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制度業務等中堅・若手会計士委員会は、公認会計士業界の将来について、中堅、若
手会計士が集まり、熱い議論を交わす委員会です。
委員会の主な活動としては、

１．会計士業界の将来発展や若手の意識改革、制度改革や業務改革を目的とした、若
手独自の企画・運営によるセミナーや研究活動
２．上記活動を通じて行う業界を担う人材の育成
３．大阪弁護士会との定期的な交流（創士の会）
などを行っています。

委員の資格要件は、
１．40歳までの会員・準会員
２．公認会計士登録後15年目までの会員・準会員

ということですが、本日発表します委員長、副委員長は、若干この要件を超えている者
もおります。
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発表者は、
委員長の柴原啓司（しばはらけいじ） あずさ監査法人に所属しております。
副委員長の富田真史（とみたまさふみ） あらた監査法人
副委員長の川喜多由博 （かわきたよしひろ） あずさ監査法人
副委員長の奥澤望（おくざわのぞむ） 仰星監査法人
の4名でございます。

公認会計士の業務拡大という非常に興味深い議論となっておりますが、特に予備知識
等が必要な分野ではありませんので、若手の自由な発想にお付き合いいただければ
幸いです。
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【問題意識】
私（柴原）が公認会計士試験2次試験に合格し、監査法人に入所した当時は、監査業

務とアドバイザリー業務の垣根はそれほど高くなく、監査クライアントに対して監査報酬
の範囲内で業務監査のようなサービスを提供したり、監査チームとアドバイザリー事業
部が共同で業務提供するなど、アドバイザリー業務に携わる機会が多くありました。

しかし、米国や我が国において企業不祥事が相次ぎ、監査人の独立性や品質管理レ
ビューが強化されました。また、J-SOX制度や四半期レビューが導入されたことも相まっ

て、監査時間の増加と監査手続の高度化が進み、アドバイザリー業務についても専門
化が進みました。

この結果、監査法人に就職しても複数の会社を担当する機会が減り、監査手続のマ
ニュアル化が進んだことで、従来よりも問題発見能力や改善提案力が低下しているの
ではないかという懸念があります。

これに加えて、公認会計士試験の受験者数が減少するという事態が発生し、今後、公
認会計士業界の将来を担っていく若手にとって、これまでのような業務拡大は困難で
はないかという懸念があります。

我々は、この点に関し、社会の公認会計士に対する認知度やニーズに関する先行研
究について考察を深めるとともに、公認会計士協会の各地域会に寄せられた推薦依
頼の分析等を通じて、公認会計士業界の業務発展について何らかの提案ができるの
ではないかという問題意識に立ち、本日発表させていただきます。
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公認会計士試験の出願者数をグラフにしたものです。
新試験制度が導入されたのち、出願者数は年々増加しましたが、平成22年度の
25,147人をピークに大きく減少しています。

これは、平成21年頃からの監査法人の採用減少に伴う公認会計士試験合格者の未就

職問題が発生し、受験生の公認会計士試験離れが発生したことが原因と考えられま
す。
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最終合格者も平成20年の3,024人をピークに大きく減少しています。平成25年には、新
試験制度が導入される以前と同水準の1,149人まで減少しています。
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合格率を見てみましょう。ピーク時の平成20年では15.3％あった合格率が平成23年に
は6.4％まで下落しています。ただし、その後、公認会計士試験離れを解消する必要か
ら合格率を回復する動きがあり、平成25年には8.8％まで上昇しています。
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公認会計士試験合格者の未就職問題は、監査法人の採用減に端を発していますが、
監査法人の経営に大きく影響を与えている監査報酬について、興味深い研究がありま
す。

監査人・監査報酬問題研究会の「我が国 監査報酬の実態と課題」です。日本公認会
計士協会出版局から出ていますので、ご存知の方も多いと思いますが、つい先日、会
計・監査ジャーナルにそのアップデートがされていましたので、本テーマに関係のある
論点について、抜粋してご説明させていただきます。
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我が国の監査報酬について、7年間の推移を見てみますと、J-SOX・四半期レビュー制
度が導入された2008年度において、平均値、中央値ともに大きく増加しています。2009
年度は、3月決算以外の会社による影響もあり、増加していますが、その後の年度は
継続して減少傾向にあります（中央値は年間1百万円ずつ下落）。
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「我が国 監査報酬の実態と課題」においては、監査報酬の分析に加えて、興味深い
アンケートを行われています。監査事務所、上場企業双方に関して、監査報酬につい
てどのように考えているかについて、調査を行っています。
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現在の監査報酬について、監査事務所はやや低いか、どちらとも言えないと答えた割
合が最も多いのに対して、上場会社は、やや高いと答えた割合が最も多い結果となり
ました。
ある程度予想されたとはいえ、非常にショッキングな結果だと思います。

