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平成２３年１０月５日開催 若手会計士委員会主催研修会 

「2030年代の国際社会と公認会計士 

～公認会計士業界の将来ビジョンと資格要件・制度のあり方～」 

＜講義録＞ 

 

 

１.はじめの挨拶・来賓紹介・発表者紹介 

 

                 総合司会：若手会計士委員会委員長  島田 牧子 

 

本日は 皆様お忙しい中、ご参加を賜りまして 誠にありがとうございます。 

只今より 近畿会若手会計士委員会の研修会を始めさせていただきます。 

わたくし委員長の島田牧子でございます。本日は総合司会を務めさせていただきます。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 まず、私からはじめのご挨拶を兼ねまして、本日のテーマの発表の概要について、お話

申し上げたいと思います。 

 本日は、「2030年代の国際社会と公認会計士 ～公認会計士業界の将来ビジョンと資格要

件・制度のあり方～」と題しまして、若手会計士委員会が20年後の日本の社会や国際社会

がどのようなものであるかを想像し、そのなかで公認会計士が、どのような業務を担うべ

きかの将来ビジョン、また、そのためにはどのような能力・資格要件・教育要件が必要か

について考えたところを発表いたします。 

 この若手会計士委員会なのですが、まだ新しい委員会でして、少しご説明させていただ

きます。 

 当委員会は、昨年４月に常置委員会となった委員会で、参加資格は会計士試験合格後15

年次までで40歳以下の中堅・若手会計士となっています。協会のいろいろなテーマについ

て、研究活動や研修会の企画・運営などを通して、次の時代を担う業界のリーダー、ある

いは幹部の養成をしていく、そういう委員会でございます。 

 さて、今日のこのテーマを選んだ理由なのですが、今年の４月に、まだご記憶に新しい

かと思うのですが、実質廃案となった公認会計士法の改正問題がありました。この問題に、

端的に表れたとおり、公認会計士制度のあり方は、今、根本的な変革を迫られている、そ

ういうふうに思うのです。今、単に現状の延長として、近視眼的な目先の制度の見直しと

いうのを、ああいう法案のように提案するだけでは、今の社会情勢の変遷に追いつかない

と考えております。 
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 それだけでなく、日本の公認会計士制度そのものが、あまりにも時代に対して後手後手

に回りますと、しまいに無用の長物と化してしまう、その可能性もあると思います。本当

に有用であり、社会から求められる公認会計士制度、それは長期的・社会的・歴史的視野

の展望に立った公認会計士業界の将来ビジョンをまずは打ち立てて、その上に構築されな

ければならないと考えています。 

 こうした問題意識の下、この若手委員会では、自分たちの将来のビジョンや資格制度に

ついては、自分たち自身の問題であり、ぜひ自分たちで考えてつくっていかなければなら

ないと、そういう強い意志で、この問題に取り組んできました。 

 とはいえ、これはとても大きな問題ですので、すでに、この取り組みを始めて１年半に

なるのですが、まだとても全部出来上がっているわけではありません。今日の段階では、

総合的な将来ビジョンのうち、中心的な業務として認識しました保証業務についての将来

ビジョンとそのための能力・資格要件・教育研修にはどんなものが必要かについて採り上

げまして、中間発表として皆さまにお聞きいただきたいと思っております。 

 今日の発表内容ですが、お聞きになられて、こんなこと、本当にできるのかとか、いろ

いろ引っ掛かったり、突っ込んでみたりになるところがあると思うのですが、なにぶん、

20年後の想像のお話ですし、現状の延長という目線で見られる場合には、少しおかしいと

か、実現不可能という印象を受けられるかもしれません。けれども、そういう現状の延長

ではなく、そういう目線はちょっと置いていただいて、20年後の世界というのをご一緒に

想像してみていただきながら、こんな可能性もあるのかなということで聞いていただけた

らと思います。 

 今日、発表します中心的課題は保証業務と教育要件等ですが、その他の課題で自主規制、

独立性や品質管理などについても、総合ビジョンの一環として、また何らかのかたちで発

表したいと思っております。 

 皆さまには、今日の発表をお聞きになられて、ご意見やご感想など、ぜひお聞かせいた

だければと思います。今後の参考にさせていただきます。 

 長くなりましたけれども、以上で、はじめのご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 続きまして、今日、ご来賓ということで本部からお招きしておりますので、ご紹介させ

ていただきます。 

 今日、本部から研修ＣＰＥご担当の加藤達也常務理事にお越しいただいています。加藤

先生、ありがとうございます。最後にアドバイスを頂きたいと思っておりますので、後ほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、配布資料の確認をさせていただきます。まず、研修会次第で、１枚物のＡ４の紙

です。それから、パワーポイントのプリントアウトが１部２冊です。Ａ３の大きい紙で「国

際教育基準と各国の制度比較」と書いた資料でございます。以上３点の資料、お手元に届

いていますでしょうか。ご確認ください。 
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 それでは、本日の発表者をご紹介申し上げます。今日は全員、若手委員会の委員に発表

してもらうことになっております。 

 向かって右側から、福地叔之さんです。公認会計士で、今、監査法人から事業会社に出

向されています。増田享弘さんも、公認会計士で監査法人勤務です。大西雄介さんは準会

員で監査法人勤務の方です。西木由行さんも準会員で、一般事業会社にお勤めになってい

ます。奥澤望さんは、公認会計士で監査法人勤務です。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、お手元の研修会次第に沿って進めさせていただきます。どうぞ、よろしくお

願い申し上げます。 

 まず初めに、プロローグの映像からご覧ください。 

（映像放映） 

 

 

２.総論 

 

            司会進行：若手会計士委員会委員・準会員  西木 由行 氏 

 

はじめまして。若手会計士委員会の西木由行です。よろしくお願いいたします。 

 先ほどの映像で、戦後日本と公認会計士制度の歴史を振り返ってみました。映像でも確

認したように、これまでの公認会計士制度は、時代が求めた必要性に対応するかたちで発

展してきました。しかし、これからは、後追いの対応ではなく、時代を先取りするかたち

で公認会計士制度が発展をしていかなければならないと考えています。 

 それではまず、現状における監査環境の状況から、私たちが考えたところをお話しさせ

ていただきます。 

 現状ですが、まずはじめに、監査サービスの有用性の低下が挙げられます。背景には、

監査の標準化に伴う専門的判断の排除や指導能力の低下があると言われています。 

 次に、現在の保証業務の市場縮小があります。この原因として、一般的には対象事業体

自体の減少があると言われておりますが、われわれの委員会では、根本的に、監査人が自

ら保証業務を財務情報に限定しているところに原因があると考えています。 

 そしてさらに、価値観や情報ニーズの変化から、財務情報に対する重要性の比重が低下

し、その一方で、非財務情報による業績評価が台頭してきているといったことにも原因が

あるのではと考えています。つまり、財務情報のみの保証をおこなっている会計士制度の

存在意義が低下してきているので、新しい価値観やニーズに合わせた財務情報や非財務情

報の保証業務に開拓に取り組むべきであるとわれわれは考えております。 

 このような現状認識を踏まえた上で、将来ビジョンを考えていきたいと思います。われ

われの委員会では、将来の公認会計士業務は、保証業務を含んだ広い意味での監査業務、
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監査周辺業務、税務業務、アドバイザリー業務などがあると想定しており、ここでいう広

義の監査業務は、合規性監査、業績監査、保証型監査、指摘型監査などを包括した枠組み

であり、従来の財務諸表監査とは違うかたちで発展していくと考えています。 

 これまでの監査の中心業務であった財務諸表監査は、保証業務の枠組みの中にあります

が、ここではさらにより指摘型や合規性を追求した監査を含め、新しい監査の枠組みを考

えていくことを主張させていただいております。 

 今回は、監査業務の中でも、その中心となる保証業務について、将来、どのように変化

するのかを検討していきます。また併せて、その保証業務に必要な能力や教育制度につい

ても、提案をおこなっていきます。 

 スライドのタイトルでは、「20年後の社会は・・・」となっています。今回取り扱うのは、

2030年の保証業務ということで、情報に対するニーズの変化を予測するために、ここのス

ライドで20年後の社会をあらかじめ想像してみたいと思います。これは、われわれの委員

会の願望でもあります。ここでは５つのポイントに絞らせていただきました。 

 １つ目、幸福・安全・安心な生活を送ることが最も大切とされる社会。２つ目として、

非財務情報の価値、重要性が増している社会。３つ目に、情報の評価が重要になっている

社会。そして４つ目には、情報・行為について、自主的に保証を受けることが当然となっ

ている社会。最後に５つ目、国際的には、アジア圏の経済関係がより緊密になり、経済共

同体を形成している社会。この５つを採り上げていきたいと思います。 

 まず１つ目の幸福・安全・安心な生活を送ることが最も大切とされる社会。人々の価値

観として、人々のそれぞれの幸福度をお互いに大切にすること。個の尊重や、安全・安心

な社会のためにコストを払うことが、１円でも多く儲けることよりも優先されるのが当然

となっている社会。言い換えれば、情報に対する保証業務のコスト負担も当然となる、そ

のような価値観が醸成されている社会。 

 端的に説明しますと、自分たちだけを尊重した自己実現の価値観から、他人の存在を尊

重する共生する社会に変化するだろうと考えています。 

 ５つのうちの２つ目ですが、非財務情報の価値、重要性が増している社会。人々が評価・

選択、判断する際に、損得だけでなく、「他の価値観」をより重要視するようになるため、

その「他の価値観」の指標となる非財務情報の比重が高まっている社会。 

 現在は、損得の価値観が判断の中心にありますが、20年後は非財務情報の重要性が高ま

っているということから、「他の価値観」である幸福度や安心度、安全度などの指標が重要

視されるであろうと考えています。 

 ３番目に、情報の評価が重要になっている社会。情報化時代がますます進み、あまりに

も多くの情報が氾濫すると、人々はその中から必要な情報を自分で選択し、評価し判断し

なければならないが、実際、それらを適切におこなうのは不可能に近くなってきている。

将来はますます不可能になるだろうと考えています。 

 多くの素のままの情報が氾濫するよりも、判断に必要な情報の選別・評価・効果的な組
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み合わせを適切にした上で、判断材料として提供することが、サービス、もしくは情報発

信側の義務として重要になってくる。だからこそ、その過程と結果を保証することが必要

になり、人々がそれを強く要求する社会。 

 ここでは20年後は、現在より、さらなる情報化社会という状況を前提にしています。事

実だけでなく、評価を受けた情報。それを強く望む社会がやってくるというイメージです。 

 ５つのうちの４つ目ですが、情報・行為について、自主的に保証を受けることが当然と

なっている社会。ここでは、保証業務が社会の隅々に浸透した場合を想定しており、情報

の利用者側と発信者側から、それぞれに役立つようにご説明させていただきます。 

 まず、利用者側ですが、人々にとっては、自己責任による選択を安全・安心におこなう

手段として役立つ。保証業務が利用者側には、このように役立つというふうに主張してい

ます。自己責任を問うなら、その前提として、保証業務はすべての情報に必要であるはず。

このように考えています。 

 そして発信者側ですが、情報発信元や行為者にとっては、コンプライアンスを全うし、

信頼性を得る手段として役立つと考えています。情報や情報発信に関する仕組みや行為そ

のもの、デュー・プロセスなどについては、それが保証されていることが当然であると考

える社会を想定しています。 

 そして最後に５番目ですが、国際的には、アジア圏の経済関係がより緊密になり、経済

共同体を形成している社会。文化、宗教、言語、国家体制が大きく相違する多数の国家が

共生し、発展を目指すための共同体が形成され、共同体の市場監督体制が実施する政策が、

構成国のローカル市場や政策に多くの影響を及ぼす社会。 

 国際的な社会について考えてみます。20年後は、アジア経済共同体みたいなものができ

るであろうと想定しています。若干、ＥＵのような組織体、そのようなものをイメージし

ています。 

 後半の段落なのですが、こちらのほうでは、構成国、または構成国同士の利害調整機能

が重要になり、公認会計士が、そのような利害調整機能の一環で、保証業務を通じて市場

の番人の役割を果たすことができると考えています。 

 法の枠組みは最低限の単独規制であって、個々の利害調整は自分たちで解決するのが社

会の仕組みとなっていますが、公認会計士制度は、このような利害調整を民間でおこなう

ための制度であり、公正中立の立場が制度や自主規制で担保されています。 

 公認会計士は、このような利害調整機能を有することから、利害調整が必要な様々な局

面にこの機能を発揮することができ、仮に経済共同体みたいなものができれば、ここでの

国々の利害調整の役割を公認会計士が果たすことができるだろうと想定しています。 

 では、スライドが変わりまして、もう１つの前提として、なぜ、すべての情報の保証業

務を公認会計士がすることがふさわしいのか。ここの部分を確認しておきたいと思います。 

 理由は２つあります。まず１つ目に、公認会計士はすべての情報について、保証業務を

おこなえる能力とノウハウをすで持っている。そういうことなのです。今から始めるわけ
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ではございません。もうすでに始めていて、保有している。これが前提になっています。 

