実地棚卸、有形固定資産の現物調査等の現場に監 

査人が赴いて、その実施状況を確かめる監査手続で A 社の工事現場の視察も広義 
では立会に含まれる。 

なお、B 社裁判官は、会社が会計帳簿による残高管理を実施していなかったこ 
とから監査人は監査リスクが高いと評価し、監査計画の段階で棚卸立会のカバー

率 50％を目標としたことを妥当と判断している。しかし、“統制リスク”が高い

場合に、特定店舗以外の店舗を立会範囲にランダムで加え、立会時の抽出商品に

高額又は利益率の高いものをサンプリングに交える等の監査手続は通常に実施

される。 
また、B 社裁判官は、監査人が“統制リスク”を高いと評価し、監査総日数を

前期比で２日を増加させ、その２日を立会いに割り当てたことを評価しているが、

そもそも内部統制が十分でない被監査会社の受嘱総日数自体が妥当であったかの

検討はしていない。さらに、裁判官は監査人が立会時に抽出したサンプリング商

品を全件「棚卸明細表」と突合する作業（精査）を評価しているが、監査人は会

社から入手した「棚卸明細表」がどのようなプロセスで作成されたものなのか、

その明細表自体の正確性を検証しておらず、裁判官が監査人は実証手続を『厳格

に実施した』と評価した根拠が不明確である。 
 

ウ．確認：監査人が会社の取引先等の第三者に対して文書により問合せを行い、その回 
答を直接入手し評価する監査手続である。確認の実施対象項目及び実施範囲につ 
いて、監査リスク及び監査上の重要性、会社の状況や事業内容及び経営環境、回 
答の入手可能性等を勘案して決定する監査手続である。今回の事例では、A 社は 
売掛金の残高確認に対し、架空組合の所在地にプレハブ小屋を建て郵便受けを設 
置し、組合毎に署名を変え、代表印を偽造していた。 

 
エ．質問：監査人が経営者、外部関係者等に問い合せて説明又は回答を求める監査手続

である。質問に対する回答のみでは十分かつ適切な監査証拠となり得ないこと

が多いため、それを裏付ける情報等の入手が必要であることに留意が必要とさ

れる。 
今回の事例では、A 社の滞留債権の回収可能性や、工事現場視察での図面と

の相違、B 社の商品の帳簿残高管理に係る IT システムの妥当性に関する質問が

実施されているものの、監査人がその回答を裏付ける合理的な監査証拠を入手

する監査手続が十分に実施されたかについて各裁判官の評価は異なっている。 
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オ．分析的手続：監査人が財務データ相互間又は財務データ以外のデータと財務データ

との間に存在する関係を利用して推定値を算出し、推定値と財務情報を比較す

ることによって財務情報を検討する監査手続であり、推定値には、金額のほか、

比率、傾向等が含まれる。なお、分析的手続は、①財務諸表を対象として実施

する場合と、②部門別等の財務情報又は財務諸表項目等を対象として実施する

場合があり、実証手続の実施によっては財務諸表項目に係る監査要点に適合す

る監査証拠が入手できない又は入手しにくい場合に効果的かつ効率的な手続で

あるとされる。 
     今回の事例において、A 社の裁判官は、予算と実績の比較分析で異常性を重

視しなかった点を監査人の過失の根拠の一つとしている。これに対し、B 社の

裁判官は商品勘定分析で監査人が実施した同業他社の回転期間比較を妥当なも

のと判断しているが、商品の受払い記録管理がされず“統制リスク”が高い B
社の場合、一般的な経営管理指標である商品の回転期間を会社合計で分析する

のでなく、上記②に沿って店別の過年度比較、予算比較分析を追加し、商品グ

ループ別の損益分析等の監査手続を追加的に実施するのが通常と思われる。 
 

（４）意見形成 
上記で概説したように、監査人は個々の被監査会社の監査リスクに応じ、職業的専門

家として正当な注意を払い、監査計画を策定し十分かつ適切な監査証拠を入手するため

に、監査手続を実施し、これら監査リスク・アプローチを通じて最終的に合理的な基礎

を得た上で監査人は意見形成を行うことになる。 
この意見形成に関して、「監査基準委員会報告第 12 号」（監査の品質管理）は監査契約

の主体である監査事務所（監査契約を締結する監査法人（A 社）又は公認会計士（B 社）

をいう。）に対し“審査機能”を要請している。 
 
①監査の品質管理について 
  同報告書 12 号では、監査は組織的に実施されることを前提として、監査人に対し

監査業務の質を確保するための品質管理の実務指針を示している。 
  A 社の判決文では、同報告書 12 号に沿って、監査チームの構成、審査機能（当該

監査法人では「審理」）等を解説し、被告とされる監査法人と関与社員を組織的監査

の中での役割に言及している。これに対し、B 社の判決文では、本来的に個人の公

認会計士事務所であっても組織的監査が要請されるにもかかわらず、その検討は行

われていない。 
  
  上記のように、今回の二事例をみる限りでは、民事訴訟の争点にも依るが、本来

の監査アプローチである組織的監査を行うべき監査事務所の品質管理責任は争点と

されていない。 
 

②審査機能について 
  同報告書 12 号では、監査事務所は個々の監査業務における監査意見表明のための
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審査を効果的かつ効率的に実施するため、監査意見の表明に係る審査の方針と手続

を策定しなければならないとされており、A 社の判決文では審査（審理）に言及し、

「被監査会社の監査業務に従事せず、かつ、関与社員と同程度以上の専門能力と実

務経験を有する者により行われる」と記述に止まっている。 
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Ⅴ．パネルディスカッション・メモ 
 
Ⅴ-1．事例関連の事項 
１． 監査の限界について 

 
２． 異常性の兆候について 

① 滞留債権の入金 
② 情報技術の検査 

 
Ⅴ-2．今後の課題 

１． 平均的監査レベルについて 
① 重要性 
② 組織的監査 
 

２． 行政等の処分について 
① 判決への影響 
② 課徴金 
③ 行政処分と日本公認会計士協会処分 

 
３． 過失相殺について 
  
４．内部統制報告制度導入の影響について 

 
５．その他 
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そして，その金額に照らして，この記載が本来であれば有価証券報告書

に記載すべき重要な事項であったことは当然である。

したがって，山一證券の平成４年３月期から平成９年３月期までの各有

価証券報告書には記載すべき重要な事項の記載が欠けていたこととなる。

ウ なお，原告らは自己資本規制比率について虚偽があったと主張するが，

自己資本規制比率が上記各事業年度の有価証券報告書のうち，会計監査人

による監査証明の対象であったと認めるに足りる的確な証拠はないから，

原告らの主張は前提を欠くので採用することができない。

また，原告らは現金・預金や未払金に関して虚偽の記載があったとも主

張するが，前記の本件簿外債務の性質に照らせば，これを現金・預金や未

払金の勘定科目に計上するのは相当でないから，この主張についても採用

することができない。

２ 争点②（過失の有無）について

( ) 前記のとおり，山一證券の作成した平成４年３月期から平成９年３月期1

までの有価証券報告書のうちに記載すべき重要な事項の記載が欠けていたと

ころ，これらを証取法１９３条の２第１項本文に基づき監査証明をした被告

に，記載が欠けていないものとして証明したことについて故意又は過失がな

かったと認められるか（証取法２４条の４，２２条，２１条１項３号，同条

２項２号 ，以下で検討する。）

( ) 注意義務の内容2

まず，上記故意又は過失がなかったと認められるか否かの判断の前提とし

て，被告にはどのような注意義務があったかについて検討する。

ア 証拠（甲７，乙Ａ２２１）によれば，平成４年３月期から平成９年３月

期までの監査に適用される，企業会計審議会作成に係る監査基準，監査実

施準則，監査報告準則及び改訂注記は以下のとおりであったことが認めら

れる（監査基準等はその後改訂がされているが，以下においては，特に断

Ⅵ．（２）上場会社Ｃ社事件判決文（一部抜粋）

（大阪地裁　平成１８年（ワ）第2992，第8383号）

Ⅵ－２．上場会社Ｃ社事件判決文（一部抜粋）
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らない限り，上記事業年度において適用される，平成３年１２月２６日改