また、現在の監査報酬がやや高いと答えた上場会社について、その理由を質問したと
ころ、約半数が「仕事の内容・量に比べて、高いと考えられるから」という理由を選択し
ました。
これは、J-SOX・四半期レビュー導入以降、現場に往査する人員に占めるスタッフの割

合が増加したため、上場会社の経理部門や事業部門の担当者にとって十分な監査
サービスを受けられていないと受け取られていることが伺えます。
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一方、監査報酬が低いと答えた監査事務所、上場会社に対し、「日本の監査報酬が低
い理由」について尋ねたところ、監査事務所の39.5％、上場会社の26.5％が監査事務
所同士の値下げ競争が原因と答えました。

また、全監査事務所、全上場会社に対し、監査事務所同士の顧客獲得競争の影響に
ついて質問したところ、非常に影響を及ぼしている、やや影響を及ぼしているとする回
答が、高い割合を示しました。
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監査人が交代した場合において、監査報酬はどのように変化したのでしょうか。
J-SOX・四半期レビュー導入後の2009年度、2010年度について、監査人の交代と監査
報酬の関係を見てみましょう。

2009年度は上場企業3,616社のうち、29.48％の1,028社において監査報酬が減少して
いました。そのうち監査人が交代したのは162社ですが、大手から中小に交代した87社
において7.17％の減少が見られます。

2010年度は上場会社3,543社のうち実に44.53％の1,531社において監査報酬が減少し
ました。そのうち監査報酬が減少したのは121社ですが、大手から大手に交代した21社
で監査報酬が18.59％下落し、大手から中小に交代した43社で監査報酬が23.55％下
落しています。

大手から中小への変更では、品質管理コストなど、固定費の割合が減少することか
ら、下落する要因についてある程度理解できますが、大手から大手への変更では、監
査人交代に伴う引継ぎコスト等も加味する必要があるにもかかわらず、監査報酬が増
加せずに減少しているということは、顧客獲得のための値引合戦が行われたと考える
ことができます。
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一方、アメリカの監査報酬を見てみましょう。
リーマンショックの影響により、2008年、2009年にかけて監査報酬の減少傾向がありま
したが、2010年度に中国企業のSEC上場企業数が増加し、監査報酬も大きく増加して
います。その後は、PCAOBの監督強化による監査厳格化等の影響もあり、監査報酬は
増加傾向にあります。

日本と異なり、当局による監査厳格化の流れが監査報酬に反映されやすいお国柄で
あることが見て取れます。
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次に、非監査業務についてみてみます。

日本においては、非監査報酬の開示を行っている会社が、全上場会社の5分の1に過
ぎません。また、非監査業務の内容についても、2009年以降、IFRSアドバイザリー業務
が増加傾向にありましたが（2009年101件、2010年270件、2011年434件）、202年度は
184件まで減少しており、今後も非監査業務の大きな伸びは期待できないのではない
かと懸念されます。

一方、アメリカにおいては、全上場企業のほとんどが非監査業務を開示しており、1社
当たりの非監査報酬も、日本の17.26％よりも高い31.65％となっています。
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それでは、ここまでお話ししてきた内容から、今後の議論につなげるための問題意識を
再確認しておきたいと思います。

監査報酬について、監査事務所側の認識と上場企業側の認識には残念ながら大きな
隔たりがあります。本来であれば監査環境の厳格化や品質管理水準の向上によって
監査コストが増加している点について企業への理解を求めるべきところ、顧客獲得競
争により監査報酬の値下げ競争が行われています。

また、エンゲージメントごとの採算を重視するために、現場への往査はスタッフの割合
が多くなり、結果として監査事務所自らが監査のコモディティー化を推し進めている結
果に陥っています。

監査人の交代において、本来であれば十分な引継ぎを行い、追加コストをクライアント
に請求すべきところ、大手から大手への交代ですら、監査報酬が大きく減少している傾
向が見て取れます。

アメリカにおいて、非監査報酬が伸びている要因として、独立性の厳格化がひと段落
し、監査クライアントに対してもアドバイザリー業務を提供しやすい環境が整ったことが
考えられますが、日本においては、非監査業務を提供している企業数自体が少なく、1
社当たりの報酬金額もアメリカに比べて少ないことが分かりました。
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次に先行研究に関するリサーチ結果について、ご報告差し上げます。

私たち制度業務等中堅若手会計士委員会が活動を始めた昨年秋頃に、経営財務で
公認会計士の業務に関してアンケート調査をされた興味深い記事がありました。これ
について内容を詳しく見ていく事で、今後の研究のきっかけになるのではないか、とい
う事で検討をスタートしました。
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『週刊経営財務』3132号に掲載の記事になります。この調査を行われた「公認会計士

業務の社会的認知に関する研究会」の参加者の方は、青山学院大学大学院 町田祥
弘教授、青山学院大学院 多賀谷充教授、関西大学大学院 松本祥尚教授、関西大
学大学院 中村繁隆准教授の4人の先生方です。