 財務情報以外の情報は、財務情報の基礎情報であるため、財務情報を監査するときには、

同時に財務情報以外の情報も調査・分析しているからです。 

 ２つ目に、独立性・倫理性を備え、公正中立の立場から保証業務をおこなえる適格性を

有しているのは、公認会計士だけである。なぜなら、現在の日本の公認会計士のコアの業

務は、保証業務だからです。ここでは、独立性や公正中立の立場、ここの部分を強調させ

ていただきたいと思います。この２点から、すべての情報の保証業務を公認会計士がする

ことがふさわしいとわれわれは考えています。 

 さて、将来、どのような保証業務が考えられるかについては、委員会でもたくさんの具

体例が出されました。それらを保証の対象となる主題情報のタイプ別に分類すると、以下

のとおりとなります。３つございます。 

１つ目に、総合型情報。これは、財務情報と非財務情報を組み合わせたものです。２つ

目に、非財務情報のみ。そして最後に、財務情報の発展型というもので、これは財務・非

財務情報だけでなく、将来の予測情報も合わせて、総合的に評価した情報といたしました。 

 では、ここから、それぞれの具体的な内容を見ていきたいと思います。 

 １つ目の総合型情報。例を挙げておきます。公的部門、営利・非営利の事業体が、社会

の多様な価値観に応えるために、財務・非財務の評価指標を用いて、総合的な社会への貢

献度を開示する場合の情報。 

 補助金・寄付金・義捐金・政治資金等について、使途の合目的性・効率性・有効性が納

税者・寄付者・拠出者の要望レベル以上であるのか否かについて評価した情報。この段階

では、イメージが湧きにくいと思いますので、のちほど、この２つのうちの１つ目を、プ

ロトタイプとして具体化したものをお示しさせていただきます。 

 続いて、２つ目の非財務情報のみ。ここも例を挙げさせていただきました。あらゆる業

界や事業体の自主規制の仕組みと運用状況の保証、および、そこから発信される情報の保

証。組織や人の集まりにおける意思決定や行為そのもの、デュー・プロセスの合規性や妥

当性の保証。そして最後に、最近ますます重要性が高まってきているWeb上の情報の信頼性。

このあたりの保証業務も検討していきたいと考えています。こちらものちほど、３つの中

の１つ目をプロトタイプとしてお示しさせていただきます。 

 そして３つ目。財務情報の発展型。財務・非財務情報だけでなく、将来予測情報なども

合わせて、総合的に評価した情報。 

 ５項目ほど挙げましたので、読んでいきたいと思います。政策決定・実施プロセスに関

わる事前・事後の情報。ＯＤＡの資金使途・貢献度評価・効率性評価について、計画段階

と実績の情報。原子力発電所に係る開示情報。これはリスク予測情報と考えています。他

には、商業施設や福祉施設の建設計画時の将来収支計画、地域への貢献度予測情報。暮ら

しやすさ、利便性、福祉度向上、雇用促進。そして最後に、大規模マンションの管理組合

による住環境維持、修繕計画、資金計画等、こういったものも全部、財務情報の発展型と
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して取り扱っていきたいと考えています。 

 ここでは、政策決定・実施プロセスに関わる事前・事後の情報のプロトタイプをのちほ

ど提案させていただきます。 

 それでは、先ほど３つの情報のタイプの中で、プロトタイプを提示させていただくと申

し上げましたが、ここからは、実際にプロトタイプを用いて、具体的に、その中身を大西

さん、増田さん、福地さんに発表していただこうと思います。では、大西さん、よろしく

お願いいたします。 

 

 

 

３.将来の保証業務のプロトタイプの説明 

 

プロトタイプⅠ：「社会へ向けた事業体報告書の提案」 

 

                 若手会計士委員会委員・準会員  大西 雄介 氏 

 

 若手会計士委員会の大西と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 私からはプロトタイプⅠとして、「社会へ向けた事業体報告書の提案」をいたします。 

 初めに、現在の有価証券報告書に記載されている情報が、２０年後にはどのようになる

かということをテーマに考えていきたいと思います。まず、本日、私がお話しする項目で

すけれども、ここは読ませていただきます。 

 初めに、①「未来の報告書」。財務情報・非財務情報のさらなる充実。現在の財務書類と

は別に、自主的に社会に向けて自らの社会貢献度を開示するための報告書。②未来の報告

書に対する保証の仕組み。③未来の報告書のあり方＝報告書格付モデルの提案。④20年後

の公認会計士の役割。これらの項目についてお話しします。 

① 「未来の報告書」 

まず、現在の財務書類ですが、有価証券報告書などとして、金融庁が規制・監督してい

るマーケットの下、財務情報・非財務情報について、投資家を対象として、スライドにあ

りますような情報（有価証券報告書など）が開示されております。これらを皆さんはご覧

になったことがあると思うので説明は省略させていただきます。 

 ところで、企業が開示すべき情報は、社会がどのような情報を必要としているかによっ

て変化してまいります。そこで、これから20年かけて、社会がどのように変化し、どのよ

うな情報ニーズが生まれてくるかについて考えていきたいと思います。 

 スライドをご覧ください。スライドには、社会が成熟化し、情報ニーズが多様化すると

記載しておりますが、現在でも、このような状況が存在し、皆様も、このような状況をお

感じだと思います。具体的に申しますと、20年後は資本主義経済のさらなる発達により、
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生産性の向上が発展途上国において行き渡ってまいります。そのため、世界中において中

間所得層が拡大し、食べるために働いている人が減って、より高度な満足を得るために働

く人が世界的に大幅に増加していくことが予想されます。また、先日、全日空が格安航空

産業に参入した例のように、国際的な移動コストの低減がますます進んでまいります。イ

ンターネットを利用した就職情報の国際化が発達し、国際的な人の移動が増加することが

予想できます。 

 クラウドを代表とする情報・インフラ導入コスト低減が促進され、国際物流、国際金融

のコストも大幅に低減されていくことが予想できます。今よりも簡単・低コストで外国と

の取引ができるようになっていると思われます。 

 このように、20年後は大きな企業だけでなく、小さな企業でも、限られた国の限られた

人だけと関わっていたらよい状況ではなくなっており、世界中の人との関わりを余儀なく

される状況が想定できます。 

 では、現在、企業では、多様化する情報ニーズに、どのように対応しているのでしょう

か。現在、企業がホームページで開示している情報にはさまざまなものがあり、皆さまも

ご覧になったことがあるかと思います。例えば、環境報告には、工場や製品の省エネに関

する情報、使用済み製品のリサイクル状況、廃棄物の削減情報などが記載されております。

製品情報には、安全な製品の提供、魅力のある製品の提供などについて記載がされていま

す。また、雇用情報には、人材育成方針、誇りを持って、安全・健康に働けるような職場

をつくっていくことなどが記載されています。その他にも、株主との関わりなど、様々な

ことが書かれています。 

 ただ、今回、いろいろな企業のＣＳＲ、環境報告書等を閲覧しましたが、印象としまし

ては、一般消費者を取引相手としている企業においては力が入っておりますが、企業を取

引相手としているような会社においては、環境報告まではしていたものの、他のＣＳＲ情

報については消極的になっているなど、現在においては、まだ社会的責任情報は、一般消

費者を対象とした広告宣伝的な要素が強い特徴だと思います。 

 それでは、未来の報告書とは具体的にどのようなかたちになるのでしょうか。初めに考

えられるのは、現状の有価証券報告書と非財務情報とを足して１つにまとめられたもので

す。この段階では、企業が有価証券報告書や環境報告書、ＣＳＲ報告書を区分して公表し

ている現在の状況とほとんど変わりません。 

 次に考えられるのは、非財務情報が現在の有価証券報告書に記載されている情報と有機

的に関連付けられた報告書です。例えば、企業内保育園などの育児関連の従業員の福利厚

生について、年間１億円を投資した結果、離職率が減ったことにより、教育訓練費が減り、

全体として人件費が減少しておりますというような情報を開示してみてはどうでしょう

か。 

 このような未来の報告書について、利害関係者にとってのメリットを具体的に挙げます

と、会社にとって、総合的情報の開示は、ＣＳＲに積極的に取り組んだ場合、会社がいか
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に社会的責任を持って運営されているかを示すことができ、ブランドイメージを向上でき

ます。 

 デメリットとしては、情報開示コストが増加することなどが挙げられるのではないでし

ょうか。ただ、情報開示コストが上がるという問題は、今後、情報技術の発展により、あ

る程度、解決するだろうと考えられます。 

 従業員にとっては、雇用情報により、自己のライフプランに適した仕事の仕方を選択し

やすくなります。消費者にとって、ただ安いというだけではなく、食の安全や環境保護に

強く取り組んでいる企業の商品を選ぶなど、製品の選択の自由が広がると思います。 

② 未来の報告書に対する保証の仕組み 

 ただ、このような情報でも、企業が勝手に作成していたら、利害関係者の信頼は得られ

ません。そこで、我々公認会計士が、この報告書の保証をすることにより、情報の信頼性

が高まり、現在よりも圧倒的多数の利害関係者に対して、貢献する役割があると思います。 

 では、公認会計士が未来の報告書について、どのように保証を与えていくのでしょうか。

未来の報告書は、東証１部、マザーズなどのように、金融庁の想定する限られた利害関係

者のための市場を考えておりません。そのため、すべての企業を法律的に管理する基準と

いうのは必要ではありません。例えば、製品の産地情報についてですが、食品業界では重

要ですけれども、自動車業界では重要ではありません。そのような環境下では、各業界団

体が自主的に開示ルールを作成し、それに基づいて報告書が作成されることが予想されま

す。公認会計士は、この自主的ルールについて検証・保証し、報告書が、このルールに基

づいて作成されているかについて、保証をおこなうことができるのではないでしょうか。 

 現在においても、前のスライドにありますように、さまざまな団体（GRI、経団連、環境

省等）が、さまざまなレポートを出しておりますが、ここでも会計基準のような画一的な

基準ではなく、自主性を尊重しております。 

③ 未来の報告書のあり方＝報告書格付モデルの提案 

 ここまで、情報開示の拡大についてお話をしてきました。ただ、これだけ情報の多い報

告書になると、どんどん複雑性が増していきます。この議論において、報告書利用者とい

うのは、非常に多数で多様になるということを想定しております。このような情報の多い

報告書の場合、たくさんの項目をただ並べるだけでは、かえって企業の属性や傾向がつか

みにくいため、理解がされにくく、結果として、誰にも利用されないままとなってしまい

かねません。 

 そこで、どの国の人でも、どのような人でもわかりやすい企業に関する情報開示の方法

を考えてみました。例えば、このようなものはいかがでしょうか。レーダーチャートを使

って、企業の状況を単純化して表す指標を作成するのです（社会貢献、環境保全、従業員

厚生、財務健全性、収益力の５つの頂点を持つ５角形のレーダーチャートをスライドに表

示）。このチャートによると、財務情報に限定せず、他の社会的責任情報も把握できて、企

業の存在意義を多元的に評価することが可能です。 
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 このチャートでは、50という数字が記載されていますが、これは適当に決めた数字であ

ります。数値は、業界データを集計して、偏差値というかたちで算定してもいいかと思い

ます。五角形が単純すぎるという意見もあるかと思い、スライドのような評価モデルを考

えてみました（円に近い多角形のレーダーチャート図をスライドに表示）。このようなモデ

ルを提示することにより、利用者がよりわかりやすく、また面積を求めるなどにより、他

の企業との比較もしやすくなると思います。われわれ業界団体としても、よりわかりやす

い報告書、格付モデルを研究・開発していく必要があるのではないでしょうか。 

④ 20年後の公認会計士の役割 

 20年後には、財務情報は企業の公開する情報の一部にしかすぎず、非財務情報の重要性

のほうが大きい状況になっているはずです。このような社会貢献度が様々に組み合わされ

た報告書について、会計士の保証が必要な時代になると、公認会計士にとって必要となる

知識は財務会計にとどまることはあり得ません。今後、環境、雇用、生産技術などの財務

会計以外の専門性を持ったような幅広い知識・教養・倫理観が問われてくると考えられま

す。 

 このような状況のもと、今後、公認会計士制度がどのようにあるべきか。制度について

は、このセミナーの後半で、奥澤さんのほうから話していただきます。 

 私のほうからは以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

○司会 ありがとうございます。今のプロトタイプⅠについて、会場の皆さまから何かご

質問があれば、お受けしたいと思います。時間の関係で、お一人に限定させていただきま

す。ご了承願います。それでは、質問がある方は挙手をお願いいたします。 

 

○質問者１ 私のほうから、今のプロトタイプⅠについて、ご質問させていただきたいと

思います。 

 まず、率直な感想を申し上げますと、事業体報告書、ネーミングも非常に面白そうであ

りますし、今の財務情報だけの保証ではなくて、非財務情報についても積極的に企業に開

示してもらって、われわれ会計士が保証業務として提供していこうというのは、発想とし

ては非常に面白いなと思います。このようなことが実現すれば、われわれの事業領域が格

段に拡大するということで、非常に楽しみでもあります。 

質問でございますが、少し細かいお話になってしまいますが、報告書格付モデルという

のが提案されていますが、このような格付ということで一義的に評価するということが、

例えばＩＰＯをしたばかりの新興企業と大企業とを単純に比較してしまうと、逆に実態を

表さないというか、不当に企業の評価が低く評価されてしまったり、同じような情報を格

付で並べるわけですので、利用者の混乱を招いたりという懸念があるのではないのでしょ

うかというのが１点と、そもそも、いろんな企業を比較検討して評価するのは利用者側で

あって、こちらから格付というかたちで評価するのはどうなのかなというのが質問でござ
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います。 

 

○大西 まず、先ほど例示しましたレーダーチャートモデルというのは、先月、私が開発

したところでして、特に深い意味を考えて作っていなかったので様々なご意見はあると思

います。ご質問についてですが、ＩＰＯ企業などを対象にして、他の大きな企業と評価す

ることには不公平だということがありましたけれども、先ほどスライドでも説明させてい

ただきましたように、作成の基準というのは、各業界団体の任意で作成することを想定し

ていますので、例えばＩＰＯなら、ＩＰＯ業界団体が任意でルールをつくるということを

考えれば、その中での比較という意味で公正さは保たれると思います。 

 そして、企業の比較は情報利用者が独自に行うということについてですが、皆様はムー

ディーズをご存じだと思います。格付会社では、企業を「ＡＡＡ」という３つのアルファ

ベットだけで表すようなことをしています。非常にシンプルな情報ですが、社会全体とし

て、すごく有用性が高いということを皆さんもお感じだと思います。このように直感的に

わかる数値といいますか、評価の仕方というものも、世の中の大半の人は受け入れるだろ

うと思います。このような情報評価モデルというものを公認会計士が開発すれば、それは

すごく大きな社会貢献になると思います。 

以上です。 

 