訂後の監査基準等を指すものとする 。。）

。（(ア) 監査基準の設定について 昭和３１年１２月２５日改訂に当たって

なお，内容は要約してある ）。

監査基準は，監査実務の中に慣習として発達したもの中から，一般に

公正妥当と認められたところを要約した原則であり，職業的監査人は，

財務諸表の監査を行うに当たり，法令による強制がなくても，常に遵守

すべきである。

監査基準には，監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規

範を明らかにした監査一般基準，監査手続の選択適用を規制する監査実

施準則，監査報告書の記載要件を規律する監査報告基準の３区分によっ

て構成される。

監査を実施するに当たり選択適用される監査手続は，各企業の事情に

よって異なり，一律に規定することは不可能であるが，監査の能力や経

験は個々の監査人によって差異があり，監査手続の一切を監査人の自由

に委ねると社会的信用を得ることができない。他方，監査の実施に関し

て，公正妥当な任務の限界を明らかにしなければ，監査人の責任を過重

ならしめる結果となる。したがって，監査人の判断を規制すべき一定の

基準を設け，これを遵守させることが重要である。

(イ) 監査基準，監査実施準則及び監査報告準則の改訂について（平成３

年１２月２６日改訂に当たって。なお，内容は要約してある ）。

， ， （ 。）今回の改訂に当たっては 監査人は 重要な虚偽記載 脱漏も含む

を看過してはならないことを明記した。また，最近，内外ともにいわゆ

る不正問題に関連して公認会計士の監査機能に対する社会の期待の高ま

りがみられることから，監査上の危険性に対する十分な考慮を求めると

，， ，ともに 経営環境の適切な把握と評価の必要性について明言し さらに
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監査要点として取引記録の信頼性を掲げ，監査手続に分析的手続を加え

るなどの改訂も行った。

(ウ) 。）たし載記みの部一（準基査監

第一 一般基準

一 企業が発表する財務諸表の監査は，監査人として適当な専門的能

力と実務経験を有し，かつ，当該企業に対して独立の立場にある者

によって行われなければならない。

三 監査人は，監査の実施及び報告書の作成に当たって，職業的専門

家としての正当な注意を払わなければならない。

第二 実施基準

一 監査人は，十分な監査証拠を入手して，財務諸表に対する自己の

意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならない。

三 監査人は，内部統制の状況を把握し，監査対象の重要性，監査上

の危険性その他の諸要素を十分に考慮して，適用すべき監査手続，

その実施時期及び試査の範囲を決定しなければならない。

(エ) 。）たし載記みの部一（則準施実査監

一 監査人は，財務諸表の監査に当たり，監査基準に準拠して通常実施

すべき監査手続を実施しなければならない。

，，，通常実施すべき監査手続は 監査人が 公正な監査慣行を踏まえて

十分な監査証拠を入手し，財務諸表に対する意見表明の合理的な基礎

を得るために必要と認めて実施する監査手続である。

三 監査人が選択適用すべき監査手続には，実査，立会，確認，質問，

視察，閲覧，証憑突合，帳簿突合，計算突合，勘定分析，分析的手続

等がある。

監査手続の適用は，原則として試査による。

五 監査人は，監査計画の設定に当たり，財務諸表の重要な虚偽記載を
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看過することなく，かつ，監査を効率的に実施する観点から，内部統

制の状況を把握するとともにその有効性を評価し，監査上の危険性を

十分に考慮しなければならない。

内部統制の有効性を評価するに当たっては，内部統制組織の整備と

運用の状況のみならず，それに影響を与える経営環境の把握と評価を

行わなければならない。

監査上の危険性を評価するに当たっては，監査対象項目に内在する

虚偽記載の発生の可能性に留意するのみならず，経営環境を把握し，

それが虚偽記載の発生をもたらす可能性を考慮しなければならない。

九 監査人は，経営者による確認書を入手しなければならない。確認書

には少なくとも次に掲げる事項が記載されなければならない。

１ 財務諸表の作成責任が経営者にある旨

２ 監査の実施に必要なすべての資料を監査人に提供した旨

３ 重要な偶発事象及び後発事象

監査人は，確認書を入手したことを理由として，通常実施すべき監

査手続を省略してはならない。

イ 以上のとおりの企業会計審議会作成による監査基準，監査実施準則等の

制定目的及び内容，そして，被告と山一證券との間で締結された監査契約

は証取法１９３条の２に基づく監査を目的とする準委任契約であると解さ

れること（前記前提となる事実３( )）からすると，監査人としては，財2

務諸表の監査に当たり，善良なる管理者としての注意義務をもって，主と

して監査基準に基づき通常実施すべき監査手続を実施する義務を負ってお

り，この通常実施すべき監査手続とは，監査実施準則の定めに従い，公正

な監査慣行を踏まえ，十分な監査証拠を入手し，財務諸表に対する意見表

明の合理的な基礎を得るために必要と認められる手続を中心とすると解す

るのが相当である。
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ウ この点，原告らは，会計監査の目的は重要な虚偽記載等を看過しないこ

とであり，会計監査人である被告は不正の発見に努めなければならず，不

正や誤謬があり得るということを常に念頭に置いて監査に望む必要がある

と主張する。

確かに，会計監査に求められる役割の一つに財務諸表に虚偽の記載が存

在しないこと，あるいは記載すべき事項の記載が欠けていないことを明ら

かにするところにあることは，前記アの監査基準等にも現れているところ

であり，これを否定することはできない（甲Ａ５０，５６，６１といった

）。。るあもでろことるいてれさ摘指もに献文

しかし，他方で，会計監査人は，捜査機関や証券取引等監視委員会等と

異なり，強制捜査（検査）権限を持たず，被監査会社からの委託を受け，

被監査会社から受け取る報酬から合理的に割り出される人員及び時間をも

って監査手続を実施せざるを得ないこと，監査基準や監査実施準則も，こ

のような前提条件の違いを踏まえ，上記のとおりの定めを置くに至ったこ

と，前記前提となる事実のとおり，山一證券が被告に委託したのは法定監

査であり，特に不正発見を目的としたものではなかったことを考え合わせ

ると，虚偽記載等を発見できなかったことをもって直ちに被告の過失と捉

えるのは相当でなく，上記イのとおり，当時の会計監査の水準を踏まえ，

監査に関する職業的専門家として一般的に要求される程度の注意義務をも

って通常実施すべき監査手続等を実施したにもかかわらず虚偽記載等が存

したような場合は，過失はなかったといわざるを得ない。

原告らの指摘する文献（甲Ａ５９）には，財務諸表の重要な虚偽記載等

について「何が何でも発見しなければいけない」という記載も認められる

が，同文献の全体の趣旨からすれば，当裁判所の上記見解に反するものと

はいえない。

したがって，原告らの上記主張も，この限度においてのみ採用すること
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ができるというべきである。

エ 原告らは，平成３年の監査基準等の改訂により，平成４年３月期の監査

からリスク・アプローチが導入され，被告が山一證券の監査をするに当た

っては，虚偽記載等が実行される危険性を十分に踏まえた上，これに対応

した監査計画を策定し，実行する必要があったと主張する。

確かに，前記アのとおり，監査基準第二・三には「監査人は，内部統制

の状況を把握し，監査対象の重要性，監査上の危険性その他の諸要素を十

分に考慮して，適用すべき監査手続，その実施時期及び試査の範囲を決定

しなければならない 」と，監査実施準則五には「監査人は，監査計画の。

設定に当たり，財務諸表の重要な虚偽記載を看過することなく，かつ，監

査を効率的に実施する観点から，内部統制の状況を把握するとともにその

有効性を評価し，監査上の危険性を十分に考慮しなければならない 」と。

それぞれ規定されており，監査手続においてリスク・アプローチの考え方

を取り入れたといわれている（乙Ａ２８１ 。）

しかし，証拠（平成１４年１月２５日付けの企業会計審議会作成に係る

「監査基準の改訂について 。乙Ａ２８１。以下，この改訂を「１４年改」

訂」という ）によれば，１４年改訂は 「主な改正点とその考え方」の，。

項で，平成３年１２月２６日の監査基準等の改訂において上記のとおりの

リスク・アプローチの考え方を採用したものの，その枠組みが必ずしも明

確に示されなかったこともあり，我が国の監査実務に浸透するまでには至

，，っていなかったことから １４年改訂を行ったとの改訂趣旨を明らかにし

リスク・アプローチの意義，リスクの諸概念及び用語法，リスク・アプロ

ーチの考え方，リスク評価の位置付け等について詳細な説明を加えた上，

リスク・アプローチに関する各種条項を加えた（なお，同改訂で，監査実

施準則は廃止され，監査基準という一つの枠組みの中で，監査実施基準が

規定されることとなった ）ことが認められ，これからすると，監査基準。
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第二・三及び監査実施準則五は，監査人が監査を実施するに当たっての規