記事によれば、研究会の調査は次の様に行われました。
・調査対象
①2013年8月1日現在の全上場企業3,551社の財務担当者責任者（CFO）、及び
②未上場企業（非大会社）3,065社の経営者
・調査方法
郵送による質問票の送付とFaxによる回答
・調査期間
2013年8月19日から9月20日の約1か月間
・回答率
上場企業：313件（8.8％）、未上場企業：255（8.3％）
・調査内容
選択回答および自由記入欄で構成。参照した記事では、表1「決算書の信頼性水準に
ついて」、表2「税務申告書が適正に作成される可能性」、表3「公認会計士に任せられ
る業務」として選択回答の結果がまとめられています。
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まず、先行調査においてまとめられた「表1 決算書の信頼性の水準」「表2 税務申告
が適正に作成される可能性」についてご紹介です。

この表1および表2は以下のような質問について、回答者の方が思う「水準」に丸をつけ
てもらい、それを集計したものになります。

問1：経営者が作成した決算書が企業内のチェックだけで公表された場合、あなたが考
えるその決算書の信頼性の水準に○を付けてください。
0％、10％、20％、30％、40％、50％、60％、70％、80％、90％
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（研究会のコメント）
そもそも専門家の関与・監査が無くても2/3～7割程度の信頼性がある、というような回
答結果になっています。そのため、「自己評価が高い」というような評価をされています。
CPAの作成関与によってFSの信頼性は上場企業で約16％、非上場で約22％向上して
いますが、監査ではさらに上場企業で約6％、非上場企業で2％となっています。この

点については、監査を行う事による向上は比較的少ないのではないか、というコメント
がされていました。
税務申告書の信頼性水準については、上場企業も非上場企業も1％程度しか違わな
い（やや会計士の場合の方が低い）ですが、この点についてはCPAが税務業務に関し
ても一定の信頼性がある証拠だと捉えられています。：

（委員会コメント）
監査に関する信頼性水準の差異は10％（会計士：90％、会計士以外80％）ありますが、
監査で信頼性が上乗せされるのは、会計士で20％、会計士以外で10％ということで、
会計士以外の専門家の関与は作成関与と監査で大きく差がありません。
CFOや経営者の自己評価が高い、と言われているが、CFOや経営者は決算書がチェッ
クされ、修正されている事実を知らないのではないか、という懸念がある。
監査による信頼性の向上があまり高くない理由については、CFOや経営者が事後的な

チェックよりも、作成を一緒にした方が効果があると思っているのではないかという懸
念が考えられます。

また税務申告書の信頼性水準の調査については、「たとえば税理士等」という質問で
はなく、「税理士」と特定して調査した場合に、もう少し違った数値になった可能性も否
定はできないと考えます。
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次に紹介するのは、「表３ 公認会計士に任せる事ができると考えられる業務につい
て」です。これは表中に記載される各々の業務について、公認会計士に任せることが
出来るかどうか、複数回答で尋ねた結果が集約されたものです。また、経営財務には
回答数も掲載されていますが、こちらの表からは割愛しています。
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研究会のコメントはスライドに記載の通りです。

当委員会では、どのような業務に強みがあると認知されているのか、公認会計士の提
供できる業務のうち、どのような業務が提供可能と認知されていないのか、という点を、
こちらの回答に関してより深堀することで考察していくこととしました。

その結果については次のスライド以降でご紹介いたします。
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単純に集計された表3をそのまま分析するのではなく、類型化することで、より詳細に
分析を行ないました。

具体的には以下の通りです。

• 提供される業務の特性を公認会計士の機能にあわせ「批判的機能」と「指導的機
能」、「作成補助」に分類

• 提供される業務がどのような分野に関わる業務であるか、「経営」「税務」「会計」
「その他」に分類

• 回答結果の高いものから、「公認会計士に任せられると考えられている業務（60％
以上が任せられると回答）」、「どちらかというと任せても良いと考えている業務
（30％以上、60％未満）」、「会計士に任せられるかどうかわからない、もしくは会計
士が行える業務という認知が低いと考えられる業務（30％未満）」の3つに区分
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こちらのスライドに入っているものはいずれも「任せられると考えられている」もしくは
「どちらかというと任せても良いと考えられている」業務です。
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こちらのスライドにあげられている項目はいずれも「任せられるかどうか良くわからな
い」もしくは「そもそも認知されていない」業務になります。

この表から分かる事は次の点です。

批判機能で「任せられない」にはいっているものには、批判機能に合わせて指導機能
の要素が含まれているものがあると考えられます。 そのため、「不正の発見」や「財務
システムのチェック」といった項目が、非上場企業で「任せても良い業務」と考えられて
いるのは、指導機能がより期待されているという意味かもしれません。