○質問者１ ありがとうございました。 

 

○司会 それではここから、プロトタイプⅡ「非財務情報」の保証業務について、増田さ

んにお願いいたします。 

 

プロトタイプⅡ：「非財務情報」 

 

               若手会計士委員会委員・公認会計士  増田 享弘 氏 

  

 若手会計士委員会の増田享弘と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。座らせ

ていただきます。 

 先ほど、西木が非財務情報の重要性が高まってくると何回もお伝えしたと思います。私

もこの委員となって約１年半、ずっと島田委員長からこういうことを言われながら、ここ

までやって参りました。過去を振り返りますと、委員になった当初は、本当にそうなるの

かという点につきまして、自分自身で納得するのにかなりの時間を要しまして、大変苦労

いたしました。ただ今現在は、その兆しが見えてきているのではないかということで、私

自身も納得しておりますので、その納得に至る経緯等を含めて、まずお伝えしたいなと思

っております。 
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 35ページですが、現在、食品表示の偽装や、訪問販売による高額商品の販売、ガス湯沸

器による一酸化炭素中毒、保険金の不払い問題等が発生しており、社会問題化しておりま

す。この問題の構造を図式化すると、次頁のようになると思います。まず会社がありまし

て、消費者があり、不適切な情報、何も保証は与えられていない情報で、消費者が意思決

定をおこなったために、問題が発生しているという構造です。 

 それで、後日、部分的な事後救済が与えられたり、自己責任であるとして解決されてい

るわけですが、20年後の社会は本当にこれでいいのかなというのが、私が本当に思うとこ

ろです。国も平成21年９月、平成22年３月、「行政のパラダイム転換」というのをおこなっ

ておりまして、ひと言で言いますと、一番下の部分ですが、事業者向けの行政から消費者

向けの行政という転換を図っております。ただし、行政の考え方が転換したというだけで

現状はまだまだ不十分でありますが、今後の20年間は、この流れがどんどん高まっていく

のではないかなと思っております。 

 ということで、20年後なのですが、非財務情報の保証の重要性が高まっているというこ

となので、評価基準等を設けることで、保証が可能となります。通常は、財務情報と非財

務情報というのはセットになっていまして、これらを我々が監査しているのですが、20年

後の社会というのは、非財務情報だけの保証が行われるようになっているのです。 

 ところで、非財務情報の保証は、必ずしも公認会計士がする必要はありませんが、我々

がするメリットを考えたところ、この２点になると思います。まず、今現在の監査でも、

財務情報と非財務情報を監査している。ですので、非財務情報だけの保証というのにも、

十分対応できる、次に独立性です。 

 ここまでをまとめますと、非財務情報の保証の必要性ということで、まず社会において、

非財務情報の重要性が高まってきている。これに対応して、われわれ公認会計士が、現在

は財務監査の専門家かもしれないですけれども、保証のスペシャリストとして脱皮を図り、

20年後の社会に貢献するということになると思います。 

 

○司会 ありがとうございます。非財務情報に話題が移り、先ほどのプロトタイプよりさ

らに身近な話題の保証業務というところを採り上げていくのかなというイメージなのです

が、ただ、非財務情報といっても、世の中にたくさんあふれていると思うのです。そのど

の部分をどのように保証していくのかというところが、まったくイメージができないので

すが、そのあたり、何かいいアイデアがあったら、具体的にお聞かせいただけますか。 

 

○増田 それはずっと、この１年半悩んできたところでして、社会にあふれている非財務

情報を、我々がどうやって保証するのが効果的、効率的なのか。なかなか、答えが出なか

ったのですが、結論としては、この４つに集約されるのではないかなと考えております。

今回、発表の都合上、非財務情報の保証①、非財務情報の保証②としていますけれども、

４つに集約するのではないかなと考えております。１つ目に、所轄官庁の監督の補完。２
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つ目に、業界の自主規制の仕組みと運用状況の保証。３つ目に、企業の自主規制の仕組み

と運用状況の保証。４つ目に、発信される情報の保証です。 

 では、非財務情報の保証①からご説明して参ります。各業界の仕組みを俯瞰すると、こ

ういう仕組みになります。業界団体が業界に属する数社から構成されていまして、この業

界団体や業界団体を構成する各社を監督官庁が監督しています。監督官庁と業界団体の間

では、各法令による監督がなされていまして、業界団体と業界団体に所属する各社につい

ては、業界団体が自主規制ルールをつくって守らせたりとか、業務を標準化して、これら

を守らせたりしております。したがって、我々が保証業務を行うことによって、監督官庁

と業界団体の間については、監督官庁の監督の補完を、業界団体と業界各社の間では、業

界の自主規制の仕組みと運用状況の保証ができるのではないかと考えております。 

 より具体的に申し上げますと、44ページのような仕組みになります。所轄官庁の監督の

補完としては、例えば監督項目に関する報告書がありましたら、それをわれわれが保証す

ることで、監督官庁の監督がより効率的にできます。業界団体と業界各社の間では、自主

規制ルール等の設定プロセス、その妥当性をわれわれが保証したり、その他業界団体が自

主的に開示している情報、例えば会計監査の設置状況や監査の状況、そういったものを公

表していましたら、それをわれわれが保証したりすることで、業界の自主規制の仕組みと

運用状況の保証ができ、消費者に安心感を提供できます。 

 続きまして、非財務情報の保証②ですが、企業と消費者との間では、こういった流れで

図示できます。 

企業は、パンフレット、ホームページ上の開示、営業トーク等で、消費者に営業活動を

しております。これらのパンフレット、ホームページ上での開示等については、業界団体

のガイドライン、各法令、自社基準等で規制がかかっており、さらに企業の自主規制も行

われておりますので、企業の自主規制の仕組みと運用状況の保証を行うことで消費者に安

心感を提供できます。また、パンフレット等の発信される情報自体の保証もできると思っ

ております。 

 

○司会 ありがとうございます。業界全体のうち、ポイントとなる部分を保証する。そう

することによって、消費者との接点があるところを間接的に保証していくというイメージ

かなとお聞きしました。 

 われわれの業界の品質管理レビューもこれも同じような非財務情報の保証であるので、

それを他の業界にも同じように適用していくというふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

○増田 そうですね。社会の変化とともに、われわれがやっているようなことが、他の業

界にも広まっていくというようなイメージを持っていただいたら、一番わかりやすいので

はないかなと思っております。 

 ここまで、具体的にお話しさせていただいたのですが、これをより具体的にご説明する
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ということで、生命保険業界に当てはめると、以下のようになります。 

 現在は、金融庁が生命保険協会に対して、保険業法による監督をおこなっていまして、

生命保険協会というのは、業界各社に対して、生命保険商品に関する適正表示ガイドライ

ン等のガイドラインを設けて規制しているという仕組みになっております。 

 そして、保険業法による監督として、49ページの表にあるような各項目の監督がなされ

ていますので、これら全体に対して、われわれが保証してあげたり、これら一部だけを保

証することによって、行政コストの削減ができるのではないかなと思っております。 

 また、生命保険協会ですけれども、事業報告書とか、決算報告書を作成していますので、

この中で、例えばガイドラインの作成、修正プロセスの整備状況、運用状況をわれわれが

保証してあげるというのもできるのではないかなと思っています。 

 さらに、保険会社が消費者に対しては、生命保険のパンフレット、ディスクロージャー

誌、営業ツール等で営業行為をしているので、それらについて発信される情報を保証して

あげるということもできるのではないかと思っております。 

 これらをまとめますと、どういうメリットがあるかというと、企業のメリットとしては、

情報の信頼性が上がることで、業績へのよい影響が期待されますし、消費者のメリットと

しては、安心・安全な消費活動ができる、自分に合った企業を選べるという点が挙げられ

ます。最後に、社会全体のメリットですけれども、先ほどからお伝えしているように、行

政コストの削減ができると考えております。以上です。 

 

○司会 増田さん、ありがとうございました。 

 では、このプロトタイプⅡについて、会場の皆さまから、ご質問があれば、お受けした

いと思います。やはり、時間の都合で、お一人さまに限らせていただきます。ご了承くだ

さいませ。 

 それでは、挙手をお願いいたします。 

 

○質問者２ 大変勉強になりました。私も保証する側の立場であると同時に、消費する立

場の者でありますので、大変興味深く拝聴させていただきました。 

 確かに、周りには何も保証されていない情報があふれている状況で、その対応としても、

何かあったら、事後的な保険とか、そういう対応はあると思うのですが、事前に情報を保

証するというのはないので、必要な業務なのかなと思いました。また、実際にどういう方

法で保証をおこなうかというのも今回勉強させていただいたのですが、今言った、実際に

保証が必要な人、保証業務を求めるような法的な規制。実際には、自主的にやられている

と思うのですが、さらに法的に、それを求めるというような法律ができるのかというのが

１つ疑問だったのと、例えば実際に、この規制を求めるとしたならば、企業さんにはコス

トの負担が出てくるのかなと。そういうデメリットのほうもあるのかなと思いまして、そ

のへんのところをご教示いただきたいなと思います。 
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○増田 ご質問ですけれども、１つ目は保証業務を求めるような法律が必要かというご質

問で、２つ目は、結局、企業の不利益につながるのではないかというご質問と認識いたし

ました。 

 １つ目は、結論から申し上げますと、法律というのは要らないのではないかと思ってお

ります。なぜかと申しますと、企業の自主開示を消費者が支持する社会に20年後はなって

いるということで、法律があってもいいのですが、なくても自主的に保証を受けるという

ような社会になっているからというのが、われわれの思っていることです。 

 ２つ目が、コストが増加して不利益となるのではないかということですが、先ほどから

お伝えしているように、消費者の指向として、安心とか安全なものを選択するという流れ

にありますので、その保証を受けている企業を消費者がより選択するということで、メリ

ットのほうがコストを上回るということで、不利益につながらないのではないかと考えて

おります。 

 

○質問者２ ありがとうございます。 

 

○司会 では、増田さんのプロトタイプに関しては、ここで終了したいと思います。 

 次に、プロトタイプⅢに入りたいと思います。プロトタイプⅢ「財務情報の発展型」と

名付けた保証業務について、福地さん、よろしくお願いいたします。 

 

プロトタイプⅢ：「財務情報の発展型」 

        

       若手会計士委員会委員・公認会計士  福地 叔之 氏 

  

若手会計士委員会委員の福地叔之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 3つ目のプロトタイプは、「企業以外の経済主体における財務情報の拡充とその保証業務」

と題しております。 

 これは一体如何なるものか、これについて大枠をご説明します。 

現状の公認会計士の主体的任務は、「企業」の財務情報を保証することにあると考えるこ

とができます。しかし、本日のご説明申し上げる内容は「企業」よりも、もっと大きな観

点で発信される情報に着目し、この情報への保証業務を考えています。 

「企業」よりも大きな観点を「企業以外の経済主体」として、この主体から発信される

情報の社会的な役割を考え、社会的役割の重要度に応じた保証を行うことによって情報に

価値を与えてやる。このようなことが今後の公認会計士の役割ではないかと、このように

考えております。 

 この問題を考えるにあたっては、スライドに提示しております「社会環境の変化」も考
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える必要性があると考えますので、まず、現在の社会環境を振返りたいと思います。 

 スライド上に「社会環境の変化」とありますが、まず、現在においては「市場経済を前

提とした経済の成熟化の段階に入っている」ことが言えると思います。 

この成熟化環境に加え、構造的な問題、つまり「少子高齢化」、「労働人口の減少化」、「産

業構造の変化」など構造的な問題も潜在しております。 

さまざまな問題の発端は、市場の失敗、つまりそれぞれの需要と供給のバランスの失敗

であると考えます。市場の失敗は、いうまでもなく、市場それ自体が自立的に回復してい

くものであり、そう考えるのが望ましいとは考えます。しかし、成熟化した経済環境化で

は、自立的な市場のみによって、各市場に起こっている問題を解決することは困難であり、

各市場の自立的な調整が社会全体市場の問題収束に働くようにいくとは考えにくい状況下

にあると思います。 

また、構造的な問題に対しては、もはや自立的な市場機能に任せることは非常に困難極

まりない状況にあると考えます。 

このような場合、「市場を外部より調整するもの」として、政府の政策がその役割を担い、

重要な位置づけをもつものと考えられます。市場監督者であります。 

市場経済の成長過程においては、このような政策に対する関心は全体として低かったと

思いますが、ご説明した成熟経済下におけるさまざまな問題については政府政策はよりイ

ンパクトのあるものとして個々人の関心へより影響していくものと考えております。 

政策が個々人への大きな関心事になる時、その政策の情報開示は利害関係者である国民

にとって大きな意味を持ち、情報の発信者である政府機関は情報内容の拡充を図るととも

に、受信者である国民にとっては公正で信頼しうる情報であることはもちろん、有効な情

報であることが求められてくるようになります。 

従って、プロトタイプⅢとして「企業以外の経済主体における財務情報の拡充とその保

証業務」というものを述べさせていただきたいと、こう考えた次第です。 

  

○司会 ありがとうございます。プロトタイプⅢでは、先ほどよりも、随分大きなテーマ

を扱うことになるのかなという印象なのですが、福地さんが先ほど、政策情報への関心の

高まりとおっしゃいましたが、そのあたりもう少し詳しく教えていただいてもよろしいで

しょうか。 

 

○福地 次のスライドをご参照ください。 

 日本経済は高度経済成長のもと、ヒト・モノ・カネの流通を加速複雑化させ、情報の高

度化と多様な価値観を生み出して今日の成熟状態に至ってきたと思います。ヒト・モノ・

カネの流通の加速複雑化は、産業構造や人口分布の偏向をもたらし、近年の日本国内にお

ける地域格差などの問題が顕在化していますが、この地域間格差を例にとって考えますと、

地域格差はなにも現在に限ったことではなかったと考えております。 
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 つまり問題化され関心が高まってきたのであって以前から存在はしていたというように