範といえるほどの具体性を有していたとはいえず，被告が厳格な意味での

リスク・アプローチを採用しなかったことをもって直ちに過失があったと

捉えることはできないというべきであり，被告としては，一般的に職業的

専門家として要求される程度の注意力をもって，１４年改訂前の監査基準

等にいう監査上の危険性を踏まえた監査を実施する注意義務を負っていた

にとどまるというべきである。

オ また，原告らは，日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書第１０号

」 甲（為行法違「号１１第同び及）０８２，７９１Ａ乙（謬誤び及正不「 」

Ａ５７，乙Ａ１９７，２８０）は，監査実施準則五に規定する財務諸表の

重要な虚偽記載等の原因となる不正及び誤謬又はこれに関する違法行為を

含む違法行為全般に関する監査実務の指針となるものであり，被告として

はこれらを踏まえた監査手続を実施すべきであったとも主張する。

しかし，上記２報告書は，いずれも平成９年４月１日以後に開始する事

業年度に係る監査に適用されることになるとされており，平成９年３月期

までの監査に関する争いである本件には適用されないので，これを監査実

務の指針として考えることはできない。

なお，原告らは，上記の平成１４年の監査基準等の改訂や監査基準委員

会報告書第１０，１１号の作成については，監査実務を踏まえて後追い的

に行われたものであると主張し，原告らの指摘する文献（甲Ａ５９）には

監査基準等で定める監査手続に比べ，監査実務は進展していたといった記

載も見受けられるが，これは当時の監査実務についての一部の見解に過ぎ

ず，この記載をもって平成９年３月期以前の監査手続において被告が従う

べき監査規範が同記載どおりであったことを認定することはできない。

( ) 被告が実施した監査手続の概要3

次に，各有価証券報告書を監査証明したことについて，被告に故意又は過
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失がなかったと認められるかの判断の前提として，被告が実施した平成４年

３月期から平成９年３月期までの間の各期末の監査手続の概要についてみる

， （ ， ， ， ，と 証拠 乙Ａ１ないし９ １１ないし１３ ５４ないし６８ １０１の３

７ないし９，乙Ａ１０２の３，７ないし９，乙Ａ１０７，１８５，１８７，

， ， 。 。）１８９ないし１９１ ２０３ないし２０５ ２０７ いずれも枝番を含む

及び弁論の全趣旨によれば，以下のとおりの事実を認めることができる。

ア 平成４年３月期以前

被告は，平成３年１０月１５日，平成４年３月期の監査に先立って，山

一證券に対し，平成３年６月下旬以降，世間で注目を受けることとなった

証券問題を受けての社内改革の具体的な内容等，昭和６３年９月期から平

成３年３月期までの間に損失補填先として公表された８０口座についての

同年９月末現在の取引状況，損失補填取引の実施手続，同年３月末及び同

年９月末における営業特金（プロパー，顧問付き，顧問なし）の各残高状

。 ， ， （ ，況について質問した これに対して 山一證券は 顧問なしの すなわち

投資顧問会社が付いていない）特金勘定取引を行っていた顧客のすべてか

，， い行ていおに任責と断判の己自てべすは断判資投の切一る係に引取ら，

山一證券に対して売買の一任勘定を行わず，また，損失補填等を求めない

旨記した「特金勘定取引に係る確認書」の提出を受けたと回答した。

また，被告は，平成３年１１月ころ，山一證券において顧客に対する損

失補填等が行われたかを質問したところ，当時，山一證券の取締役副社長

であったＬ及び常務取締役法人営業本部長 は，同月１２日，同年４月V

１日から同年９月３０日までの間において，山一證券が特定の顧客の投資

，，利回りの確保や投資損失の補填等 証取法及び大蔵省証券局長通達に反し

投資家の公平を損なうような取引をしたことはない旨書面にて回答した。

（乙Ａ１１，２０７，弁論の全趣旨）

イ 平成４年３月期
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被告は，同期の監査において，特に，海外顧客とのトラブル，海外現地

法人と海外顧客との間の異常な取引，子会社との取引及び子会社との間の

債権債務，飛ばし取引の実態について大蔵省にした回答，山一證券の特金

口座等を監査要点とした監査手続を実施するとともに，同期の財務諸表上

の各項目の監査手続を行った。

被告は，監査の過程で，山一證券と６社との間で時価乖離取引（取引総

額５９０億円，時価総額１２９億円）がされていることを発見したことか

ら，これらの取引に係る時価超過相当額のリスクが誰に帰属するものかを

質問したところ，山一證券の法人営業本部担当役員及び代表取締役は，い

ずれの取引についても顧客がリスクを負担するものである旨回答した。

， ， ， ，また 被告は 損失補填リストを元に 顧客勘定元帳を通査したところ

特に異常な取引は見つからなかった。

さらに，被告は，現先取引について監査を実施し，取引残高が６７０２

億９６００万円あり，そのうち４９億３６００万円が評価損となっている

ことを発見した。

， ， ，そのほかにも 被告は 特金口座の含み損益について監査を実施したが

異常な取引を発見するには至らなかった。

被告は，平成４年５月８日，取締役副社長Ｗから，平成３年４月１日か

ら平成４年３月３１日までの間，特定の顧客の投資利回りの確保，投資損

失の補填等，証取法及び大蔵省証券局長通達に反し，投資家の公平を行う

取引は行っていないこと，飛ばしといった時価と大幅に乖離した価格での

有価証券取引の仲介等を行ったり，取引当事者からその買戻しや損害賠償

。 １Ａ乙（たし得取を書認確るすと容内をとこいないてしりたれさ求要を

２，１０７，１９１の１，乙Ａ２０３ないし２０５，弁論の全趣旨）

ウ 平成５年３月期

被告は，同期の監査につき，特に特金勘定取引における運用資産の売買
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状況，現先取引における異常な取引の有無，ストリップ債の整理状況，時

価乖離取引等の異常な債券売買の有無といった点を監査要点とする監査を

実施するとともに，同期の財務諸表上の各項目についての監査を行った。

，，，，そして 被告は 平成５年５月１１日 当時の代表取締役社長のＬから

同期の監査に当たり，被告から要請のあった会計記録及びこれに関する資

料をすべて提出したこと，特定の顧客の投資利回りの確保，投資損失の補

填等，証取法及び大蔵省証券局長通達に反し，投資家の公平を行う取引は

行っていないこと，飛ばしといった時価と大幅に乖離した価格での有価証

券取引の仲介等を行ったり，取引当事者からその買戻しや損害賠償を要求

されたりしていないことを内容とする確認書を取得した。

また，被告は，特金勘定取引に関する監査として，特金口座を設定して

いた安田信託やクレディ・スイス等の信託銀行から決算日における残高が

記された運用状況報告書を取得した （甲８６，８７の１，２，乙Ａ１，。

１３，弁論の全趣旨）

エ 平成６年３月期

被告は，同期の監査につき，特に現先取引に関する異常な取引や含み損

益の有無，時価乖離取引に関し，パソコンにより異常取引を抽出した上で

質問を行うこと，特金口座に関して運用資産の売買取引の相手方や売買対

象有価証券の銘柄，海外業務本部における子会社との取引高等を監査要点

とする監査を実施するとともに，同期の財務諸表上の各項目について監査

を行った。

また，被告は，特金勘定取引に関する監査として，特金口座を設定して

いた安田信託，クレディ・スイス等の信託銀行から運用状況報告書を取得

した （乙Ａ２，１８５，弁論の全趣旨）。

オ 平成７年３月期

被告は，同期の監査において，特に特金口座について運用資産の相手方
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や売買対象有価証券の銘柄，時価乖離取引の有無，国際事務部における子

会社との取引高等を監査要点とする監査を実施するとともに，同期の財務

諸表上の各項目の監査を行った。

また，被告は，特金勘定取引に関する監査として，特金口座を設定して

いた安田信託，クレディ・スイス等の信託銀行から運用状況報告書を取得

した （乙Ａ３，１８７，弁論の全趣旨）。

カ 平成８年３月期

被告は，平成８年３月期の監査につき，特に，特金口座につき月次報告

書により運用資産の売買状況，期末の含み損益の把握，運用資産の売買相

手方及び売買対象商品がグループ会社でないか，時価乖離取引の抽出とそ

れについての説明を受けること，国際事務部につき子会社との取引高等を

監査要点とする監査を実施するとともに，同期の財務諸表上の各項目の監

査を行った。

また，被告は，特金勘定取引に関する監査として，特金口座を設定して

いた安田信託，クレディ・スイス等の信託銀行から運用状況報告書を取得

した （乙Ａ４，１８９，弁論の全趣旨）。

キ 平成９年３月期

被告は，平成９年３月期の監査につき，特に顧客勘定元帳の通査による

異常取引の有無の確認，特金口座につき月次報告書による運用資産の売買

状況及び含み損益の把握，売買相手方及び売買対象銘柄，国際事務部に関

係する異常取引の有無等を監査要点とする監査手を実施するとともに，同

期の財務諸表上の各項目の監査を行った。

そして，被告は，特金勘定取引に関する監査として，特金状況報告書を

入手してその概況を把握したり，運用報告書により元本，評価損益及び含

み損益についての情報をまとめたり，特金の運用が具体的にどのように行

われているかについて調査した。また，被告は，特金口座を設定していた
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安田信託やクレディ・スイス等から運用状況報告書及び同月３１日時点に