上場企業では「指導機能」に関する項目について、「会計」分野の二つだけが「任せて
も良い（30%以上の回答）」になっています。これは監査人の独立性の問題等が誤解さ

れ、本来提供可能な業務についても、「提供してもらえない＝任せられない」と考えられ
ているのかもしれないという点が懸念されます。
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この先行研究のレビューからは、こちらのスライドに記載の通り、指導機能について理
解が得られていないこと、会計以外の分野に関する批判機能の認知が十分ではない
こと、加えて調査対象のCFOや経営者の方が直接関与されていない分野については、

私たちが提供可能なものでも認知を得られていないと思われること、といった問題点に
気づかされます。

このレビューを通じた私たち委員会の今後の展望ですが、先行調査の対象は財務担
当役員/経営者でしたが、今後、制度等中堅・若手会計士委員会として、調査対象をよ

り広く取って、公認会計士の業務について、社会がどのように認知しているのか、どの
ような期待をもっているのか、という点について調査・分析を行っていければと考えてい
ます。

特に、財務諸表作成者（経理部長レベル）や財務諸表利用者（機関投資家・アナリスト
等）といった立場の異なる関係者を対象とすることで、各々の立場の違いによる、認知
や期待にどのような相違があるか等を分析する事は有意義かもしれません。

また、調査を通じて、社会における、われわれ公認会計士の業務に関する認知ギャッ
プ・期待ギャップにどのようなものがあるのかを明確化することで、われわれ公認会計
士業界にとっての将来の課題を探っていくことができないか、引き続き検討をしてきた
いと考えています。
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発表内容選定時に定量的・統計的な発表を行いたいと考えました。そこで、個人として
ではなく、近畿会の委員会としての活動メリットを利用し、会計士協会のデータを用い
た分析を行うことにいたしました。

各地域会の方から、推薦年月と推薦タイトルのデータをご提供いただき分析をいたしま
した。
各地域会の皆様、ご協力ありがとうございました。
金額等のデータは入手しておりません。

分析途中の部分があることと、手集計の部分について集計誤りがあるかもしれません
が、中間報告として発表させていただきます。

各地域会にはデータを提供いただいたフィードバックとして、別途、成果物を送付させ
ていただく予定にしております。
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平成20年度～平成24年度の５年間累計の地域別の依頼内容件数のグラフです。
会員数の違いがありますので、東京会、次いで近畿会の件数が多くなっています。
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１のスライドのグラフでは会員数規模の違いをわかりにくいですので、２のスライドで
は、１の５年累計依頼件数を会員数で割った数値を示しています。
地域会によって、会員数当たりの依頼件数に差があることがわかりました。
沖縄会、東北会、北海道会が比較的依頼件数が多いことが示されています。
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地域会別に依頼内容の割合を示したグラフです。
どの地域会も、「委員」の割合が多いことがわかりました。
一方、「調停・調査委員」は地域会により偏りがあることがわかりました。
「その他」の割合も多いことから、今後、「その他」の共通点を分析する予定です。
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地域会別に推薦先の割合を示したグラフです。

どの地域会も「地方公共団体」への推薦割合が多く、「一般事業会社」への推薦割合が
低いことがわかりました。
これは、会員業務の推薦依頼の仕方が、必ずしも地域会HPにて明示されていないた
め、「一般事業会社」の方が、依頼方法をご存じない可能性があると推察します。

「裁判所」や「独立行政法人」の推薦割合は地域会により差がありました。

北海道会で「裁判所」の推薦割合が多いことは、スライド３内容別で「調停・調査委員」
が多かったためです。
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分析結果のまとめはスライドのとおりですが、「裁判所」や「独立行政法人」との割合に
地域差があるのは、会員業務部だけではなく、研修その他での継続的な交流の有無
にも影響があるのではないかと推察しました。
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我々発表者が所属している近畿会について、平成20年度前の資料も閲覧できました
ので、分析を実施しました。
平成20年前のデータも提供いただいた他の地域会もございましたが、前半の分析では
地域差を分析するために、５年分で分析しておりました。
詳細分析の報告は近畿会分だけとさせていただきます。
古い資料は、紙やPDFから転記した部分もございます。
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１と２のスライドでは、平成5年度～平成12年度の７年間と、平成17年度～平成24年度
の７年間での依頼内容の比較を行いました。
平成5年度～平成12年度の７年間は、「その他」の割合が最も高くなっていました。「そ
の他」には、例えば、株価鑑定やセミナー講師が含まれています。
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平成17年度～平成24年度の７年間は、「委員」の割合が最も高くなっています。
平成5年度～平成12年度の７年間と比較すると、「委員」と「包括外部監査人」の割合・
件数が急増していることがわかりました。
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平成5年度～平成12年度の７年間と、平成17年度～平成24年度の７年間とで、依頼内
容に変化が見られましたので、年度別のグラフも作成しました。
なお、平成13年度～平成16年度は表示しておりませんが、０件という意味ではござい
ません。