考えます。  

それは、これまでは高度経済成長の名のとおり、日本国全体の高成長率が地域間にもた

らす時間軸の差はあったにせよ、全体とした経済所得の向上が、物をあふれさせ、物的な

価値観が人々の精神的価値観へ影響を及ぼした結果、市場の自立的な成長性部分が人々の

価値観を満たすことに大きく貢献していたと考えます。つまり端的にいうなれば、「昨日よ

り今日、今日より明日は経済成長とともに生活環境が向上していくだろう」という精神的

価値観をもっていました。  

しかし、現代は経済成長が成熟下し、経済は微々として上昇しているにせよ地域格差な

どは放置すれば勝者と敗者となる可能性、いわゆるゼロサム社会のように考えられ、全体

よりも地域、地域よりも個人の精神的価値の要素が大きくなっていることをあらわし、こ

の価値に対する悲観要素は経済へより一層影響を与えている状況にあります。 

したがって、この状況下においては個人が自己責任でどのような判断を行うかが重要と

なっていき、それは政策への関心への高まりにも繋がることになると、こう考えておりま

す。 

 

○司会 ありがとうございます。なるほど、そのような情報には、我々の世代にはとても

関心があるところだと思います。年金問題や、地域間格差の問題等に対して、自己責任で

解決していくといった流れになってきていると思うのですが、自己責任というふうに突き

付けられたら、やはり、その責任を取れるだけの情報や政策に関する情報を提供してほし

いと率直に思います。 

 

○福地 そうですね。今おっしゃったように、自己責任と言うのだったら、情報を正確に

発信せよ、そのために信頼価値がある情報にせよとの要求の高まりが今後見込まれるであ

ろうと考えます。 

 それで情報ということを考えてみたのですが、これを冒頭申し上げたような政策と絡め

て、少し話をしてみたいと思います。 

 次のスライドですが、「政策」と書いております。政策という定義はさまざまな意味があ

りますが、ここでは大きな観点での政策と定義づけしたいと考えます。政策は、政策の形

成過程、審議過程、そしてこれらが数値化された予算形成となり、政策の実行とともに予

算実行結果が数値化されてきます。 

政策形成過程においては、なぜその政策がどのような観点とどのような基礎情報に基づ

いて形成されたのか開示義務があると考えます。 

審議についても選択すべき観点とその効果をどのような情報に基づいて判断したのかを

開示する義務があり、またその効果を達成するための予算はどのような情報において見積

もられたのか、過年度との類似比較とでどのように考えたのかなども開示する必要がある
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でしょう。これらは、このページのような情報と考えます。 

 政策決定プロセス  

 政策予算の算出する前提となる基礎情報  

 政策へのニーズ情報  

 過去類似実績情報との比較  

 想定される政策のリスク情報  

予算執行結果については、全体予算と執行結果の比較はもちろんのこと重点政策ごとの

総見積コストと実績累計コスト比較（実質進捗率比較）や重点政策目的範囲における経済

効果数値の開示などが必要でしょう。 

これらは、国家政策も含め地方の政策や委託団体に至るまで国民ニーズを反映して開示

すべきであります。 

また、ここで情報は一方的に開示されるものであってはなりません。どのような意図で

開示すべきかを考える議論でもありますが、開示方針やその開示方針に即して適切になさ

れているか、その数値の裏側の事実をつかみ取れるプロフェッショナルによる保証を受け

た上での開示が必要です。 

現状では、予算執行結果について、会計検査院などが検査しております。 

予算執行の情報開示充実に関する指針（H22.3.31）において、積極的な情報開示へのシ

フトの試みはあります。 

しかし、その開示内容は企業とは大きく違い情報量が少なく、利害関係者が関係する国

家・地方自治数に対して開示主体はあまりにも少なくあります。さらに予算を前提とした

保証の目的が現状においてもクローズアップされておりますが、そもそもその予算（目的）

形成過程にこそ保証する必要性が高いのではないでしょうか。 

地方財政健全化法においては、事前段階における監査導入への動きはあるそうですが、

いま述べさせていただいております目的からはかなり不十分なものといえます。 

事前を保証でき、事後を保証できる。これらを一貫して行う。これが必要で、現在の仕

組みではとうていできるものではありません。 

公認会計士にはさまざまな業種の企業で培ってきたノウハウと信頼があります。政策的

なスケールとなったとき、公平な立場で事実を捉えつつ判断できるのは公認会計士の得意

とする業務であり、社会貢献すべき任務にふさわしい資格者ではないでしょうか。 

 

 これをトータルに考えたものが次のスライドになります。 

見ていただくと公・民・公認会計士の関わり方とあります。国民の総意として必要とさ

れる政策、これが多様な価値観のもとでうまれてきます。それを基に、政策の形成や審議、

予算執行結果、こういうものが現れてきます。この情報を会計士が保証しまして、それを

国民に手渡してやる。会計士は国民に手渡した情報をフィードバックして、それを国民に

対して、どんな情報が必要であるかを言う。「言う」というのは、開示すべき情報をどんな
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ものにするか、こういうような内容の話し合うべきところに、われわれももっと意見を聴

取される側として、入り込んでいくこと、このような市場監督者としての関係を意味して

います。 

  

○司会 ありがとうございます。このように考えると、公認会計士の役割は、さらに大き

くなると感じましたが、どうでしょうか。 

 

○福地 そうですね。政策ということで、かなり大きな話になりました。 

 日本の政策の中に今入っていくということを考えてきましたが、これを発展しますと、

こういう将来も考えていうべきではないかと思います。 

 それは、この市場監督体制へ関与するということは、将来において、日本とアジアの関

係を考えたときに、ここにおいても同じことが言えるのではないかと考えます。 

 今、スライドに示していますのは、球のようなものがありまして、縦軸に人口、横軸に

名目ＧＤＰを取っております。ＥＵとか、ＮＡＦＴＡとかがありますが、今、このＡＳＥ

ＡＮと中国、日本、韓国と、これが一体になるとどうなるのかとかいうような議論があり

ますが、これを３つ足しますと、一番上のボールのように、人口も名目ＧＤＰも、この規

模になってまいります。 

 これまではどちらかというと、アジアの諸国に対しては安い賃金とか、そういうものを

求めまして、これを欧米市場へ売っていくということが主だったのですが、そこを現在を

起点として、これから20年後にかけては、アジア市場自体も所得がどんどん向上しまして、

世界的にみても大きな市場になっていくことが、もう間違いないだろうといえると思いま

す。 

 このような市場では経済協力体制が不可欠であると考えます。 

 将来におけるアジアの地域経済共同体、この元では共同体レベルの政策というものが必

要となります。これによって、一国内の政策というものが、今度は共同体レベルでの政策

の影響を受けることになります。各国の経済レベル、文化の大きな違いのなかで、共同体

レベルの政策を行わなければならない。各国のさまざまな市場におけるアジア間での利害

調整は当然に必要となります。各国のさまざまな市場における充実した情報提供をおこな

い、その信頼性を絶対的確保しなければなりません。 

 仮定した世界を取り巻く環境の話ですが、公認会計士として、この環境下に存在意義は

何ですかということを考えないといけないと思います。 

 先刻、このアジアの共同体というとてつもないことを言い始めたのですが、お隣といい

ますか、ヨーロッパでは、ＥＵ連合として、各組織を置き調整機関があります。ＥＵ自体

さまざまな問題を抱えていますが、これを後発ながら、アジア地域で共同体をつくるとき

には、アジアはヨーロッパとは違って、今、発展途上にある後進国が含まれていたり、宗

教的にも言語も相当異なります。このような世界の中で、誰かが調整をしていかなければ
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ならなくなります。 

 このプロトタイプⅢというのは、重複したお話を申し上げることになりますが、今まで

は企業情報への保証だった。ここから、公的な機関を考えて、市場監督機能への関与をし

ていく。ここからもっと発展しまして、アジアの市場監督機能への関与を積極的に行って

いくこういう話となりました。 

 このような話を若手会計士側から勝手に必要性を説いてもということですが、冒頭申し

上げたように、情報の価値は今よりも高まります。高まるということはその期待に応える

必要がかならず訪れます。 

 世界においては、文化とか宗教的信条とか、国民性などが違いますけれども、会計士は

世界においてどこでも同じ会計士です。保証という業務をするにあたってそれほど差はあ

りません。ここに会計士の存在意義があると考えます。  

 

○司会 ありがとうございました。今のプロトタイプⅢについて、会場の皆さまから、何

かご質問があれば、お受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

○質問者３ ありがとうございます。20年後の社会というところを、確かに大きな話なの

に、国家レベルの話になって非常に圧倒されているというところなのですが、テーマが保

証業務ということでして、会計士の中には、地方の自治体内の公認会計の監査をされてい

る方がいらっしゃって、また一方で説明があったように、会計検査院ですか、予算があっ

て、それが粛々と適切に支出されているかというのは、いわゆる監査ですか。これは全部、

事後統制でして、保証業務というと、どうしても事後統制というのを思い浮かべるのです

が、説明の中に政策の形成とか、審議過程については保証していくと。いわゆる、事前統

制と言われるところなのですが、やはり保証業務というと、どうしても事後統制を思い浮

かべてしまって、いったい、事前統制について、どういう保証業務を想定しているのかな

というのをちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

○福地 そうですね。今、まったく、事前に関するものというのは開示されていないと言

えるかと思います。この事前というのは、政策の決定です。どのようにして決定したかと

いうところのプロセスになると思いますので、その政策へのニーズは、どういうふうに推

し量ったのか、そのニーズに対して実際に予算を組む状況においてどの程度の効果がある

のかなどを数値化または文書化し情報として開示する必要性があると考えます。 

 ただ、何を開示していくべきかは、国民総意にかかわることですので、会計士としては

このニーズを汲み取る調整者としての役割も行っていく必要があると考えています。 

 

○司会 他にご質問の方がいらっしゃったら、挙手をお願いいたします。 
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○質問者４ スライドの60、61ページあたりですが、アジア地域における監督機構の強化

が必要で、公認会計士のアジア地域における国家の政策情報を保証することが必要とのこ

とですが、具体的には、公認会計士や監査法人は、それらにどのように関与していくよう

なかたちをお考えでしょうか。 

 

○福地 かなり大きな話ですので、現状の公認会計士や監査法人が現状制度のもと対応し

ていくというのは、限界があると思います。アジア共同での会計士による保証業務実施団

体というものを構築する必要があるかもしれません。 

 

○司会 ありがとうございました。では、以上をもちまして、プロトタイプⅢの発表を終

わりたいと思います。 

  

 ここまでで、将来の保証業務について、いろいろな状況が考えられることをプロトタイ

プを用いてご説明いたしました。このような保証業務をおこなって、社会の期待に応える

ため、また人々の幸福・安心・安全な社会の実現をリードしていくため、ここからは、公

認会計士には、どのような能力・資格要件、教育要件が必要かについて、委員の奥澤さん

が中心となってまとめられましたので、ご説明いただきます。それでは、奥澤さん、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

４.将来の公認会計士制度（能力・資格要件、教育研修）について 

 

                若手会計士委員会委員・公認会計士  奥澤 望 氏 

 

 ここからは、「将来の公認会計士制度」と題して、私、奥澤が発表いたします。 

 まず初めに、今回のテーマを選んだ理由なのですが、２点あります。１つ目の理由は、

現状、非常に問題になっている未就職者が大量に出ている問題を引き起こした原因の１つ

が、制度の改革自体が短期的な視点に基づいたものであったためであり、正しい制度設計

のためには、今回の研修会のように、20年後の将来というものを考えて、制度設計してい

く必要があるのではないかと考えたことです。 

 二つ目の理由は、20年後の将来を考えた場合、おそらく私は、この業界に所属している

と考えられます。20年後がどうなっているかというのは、20年後に存在している若手にと

っては非常に重要な問題であるからこそ、自分たち若手が考える必要があるということで

す。以上の理由から、今回、このテーマを選んで研究させていただきました。 

 それでは説明いたします。今までのセクションでは、20年後のプロトタイプの公認会計

士の業務はどうなっているのかということを想像してきたのですが、ここからは、20年後
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の保証業務に対して、どのような制度を構築していくべきかを考えていきます。このなか

で一番重視したのは、20年後において、公認会計士が保証業務をやることに対して、社会

からの信頼を得ることができる制度とすることです。つまり、公認会計士が保証業務をや

っているからこそ、利害関係者がコストを負担してくれる。このように公認会計士への信

頼を担保する制度というのを第一に考えて設計いたしました。 

 具体的には、どのような人材が公認会計士であるべきか。また、公認会計士とは、どの

ような知識、スキル、価値観を持っているべきか。また、多様化する保証業務に対応して、

業務の進め方自体も大きく変化する中で、どのような業務の進め方になっているか。そし

て、プロフェッショナルとして、品質の確保をどのようにおこなうか。このような観点か

ら、将来を考えていきたいと思います。 

 今回、将来の制度を考えるにあたり、まず、現在の制度、及び、海外の制度がどうなっ

ているのかについて研究調査いたしました。お手元にあるＡ３の資料をご覧ください。こ

ちらが、国際会計士連盟加入団体が遵守すべき会計士教育の基準である、国際教育基準（Ｉ

ＥＳ）に基づいて、各国がどのような制度になっているかについてまとめた表となってお

ります。 

 表を見ていただきながら、簡単に説明させていただきます。表は、縦にＩＥＳ１から８

の要件を定められておりまして、横に日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの順

に各国の制度を記載しております。 

 まず、ＩＥＳ１は、参加要件と言われるものでして、教育と実務経験を始めるにあたっ

て必要とされる要件です。ご存じのように、日本では参加要件というものはないのですが、

諸外国においては、大学卒業や入学レベルといったような要件が定められております。 

 次に、ＩＥＳ２、３、４というのは、教育要件といわれるもので、専門家としての知識

やスキル、価値観といったものを備えるべきということを定めた要件となっております。

これについては、各国さまざまな試験で対応しているということになっておりますが、日

本の特徴といたしまして、実務補習所によって、これらの要件を満たすということが特徴

であります。また、実務補修所というものを備えているのが実は日本だけであるというこ

とが、この調査でわかりました。 

 続いて、ＩＥＳ５というのは、実務要件です。ＩＥＳ５においては、３年間の実務経験

が必要とされています。 

 また、ＩＥＳ６というのは、最終的な資格の試験になりますが、これについても、各国

さまざまな要件となっております。特徴的なのは、日本においては、現状、修了試験は記

述式のみですが、ドイツやフランスにおいては、口述の試験もおこなわれているという点

です。 

 ＩＥＳ７については、継続的研修ということで、これについては、各国において受講義

務があることとなっております。 

 最後のＩＥＳ８ですが、こちらは会計士の資格と監査資格というものの関係によって、
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各国での違いがあります。わが国日本では、公認会計士イコール監査をする資格という状

