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経 済 学 研 究 49-1
北 海 道 大 学 1999.6

財務諸表監査における責任分担の構造
米国SAS第82号が監査人に与える影響一一

檎山 純*

1.問題の所在

米国では，企業不正や不祥事，倒産が生じる

たびに当該企業の財務諸表監査を実施した公認

会計士の責任が問われてきた。かかる公認会計

士(以後監査人と呼ぶ)1)への訴訟負担はとど

まるところをしらず，その現状は「期待ギャッ

プ」という一言で片づけられてきた。期待ギャッ

プとは，一般に，監査人が行うべきと期待され

る役割と監査人が実際に従事している職務との

軍離のことを指す。これは， 1970年代に米国で

組織された監査人の責任委員会 CTheCom-

mission on Auditors' Responsibilities)，通称

コーエン委員会によって公式に認識された。以

後，米国公認会計士協会CAmericanInstitute 

of Certified Public Accountants 以下

AICPA)は，期待ギャップに対処するために

調査や研究を続け，監査基準審議会CAuditing

Standards Board :以下ASB)は新しい監査基

準書CStatementson Auditing Standards :以

下 SAS)を公表して期待ギャップ解消に努めて

きた。

しかし，財務諸表監査を財務報告過程の枠組

みで考えた場合，財務諸表監査に対して利用者

から生じる期待をそのまま監査人に対する期待

であると考えるのは妥当ではない。かかる期待

*)日本学術振興会特別研究員

1)以後，本稿において監査人とは，財務諸表監査業務

に従事している者をいう。環境監査，特殊な不正監

査契約などに従事している公認会計士は対象として

いない。

は監査人の職務に関して表面化しているにすぎ

ないからである。利用者の真の期待は信頼でき

る適正な財務報告の実現にある。そのため，利

用者は，監査対象たる財務諸表本体の適正性，

信頼性を期待することになる。ここで財務諸表

を作成するのは経営者であるから，適正な財務

諸表の作成に関する期待は経営者に向けられる

べきである。しかし，一般に大衆が監査人に向

ける期待の中には，経営者に向けられるはずの

適正な財務諸表に対する期待が含まれているよ

うに見受けられる。

このように考えると，財務諸表監査のもとで

生じる期待ギャップは，理論的には，大きく 2

種類に分類でき，さらにそれぞれ 2種類に分類

できる。すなわち大きく分類すれば，それは

「財務諸表」に対する期待ギャップと「監査」

に対する期待ギャップに分けられ，さらに，そ

れらは各々，実務に関連するものと制度のあり

方そのものに関するものに分類できるのである。

各々の関係者が実務を改善することによって解

消されるものと，実務の改善では解消されない

制度的な欠陥に起因するものとに区別して期待

ギャップを議論する必要があることを考えれば，

このような分類は重要である。したがって，本

稿では期待ギャッフ。を以上のように，財務諸表

の作成実務に対するもの，財務諸表作成のあり

方に対するもの，財務諸表の監査実務に対する

もの，財務諸表監査のあり方に対するものの 4

種類に分類して考察する。

このような分類によれば，期待ギャップは，

利用者と監査人の聞にのみ存在しているわけで
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はないことがわかる。たとえば，経営者の中に