近年増加している、「包括外部監査人」と「委員」について、「包括外部監査人」の依頼
件数は概ね一定でしたが、「委員」の依頼件数は平成21年度から急増していることが
わかりました。
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近年増加していることがわかった「委員」について、スライド記載の３種類とその他の計
４種類に分類しました。

その結果、指定管理者選定委員会の委員のような「選定」に関する委員の割合が多い
ことが分かりました。
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スライド４の区分について、年度別にグラフ化しています。
平成21年度から「選定」について増加していることがわかりました。

これには大阪市の「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」において「申
請団体の事業経営の安定性や経営状況、収支計画等の妥当性などについて確認す
るため、公認会計士等の意見を必要とする場合は、日本公認会計士協会近畿会につ
いては契約管財局から推薦依頼を行い、推薦結果を所属へ通知する」となっているこ
とや大阪府の「大阪府における指定管理者制度の導入及び運用について」において、
外部有識者５名（弁護士、公認会計士、経済界から１名、各施設の機能を踏まえた専
門家２名）となっていることと関係があるのではないかと推察しました。
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近畿会の推薦先を年度別にグラフ化したものです。

平成5年度から平成10年度は裁判所への推薦が多いことが分かりました。これは、現

在でも推薦している株価鑑定に加えて、会社更生事件調査や検査役の推薦を行って
いたためでした。
推薦先の「その他」には大学、弁護士、社団法人、財団法人等がありました。
推薦先の「一般事業会社」はスライドの14年度間で８件と件数が少ないですが、今後
の参考に内訳を発表します。

会計指導４件、会計税務指導１件、アドバイザリー・コンサルティング２件、社外監査役
１件でした。

推薦先の「地方公共団体」６７件のうち、約８割が大阪府・大阪市への推薦でした。他
の２割は大阪府大阪市以外の８つの県・市であり、過去１件も推薦実績がない市も複
数あると考えられます。
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「委員」について、近畿会の詳細分析と同様の分析を、他地域会分についても実施予
定です。

また、「その他」について、件数が多い「株価鑑定」や「セミナー講師」を分類するなどの
追加分析も実施予定です。
これらの追加分析を反映した成果物を、各地域会に送付させていただく予定です。

今回の分析にご協力いただきありがとうございました。

今後も、会計士協会本部や各地域会の今後の活動に役立つ、統計資料作成に取り組
んでいきたいと考えております。
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これまで、公認会計士の業務に関する先行研究のリサーチでは、ＣＦＯや経営者をは
じめとした財務諸表作成者から見た公認会計士の能力と期待について、

各地域会に寄せられた推薦依頼の分析では、主に地方自治体をはじめとするパブリッ
クセクターから見た公認会計士の能力と期待について考察してきました。

ここでは、会計や監査の分野において活躍されている大学教授の方々が公認会計士
の能力をどう見ているか、また、今後公認会計士の役割をどう考えているかについて
分析し、今後の業務拡大の可能性について考察してみたいと考えております。
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今回検討素材としたのは、近畿Ｃ．Ｐ．Ａ．ニュースで2013年２月号から隔月で連載され
ている特集 「大学教授に聞く」シリーズです。

大学教授の研究分野についての内容と公認会計士の役割や期待等についてインタ
ビューしている記事となっております。

この中で、学者の方々が、客観的な立場から公認会計士の能力と役割、業務拡大の
可能性について述べられている箇所を
抜粋して説明していきたいと思います。

なお、資料の中で「」書きで記載している箇所については、記事に記載されている内容
をそのまま記載している個所であります。
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砂川教授はコーポレートファイナンスを専門に研究されており、記事の中では経営にお
ける意思決定とコーポレートファイナンスの重要性について強調されていました。

その中の、コーポレートファイナンスの中で、公認会計士に期待するところはとの質問
の箇所に以下のように記載されていました。

「公認会計士はビジネスとファイナンスの両方を知っていらっしゃるので、例えば企業
が設備投資をするときに、予想した将来売上高が妥当なものかどうか、投資家と経営
者の情報ギャップを埋める役割を期待しています。つまり、この前提であれば、永続性
には問題がないというところをしっかりとみていただけるとありがたいです。」
また、

「公認会計士の先生方には、ぜひ企業経営者に投資家や資本市場の知識を教示して
いただきたいと思います。」
ともおっしゃられていました。

公認会計士の能力というのは、会計に詳しいだけでなくビジネスについても、多くの会
社を見てきているため詳しい。

このため、その知識と能力を経営者に教示することにより、日本企業の成長に役立て
てほしいとのご意見でした。

このような背景には、現状の監査において更なる指導機能の発揮やコンサルティング
業務の拡大のニーズがあるのではないでしょうか。
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内藤教授は監査・保証業務を中心に研究されており、記事の中では保証業務の概念
等について詳しく説明されていました。