おける取引残高を記した確認書を取得した （乙Ａ５ないし９，５４ない。

， ， ， ， ， ，し６８ １０１の３ ７ないし９ 乙Ａ１０２の３ ７ないし９ １９０

弁論の全趣旨）

( ) 被告の故意又は過失4

そこで，被告に山一證券の平成４年３月期から平成９年３月期までの各有

価証券報告書について重要な事項の記載が欠けていないものとして監査証明

したことに故意又は過失がないと認められるか否かについて，原告が被告に

過失があったと指摘する点ごとに検討を加える。

なお，原告らは，被告が山一證券に対する平成３年９月期以前の監査手続

にも過失があった旨指摘するが，本件では，被告が上記事業年度の有価証券

報告書を監査証明したことについての注意義務違反が争われており，この注

意義務が平成３年９月期以前に発生していたとは捉え難いから，この点に関

する原告らの指摘は失当というほかなく，以下においては平成４年３月期以

降の監査手続についてのみ判断する。

ア 被告の監査計画に関して

(ア) 原告らは，証券会社による損失補填が社会的非難を浴び，また，事

後の損失補填をも違法とする改正証取法の施行を控え，秘密裏に駆け込

み的に損失補填が行われる可能性があったのであるから，特に平成４年

３月期の監査手続においては他年度に比較して損失補填の発見に努める

べきであったと指摘する。

確かに，前記前提となる事実のとおり，証券会社による一部顧客企業

に対しての損失補填が社会的な関心を呼び，非難の声が高まっていたこ

とや，改正証取法の施行により事後の損失補填をも違法と評価されるこ

， ， ，とになったことからすれば 当時 山一證券において損失補填が行われ

これが隠ぺいされる可能性があったことは否定できず，監査基準第二・
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三，監査実施準則五からして，被告においてもこのような可能性がある

ことを踏まえた監査を実施すべき注意義務を負っていたといえる。

しかし，前記( )のとおり，被告としては，このような損失補填が行3

われる可能性もあることを踏まえ，山一證券の幹部に損失補填の有無を

質問したり，損失補填の端緒となるような異常な取引がないかどうかを

確認したり，時価乖離取引の有無を調査したりするなどの監査を実施し

ていることからすると，監査に関する職業的専門家としての注意義務を

もって，監査実施準則一，三，五に定める通常実施すべき監査手続を実

施したと認めるのが相当である。なお，具体的な監査手続に関しては後

述する。

(イ) これに対して，原告らは，被監査会社が虚偽記載等をしようとする

場合，容易に発見できない手法を用いるはずであるから，単純に時価乖

離取引を監査するだけでは不十分であったと主張する。

しかし，前記( )のとおり，被告は損失補填が隠ぺいされる可能性も3

踏まえた上で監査手続を実施しているし，被告の実施した時価乖離取引

等の監査のほかに，当時，被監査会社が作成した財務諸表の虚偽記載等

を発見するための具体的な手法が一般的に実施されていたことを認める

に足りる証拠はないことからすると，被告が通常実施すべき監査手続を

怠ったということはできない。

したがって，原告らの上記主張は採用することができない。

(ウ) また，原告らは，被告の立てた平成４年３月期の監査計画は当時の

損失補填の可能性に相応した内容になっていなかったと主張し，証人Ｘ

も同旨の証言をする。

しかし，証人Ｘは公認会計士であり，約２７年の経験を有してはいる

ものの，金融証券業の監査の経験は全くなく，その証言する見解を直ち

に採用することはできない。証人Ｘが個別に不十分な点を指摘している

資 38



ところについては，後述する。

イ 被告の監査体制について

(ア) 原告らは，平成４年３月期の山一證券の監査に当たり，上記のとお

り損失補填の可能性があったにもかかわらず，十分な人員と時間を費や

さなかったと指摘する。

， （ ） ， ，しかし 証拠 乙Ａ１９１の１ 及び弁論の全趣旨によれば 被告は

平成４年３月期の山一證券の監査に，合計３５名（内関与社員３名，主

査１名，公認会計士１５名，会計士補１４名，その他２名）が，延べ３

０４０時間をかけて当たっており，当時，営業収益及び総資産について

は山一證券を超えていた，同じく四大証券会社の一つであった日興證券

の監査には，合計１６名（関与社員２名，公認会計士１０名，会計士補

４名）が延べ３１２６時間をかけて当たっていたことが認められること

からすると，山一證券の監査に充てられた人員及び時間は十分であった

というべきである。

また，前記前提となる事実のとおりの山一證券による本件簿外債務の

隠ぺい工作からすると，被告において合理的かつ可能な，これ以上の人

員及び時間をかけたとしても，そのことのみによって本件簿外債務の存

在を発見することはできなかったと認めるのが相当であり，これを覆す

に足りる証拠はない。

証人Ｘも被告のとった監査体制につき人員の観点からして不十分であ

ったと証言しているが，抽象的にその不十分性を述べるだけで，具体的

にどのように不十分であったのかを述べるものではないから，採用する

ことができない。

そうすると，被告としては，適切な人員及び時間をかけて山一證券の

監査に当たったと認められ，この認定を左右する事情は見当たらないか

ら，被告にはこの点に関する過失がなかったと認められる。
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(イ) これに対して，原告らは，平成４年３月期の山一證券の監査に当た

り，被告としては営業特金監査に集中すべき時期であったにもかかわら

ず，支店の監査により多くの人員を配置し，本店の監査に十分な力を注

いでいなかったと主張し，証人Ｘも同旨の証言をしている〔証人Ｘの陳

〕。） 。０６Ａ甲（るあが載記の旨同もに書述

しかし，証拠（乙Ａ１０７）及び弁論の全趣旨によれば，平成４年２

月２４日から同年３月１３日までに行われた期中監査においては，神戸

支店や姫路支店等の監査に公認会計士等６人が延べ３０日を費やしてい

るのに対し，法人事務部や債券部等本店の監査に公認会計士等８人が延

べ３５日を費やしており，また，これらの監査は時期をずらして実施さ

れていたこと，同年４月１３日から同年５月８日までに行われた期末監

査においては，大阪支店及び名古屋支店の監査に公認会計士等３人が延

べ１５日を費やしているのに対し，法人事務部や海外業務部等本店の監

査に公認会計士等１２人が延べ８２日を費やしており，また，これらの

監査は時期をずらして実施されていたことがそれぞれ認められる。

そうすると，前記前提となる事実のとおり，損失補填問題に絡み，本

店に対する監査に力を入れるべき状況があったとしても，被告が本店の

監査に投入した人員及び時間は，支店におけるそれと比較して相当であ

。， ，ったと認められ この認定を覆すに足りる証拠はない 証人Ｘの証言は

抽象的に不相当であると述べるに止まり，その見解は当裁判所の採用す

るところではない。

したがって，この点につき，被告にはやはり過失がなかったというべ

きであるから，原告らの主張は採用することができない。

ウ 営業特金等の監査に関して

(ア) 原告らは，被告としては営業特金等の残高に着目し，顧客の顧客勘

定元帳を確認して，各顧客にどの程度の損失があったかを把握すべきで
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あったのに，被告はこれを怠った過失があると指摘する。

この点，証拠（甲２，甲Ａ３４）及び弁論の全趣旨によれば，山一證

券は，平成元年ころから営業特金等の残高を徐々に減らしていっていた

が，平成２年ころの残高は約１兆８０００億円にも上っており，平成３

年８月においても１兆円を超えており，そのうち約５０００億円が含み

損であったことが認められる。

しかし，前記前提となる事実のとおり，営業特金は，顧客が信託銀行

と特定金銭信託契約を締結し，顧客から手数料の支払を受けて，その口

座の運用を山一證券が主体となって行うものを指すのであるから，顧客

の営業特金における損益が山一證券の損益に影響を及ぼすことは原則と

してなく，このことはプロパーについても同様である〔平成１６年６月

８日付け調査嘱託の結果によっても上記のことは裏付けられる（野村證

〕。） 。答回け付日３２月６年６１成平・券

そうすると，営業特金等の残高は相当高額に上っていたとしても，山

一證券の会計には直ちに影響を及ぼすものではなかった以上，被告にお

いて，他にも財務諸表上の項目を監査する必要があった中で，これに最

大の注意を払うべきであったとはいえない。

(イ) そして，証拠（平成１６年６月８日付け調査嘱託の結果）及び弁論

の全趣旨によれば，営業特金等の顧客の損益状況を山一證券が把握する

，， ，ことができる資料は 当時存在しなかったものと認められ そうすると

被告においても，山一證券の行っていた営業特金等で，各顧客にどの程

度の損失が出ているのかを把握することは相当困難であったといえる。

これに対して，証人Ｘは，山一證券において営業特金等の顧客の損益

状況を把握できる資料はあったはずであると証言する。

しかし，前記のとおり，証人Ｘは金融証券企業の監査に必ずしも精通

していたとはいえず，また，実際にその証言にあるような顧客勘定元帳
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を見たことはないとも述べ，ただあるはずであると証言するにとどまる