況ですけれども、イギリスやフランスという国においては、公認会計士資格を取得したら、

それが監査資格というわけではなくて、それ以降、実務経験や試験を受けて、監査資格を

得るという二段階の資格の構成になっている。これが各国の制度となっております。 

 それでは、ここからは、先ほどの20年後の将来を見据えて、公認会計士の業務というも

のは、どのように変化するかということを少し想像してみたいと思います。 

 下に付いていますのは、監査法人の人員構成でして、20年後の監査法人の人員構成とい

う観点から業務の進め方を少し説明させていただきます。 

 「大手監査法人の人員構成」と書かれているものなのですが、これは現在の大手監査法

人の人員構成を平均して示した表となっております。現状で、公認会計士41％、試験合格

者が32.6％、専門員に関しては14.3％として、事務員を含みますが、その他ということで

12％という構成になっております。 

 現状はこのような人員構成ですが、今後は先ほどのプロトタイプの説明でもありました

ように、保証対象というものが非常に多様化してきます。そういう状況にあって、公認会

計士だけで仕事を進めていくというのは、かなり難しくなっていくと考えられます。この

ため今後は、様々な分野の専門家との協力が非常に重要になってくると考えます。 

 また、財務諸表の監査だけでなく、保証業務自体も拡大いたします。そのような状況の

もと、現在の公認会計士の人数だけでは、拡大する保証業務を賄うことは難しいと考えら

れます。このため、今後は分業化が進むこととなり、無資格者等の利用が増すのではない

かと考えられます。その結果、20年後は人員構成として、専門員やその他の無資格者が多

くを占める監査法人になると考えられます。 

 次に、先ほど20年後の将来におけるプロトタイプから、その業務をおこなうために、ど

のような能力が必要であろうという観点から少し考察してみたいと思います。 

 もちろん、保証業務に必要な要素といいますのは、専門性であるとか、職業倫理、独立

性という要素が必要なのですが、それを具体的に、先ほどのＩＥＳ要件に当てはめると、

どのようになるかということについて説明させていただきたいと思います。 

 まず、参加要件についてです。どのような人材が公認会計士であるべきかということに

関して言いますと、やはり、一般常識というものを備えた人間である必要があります。ま

た、アジア経済共同体という話も出てきたと思うのですが、これは、国際的な常識である

とか、語学力を備えているということも必要であると考えられます。 

 次に、知識という面でいいますと、現状備えている財務や経済、労務、法律の知識はも

ちろんなのですが、これに加えて、保証対象となるような業務の知識や規制。また、国際

化に備えて、国際経済や国家の政策といったものに関する知識も非常に必要になってくる

と考えられます。 

 そしてスキルとしましては、現状の保証業務のスキルももちろんのこと、分業化が進む

と先ほど説明しましたけれども、そういう状況においては、専門家とのコミュニケーショ
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ンのスキルや国際コミュニケーションのスキルというものも必要になってくると考えられ

ます。 

 最後に、最も重要であると考えられる価値観・倫理という点につきましては、この社会

における価値観を理解し、問題意識を持てるような能力を備えておく必要があるとも考え

らます。 

 これらの考察から、将来の公認会計士に必要な能力とはどういうものかを少しまとめま

した。現状の公認会計士に必要とされている高度な専門知識や幅広い知識、プラス保証ス

キルというものはもちろんであると思うのですが、多様化する保証業務における将来を考

えた場合に必要となるのは、やはり実践的で高度な人格を有した会計士であると考えられ

ます。つまり、多様な保証業務においては、さまざまな局面での判断が必要になるため、

どのような状況においても、適切に判断できる常識力というものも必要になると考えられ

ます。 

 また、分業化が進む上で、専門家との協力について、コミュニケーション能力も非常に

重要になってくると思いますし、社会をリードできるような倫理観も非常に重要になって

くると考えられます。 

 そして、制度設計を考える上で、このような能力を担保することはもちろんなのですが、

社会が信頼して、これらの公認会計士が、これらの能力を有していると言えるような制度

設計が非常に重要になってくると考えられます。 

 最後になりましたが、ここからは具体的に、制度についての提案を行いたいと思ってお

ります。 

現在の制度においては、公認会計士試験を受かっただけで、企業に役立てるような人材

ですか、また保証業務ができますか、というのが大きな疑問であります。保証業務が重要

になってくる将来において、このような疑問が残る制度のままでいいのでしょうか。 

 そこで提案させていただくのが、記載の新しい制度です。流れとしては、要件があって、

試験を受けて、研修を受けて、最終の試験を受けて就職という流れになっているのですが、

大きく違う点は、選抜試験に受かった人間は、すべていったん教育機構で預かります。そ

こで、しっかり教育を行い、能力・信頼性を担保できるような制度とすべきであるという

のが、提案制度の核となることです。 

 具体的に、どのような要件を考えているかについてですが、参加要件については、やは

り一定の知識が必要ですので、大学卒業、または同レベルの試験の合格であると考えてお

ります。また、語学力も一定のハードルを設ける必要があと考えております。選抜試験に

ついては、現状の記述式試験で問題はないと思いますが、大きく変わるのは、このあとの

教育機構での３年間の研修ということになります。試験に受かった人間は、ここに全員所

属することになります。教育機構については、 後ほど、図を用いて詳しく説明いたしま

す。３年間の研修を終えたあとは、資格試験、最終の試験があるのですが、ここにおいて

は、やはり記述式だけではなく、口述や研究論文の提出をする必要があると考えておりま
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す。 そして、実際に受かった人間についても、継続的研修として、さまざまな分野で活

躍のために、多種多様な専門知識の研修が必要であると考えております。 

 最後に、今回、ポイントとなった教育機構の概要について説明します。試験に受かった

人間は全員、機構に所属します。１年目は通学というかたちで補習所において、座学で実

践的な研修を行います。そして２年目においては、いったん民間企業に出向して、そこに

おいて、一般常識、経理実務等を養うこととなります。そして３年目は、監査法人に出向

して、監査実務を経験します。そして最終の試験を受けるというかたちを想定しています。 

 このメリットとしては、やはり現状にあるような未就職者の問題がなくなることが考え

られます。そして、受験者としても、民間企業や監査法人、どちらにおいても研修という

かたちですが、働くことができます。これは、その後の進路の選択という意味で、選択肢

が増えますし、適切な判断ができる点がメリットです。 

 また、企業、監査法人としても、メリットはあります。１つは出向というかたちで、い

ったん人材を受け入れますので、それに対する今後の採用コストです。また、育成コスト

というものも負担が少なくなると考えられます。また、この３年間の研修を終えた人間を

採用する際には、やはり能力が担保されているという点で非常にメリットがあると考えら

れます。 

 少し早口になりましたが、私の説明をこれで終わらせていただきます。 

 

○司会 奥澤さん、ありがとうございました。今の将来の会計士制度の内容について、会

場の皆さんから、何かご質問があれば、お受けしたいと思います。ご質問がある方は、挙

手をお願いいたします。 

 

 

○質問者５ 近畿会の会員です。実務補習所の運営に深く関わっておりまして、公認会計

士教育機構の話を聞きまして、私も一つ質問させて頂きたいと思いました。 

 スライドを見ていますと、教育機構につきましては、国、企業、公認会計士協会、監査

法人の費用負担により運営されることになっています。現状では、補習所は赤字運営でご

ざいまして、協会から、かなりの補助を頂いております。補習生から補習料を頂きながら、

運営しておりますが、補習生の中には、補習料を所属監査法人に負担して頂いている方も

あれば、補習生独自で負担している方もいらっしゃるというのが現状です。このような現

状を踏まえまして、ご提案された内容についてのお考えにつきまして、もう少し、ご説明

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○奥澤 ありがとうございます。コストの負担ということ、非常に気になるところではあ

ると思うのですが、まず今まで、このプロトタイプの中で説明してきたとおり、20年後の

将来においては、公認会計士のおこなう保証業務分野というのは、非常に多様化しており
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ます。そのなかでやはり、政策決定であるとか、国民政策に非常に密着した業務も増えて

くると思います。 

 そのため、現状のように、監査法人や協会だけの負担というかたちではなくて、やはり

国自体にも費用の一端を担うべきであると考えております。 

 また、今、会計検査院の業務があると思うのですが、こちらは税金で業務をおこなって

います。それに関して、今後将来、公認会計士が同じような業務をやっていくというよう

な将来ビジョンがありますので、そうであれば、国が費用、コストを負担するのは当然で

あるとも考えられます。 

 また、教育機構の評価基準を見ていただくとわかるのですが、１年目は通学というかた

ちで、どうしても機構のほうが負担すると思うのですが、２年目以降は出向というかたち

を取っていますので、民間企業、監査法人の人件費というかたちで、費用負担を行っても

らえると考えております。 

 

○質問者５ どうもありがとうございました。 

 

○奥澤 今の回答でよろしいですか。 

 

○質問者５ 結構です。 

 

○司会 奥澤さん、どうもありがとうございました。 

  それでは、本日のまとめに入っていきたいと思います。タイトルは「総括」と書かせ

ていただきました。ここで、われわれの主張・提案を３つのスローガンにまとめました。 

 １つ目に、「情報あるところに保証業務あり」「行為あるところに保証業務あり」。そして

２つ目に、「保証業務の総合ディレクター」になる。最後に、社会の善き価値観を創造する

「オピニオンリーダー」「価値観と情報価値の創造者」となって意見を発信し、保証業務を

社会の隅々に浸透させる。 

 まず１つ目なのですが、「情報あるところに保証業務あり」「行為あるところに保証業務

あり」。まず、「情報のあるところに保証業務あり」ですが、財務情報単独による機能・有

用性には、限界がある。非財務情報などのすべての情報に注目すべきと考えています。あ

らゆる情報には発信者が責任を持って、公認会計士の保証を付けなければならないと考え

ています。 

 さらに、「行為のあるところに保証業務あり」。こちらのほうですが、情報だけでなく、

ある意思決定や行為そのもの、デュー・プロセスの合規性や妥当性について、影響を受け

る人々が説明を求めるとき、そこに保証の必要性が生じています。 

 結論を申し上げますと、今まではお金が集まるところ、ここに保証業務を行っていたの

ですが、これからは人々が集まり、出入りするところに保証業務の場を広げていこう。こ
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れが、われわれの１つ目の提案でございます。 

 ２つ目に、「保証業務の総合ディレクター」になる。あらゆる業界や事業での法的規制、

または自主規制に信頼性を付与する総合的な情報・行為の仕組みを公認会計士がディレク

ト（企画・立案・コーディネート・導入指導）。決して、財務情報のみの保証業務の下請け

業者になってはいけない。若干、乱暴というか、過激な表現になっていますが、言いたい

ことは、将来、新たな保証業務の仕組みや仕事が出てきたときに、財務情報しか保証でき

ませんといった一部分だけ携わっている状況を想定していないということを強く主張させ

ていただきたいと思っています。逆にいえば、これからは財務情報・非財務情報をワンセ

ットにした保証業務を検討していく。それがわれわれの主張でございます。 

 そして３つ目に、公認会計士が、社会の善き価値観を創造する「オピニオンリーダー」、

つまり「価値観と情報価値の創造者」となって、意見を発信し、保証業務を社会の隅々に

浸透させる。 

 では、どのように浸透させるのかというところですが、公認会計士協会が社会の価値観

をリードするために意見を発信する。そのために、公認会計士が集まって、将来どのよう

な保証業務が必要なのかを検討し発信する研究機関を創設すればいいのではないかと主張

させていただきます。 

 この研究機関なのですが、簡単に言うと、シンクタンクみたいなものだと思うのですが、

やはり、このシンクタンクに学者や知識者ばかりが来ていては、われわれの将来につなが

るのかと疑問視されると思いますので、どうしてもここには、公認会計士が主体となって

研究していく。これが求められてくると思います。 

 また、「オピニオンリーダー」「価値観の創造者」たる、ふさわしい自分たち自身の能力

要件・教育・見識養成の充実を図る。やはり、信頼されなければいけませんので、このあ

たりの充実というのは、当然に不可欠な要素であると思っております。 

 この３点が、われわれが、この委員会で主張させていただきたい総括となっています。

この先、将来の社会のために、私たちは以上のような取り組みが必要であると主張させて

いただきました。総括は以上となります。 

 これをもって、発表を終わらせていただきます。皆さま、ご清聴をどうもありがとうご

ざいました。 

 

○総合司会 発表者の皆さん、お疲れさまでした。ちょっとお聞きづらいところもあった

かと思います。今後はプレゼンテーションのスキルについても、委員会で向上を図ってい

きたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、時間もかなり過ぎてきているのですが、最初にご紹介いたしました、本部の