その記事の中で、今後の会計士業界のあり方についての中で以下のように記載され
ています。
この中でとくに強調されていたのは、資料に記載しているように、

世の中には、監査といってもいろいろな場面で使われており、何でも適当に監査と言っ
ている場合もありますが、

やはり、公認会計士が実施している財務諸表監査の質の高さは飛びぬけており、これ
を核として業務領域を広げるべきであるということです。

また、実際に監査や保証業務の対象を拡大することに対しては次のように記載されて
います。

「あやふやな情報に対して信頼性なんて保証できないのだから、責任問題が発生した
ら、ブランドに傷が付くからやめておこうというのではなく、そこに果敢に挑戦していく、
結局、それは経済社会の様々な情報だとか、システムだとか、行為の保証者としての
公認会計士のステータスを高めていくことにつながると思っています。」

つまり、現在は、財務情報に対し、一般に公正妥当な会計基準に準拠しているとの保
証業務を実施していますが、

情報が多様化する今後においては非財務情報やそれ以外の様々な情報に対しても保
証のニーズがあり、

それに対して果敢に挑んでいくのが、公認会計士業界として必要であると述べられて
います。
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松本教授は監査や公認会計士制度について研究をなされており、記事の中では公認
会計士制度や監査人の独立性と指導的機能等について述べられておりました。

その中の公認会計士協会に対してのメッセージという箇所で、業界拡大に向けて以下
のように述べられていました。「後進のためにもっと職域を広げて、パイを大きくできる
ような基準づくりの場に積極的に出ていくとか、税理士会連合会が三井住友銀行と組
んでやっている一種の保証業務のように、サービス提供範囲をもっと積極的に宣伝す
るとかをやられても良いのではないかと思います。」

現在の公認会計士協会は、法定監査に関しての基準が主であり、任意監査に関して
の基準作りが行われていない。業務拡大のためには、会員のために基準作りをして、
会員が様々な保証業務を提供できるようにする必要があると述べておられます。また、
この中で出てきている、税理士連合会が実施している一種の保証業務についてです
が、これは、「中小企業の会計に関する指針」についての３枚程度のチェックリストを用
いて税理士が指針への準拠性を確認し、サインすることにより銀行から優遇利率で融
資を受けることができるというものです。

また、会計士業界のイメージアップにはどうしたらいいかとの話の中で次のように述べ
られています。

「監査が重要であることに議論の余地はありませんが、コンサルティングの分野（税務
も会計もシステムも含んでいますが）での活躍や保証業務といった新しい領域への展
開が、一般の人達に対するアピール度が大きいと思います。」

これは、海外でのアカウンティングファームは活躍フィールドが広いから就職人気が高
いことを述べており、例として、アカデミー賞における信頼性確保をアカウンティング
ファームが行っていることが記載されています。

活躍のフィールドを拡げることは、会計士業界に優れた人材が集まることにつながる。
つまり、業界の活性化のためには、フィールドの拡大が重要であると述べられていま
す。
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林教授は監査論を中心に研究をされており、記事の中ではゴーイングコンサーンや不
正リスク対応基準、監査報酬等について意見をかわされていました。
その記事の中で、今後の公認会計士協会のあり方について

特に、会計士受験生が昨今減少傾向にある状況に対して、以下のように述べられてい
ました。

「会計士業界の魅力を高め、発信することが必要なのではないでしょうか。たとえば、
単純な話ですが、学生、受験生のことを考えると、会計士になればやりがいのある仕
事に携われる、将来のキャリア・パスの選択肢が増える、収入面で恵まれるといった期
待を持つことができるというのは重要なことだと思います。」

はやり、先ほどの松本教授の記事の中でもありましたが、会計士の多様なキャリアパ
スといったものが人を引き付けるうえで重要なことであると。
また、今後、会計士業界として業務拡大について以下のように述べられていました。

「会計士業務の中核はもちろん監査、特に法定監査ですが、監査以外の業務の裾野を
拡げることが一つの方策と考えます。会計士が有する会計や組織管理などに関する高
度な知識と豊富な経験を、企業、非営利組織、パブリックセクターなど様々なフィールド
で提供することにより、経済社会の発展に貢献することができるとともに、会計士の社
会的認知度やステータスもさらに高まることが期待できます。」

つまり、現在の法定監査で培った能力を他のフィールに適用することにより、会計士の
ステータスが上がるだけでなく、社会のためにも有用であると述べられていました。
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徳賀教授は、国際会計をはじめとした会計基準について主に研究されており、記事の
中では国際会計基準や今後の会計モデルについて述べられていました。

その記事の中で、昨今の会計士業界についておっしゃられていたのは、

現在の会計士が実務に追われており、基準設定についてあまり積極的に動けていな
いのではないかとの意見をおっしゃっており、それに加えて、以下のように述べられて
いました。