ものであることからすると，その証言を信用することできず，これをも

って原告らの主張する顧客勘定元帳が存在したと認めることはできな

い。そして，このほかに上記認定を覆すに足りる証拠もない。

(ウ) そうすると，前記( )のとおり，被告は，平成４年３月期の監査で3

営業特金等に係る監査手続として質問を実施したとことが認められると

ころ，山一證券の財務内容に直ちには影響を及ぼすものではない営業特

金等という監査要点に関して，顧客の損益を直接把握することのできる

資料がないことから被告としては幹部に対する質問を実施するほかな

く，それに対して，顧問なしの特金口座を保有する顧客のすべてから，

自らの責任において運用を行うこと，損失補填を受けたり，要求しない

ことを表明する確認書が集められたとの回答を得ており，そのほかに当

時の監査慣行に照らして具体的に実施すべきであった監査手続は認めら

れないから，被告は，職業的専門家としての注意義務をもって，監査基

準第二・三，監査実施準則一，三，五に定めるとおりの通常実施すべき

監査手続を行ったと認められる。

したがって，この点について，被告に過失はなかったと認めるのが相

当である。

(エ) これに対して，原告らは，被告が山一證券の営業特金等の一任勘定

（ ）取引に関して損失補填の有無を確認するために行った質問 乙Ａ２０７

は，山一證券の特金勘定取引４９７２口座のうち８０口座に関してしか

質問をしておらず，網羅的なものではなかったし，また，原告らは，平

成３年当時に山一證券との間で営業特金等により一任勘定取引を行って

いた顧客について，被告は取引を解消した顧客の有無，解消の経緯につ

いて質問を行ったり，関係資料を収集しなかったので，その質問は不十

分であったと主張する。
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しかし，前記のとおり，顧問なしの特金口座を保有する顧客のすべて

から，損失補填を行わない旨の確認書が取り付けられ，その旨の回答を

得ているわけであるから，被告の実施した監査手続が網羅的でなかった

とはいえない。

，， ， てっな異はと関機査捜は告被りおとの実事るなと提前記前たま ，

山一證券の会計監査人に過ぎず，山一證券からの委任を受けてその監査

に当たっていたのであるから，糾問的に質問を実施したところで十分な

回答が返ってきたとは認め難いし，前記のとおり，本件簿外債務は山一

證券の幹部の主導によりその隠ぺいが図られてきたものであるところ，

， ）（ はに２１２Ａ乙書述陳のＱたっあで長部付室画企の券證一山時当 ，

本件簿外債務隠ぺいの枠組みを考案し，監査法人である被告にそれがわ

からないように工作をしてきた旨の記述があることからして，この点に

，，関する資料の提出を求めても 十分な資料が出てきたとは思われないし

実際に最終７社の存在を突き止めたとしてても，これらが損失補填があ

ったことを明らかにしてくれるとは考えにくい。

その上，一任勘定取引があるからといって直ちに損失補填に結びつく

ものではなく，当時の状況からして具体的にこれらを結びつける資料等

。，も見当たらず 原告らの主張は推測に推測を重ねたものというほかない

以上からすると，本件において実施された質問は，当時の職業的専門

家としての注意義務に照らして十分なものであったと認めるの相当であ

るから，前記認定を左右することはなく，原告らの上記主張は採用する

ことができない。

エ 特金口座の監査に関して

(ア) 原告らは，被告は山一證券の特金口座の動向に着目し，その残高が

実体を備えたものであるかを確認する必要があったのに，これを怠った

ところに過失があると指摘する。
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この点，証拠（乙Ａ１４）によれば，山一證券の特金口座の残高は以

下のとおり推移したことが認められる。

平成２年３月期 ８５２億円

平成３年３月期 ８７５億円

平成４年３月期 ７４４億円

平成５年３月期 ２４３９億円

平成６年３月期 ２７９５億円

平成７年３月期 ２９０９億円

平成８年３月期 ２７０３億円

平成９年３月期 ２７２５億円

確かに，特金口座の残高が平成５年３月期から大幅に増加しているこ

とが認められるが，特金口座は貸借対照表上では預金勘定に分類される

〔乙Ａ１４，証人Ｙ〕ところ，当時の四大証券会社を比較して，この預

（ ，金勘定のうちどの種類が多いのかはそれぞれ異なっていたこと 例えば

山一證券は特金が最大の比重を占めているのに対し，野村證券であれば

定期預金が，大和証券であれば通知預金が，日興證券であれば外貨預金

が最大の比重を占めていた。乙Ａ１４）や，１事業年度で１０００億円

を超える変動も特に珍しいものではなかったこと，山一證券の預金勘定

における特金の割合は，そのほかの証券会社の最大残高を構成するもの

の割合と比較してむしろ低いものであったことがそれぞれ認められる。

そうすると，この点を捉えて，被告において，これを不自然であると

考えるべきであったとはいい難い〔なお，同旨の見解を表明する意見書

も提出されている（乙Ａ２１７の１，乙Ａ２１８の１，乙Ａ２１９の

〕。） 。１

(イ) そして，財務諸表項目のうち預金については，預金先に対して確認

を行わなければならないとし，この確認も監査人が債務者等に直接発信
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し，その回答も直接入手する方法によらなければならないとされる（監

査実施準則三，監査第一委員会報告第五十号。乙Ａ１８）ところ，証拠

（乙Ａ１ないし９，１０１の３，７ないし９，乙Ａ１０２の３，７ない

し９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，山一證券が特金口座を設定

していたすべての信託銀行に対し，毎事業年度の監査において，山一證

券の特金口座の残高の確認をとったことが認められる。

なお，原告らは特金口座が簿外債務の温床になりやすかったと主張す

るが，平成４年３月期から平成９年３月期までの各期末の監査手続に当

たって，当時，特金口座における具体的な運用方法についてまで監査を

実施すべき注意義務があったことを基礎付ける的確な証拠はない。

そうすると，そのほかに特金口座の監査手続に関する慣行が存したこ

とを認めるに足りる証拠はないことからすると，被告としては，監査基

準第二・三，監査実施準則一，三に基づいて，通常実施すべき監査を行

ったといえるので，過失はなかったものと認めるのが相当である。

(ウ) これに対して，原告らは，被告としては山一證券の特金口座におけ

る具体的な運用方法まで監査すべきであったと主張する。

しかし，特金口座は貸借対照表で現金・預金科目に分類されているよ

うに，信託銀行からの運用状況報告書等により残高さえ確認できればそ

の金額が山一證券の資産として存在することの確認になるわけであるか

ら，決算期においていくらの残高が存在するのかが重要なのであって，

どのように運用されているかについては，財務諸表監査に当たってそれ

ほどまで重要とはいえない。

したがって，原告らの上記主張は採用することができない。

(エ) また，原告らは，山一證券のこれらの口座から山一エンタープライ

ズへの貸債残高は高額のまま推移していたところ，これについての調査

をしていれば，巨額の特金資産である国債のほとんどが貸債され続けて
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いることの異常性に気付いたはずであるのに，この点についての調査を

しなかったことに過失がある旨主張する。

， （ ， ， ， ，しかし 証拠 乙Ａ４６ １０１の３ ７ないし９ 乙Ａ１０２の３

７ないし９，乙Ａ２１２，２１４の１，乙Ａ２１５の１）及び弁論の全

趣旨によれば，公社債が貸し付けられている場合，一般的には信託銀行

から提出される運用状況報告書の資産欄に「貸付公社債」等と記載され

るべきであるところ，本件簿外債務の隠ぺいに当たり，山一エンタープ

ライズに対して国債の貸債が行われていたといわれる安田信託及びクレ

ディ・スイスの運用状況報告書にはこのような記載はなく，単に「公社

債」等と記載されるのみであったこと，安田信託及びクレディ・スイス

から提出された運用状況報告書には貸債取引明細書等の具体的な運用方

法を示す資料は添付されていなかったことがそれぞれ認められ，これら

からすると，特金口座には貸債が行われていないかのような外観を呈し

ていた。

そうすると，上記(ア)のとおりの特金口座の特性を考え合わせると，

監査の職業的専門家としても，山一證券の特金口座から山一エンタープ

ライズに対して貸債が行われていたことを予見することは不可能であっ

たと認めるのが相当である。

したがって，特金口座の具体的な運用方法にまで監査を実施しなくと

も，監査実施準則一に定める通常実施すべき監査手続を怠ったことには

ならず，監査の職業的専門家としての注意義務を尽くしていないともい

えない。

(オ) 以上のとおりであるから，特金口座の監査に関して，被告に過失は

なかったものと認めるのが相当である。

オ 現先取引の監査に関して

(ア) 原告らは，ＮＦら５社が山一證券との間で行っていた現先取引につ
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き，その取引高は膨大なものであったのであるから，被告はＮＦら５社