ＣＰＥ担当常務理事の加藤先生から、今日の発表内容について、アドバイスを頂きたいと

思います。よろしくお願いいたします。 
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５.アドバイス・コメント 

 

                    本部ＣＰＥ担当常務理事  加藤 達也 氏 

 

 只今ご紹介いただきました、本部でＣＰＥ担当常務理事をしております加藤でございま

す。本日は、この研修会にお招きいただきまして、どうもありがとうございました。私は

ＣＰＥを担当しており、ＣＰＥの企画運営を中心に会務に携わっていますが、ＩＥＳ検討

専門委員会という、先ほど出てまいりました国際教育基準の委員会も担当しておりますの

で、そういった関係で、プロフェッションとは何かとか、公認会計士制度について、非常

に興味を持って会議に参加しております。 

 通常、研修というと、会計とか、監査とか税務とか、そういう分野に係るものが多いの

ですが、こういう制度とか、将来の業務とか、あるべき姿を扱っての研修というのは、今

までになく、初めて出させていただきましたが、非常に斬新な考察だったり、ご意見があ

りまして、非常に興味深く、眠ることなく、聞かせていただきました。こういった研究を

継続的にされている若手会計士委員会の皆さまに深く敬意を表したいと思います。 

 少し時間がおしているようではありますが、本日、東京からこのために参りましたので、

せっかくなので、少々お時間を頂いて、本日の発表に関して、考えたこと、感じたことを

若干お話しさせていただきます。 

 まず、公認会計士として、社会の環境変化に適時に対応していくことが非常に重要であ

るということを強く感じております。 

 今、このお話の中で20年という期間が提示されていましたけれども、20年というのは非

常に長くて、20年後の社会・業界で、誰がその状況に直面するかというと、やはり今、若

手の方というか、だいたい20歳代から30歳代の方がメインでこの業界を引っ張っていくこ

とになる、というそんな20年後だと思います。とはいいながら、制度とか、そういったも

のというのは、すぐには変えられるものでもございませんので、徐々に変えていくしかな

い。そうなると、今から手を打つ必要がある。そうなりますと、今の小川会長をはじめ、

近畿会、そして本部の執行部の方が将来のことを自分たちのこととして、そのような意識

を持って、今から対応していかなければいけない。そういう内容ではないかなと思ってお

ります。 

 それから、もう一点が、先ほどの最後の制度の話のところで出てきましたけれども、今

の業務が会計を対象としたものであるのに対し、将来は保証業務になるというお話の中で、

そうなると、対象が会計という狭い世界から、より非財務情報を中心としたものも含めた

広いものが対象となるということになり、また利用者も投資家から一般市民になるという

ことであれば、そういう中で、やはりわれわれが、より一般市民の目線に立てるような、

一般常識だとか、教養を持たないといけないということになるのだと思います。国際教育

基準の中では、それを「一般教育」と言っているのですが、これは、より人間的に深みの
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ある奥行きを持った人間として、専門家として活動していくということが必要となるとい

うこっとだと思います。そういう教育を今でもやってはいるのでしょうけれども、保証業

務が中心となると、どこで教育するかという話もあるのですが、そういった部分も制度と

してやっていかなければいけないと感じました。 

 あとは、国際的な視点です。先ほど、アジア連合みたいなお話もされていましたけれど

も、ＪＩＣＰＡは国際会計士連盟の加盟団体となっていますが、それ以外にも、ＴＰＰに

ついて政治家がそれを進めるという話もあります。このような国際的な対応については、

日本国内で独自にできる部分と、そうでない部分もありますが、日本がリーダーシップを

とって、日本から海外にいろいろ提示できるような国際的な活動も必ず必要になるだろう

と考えました。 

 あと、このような研究をいろいろされているということですけれども、入念に準備・整

理をされての発表だと感じております。今後はやはり、保証業務ということに関して、使

う側のニーズが本当にどれだけあるのかというところについて、アンケートやインタビュ

ーも行い、実証的な検証もぜひやっていただきたいというのが、私からの要望です。 

 この若手委員会の皆さまは、昨年の広島研究大会のほうに応募いただいて、残念ながら、

選考からもれたのですが、来年７月に熊本で研究大会があります。今回の発表は中間報告

ということで冒頭に委員長のほうからお話がありましたので、引き続き研究をしていただ

いて、一定の結論を得たうえで、ぜひ、全国区で発表をしていただきたいなというのが、

私の強い願いでございます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

○総合司会 加藤先生、ありがとうございました。 

 今、アドバイスを何点か頂いたのですが、私たちも今後、このような研修を引き続きし

ていきたいと思っています。私たちにすごく励みになるようなこともおっしゃっていただ

いたのですが、特に協会の執行部の先生方、理事の先生方にも、徐々に制度の改革などを

対応していただきたいと、そう希望するところです。私たちからも、具体的にどんなこと

が提言できるかというのは検討しないといけないのですが、まず、こういう将来業務をや

りたいんだということをこのような研修会で発信しまして、一人でも多くの人に賛同して

いただいて、私たちの思っているような方向に、皆さんからいろいろな提案を出していた

だく、そういうのが広がっていくといいなと、そのように思っていますので、今後も機会

を作って、今日のような意見主張をしていきたいと思います。 

 最後のほうにアドバイスいただきました保証業務のニーズについて、広くいろいろな業

界の方の意見を聞いたりというのは、今後ぜひ、やっていきたいと思います。ニーズの調

査をしたり、意見を聞くところで、またこちらからそういう保証業務の必要性というのを、

説明していくことが必要なのかなと思っています。 

 ちょっと長くなってきましたけれども、続きまして、近畿会の小川会長からコメントを
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頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

                                        

近畿会会長 小川 泰彦 氏 

 

 若手会計士委員会のメンバーの方たち、どうもお疲れさまでした。いい発表ができたと

思っております。 

 先ほどの皆さん方の意見・主張をお聞きしまして、私も執行部の一員としまして、非常

に耳が痛いと感じました。 

 先ほど、国の政策につきまして発表があったと思うのですが、経済成長をしているとき

は、国があまり何もしなくても、経済は発展していきます。しかし、経済が成熟するゼロ

サム社会においては、情報であったり、政策というものが非常に重要だというお話があっ

たと思います。われわれの業界というのは、公認会計士制度ができた昭和23年から、ずっ

と経済成長をし、業務拡大がされてきたわけなのですが、ここ２、３年、そういうものが、

停滞して、業務がしぼんでいっているという状況にあります。 

 そういうときには、ＪＩＣＰＡの執行部はどんな政策を持って、何をするのかを明確に

発信していかなければなりません。今まで、会員が無関心であったことをいいことにして、

執行部は会員の無関心さにあぐらをかいて、政策を進めてこなかったという面を反省しな

ければなりません。執行部が当事者意識を持って、しっかりしたポリシーを持って、会員

に対して、これらの業務拡大等について打ち立てていくということが必要になると思いま

す。 

 それを今回、この若手の委員の方が、そういう提案をしていただいたということについ

ては、非常によかったなと思います。残念ながら、ＪＩＣＰＡの執行部は、こういう新し

い業務をやるに際して、その基準はどうだ、規範性はどうだ、リスクはどうなんだという、

後ろ向きで消極的な立場に偏ります。業務拡大というものについて、積極的に進めていか

なければならないと思います。東京にいる執行部の方にも、ぜひ知っていただきたいと思

いますので、今日のことを強く伝えたいと思います。引き続き、中間発表以降、研究を重

ねていただいて、また次の機会、新たな進歩した提言をしていただきたいなと思っており

ます。 

 本当に今日はいい発表をしていただきまして、どうもありがとうございました。 

 

○総合司会 小川会長、ありがとうございました。次回はぜひ、自主規制も含めた、そう

いう後ろ向きになられている部分についても、私たちから何か意見を発信していきたいと

思います。 

 では、最後に、遠藤副会長から終わりの挨拶をお願いします。 
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６.終わりの挨拶 

 

                         近畿会副会長  遠藤 尚秀 氏 

 

 若手会計士委員会を担当させていただいております、副会長の遠藤でございます。本日

はお足元の悪いなか、最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日、若手会計士の５名が発表されたわけですが、最初は顔がこわばっておられ大丈夫

かなと思ったのですが、最後までしっかりと発表され、ほっとしているというのが正直な

ところでございます。 さて、今回のテーマは20年後の保証業務ということでございまし

たが、私自身にとりましては、今まさに目の前の課題と認識しております。その理由とし

ましては、９月６日にブリスベンでありましたＣＡＰＡ会議で、価値創造、あるいはサス

テナビリティに関連した財務、および非財務の統合報告の制度化という議論もセッション

の中で協議されておられました。 

 他方、わが国でございますが、地方自治法改正の議論が進められようとしまして、その

なかで、特に公監査がフォーカスされております。先月の中旬、日本公認会計士協会広島

研究大会でも少しお話しさせていただきましたが、財務諸表監査と行政監査、平たく言い

ますと、経済性・効率性・有効性の監査といいますか、その２つが大きな柱となっており

まして、これは目の前に突き付けられた、われわれ会計士にとって非常に重要な課題であ

ると認識しております。 

 ですので、本日、20年後ということでお話しいただきましたが、これはもうすでに、わ

れわれが今、考えなければいけない直近のテーマではないかと、思っております。 

 それでは、お時間が15分ほど過ぎてまいりましたが、これにて研修を終わらせていただ

きます。最後に、若手会計士の方、本当に遅くまで研究に没頭され、そして本日、お手元

の資料を、最後まで頑張ってつくっていただきました。感謝の気持ちを拍手でもって伝え

たいと思いますので、よろしくお願いします。今日はどうもお疲れ様でした。ありがとう

ございました。 

 

○総合司会 ありがとうございました。長時間のご清聴をありがとうございました。お忘

れ物のないように、お気を付けて、お帰りくださいませ。本日はありがとうございました。 

（終了） 



「２０３０年代の国際社会と公認会計士 
～公認会計士業界の将来ビジョンと 

資格要件・制度のあり方～」 
研修会資料 

近畿会若手会計士委員会  ２０１１年１０月５日 

1 

 １．監査サービスの有用性の低下（陳腐化＝監査の
標準化に伴う専門的判断の排除・会計士の指導能力
低下） 

 ２．現在の保証業務の市場縮小（対象事業体の減少、
監査人自ら保証業務を財務情報に限定することによ
る市場の限定化） 

 ３．財務情報の比重低下（機能の限界・有用性の低
下）、非財務情報による業績評価の台頭（価値観・
ニーズの変化） 

 ⇒財務情報のみの保証業務を行っている会計士制度
の存在意義が低下している 

 ⇒社会の価値観、ニーズに合わせた財務・非財務情
報の保証業務の開拓に積極的に取組む必要がある。 

2 



 １．将来の業務については、現在と同様のカテゴリ分
けで、（将来広義の）監査（保証業務含む）、監査周辺
業務、税務業務、アドバイザリー業務などがある。 

 ２．監査業務も、合規性監査・業績（効率性）監査、あ
るいは、保証型監査、指摘型監査など、従来の財務
諸表監査とは違うパターン、類型で発展していくと考
えられる。 

 ３．今回は、監査業務の中でも、我々会計士の核心と
なる業務である「保証業務」について、まず将来どの
ような業務になっていくかを予想してみる。 

 ４．あわせて、それらの保証業務に必要な資格・能
力・教育要件について提案する。 
 

3 

 １．幸福・安全・安心な生活をおくることが最も大切とさ
れる社会 

 ２．非財務情報の価値、重要性が増している社会 
 ３．情報の評価が重要になっている社会 
 ４．情報・行為について自主的に保証を受け
ることが当然となっている社会 

 ５．国際的には、アジア圏の経済関係がより緊密にな
り、経済共同体を形成している社会 

4 



 人々の価値観として、人々のそれぞれの幸福度をお
互いに大切にすること（個の尊重）や安全・安心な社
会のためのコストを払うことが、１円でも多く儲けること
（現在の価値観）よりも優先されるのが当然となってい
る社会。 
 

 →情報に対する保証業務のコスト負担も当然となる、
そのような価値観の醸成がされている社会 

 
 

5 

 人々が評価・選択・判断する際に、損得だけでなく、
「他の価値観」をより重要視するようになるため、その
「他の価値観」の指標となる非財務情報の比重が高
まっている社会。 

 幸福度・処遇・安心度・安全度などの指標となる情報
がより重視される社会。 
 

 

6 



 情報化時代がますます進み、あまりにも多くの情報が
氾濫すると、人々はその中から必要な情報を自分で
選択し、評価し判断しなければならないが、実際それ
らを適切に行うのは不可能に近くなって来ている（将
来ますます不可能になる）。 

 多くの素のままの情報が氾濫するよりも、「判断に必
要な情報の選別・評価・効果的な組み合わせを適切
にした上で判断材料として提供する」ことがサービス、
もしくは情報発信側の義務として重要になってくる。 

 ⇒その過程と結果を保証することが必要になり、人々
がそれを強く要求する社会。 

7 

 保証業務が社会の隅々に浸透する 
 人々にとっては、自己責任による選択を安全・安心に
行う手段として（自己責任を問うなら保証業務はそも
そも全ての情報について必須のものであるはず） 

 情報発信元や行為者にとっては、コンプライアンスを
全うし信頼性を得る手段として（コンプライアンスは自
己宣言すればよいものではなく、第三者の保証の形
で宣言されるべきもの） 

 情報や情報発信に関わる仕組み、意思決定や行為そ
のもの、あるいはデュー・プロセスなどについては、そ
れが保証されていることが必要条件であり義務である
という社会的認識が当然となっている社会。 

8 



 文化、宗教、言語、国家体制が大きく相違する多数の
国家が共生し発展を目指すための共同体が形成され、
共同体の市場監督体制が実施する政策が構成国の
ローカル市場や政策に多くの影響を及ぼす社会 
 