「日本の会計制度を正確に理解してそれを維持するために、会計ルールを忠実に適用
する会計士の方の存在は不可欠であることは言うまでもありません。しかし、この会計
処理は基礎概念との関係で首尾一貫していない、整合していないとか、実務でこんな
問題が発生してきたのは制度の××に問題があるからではないかといった問題提起
する人たちも必要ではないでしょうか。」

公認会計士は、基礎概念を理解していてかつ実務も理解している。そんな公認会計士
だからこそ、基準設定等においてもっと発言していくべきであると述べられています。
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鈴木教授は、公認会計士の資格をお持ちで、現在は税務会計を中心に研究されてお
ります。記事の中では、税務会計と会計基準との関係について様々な意見が交わされ
ていました。

最近の会計士業界についてとの質問に対し、次のように述べられています。

「公認会計士の知識とか経験が、経済社会の中のいろいろな局面で求められること
は、今後減ることはなく、むしろますます増えていくと思います。」

「締め付けだけが厳しくて、なおかつ責任も負わされるというのであれば、法定監査は
厳しい業務という印象をぬぐえません。」

まず、やはり公認会計士が有する知識と経験のニーズは広がるであろう。しかし、現状
の法定監査は金融庁の締め付けが厳しく、前述の監査報酬の減少の分析でもあった
ように、現状のままではパイの取り合いだけになってしまい、業界として成長は難しい。
やはり、法定監査以外の領域に積極的に拡大していかなければならない。とおっしゃっ
ています。

また、そのために公認会計士協会が取るべき方向性として以下のように述べられてい
ます。

「会計士という業界全体が社会において独立性を保つということも、とても大事だと思
います。特に今後期待される業務の１つである公会計分野では、政府に対しても独立
性を保たなければならなくなる局面が出てくるかもしれません。」

つまり、様々なフィールドへ拡大するためには、業界としての独立性が必要であると
おっしゃっています。
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やはり重要なのは、公認会計士は法定監査を通じて、有している知識と能力を活かし
て業務拡大をすべきであると思います。

また、その能力はコンサルティングや指導機能の発揮に十分に生かせるのではないか
ということです。

特に、前述の先行調査からの考察で見て取れるように、上場会社以外の企業は公認
会計士に対するコンサルティングニーズが非常に高いものとなっておりました。
今後は、上場会社以外への積極的に業務拡大していくことが必要であると考えます。

また、現在は営利企業の財務情報の保証が主ですが、パブリックセクターからの公認
会計士の能力のニーズは高まってきております。

これら他分野に積極的に拡大するためには、公認会計士が何をできるかといった、業
務提供範囲の積極的なアピールが必要なのではないでしょうか

最後に、保証のニーズは財務情報のみでなく非財務情報をはじめとして様々な情報に
多様化しております。

多様化する様々な保証業務のニーズに対応し、業務として拡大していくためには、積
極的な基準作りが必要なのではないでしょうか。

これについて、１２月に特別目的の財務諸表に対する準拠性監査の公開草案がでて
おり、まさにタイムリーな話題となっております。
これについて、この後、川喜多さんから説明がされると思います。
それでは、私のパートはこれで終了します。
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特別目的の財務諸表に対する監査は準拠性監査と親和性があると考えられておりま
すが、適正性監査も考えられなくはないですので、スライドは（）書きしております。

なお、本日は、適正性と準拠性の概念の話ではなく、特別目的の財務諸表に対する監
査について業務拡大の観点で発表を進めさせていただきます。
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平成25年3月26日に公表された｢監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基

準の設定に関する意見書｣の前文において｢特別目的の財務報告に対する監査の位
置づけを監査基準上明確にするかどうか、といった論点も議論されたところであるが、
国際的な議論の動向や利用者のニーズに関する調査等を踏まえつつ、今後、検討を
行うとしている｣と記載されています。

これを受けて、企業会計審議会監査部会において、国際的な議論の動向や利用者の
ニーズに関する調査等を踏まえ、従来の監査基準が規定する監査の枠組みに特定の
利用者のニーズに応じて作成される財務諸表に対する監査を取り入れるための論点
の審議を行い、｢監査基準の改訂について｣（公開草案）が平成25年11月19日に公表さ
れるにいたり、平成25年12月19日まで意見募集が行われていました。
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｢監査基準の改訂について（公開草案）｣を踏まえ、監査基準委員会報告書800及び805
を検討することのみならず、これらの監査基準委員会報告書が公表されることにより、
他の監査基準委員会報告書に及ぼす影響についての検討も行われています。
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監査基準委員会報告書800の付録として特別目的の財務諸表に対する監査報告書の
文例が記載されており、今後の業務拡大に向けての参考になると考えています。
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監査基準委員会報告書805の付録として個別の財務表及び財務諸表項目に対する監