が現先取引を行い得るだけの信用力を有しているかを監査すべきであっ

たのにこれを怠った過失があると指摘する。

しかし，証拠（甲２）及び弁論の全趣旨からすると，平成４年２月か

ら平成５年１月にかけてのＮＦら５社の現先取引高は，日本ファクター

が１兆４４１２億８９００万円，エヌ・エフ・キャピタルが１兆８５３

８億４８００万円，エヌ・エフ企業が３５４０億３６００万円，エム・

アイ・エス商会が１８３１億２０００万円であったところ，この当時の

山一證券の年間の債券売買高は２００ないし３００兆円であったことが

認められ，これからすると，必ずしも膨大な取引高であったとはいい切

れない。

そして，現先取引（売り現先）の実質は債券を担保に貸付を受けると

ころにあるところ，この債券の売買代金さえ適正な額であれば，通常の

債券売買とは異なる危険性を有するものではなく（いずれも債券の時価

の下落というリスクを引き受けるに過ぎない ，それ以上に取引相手。）

方の信用力を調査する必要があったとはいい難い（なお，債券を売買す

ること自体の妥当性は，財務諸表とは全く関係がなく，これについて被

）。。いなは務義きべすを査監が告

また，原告らの主張するような，現先取引の取引額は取引先の純資産

額の３０％に押さえなければならないという山一證券内部の規則が存在

したことを認めるに足りる証拠はない〔なお，山一證券の直前営業年度

末における純財産額の３０％とする社内規則が存在したことは認められ

〕。） 。５３Ａ乙（る

以上の諸事情からすると，被告において，現先取引が適正な価格で行

われているかということを超えて，現先取引の相手方の財務状態等の信

用力についてまで監査すべき注意義務があったとはいえない（そのよう

資 47



）。。いならた当見も準基査監な

そして，被告は，前記( )のとおり，時価乖離取引に着目して現先取3

引について監査を実施していたのであるから，通常実施すべき監査手続

を行ったということができ，過失はなかったと認められる。

(イ) これに対して，原告らは，ＮＦら５社から山一證券に対して売り現

先に出された国債は 「山一特金口座口」名義で登録されたものであっ，

たはずであり，他人名義登録債は原則として取り扱わないという準則に

違反していたのであるから，被告としてはこの点を十分に監査していれ

ば，ＮＦら５社の存在に気づけたはずであると主張する。

しかし，証拠（乙Ａ３６，３７）によれば，平成２年５月以降，国債

の売買に関して，日銀ネットが設立されたため，オンライン請求による

登録手続が実施されることとなり，取引ごとに登録通知書の発行をする

ことはなしに日に１回登録残高を通知するシステムになったことが認め

られる。

そうすると，原告らの主張するように，取引した国債がいかなる名義

，，で登録されていたかは明らかではないから 原告らの主張は前提を欠き

被告にこの点についての過失は認められない。

カ 関連当事者取引の監査に関して

原告らは，山一證券とＮＦら５社及び山一エンタープライズとの間の取

引は，財務諸表等の監査証明に関する省令等の一部を改正する省令（本件

省令）１条２７号の５にいう「その他の関連当事者」に該当するので，こ

れらに監査手続を実施べきであったのにこれをしなかった点に過失がある

と指摘する。

しかし，証拠（乙Ａ３９ないし４１）及び弁論の全趣旨によれば，上記

関連当事者取引は，平成４年３月期から平成９年３月期までの各事業年度

の監査においては監査証明の対象とはならなかったことが認められる（な
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お，仮に監査証明の対象となったとしても，本件で主張されている有価証

券報告書の虚偽記載等は上記関連当事者取引に関するものではないから，

）。。いならなはにとこういとたっあが失過に告被にち直

そして，前記( )アの監査基準及び監査実施準則のどれをみても，山一2

證券の監査に関して，いかなる勘定科目との関係においてもＮＦら５社及

び山一エンタープライズの監査をすべき義務が発生するとは認め難い。

さらに，証拠（乙Ａ４２）によれば，被告が，平成４年３月期に，山一

證券と山一エンタープライズとの間の取引を監査したところ，福利厚生費

（被服費）及び器具・備品費（備品賃借料）として合計で約５億２０００

万円の取引が行われていたに過ぎないことが認められ，監査を実施するに

当たり，特に注目すべき数値とはいい難かった。

その上，仮に山一エンタープライズに対して監査手続を実施したとして

も，平成４年から平成９年までの各財務諸表に山一證券の特金口座からの

貸債は一切記載されていなかったこと（乙Ａ４３の１ないし５）からする

と，山一エンタープライズが本件簿外債務隠ぺいに働いていたことをうか

がい知ることは不可能であったと認められる。

したがって，被告において，ＮＦら５社及び山一エンタープライズに対

して監査手続を実施すべき義務があったとは認められず，これを怠ったこ

とについて過失はないと認めるのが相当である。

キ 海外の現地法人に対する監査

原告らは，被告は山一證券の海外現地法人に対する監査を実施しなかっ

た点に過失があると指摘する。

， ， ，しかし 前記アのとおり 被告は海外現地法人の取引を監査要点に定め

監査手続を実施している。

また，証拠（乙Ａ１１３の１，２，乙Ａ１５８の１，２）及び弁論の全

趣旨によれば，利落ちした仕組み債が集約されていたといわれる山一オー
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ストラリアについて，その会計監査人であるＫＰＭＧは，山一オーストラ

リアが平成９年３月３１日現在で会社の状況，業績，キャッシュ・フロー

等の事項を適切に開示し，オーストラリアの監査基準，その他の会計業界

の規定する監査報告書作成基準に準拠している旨記された監査報告書が作

成され，被告はこれを受け取っているし，同じくＫＰＭＧから，平成４年

３月１３日，海外ペーパー会社の一つであったヒル・トップ社が財務的に

安定しているということが記された書面を取得していることが認められ

る。

他方，原告らの主張はいかなる監査手続を実施すべきであったのかを提

示するものではなく，抽象的に監査手続の不備を述べるに止まる。

そうすると，被告においては，監査実施準則一に基づき，通常実施すべ

き監査手続を行ったものと認めるのが相当であり，この認定を覆すに足り

る証拠はない。

したがって，海外現地法人に対する監査について，被告に過失はなかっ

たと認められる。

( ) 以上のとおり，原告らの指摘する点のいずれについても被告には過失が5

なかったと認められる。

そして，被告が前記( )のとおりの監査手続を実施したことからすれば，3

被告は，山一證券の上記各事業年度の有価証券報告書を監査証明するに当た

り，職業的専門家としての注意義務をもって，監査基準等で定める監査手続

等を行ったということができ，また，当時の監査慣行に反した事情も見当た

らないことからすると，被告が上記の監査証明をしたことについて，被告に

は原告の指摘に基づき判断した上記各点以外に関しても過失がなかったと認

められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。

なお，前記の諸事情に照らせば，被告が，重要な事項の記載が欠けている

ことを知りながら，平成４年３月期から平成９年３月期までの間の山一證券
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の有価証券報告書を監査証明したものではなく，被告にはこの点につき故意

もなかったと認めるのが相当である。

３ よって，被告は損害賠償義務を負うことはないので，その余の点を判断する

までもなく，原告らの請求には理由がないからいずれも棄却することとして，

主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第３民事部

裁判長裁判官 本 多 俊 雄

裁判官 木 太 伸 広

裁判官 小 川 暁
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Ⅵ－３－１.公認会計士の懲戒処分 
 

 

 
 ホーム＞報道発表資料＞ 

平成 20 年７月 11 日 

金融庁 

 

公認会計士の懲戒処分について 
 

 ○○電機株式会社（以下「○○電機」といいます。）が作成した財務書類について、証券取引法に基

づき、旧○○○監査法人の業務を執行する社員（以下「業務執行社員」といいます。）として監査証明

を行った公認会計士に対し、本日、下記の懲戒処分を行いました。 

 