 ⇒共同体における利害調整（共同体⇔構成国または
構成国同士）が重要になり、そのような利害調整機能
の一環として、保証業務を通じて市場の番人たる役割
を果たすことができる 
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 １．幸福・安全・安心な生活を送ることが最も大切とさ
れる社会 

 ２．非財務情報の価値、重要性が増している社会 
 ３．情報の評価が重要になっている社会 
 ４．情報・行為について自主的に保証を受け
ることが当然となっている社会 

 ５．国際的には、アジア圏の経済関係がより緊密にな
り、経済共同体を形成している社会 

10 



 何故、全ての情報の（非財務情報も含む）保証業務を
公認会計士がするのがふさわしいのか？ 

 ⇒財務情報以外の情報は、直接間接に財務情報の
基礎情報であり、財務情報以外の情報を同時に調査
吟味分析検討することでを財務情報を監査している。
このことから、公認会計士は、全ての情報について保
証業務を行いうる能力とノウハウを既に持っている。 

 ⇒現在の日本の公認会計士制度のコアの業務は保
証業務である。保証業務に必要な能力とノウハウだ
けでなく、独立性、倫理性を備え公正中立の立場から
利害調整としての保証業務を行える適格性を有して
いるのは公認会計士だけである。 
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 対象主題情報によるタイプ分け 
 

 Ⅰ．総合型情報 
       財務情報＋非財務情報 
 Ⅱ．非財務情報のみ 
 Ⅲ．財務情報の発展型 
       財務・非財務情報だけでなく将来予測情報なども 
       あわせて総合的に評価した情報 

12 



    （例） 
 事業体（公的部門、営利・非営利の事業体）が、社会
の多様な価値観に応えるために、財務・非財務の評
価指標を用いて総合的な社会への貢献度を開示する
場合の情報 

 補助金・寄付金・義捐金・政治資金等について、使途
の合目的性・効率性・有効性が納税者・寄付者・拠出
者の要望レベル以上であるかどうか評価した情報 
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    （例） 
 あらゆる業界や事業体の自主規制の仕組みと運用状
況の保証、及びそこから発信される情報の保証 

 組織や人の集まりにおける、意思決定や行為そのも
の、デュー・プロセスなどの合規性や妥当性の保証 

 Web上の情報の信頼性 
    発信者の信頼性、情報そのものの信頼性の付与 

14 



    （例）公的部門や民間で 
 政策決定・実施プロセスに関わる事前・事後の情報 
 ＯＤＡの資金使途・貢献度評価・効率性評価について、 
   計画段階（事前予測情報）と実績の情報 
 原子力発電所にかかる開示情報（リスク予測情報） 
 商業施設や福祉施設の建設計画時の将来収支計画、
地域への貢献度予測情報（暮らしやすさ（利便性・福
祉度向上）・雇用促進・その他経済効果）など 

 大規模マンションの管理組合による住環境維持・修繕
計画、資金計画等 

 15 

社会へ向けた事業体報告書の提案 
大西雄介 

16 



 「未来の報告書」 
 財務情報・非財務情報のさらなる充実 
 現在の財務書類とは別に自主的に社会に向けて自ら
の社会貢献度を開示するための報告書 

 未来の報告書に対する保証の仕組み 
 未来の報告書のあり方=報告書格付モデルの提案 
 20年後の公認会計士の役割 
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財務情報   
非財務情報 

 
 沿革 
 事業の内容 
 従業員の状況 
 対処すべき課題 
 事業等のリスク 
 設備投資等の概要 
 株式等の状況 
 コーポレートガバナンス
の状況等 
 

 連結財務諸表 
 財務諸表 
 注記 
 等 
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社会の成熟化 

 地球環境保全意識 
 社会貢献 
 幸福度の追求 

 

多様な価値観 

情報ニーズの多様化 

新たな報告書が必要 

•中間所得層の拡大 
•国際的協働 
•情報化社会の進展 

CSR情報として開示 

19 

社会の成熟化 

 地球環境保全意識 
 社会貢献 
 幸福度の追求 

 

多様な価値観 

情報ニーズの多様化 

新たな報告書が必要 

•中間所得層の拡大 
•国際的協働 
•情報化社会の進展 

 労働の国際化 
 物流の国際化 
 金融の国際化 
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社会の成熟化 

 地球環境保全意識 
 社会貢献 
 幸福度の追求 

 

多様な価値観 

情報ニーズの多様化 

新たな報告書が必要 

•中間所得層の拡大 
•国際的協働 
•情報化社会の進展 

国際化による
劇的な多様化 

21 

環境報告 

販売ネットワーク
情報 

製品情報 

雇用情報 

地域社会・グローバル社会 

22 



環境報告 

販売ネットワーク
情報 

製品情報 

雇用情報 

地域社会・グローバル社会 

広告宣伝 
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財務情報  非財務情報 

 
 沿革 
 事業の内容 
 従業員の状況 
 対処すべき課題 
 事業等のリスク 
 設備投資等の概要 
 株式等の状況 
 コーポレートガバナンスの状況等 

 

 連結財務諸表 
 財務諸表 
 注記 

有価証券報告書情報 

CSR情報 
 
 環境情報 
 従業員の福利厚生 
 倫理に配慮した製品 
 国際貢献活動状況 
 文化・芸術活動状況 
 等 
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財務情報  非財務情報 

 
 沿革 
 事業の内容 
 従業員の状況 
 対処すべき課題 
 事業等のリスク 
 設備投資等の概要 
 株式等の状況 
 コーポレートガバナンスの状況等 

 

 連結財務諸表 
 財務諸表 
 注記 

有価証券報告書情報 

CSR情報 
 
 環境情報 
 従業員の福利厚生 
 倫理に配慮した製品 
 国際貢献活動状況 
 文化・芸術活動状況 
 等 

 
 
 

関連付けられた情報 

25 

会社にとって 

従業員にとって 

消費者にとって 

経営者にとって 

近隣住人にとって 

取引先企業にとって 

投資家にとって 

26 



財務情報  非財務情報 

 
 沿革 
 事業の内容 
 従業員の状況 
 対処すべき課題 
 事業等のリスク 
 設備投資等の概要 
 株式等の状況 
 コーポレートガバナンスの状況等 

 

 連結財務諸表 
 財務諸表 
 注記 

有価証券報告書情報 

CSR情報 
 
 環境情報 
 従業員の福利厚生 
 倫理に配慮した製品 
 国際貢献活動状況 
 文化・芸術活動状況 
 等 

 
 
 

関連付けられた情報 

保証 
27 

報告書 

自主的ルール 保証 

保証 

公
認
会
計
士 
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 2004年「環境情報の提供の促進等による特定
事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に
関する法律」 

 2006年「第三次環境基本計画」 
 2007年「環境報告ガイドライン」 
 

 

 2005年「CSRマネジメント及び情報開示並び
に保証業務の考え方について」 

 2005年「財務情報等に係る保証業務の概念
的枠組み関する意見書」 

 2006年「企業価値向上に関するKPIを中心と
したCSR1非財務情報項目に関する提言」 

 2007年「CSR情報審査に関する研究報告」 
 2010年「CSR情報の比較可能性に関する考
察」 
 

環境省 

日本公認会計士協会･
企業会計審議会 

経団連 
経済同友会 

 2010年「企業行動憲章」（経団連） 
 2010年「自己評価レポート（経済同友会） 
 等 
 

 
ISO・GRI等 

 1996年「ISO14001」（環境分野） 
 1999年～「GRIガイドライン」 
 2005年「ISO22000」（食品安全） 
 2010年「ISO26000」（社会的責任） 
 等 
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 情報の増大 
 情報利用者の拡大 

 

現在の財務報告書 

新たな報告書 

複雑 

さらに
複雑 

報告書格付モデル 

専門家の利用前提 

専門家以外の利用前提 情報の評価 

30 



31 

32 



地域
貢献 

男女
平等 

国際
貢献 

生物
多様
性 

自動
車 
工学 

幅広い知識、教養、倫理 

非財務情報＞
財務情報 

地球 
温暖化 

労働 
環境 

生産 
技術 

食の安全 

リサイクル 

情報 
技術 

財務情報 

事業体報告書 
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非財務情報 
増田享弘 

34 



●現在・・・・・ 
 
食品表示の偽装 
訪問販売による高額商品の販売 
ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故 
保険金の不払い問題 
欠陥住宅問題 

等 
 
 

 

社会問題化 

35 

●現在・・・・・ 
 

 
 

 消費者 

不適切な情報 

会社 

意思決定 

自己責任 
部分的な事後救済 

36 



 平成21年9月、消費者行政を一元的に推進するため消費者
庁が設置。消費者安全法も制定。「行政のパラダイム転換」
の拠点と位置付けられた。 

 平成22年3月、消費者安全の確保に関する基本的な方針
が内閣総理大臣決定、消費者基本計画が閣議決定された。
基本方針では、「消費者事故等に関する情報の伝達体制の
整備、消費生活センター等の機能強化による、消費生活の
被害の防止・安全確保」等が定められた。これにより、「事業
者の健全な発展は消費生活にも利益をもたらし、消費者の
利益にかなうことは事業者の成長や産業の発展につなが
る」という事業者向け行政から消費者向け行政への転換が
図られた。 
 

37 

●20年後は・・・・・ 
非財務情報（財務情報の基礎情報）の保証
の重要性の高まり 
 

評価基準を設ければ、保証が可能 
 

財務情報から部分的・独立的に切り離された、
非財務情報の保証が可能 

38 



現在の監査 
  財務情報＋非財務情報 
  ⇒非財務情報の保証十分対応可能 
 
独立性 

 
 
 

 

39 

20
年後 

•保証のスペシャリスト 
•独立性 公認会計士 

•非財務情報の重要性 社会 
40 



●非財務情報の保証① 
所轄官庁の監督の補完 
業界の自主規制の仕組みと運用状況の保証 
 
●非財務情報の保証② 
企業の自主規制の仕組みと運用状況の保証 
発信される情報の保証 
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所轄官庁の監督の補完 
業界の自主規制の仕組みと運用状況の保証 
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A社 B社 C社 D社 E社 

業界
団体 

監督
官庁 

・自主規制ルール 
・標準化 
・広報活動 

・所轄官庁の監督の補完 

・業界の自主規制の仕組み 
 と運用状況の保証 

・各法令による監督 
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A社 B社 C社 D社 E社 

業界
団体 

監督
官庁 

・自主規制ルール 
・標準化 
・広報活動 

・監督項目に関する報告書の保証 

・ 自主規制ルール等の設定プロセ
ス、その妥当性 
・その他業界団体が開示する情報の
保証 
（参加企業の法令違反状況、監事・
会計監査人の設置状況、監査の状
況等） 

保
証 

非財務情報の保
証基準 

・各法令による監督 

44 



企業の自主規制の仕組みと運用状況の保証 
発信される情報の保証 
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A社 B社 C社 

D社 E社 
消費者 

パンフレッ

ト 
HP上での
開示 

営業 
勧誘 

業界団体
ガイドライ
ン 

各法令 自社基準 

・企業の自主規制の仕組
みと 運用状況の保証 

・発信される情報の保証 
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A社 B社 C社 

D社 E社 
消費者 

パンフレッ

ト 
HP上での
開示 

営業 
勧誘 

業界団体
ガイドライ
ン 

各法令 自社基準 保証 

保証 

・企業の自主規制の仕組
みと 運用状況の保証 

・発信される情報の保証 
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A社 B社 C社 D社 E社 

（社）生
命保険
協会 

金融
庁 ・生命保険商品に関する適正表示

ガイドライン 
・正しい告知を受けるための対応に
関するガイドライン   
・保険金等の支払いを適切に行うた
めの対応に関するガイドライン 
・契約概要作成ガイドライン 
・注意喚起情報作成ガイドライン 
・契約概要作成ガイドライン  
・注意喚起情報作成ガイドライン 

・保険業法による監督 

48 



 保険業法による監督の補完 
 II  保険監督上の評価項目 

II －１ 経営管理  
II －１－１ 意義 
II －１－２ 主な着眼点 
II －１－３ 監督手法・対応 

II －２ 財務の健全性  
II －２－１ 責任準備金等の積立の適切性 
II －２－２ ソルベンシー・マージン比率の適切性（早期是正措置） 
II －２－３ 早期警戒制度 
II －２－４ 生命保険会社の区分経理の明確化 
II －２－５ 商品開発に係る内部管理態勢 
II －２－６ リスク管理 

II －３ 業務の適切性 
II －３－１ コンプライアンス（法令等遵守）態勢 
II －３－２ 不祥事件等に対する監督上の対応 
II －３－３ 保険募集態勢 
II －３－４ 苦情処理態勢 
II －３－５ 顧客保護等 
（中略） 
II －３－11 適切な表示の確保 
II －３－12 事務リスク管理態勢 
II －３－13 システムリスク管理態勢 
II －３－14 業務継続体制（ＢＣＭ） 49 

 業界の自主規制の仕組みと運用状況の保証 

事業報告書 
決算報告書 

 
（例） 
ガイドラインの作成・修正プロセスの整備状況 

 
『専門委員会においてガイドライン（案）を作成の後、理事
会において承認を得ることになっている。整備状況は良
好である。』 

 
ガイドラインの作成・修正プロセスの運用状況 
 
『専門委員会においてガイドライン（案）を作成の後、理事
会において承認を得ることになっている。当期の当該プロ
セスを検討した結果、運用状況は良好である。』 
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消費者 

生命保険
パンフレッ

ト 

ディスク
ロージャー

誌 
営業ツー

ル 

業界団体
ガイドライ
ン 

保険業法 
ディスクロー
ジャー誌 
開示基準 

生命保険 
保証 

・発信される情報の保証 
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企業のメリット 
    情報の信頼性向上⇒業績への影響 
 