査報告書の文例が記載されており、今後の業務拡大に向けての参考になると考えて
います。
この文例の中には、現在、監査以外の保証業務として行っているものもあれば、AUPと
して行っているものもあると考えられますので、今後、（準拠性）監査との相違を周知し
ていく必要があると思われます。
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P56、P57の準拠性監査の対象業務例でみたように、法定監査以外の任意監査にも範
囲が広がるなど、監査対象及び監査依頼先（クライアント）も多岐にわたっています。

また、これまで実施してきた法定監査でのノウハウを活かせると考えられるため、非監
査業務の業務拡大に比べて、とっつきやすい面もあるかと思われます。
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これまでも特別目的の財務諸表に対する準拠性監査に近い業務を実施しているものも
あると考えられ、それらの業務の内容を把握、整理していくことにより、準拠性監査の
位置づけを明確にし、準拠性監査の認知度も高めていく必要があると考えています。
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監査基準委員会報告書（公開草案）が公表されたものの、まだまだ実務として実施す
べき手続は明確になっていないため、今後、公表される予定の財務報告に枠組みの区
分や受入可能性等の考え方に関するQ&Aなどの追加的なガイダンスも参考にしなが
ら、準拠性監査の枠組みを作っていく必要があると考えています。

AUPとの手続の相違も明確にしながら、準拠性監査の差別化をはかりつつ、準拠性監
査を実施できるように取り組んでいく必要があると考えています。

今後の方向性として一般目的の財務諸表に対するレビューがあるのと同様に、特別目
的の財務諸表についても準拠性監査のみならず、準拠性レビューの実施について検
討することも有用ではないかと考えています。

特別目的の財務諸表に対する保証業務のニーズは必ずあると考えられるため、社会
に求められる監査ないし保証業務を構築していく必要があると考えています。
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これまでの議論は、公認会計士業界の将来の業務発展に関する提案としては、議論
が分散していると思われた方も多いかもしれません。我々中堅・若手会計士は、過去
において協会の発展のためにご尽力された諸先輩方の礎のもと、現在の業務を行って
いるわけですが、現在の業界における様々な問題を解消するためには、公認会計士
に対する、いろいろな角度からの認知度を再確認し、今後の若手に課された課題を再
認識するという作業が不可欠と考えました。

その結果、我々の業務に対する社会の認知として最も特徴的だったのは、批判機能と
しての法定監査業務にこだわりすぎているということです。
これは、社会の認知だけでなく、我々自身の意識においても監査業務中心、アドバイ
ザリーよりも監査の方が上位といった感覚が強いのではないでしょうか。
また、非上場企業等にとって指導機能に対するニーズが高いこともわかりました。これ
は、日本や関西には中小企業が多いことを考えますと、日本企業や関西経済の活性
化という観点からも、真剣に取り組む価値があるのではないかと考えます。

会員業務部への推薦依頼の分析では、地方自治体からの推薦委員の依頼の増加な
ど、ここ数年で大きな変化が見て取れます。これは、パブリックセクターに対して公正
性・透明性を求める社会のニーズを反映していますし、それを担保するために公認会
計士が果たす役割について期待が高まっている証左ともいえます。

大学教授からは、保証という業務に対して社会の認知度を高め、理解を求めていくとい
うアプローチと、依頼者のニーズに対して柔軟にカスタマイズしていくというアプローチ
の両方が必要であるという示唆をいただきました。

また、保証概念の拡大については、制度的な担保もされ、後はどのように実務に落とし
ていくかの段階まで来ていると言えます。
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我々中堅・若手は、業界の先輩方や、事務所の経営層の皆様から将来が心配だという
声をよく聞きます。それは、今業界を担っておられる50代～60代の方々は10年後、20
年後の将来を心配することはできても、現実にその時代を生き、中心となって業界を変
革することができないだけに、真に業界の将来を案じておられるのだと思います。
我々中堅・若手が、今から10年後、20年後の業界のことを真剣に考え、自ら行動を起
こしていくことが必要とされているのです。

このスライドは、現在の中堅・若手会計士に対するメッセージであるとともに、我々中
堅・若手会計士委員会の自覚でもあります。

公認会計士としての将来の業務拡大に必要なことは、我々が経営者の良きパートナー
となれるように、日々研鑽し、一つ一つの業務に真摯に取り組むことが重要であること
は言うまでもありません。

特に、過去において諸先輩方が築いてくださった、関係諸団体とのパイプについては、
ただ継続するだけでなく、我々の業務の価値を正しく認識していただき、今後の業務拡
大に繋げていくことが必要と考えます。

また、中堅・若手会計士委員会としては、このような調査・研究活動を継続的に行い、
業界の発展のために必要な意見発信を継続的に行っていきます。

さらには、我々それぞれが所属する監査法人等事務所において、長期的な視野に立ち、
自らが変革のリーダーとなり組織に貢献することが不可欠であると考えます。他人任
せではなく、自らが変革しないと所属事務所や業界の将来はないんだという危機感を
もち、周囲を巻き込んだイノベーションを起こすことが必要とされています。
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