記 

 

１．懲戒処分の概要 

 

（１）懲戒処分対象者及び内容 

・公認会計士○○○○○○○（登録番号：          ） 

業務停止２年  （平成 20 年７月 18 日から平成 22 年７月 17 日まで） 

・公認会計士○○○○○○○（登録番号：          ） 

業務停止２年  （平成 20 年７月 18 日から平成 22 年７月 17 日まで） 

・公認会計士○○○○○○○（登録番号：          ） 

業務停止６ヶ月（平成 20 年７月 18 日から平成 21 年１月 17 日まで） 

・公認会計士○○○○○○○（登録番号：          ） 

業務停止９ヶ月（平成 20 年７月 18 日から平成 21 年４月 17 日まで） 

 

（２）懲戒処分理由 

    各公認会計士は、○○電機の平成 13 年３月期から平成 17 年３月期の財務書類に係る監査にお

いて、それぞれ、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして

証明した。 

・○○公認会計士及び○○公認会計士（平成 13 年３月期～平成 17 年３月期） 

・○○公認会計士（平成 13 年３月期～平成 15 年３月期） 

・○○公認会計士（平成 16 年３月期～平成 17 年３月期） 

 

２．事業の概要 

 

 ○○電機は、単体の財務書類について、子会社及び関連会社株式（以下「子会社等株式」という。）

の過大計上及び関係会社損失引当金の過小計上等により、平成 13 年３月期から平成 17 年３月期の各期

において、それぞれ純資産額を約 1000 億円以上過大に計上した重大な虚偽のある財務書類を添付した

有価証券報告書を関東財務局へ提出した。 

 

（１）○○公認会計士及び○○公認会計士について 

ａ）○○電機が行っていた子会社等株式に係る減損について 

      ○○電機は、平成 13 年３月期決算時に、①５事業年度で累積欠損金の解消を目標にした

事業計画を作成し、②当該５事業年度の計画は固定して見直しを行わず、③翌期以降、各事

業年度の計画未達成相当額を減損するという会計処理の方針を策定し、平成 16 年９月期ま

で同様の会計処理を行っていた。 
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      更に、平成 15 年３月期以降、実績が事業計画に比して大幅に低下している子会社につい

て、平成 18 年３月期までに得られる利益では解消困難と考えられる累積損失相当額を減損

していた。 

 

      また、平成 17 年３月期には新たに５事業年度の計画を作成したが、一部の子会社等につ

いては、純資産額に５事業年度の利益額を加えた額と簿価との差額を減損していた。 

 

      このため、○○電機の会計処理では、取得原価に比して実質価額が著しく下落し、かつ十

分な証拠により取得原価にまで回復が見込まれない子会社等株式について、時価又は実質価

額までの減額が行われていなかった。 

 

      当該公認会計士２名は、○○電機の子会社等株式の減損の方法については承知していたが、

当該会計処理が金融商品会計基準の範囲内の会計処理であると誤認し、平成 17 年３月期に

至るまで、○○電機が上記のルールに基づき会計処理を行うことを認めていた。 

 

ｂ）子会社等株式の回復可能性の検討の範囲について 

 

      当該公認会計士２名は、平成 13 年３月期から平成 16 年３月期までは、○○電機の子会社

等のうち、累積欠損金額が大きい 11 社ないし 16 社についての事業計画等を入手して検討し

たのみで、その他の子会社等については、ヒアリングなどの簡易な方法により回復可能性を

判断していた。 

 

      このため、事業計画を入手した子会社等以外にも、減損の必要な子会社等が存在していた

ことを見逃すなど、子会社等の回復可能性について十分な証拠により判断することを怠って

いた。 

 

（２）○○公認会計士及び○○公認会計士について 

 

      ○○公認会計士は、平成 13 年３月期から平成 15 年３月期について、○○公認会計士は平

成 16 年３月期及び平成 17 年３月期について、主として○○電機の連結決算の監査担当とし

て関与していた。 

 

      ○○電機の子会社等株式に関する会計処理の方法は審査資料等に明瞭に記載されており、

当該公認会計士２名もその内容は確認していたが、（１）の公認会計士等の判断に従い、○

○電機の会計処理を認めていた。 

 

      また、子会社等の回復可能性の検討について、監査調書の査閲を十分に行わなかったこと

から、実質価額が簿価の 50％以下になっている子会社等のうち、事業計画を入手した会社が

一部しかなかったことを見逃した。 

 

    （注）○○公認会計士と、○○公認会計士の過失の態様は同様であるが、平成 15 年に業務停

止の期間の見直しを含む公認会計士法の改正が行われ、平成 16 年４月より施行されている

ことから、両名の業務停止の期間には差が生じている。 

 

 

お問い合わせ先 

 

金融庁 Tel:03-3506-6000（代表） 

総務企画局企業開示課（内線 3654、2764） 

 

  金融庁/Financial Services Agency,The Japanese Government 
   Copyright(C)2008 金融庁 All Rights Reserved 
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Ⅵ－３－２.会員に対する懲戒処分 

 

 

Press Release 
平成 22 年４月８日 

日本公認会計士協会 

 

 

 

 

会員に対する懲戒処分について 

 

 本会は、下記の会員について、会則第 50 条第１項の規定に基づき、懲戒の処分を行ったので、旧・

会則第 50 条第７項（現・会則第 50 条の３第４項）の規定により公表する。 

 

記 

 

１．関係会員の氏名等 

  ○○○○会員（登録番号第○○号、○○○所属） 

  ○○○○会員（登録番号第○○号、○○○所属） 

  ○○○○会員（登録番号第○○号、○○○所属） 

  ○○○○会員（登録番号第○○号、○○○所属） 

  ○○○○監査法人（現・○○○○監査法人（清算法人）） 

 

２．懲戒の種別 

(１) ○○○○会員 

   会則第 50 条第２項第二号による会則によって会員に与えられた権利の停止９か月 

   （平成 22 年４月８日から平成 23 年１月７日まで） 

(２) ○○○○会員 

   会則第 50 条第２項第二号による会則によって会員に与えられた権利の停止９か月 

   （平成 22 年４月８日から平成 23 年１月７日まで） 

(３) ○○○○会員 

   会則第 50 条第２項第二号による会則によって会員に与えられた権利の停止３か月 

   （平成 22 年４月８日から同年７月７日まで） 

(４) ○○○○会員 

   会則第 50 条第２項第二号による会則によって会員に与えられた権利の停止１か月 

   （平成 22 年４月８日から同年５月７日まで） 

(５) ○○○○監査法人（現・○○○○監査法人（清算法人）） 

   会則第 50 条第２項第一号による戒告 
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３．懲戒の理由 

  関係会員は、以下の期における会社の監査において、旧・倫理規則第 15 条第四号（現・会則第

44 条第二号。相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤

及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。）に該当し、旧・会則第 31 条（会員及び準

会員の懲戒）第１項第五号（現・会則第 50 条第１項第三号）に該当するため。 

(１) ○○○○会員（平成 13 年３月期から平成 17 年３月期まで） 

(２) ○○○○会員（平成 13 年３月期から平成 17 年３月期まで） 

(３) ○○○○会員（平成 13 年３月期から平成 15 年３月期まで） 

(４) ○○○○会員（平成 16 年３月期から平成 17 年３月期まで） 

(５) ○○○監査法人（平成 13 年３月期から平成 17 年３月期まで） 

 

４．事案の概要 

  電機機器製造販売を主事業とし東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場されている本件会社

（以下「会社」という）は、平成 19 年２月 27 日に、平成 13 年３月期から平成 16 年３月期の間

の関係会社株式評価を見直し、「金融商品に係る会計基準」に則って減損処理を修正し当該期間の

単体決算を訂正する方針である旨を公表した。さらにその後、会社は適時開示情報として平成 19

年５月９日付けで「過年度決算の訂正について」を公表した。その内容は、「金融商品会計基準」

及び「金融商品会計に関する実務指針」（以下「金融商品会計基準及び実務指針」という。）に準

拠して関係会社株式の減損処理を修正するというものであり、平成 13 年３月期から平成 18 年３

月期までを対象とし一時会計監査人から監査意見を取得後過年度有価証券報告書の訂正報告書を

開示するとしていた。そして会社はこれに基づき、平成 19 年 12 月 25 日付けで「過年度決算訂正

に関するご報告」を公表した。 

  また、平成 19 年 12 月 25 日に、証券取引等監視委員会は、会社が関係会社株式の過大計上及び

関係会社損失引当金の過少計上等により、平成 17 年 12 月 28 日、純資産額が 174,641 百万円であ

ったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に 226,872 百万円と記載等された中間

貸借対照表を掲載した平成 17 年９月期半期報告書を関東財務局に提出したとして、重要な事項に

つき虚偽の記載がある半期報告書を提出した行為に該当するものと認め、830 万円の課徴金納付命

令を金融庁へ発出するよう勧告を行った。平成 20 年１月 18 日、金融庁は同勧告に基づき会社に

対し 830 万円の課徴金納付命令の決定を行った。 

  上記の事実関係等に基づき、網紀審査会は関係会員の会則及び規則違反の有無について審査し

た結果、本事案における問題点を次の２点に整理して以下のとおり議決し、本会は関係会員の懲

戒の処分を行った。 

 