消費者のメリット 
    安心安全な消費活動⇒企業の選択 
 

社会全体のメリット 
    行政コストの削減 
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財務情報の発展型 
福地叔之 

53 

・市場の自立的調整のみでは調整に時間し、各市場の自立的調整が社会全体調整と必ずしもならない。 
・構造的な問題については、自立的調整では対応が困難な状況 

プロトタイプⅢ（財務情報の発展型） 

市場経済を前提とした経済の成熟化段階 構造的な問題点 

大きな政府・小さな政府問わず、政府役割は個人
の生活への影響が大きくなり重要性が増加する。 政策への関心の高まり 

・政策による調整（市場監督） 

（１）企業以外の経済主体における財務情報の拡充とその保証業務 

社会環境の変化 
＋ 

市場への調整機能（監督機能）の重要性 

個々人の価値観 

個人としての情報の必要性 
   ・政策内容 
   ・政策実行結果 

・政策情報開示の充実 

信頼しうる情報 情報に対する保証拡大 

・少子高齢化 
・労働人口の減少化 
・産業構造の変化  など 

・各市場が複雑に絡み合う状況 

54 



（２）信頼ある情報への要求の高まり 

経済成長期 

経済成熟期 

「精神的な個人価値」 
昨日より今日、今日より明日は経済成長
とともに自己を取り巻く環境は向上してい
くだろう！ 

個々人の価値観 

「市場の失敗」（問題） 
・産業構造の急変による 
 人口分布の偏向 
 地域間の格差など。 

・所得向上、インフラ整備増大、物もあふ 
 れる。 
・ヒト・モノ・カネなど資源の流通加速化。 

社会環境 

「物理的な個人価値」 
想定する範囲外で、一律的に物が満たさ
れ、利便性が高まる。 

いわゆるゼロサム的社会 
・全体所得微増、個人所得は格差大 
・ヒト・モノ・カネなど資源の流通は 
 依然加速化。 

情報への執着が低い環境下 

「市場の失敗」（問題） 
 

「物理的な個人価値」 
 個々人の多様な価値観に基づく判断 

「精神的な個人価値」 
将来に悲観的、自己責任が必要という認
識大 シビアな情報選択 

情報への執着が高い環境下 
情報に固執せず、一方的な情報の受手
であった個々人は、自己責任による情報
への固執が高まり、情報要求も高まる。 

信頼しうる情報 
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（３）政策に関する情報の拡充と公認会計士の関与 

政策＝（最終的には予算として数値化される）情報 国、地方、委託団体・・・・etc 

政策形成過程 

政策審議過程 

個々人の関心 

事前 現状開示と情報保証 

予算執行過程 

予算主義 
のもと 

【ほぼ開示及び情報保証はない】 
・自主的なものはあるが、趣旨・内容は不統一 
・eg. 地方財政健全化法に基づく監査など 
    あり 

必要な開示と情報保証 

【予算主義における情報開示と一定保証】 
・会計検査院による検査や自主監査など 
⇒予算執行の情報開示充実に関する指針 
（H22.3.31）によって開示されているが、国 
民意図を反映したものとは言いがたい。 

政策決定プロセス 
政策予算の算出する前提となる基礎情報 
 ・政策へのニーズ情報 
 ・過去類似実績情報との比較 
 ・想定される政策のリスク情報 など 

事後 
予算執行プロセス 
予算執行結果 
 ・経済性、効率性、有効性を含めた指標 
 ・重点政策ごと情報 
 ・政策継続性判断 など 

・政策形成過程における統制評価 
・政策予算の算出する前提となる基礎情報の妥当性 など 

・拡充開示された財務情報への関与 
公認会計士の関与 

求める開示内容？ 
開示主体数は適切？ 
自主・現行制度で可能？ 
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政策への関与 
＝市場監督体制への関与！ 
 

国民の総意＝必要とされる政策 
（多様な価値観の集積） 

政策形成・審議 

予算執行結果 

国
民
（地
域
住
民
） 

情
報
入
手 

事後統制 

事前統制 

（４）公・民・公認会計士の関わり方の全体像 

公認会計士による関与 

・プロセス業務への保証 

・開示すべき情報内容意見 

・開示すべき情報内容意見 

・プロセス業務への保証 
・開示情報自体への保証 
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（５）日本とアジア地域 将来像   

(500) 

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

(5.00) 0.00  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  韓国 

ASEAN 
EU 

NAFTA 
日本 

中国 

南米共同市場 

ASEAN＋３ 
国 名目GDP（兆USD） 人口（百万人） 

日本 5.07  127 

韓国 0.83  48 

中国 4.99  1,331 

ASEAN 1.83  587 

EU 16.25  502 

北米自由貿易協定 17.96  452 

南米共同市場 2.90  274 

ASEAN+3 12.72  2,093 

アジア地域間の協調的分業体制による欧米市場への攻略が主 

アジア地域内市場の拡大 

他の地域共同体の 
市場への参画 

アジア地域内所得増加 

脅威 

しかし 
20年後の将来環境に 

おいては 
アジア地域との繋がり
が強い状況にある。 
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（６）アジア地域における財務情報と保証業務 

 将来におけるアジアの地域経済共同体の形成を予想したとき、共同体レベル 
   の政策の構築が必要となる。 

 これにより、一国内の政策は共同体での政策の影響をうけることになる。 

 各国の経済レベル、文化の大きな違いの中での共同体レベル政策 

 各国のさまざまな市場におけるアジア間での利害調整 

 各国のさまざまな市場における充実した情報提供とその情報信頼性の絶対的 
   確保 

 公認会計士として、この環境下における存在意義は？ 
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（７）アジア地域での枠組み  

欧州連合 EU 

欧州理事会 
⇒一般的政治指針を策定 

EU理事会 
⇒EUの主たる決定機関 

欧州議会 
⇒EU予算承認など 

欧州連合の発展目的のため、下記機関などが存在 

欧州委員会 
⇒政策、法案の提案 
⇒EU諸規則の適用を監督 
⇒理事会決定等を執行 

欧州中央銀行 欧州会計検査院 経済社会評議会 
地域評議会など多数 

EUは、 
先進国も多く含まれる。 
宗教的信条や言語は近い（アジア比較） 
 
その中で機関設計しても 数年後の 
 
現在、叫ばれているのは市場調整とその監視機能強化 

アジア地域は、 
後進国が多く含まれる。 
宗教的信条や言語が異なる。 

アジア地域 

アジア地域全体の経済発展（社会発展）の目
的のためには、アジア全体を統率する機関設
計は必要。 

EUと違いアジアの特色を考えると市場調整機能と
その監督体制が重要（早期構築する必要がある） 

文化の相違により、情報として適切に各国へ
提供する必要あり。 

情報信頼性への保証もより重要 

公認会計士による関与 
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（８）プロトタイプⅢ まとめ  

主として 
企業情報 
への保証 

市場監督機能への関与 
（公的情報への保証） 

アジア市場監督機能への関与 
（国際的情報への保証） 

公認会計士＝利害調整者（番人） 

企業：金融市場の番人的存在 

国家の政策情報への保証を通じてさまざまな市場の番
人的存在へ 

社会からの期待を積極的に受け入れる 

社会への啓蒙 

国際的な市場監督機能への関与 
国際的な市場の番人 

公認会計士（アジアの会計士含む）＝国際的な保証業務へ
のスキルを有する。 
各国間での保証業務への共通理解がしやすい 
 
スキルをもとに先進国主導で枠組みを形成し、早期より保証
業務体制を構築する 

スキル構築 

アジア地域に対する社会的使命 
61 

奥澤 望 
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公認会計士 
による保証 利害関係者 

将来の保証業務 

・どんな人材が公認会計士となるべきか？ 
・公認会計士が備えるべき知識、スキル、価値観とは何か？ 
・業務のやり方はどのように変化するか？ 
・品質の確保をどのように行うか？ 

信頼 
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国際教育基準(IES)：国際会計士連盟加入団体が 
             遵守すべき会計士教育の基準 

資格取得のための試験(IES6) 
資格取得のための最終的な評価 

参加要件(IES1) 
教育と実務経験を始めるにあたっ

て必要とされる要件 

教育要件(IES2,3,4) 
専門家としての、知識、ス
キル、価値観と倫理 

実務要件(IES5) 
専門家として 

習得すべき実務経験 

資格取得後の継続的研修(IES7) 
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＜イギリス・フランス型＞ ＜日本・ドイツ型＞ 

公認会計士 
（勅許会計士） 公認会計士 

（経済監査士） 
 

・監査資格 

開業資格 監査資格 

参加要件 教育要件 
実務要件 資格試験 

参加要件 教育要件 
実務要件 資格試験 

実務経験 
試験 

公認会計士＝監査資格？ 監査資格(IES8) 
65 

監査法人 

41.1% 

32.6% 

14.3% 
12.0% 

大手監査法人の人員構成 

公認会計士 
試験合格者 
専門員 
その他 

無資格者の利用 専門家との協力 

保証対象の
多様化 

保証業務の 
拡大 
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保証業務 

職業倫理 独立性 専門性 

要件 総合的情報 非財務情報 財務＋α 

参加要件 ・社会、経済、法律等
の一般常識 

・社会、経済、法律等の一
般常識 

・国際社会、経済、法律等
の一般常識 
・語学力 

知識 
・財務、経済、労務、法
律の専門知識 
・企業経営、情報開示 

・業界についての専門知識 
・業界に関する規制、法律 

・財務、国際経済、国際法 
・国家政策、国家財政 

スキル 
・監査スキル 
・無資格者利用のため
のリーダーシップ 

・多様化する保証対象への
保証技術 
・専門家とのコミュニケー
ションスキル 

・国際コミュニケーションス
キル 

価値観 
倫理 

・一般社会における問
題意識 

・一般社会における問題意
識 

・国際社会における問題意
識 
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実践的で高度な人格の公認会計士 

コミュニ
ケーション 倫理観 

幅広い 
知識 

常識力 

高度な 
専門知識 

専門性のある公認会計士 
保証 
スキル 

＋ 

能力及び社会からの信頼性を 
担保できる制度設計 
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参加要件 

教育機構での研修 
（教育・実務） 

資格試験 

就職 

公認会計士試験 

就職 
（実務要件） 

修了試験 

現在の制度 将来の制度 

実務補習所 
（教育要件） 

選抜試験 

公
認
会
計
士
の
能
力
・
信
頼
性
を
担
保 

試験合格者で 
保証業務できる？ 
企業に役立つ？ 

選
抜
さ
れ
た
人
間
は
す
べ
て
教
育
機
構
で
受
入
れ
る 
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項目 内容 
参加要件 ・大学卒業又は同レベルの試験合格 

・TOEIC＊＊点以上等の語学力のハードル 

選抜試験 ・財務、監査、法律、経営等の記述式試験（専門家としての知識） 

教育機構での３年間の
研修 
※選抜試験合格者全員が
機構に所属する 

・選抜試験の合格者は全員公認会計士教育機構に所属し、３年間のカリキュラム
に従事する。 
・教育機構は、国、企業、会計士協会、監査法人の費用負担により運営される。 
・１年目は実務補習所において、専門知識、スキル、価値観倫理等について実践的
な研修に従事する。 
・２年目は民間企業や公的機関において、実際の経理実務等に従事し、実務従事
し、実務を通しての研修を行う。 
・３年目は監査法人において監査実務に従事し、実務を通しての研修を行う 

資格試験 ・記述式の試験に加え、コミュニケーション能力を試す口述式試験の実施 
・価値観倫理を確かめるための研究論文の提出 

就職 
・試験合格後に、監査法人、民間企業、国家公務員への就職を行う 
・３年間の実務を含めた研修を得ているため、様々な業界での即戦力となるととも
に、監査法人以外での業務経験があるため、会計士も就職先を考えて選択できる。 

継続的研修 ・様々な分野での活躍のために、多種多様な専門知識習得のための講座が必要 
・特定の分野の保証については、受講が必須の講座や試験等を設ける 
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公認会計士教育機構 

選抜 
試験 

補習所 
 

・座学にて実
践的な研修を

実施 

民間企業 
 

・経理実務等
の経験 

監査法人 
 

・監査実務の
経験 

３年目 最終 
試験 

１年目 ２年目 

出
向 

通
学 

出
向 

受験者のメリット 
・進路の安定 
・就職先の選択 

企業・監査法人のメリット 
・採用、育成コスト 
・能力の担保 
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 「情報あるところに保証業務あり」 
  「行為あるところに保証業務あり」 
 「保証業務の総合ディレクター」になる 
社会の善き価値観を創造する 
   「オピニオンリーダー」 
     ＝ 『価値観と情報価値の創造者』 
  となって意見を発信し保証業務を社会の
隅々に浸透させる 
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 財務情報の単独での機能、有用性に限界がある。非
財務情報などすべての情報に注目すべきである 

 あらゆる情報には、発信者が責任を持って公認会計
士の保証をつけなければならない 
さらに、 
 情報だけでなく、ある意思決定や行為そのもの、
デュー・プロセスの合規性や妥当性について、影響を
受ける人々が説明を求める時、そこに保証の必要性
が生じている。 

 ⇒「お金が集まり・出入りするところ」から「人々が集ま
り・出入りするところ」に保証業務の場が広がっていく 
 73 

 あらゆる業界や事業での法的規制又は自主規制に
信頼性を付与する総合的な情報・行為の保証の仕組
みを公認会計士がディレクト（企画・立案・コーディ
ネート・導入指導）する 

 決して、財務情報のみの保証業務の下請け業者に
なってはいけない 
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 公認会計士協会が社会の価値観をリードするため、
意見を発信する。そのための研究機関を創設する
（公認会計士が主体となって研究する） 

 「オピニオンリーダー」「価値観の創造者」たるにふさ
わしい自分たち自身の能力要件・教育・見識養成の
充実をはかる 
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・加藤達也本部常務理事からのアドバイス 
 
 
・近畿会小川泰彦会長からのコメント 
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