(１)金融商品会計基準及び実務指針への準拠性について 

  会社は、多数の関係会社に多額の累積損失があるにもかかわらず、平成 13 年３月期から適用さ

れる金融商品会計基準及び実務指針の示す会計処理とは異なる会社独自の評価（引当）ルール（以

下「会社ルール」という。）を作成して、金融商品会計基準及び実務指針に規定する減損処理方法

を適切に適用していなかった。会社の処理は、会社ルールに基づいて選定した検討対象会社を 11

社に限定し、そのうち８社については、適用初年度の平成 13 年３月期においては５年後の累損解

消不足額を減損処理し、翌期以降については５ヶ年累損解消計画と実績額との差額（計画未達成

相当額）を減損処理するというものであった。しかし、会社の５ヶ年累損解消計画は、当時、既

に会社作成の３ヶ年の事業計画（期間計画）から大きく乖離していた。よって、関係会員として
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は、５ヶ年累損解消計画の実現可能性について専門家としての十分な検討を加える必要があった

が、関係会員はこれをせず、本来、金融商品会計基準及び実務指針では認められない筈の会社の

処理を容認した。 

  金融商品会計基準及び実務指針導入当初は、実務上の解釈に混乱があった可能性もあるが、平

成 13 年７月には当該実務指針も改正され、子会社及び関連会社の株式について回復可能性に関す

る具体的な判断基準も明示された。したがって、関係会員は、会社ルールが金融商品会計基準及

び実務指針に適合していないことを指摘し、早期に会社ルールの改正を指導し、また、監査上の

判断基準を変更することが必要であった。しかし、関係会員は、当初会社と合意した会社ルール

に基づいて、規則的な未達成相当額の処理と追加引当による含み損の部分的な処理を認め、回復

可能性について十分な証拠を会社から入手して検討することなく監査意見を表明した。 

 

(２)監査法人の審査実施状況について 

  監査法人の審査過程において、レビュー・パートナーや審査室長の減損処理に関する問題点の

指摘があるにもかかわらず審査を担当した西日本審議会は会社の処理を認めた監査チームの方針

に従って審議を行い、関係会員の主張を容認していたものと推定される。また、レビュー・パー

トナーや審査室長の積極的な指摘があるにもかかわらず西日本審議会が十分な指導性を発揮した

とも認められなかったが、監査法人の審議会規程違反があったとまでは認められなかった。なお、

監査法人の審議会規程においてレビュー・パートナーによる監査法人本部審議会への付議権限が

明記されたのは、平成 16 年３月期に適用となる平成 16 年４月 20 日付け審議会規程からである。 

 

  上記(１)及び(２)により、○○○○会員及び○○○○会員は平成 13 年３月期から平成 17 年３

月期まで、○○○○会員は平成 13 年３月期から平成 15 年３月期まで、○○○○会員は平成 16 年

３月期から平成 17 年３月期までの会社の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又

は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明したが、こ

の行為は、旧・論理規則第 15 条第四号（現・会則第 44 条第二号。相当の注意を怠り、重大な虚

偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明

すること。）に該当し、旧・会則第 31 条（会員及び準会員の懲戒）第１項第五号（現・会則第 50

条第１項第三号）に該当することと認めた。また、○○○○監査法人は平成 13 年３月期から平成

17 年３月期までの会社の監査において、関与社員が相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱

漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明したことに対し、

審査機構を有効に機能させることなく結果的に関与社員の監査意見をそのまま監査法人の意見と

して監査証明を行ったことは旧・倫理規則第 15 条第四号（現・会則第 44 条第二号。相当の注意

を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとし

て監査意見を表明すること。）に該当し旧・会則第 31 条（会員及び準会員の懲戒）第１項第五号

（現・会則第 50 条第１項第三号）に該当することと認めた。 

  なお、連結担当の関係会員（○○○○会員及び○○○○会員）は、個別財務諸表の監査報告書

に署名している以上、対外的にはその責任は免れ得ないが、監査法人内の役割分担や個別財務諸

表の具体的問題点への関与の度合いは、個別担当の関係会員（○○○○会員及び○○○○会員）

と比較すればその責任の重さは異なる。さらに、会社ルール導入時に関与した連結担当の関係会

員（○○○○会員）は、会社ルールの決定が重要な監査上の問題点となっており、監査法人の審

議会への出席、審議会説明資料のレビュー等からその内容について意見を述べることはできた。

しかし、後任の連結担当の関係会員（○○○○会員）は、会社ルール導入後４年目（平成 16 年３
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月期）になってから前任の関係会員から交代して担当したものであり、また、担当を開始した翌

事業年度には会社ルールの改正（平成 17 年評価ルール）も行われていること等を考慮すると、そ

の責任の程度はさらに軽減されるべきものである。したがって、連結担当の関係会員である○○

○○会員及び○○○○会員は、「相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を

重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること」に該当するものの、その

責任の重さについては、個別担当の関係会員である○○○○会員及び○○○○会員よりは軽減し

たものにすることが相当であると認めた。 

 

５．懲戒処分の効力が生じた年月日 

  平成 22 年４月８日 

 

以上 
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行政処分手続における利害関係人等の法的解釈及び 
行政処分と協会との関わり方について 

 
平成 22 年５月 18 日 
日本公認会計士協会 

はじめに 

平成 19 年６月の公認会計士法改正（以下、「19 年改正法」という。）に伴う日本公認

会計士協会（以下、「協会」という。）の自主規制としての懲戒処分における「懲戒処分

の量定に関するガイドライン（平成 18 年３月 17 日制定）」の見直し、並びに、職業会計

専門家の自主規制団体としての協会の懲戒処分、懲戒処分の公示・公表のあり方などその

全般にわたる問題点を検討するため「懲戒処分のあり方検討プロジェクトチーム」（以下、

「懲戒処分ＰＴ」という。）が設置された。 

懲戒処分ＰＴは、平成 20 年 11 月に 19 年改正法に対応した「懲戒処分の量定に関するガ

イドライン」の変更を公表し、また、協会の懲戒処分のあり方、懲戒処分の方法、懲戒処

分の公示・公表のあり方などを見直した「懲戒処分のあり方に関する見直し要綱」を平成

21 年３月に取りまとめ、それに基づく会則・規則変更案が平成 21 年７月の第 43 回定期総

会に上程され、可決承認された。 

 平成 21 年７月の会則・規則変更は、従来の協会の懲戒処分のあり方を大幅に見直し、職

業会計専門家の自主規制団体として、それを構成する会員の一層の規律保持を図る観点か

ら、「本会からの退会の勧告（以下、「退会勧告」という。）」を新設するなど、より自

律性の高い懲戒処分のあり方を目指したものとした。 

 改正の要旨は、従前の懲戒体系の中で最も重たい処分として位置づけられていた「金融

庁長官の行う登録の抹消又は監査法人に対する解散命令その他の懲戒処分の請求（以下、

「行政処分請求」という。）」の位置づけが改められ、協会としての主たる懲戒処分は「戒

告」、「会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止（以下、「会員権停止」と

いう。）及び退会勧告並びに準会員に対する「除名」とし、行政処分請求は事案の内容に

応じてそれぞれの協会懲戒処分に付加されるものとの位置づけを明確にした。 

さらに、昨今の公認会計士を巡る非違事案においては、協会の自主規制による処分に先

行して行政による懲戒処分が行われる事例が散見され、その際の行政による懲戒処分への

協会の関わり方が問題提起されるなど、行政による懲戒処分と協会との関係を改めて整理

しておく必要があると考えられた。 

 公認会計士法（以下、「法」という。）第 34 条では、行政による懲戒処分に係る調書の

作成義務と、利害関係人による当該調書の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を求めること

ができると規定している。 

行政による懲戒処分と協会との関係を検討するに当たっては、会員に対する行政による

懲戒処分に関し協会が法の規定する利害関係人となり得るかどうかを検討する必要がある

と考えた。 

平成 21 年９月、懲戒処分ＰＴの下に行政処分手続対応検討部会を設置し、行政処分手続

における利害関係人について検討を行うこととした。 
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