は監査人に対して財務諸表作成にさらなる関与

を期待する者もおり，監査人と被監査側との聞

にも期待ギャップが存在しているのである。確

かに，監査の実施は作成者に何らかの影響を与

える。そして，経営者や財務諸表の作成担当者

に助言を行うことによって監査人が適正な方向

へと導くこともある。しかし，監査を行うこと

と適正な財務諸表を作成することは同義ではな

い。また，監査を受ければ直ちにいかなる財務

諸表でも適正になるというわけでもない。無限

定適正意見は，あくまでも適正に作成された財

務諸表に対して適正に表示されているという保

証を与えているにすぎないのである。監査人が

財務諸表を作成するならばそれは自己監査となっ

てしまい，独立第三者としての社会的信頼を裏

切ることにもつながろう。

期待ギャップ解消の試みは，財務諸表の作成

側と監査側の双方からなされる必要がある。し

かし，財務諸表の作成，監査の双方に向けられ

る合理的な期待がすべて満たされたとしても，

財務諸表監査制度における期待ギャッフ。が完全

に解消されることはない。財務諸表監査への不

合理で過剰な期待が残るからである 2)。

財務諸表監査における責任の構造は，財務諸

表の作成，監査，利用に関わる三者の責任から

成り立っと考えられる。これらはそれぞれ第一

義的には，経営者，監査人，利用者が有する責

任である。これら三者の責任が，他者に転嫁す

ることなく応分に分担されるならば，財務諸表

監査制度のもとでの財務報告過程は適正かっ有

効に機能するはずである。

しかし，実際には三者の責任のいずれも完全

に果たされているとはいえない。監査人は期待

ギャップに応える形でその責任を変容させてき

たが， このうち，現在監査人が分担すべき責任，

2 )過剰な期待の例としては，後述しているが，監査報

告書を企業の「健康診断書」や「投資適格証明書」

と同一視したり，投資ミスのような自己責任を転嫁

するものがあげられる。

あるいはまた他者が分担すべき責任を明確化す

る必要がある。財務諸表監査制度がより適正か

っ有効に機能するように監査人の社会的責任を

検討するには，まず，期待ギャップの分析とそ

の対策の理論的な再検討が必要である。

本稿においては，財務諸表監査業務に従事す

る監査人の責任の再検討を目的としているため，

前述の 4種の期待ギャップのうち，監査に向かっ

ているものに関する米国における解消の試みに

ついて考察する。

2.財務諸表監査の生成一財務諸表監査に対す

る期待の分析一

監査の起源は遠くローマ時代にまでさかのぼ

るが，会計監査がもっとも早くあらわれたのは

英国であり， 14世紀から16世紀にかけて発展し

てきた 3)。当時の監査は，会計的責任を負って

いる人々の誠実性について調べることを目的と

していた。すなわち会計上の責任を正直に遂行

しているか否かを調べる目的で監査を行ってい

たのであり，原則として財産の正昧所有高や財

政状態の調査は要求されなかった。その後，継

続的な企業の出現とともに，受託責務の遂行状

況に代わり，財産計算や損益計算といった会計

問題が登場することになったのである。米国に

おいては，渡米した英国会計士による従業員の

誤謬や不正をみる精細監査からはじまり，そし

て信用供与者に対して企業の債務弁済能力，す

なわち担保価値たる財産の状態を表す貸借対照

表監査に移った。これが現在の財務諸表監査の

形になったのは， 20世紀になってからのことで

ある。

1929年，米国会計士協会CAmericanInstitute 

of Accountants :以下AIA)が公表した『財務

諸表の検証JCAIA[1929])は，貸借対照表監査

を中心とした監査から期間損益計算を主眼とし

3 )ここでは， Littleton [1933]， Chapter 18・訳書，第

18章を参考にしている。
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た損議計算誉そ含む財務諸表監査への転換を促

した。 F財務諸表の検証Jでは， I内部霊長割の有

効性を確かめるために会計経織奇襲在査」し，

f監査人が内部禁制を有効であると判断したと

きには試査で十分であろうJと記されている九

それは，内部統制アプローチの導入であり，

1980年代にリスク・アプローチ れるま

で監査実務の根幹をなすものであった 5)。

財務諸表監査が法定監査として成立したのは，

1933年続券法ならびに1934年続券取引法の制定

による。その契機は， 1929年10月の米関株式恐

った。主義大な議失を被った投資家達は証

券取引所の繋任を追及し，かっ社会の批判は財

務諸表の作成実務と報告に向けられた。

大統額P・jレーズベルトは， I賢い手をして警

戒せしめよJ(ωωαtempおけに加えて f売り

も注意せしめよJClet the sell母ralso be 

ware)というメッセージそ送り，売り手iこ

を告げる義務を課した九そして，法定監査とし

ての財務譜表監査そ成立させたのである。ここ

での監査人の職務は，財務諸渡全体が金撲の財

致状態および経営成績を適正に表示されたもの

であるといえるか否かについて，

摂することである。以後現在まで，関務語表監

査における監査人の第一の職務は，

表明とされている。

財務諸表監査の場合，いうまでもなくその監

査対象は財務諸表である。財務諸表は株主，

般投資家，大衆の三者に対して磯擁する。すな

わち，まず株主に対しでは，

会計上の齢末報告欝の役割を果たすことになる。

株式会社の場合，企業の経営者は，受託務Cste-

W乳rd)としての資告を解除8れるために，株主

して受統財産の保全・運用lこ関わる顛末報

告を行わなければならない。場産の保全・

は日々帳簿に記入されており，この帳簿から作

4) AIA[1929]， p.1. 

日当憾の内部統制や内部牽制については，以下を参照
されたい。〈小西[1996J，10-27資〕

6) DeBedts [1964]， p.33. 

戒されるものこそが財務諸表である。そして，

この欝務諸表は，現在株主会合む一般投饗家の

も利用されることになる。さらに，

ら経済的資源を委託されている

ため，社会的受託に関わる顛末報告も必要とな

り，その中の会計上の報告を総務諸表で代用す

ることになる。ここでの願未報告では，社会的

資源の保全・溜舟についての情報を一般に罷示

しなければならず， したがって財務諸表を中心

とした財務報告が社会に対して必饗となるので

ある。

監査対象が定まった後には，監査の主題が必

要となる。監査のご主題とは，監査人の態見が求

められている立誌の対象のことをいう 1)。財務

受託者責任を解議されるための経営者

の受託状況に提する蹴末報告審として監査おれ

るならば，主題は経営者の行為や判断の適杏に

及ぶことになる。しかし，投資意思決定に有用

なものとして黙務諸表が監護されるならば，監

玉誌の主題は経営状況や結果を表す経裳者の立言

(言明や陳主主)の適議，すなわち財務諸表ゃに

表された清報の適に関して意見表明与を行えば

足りることになる。したがって，監査の主題の

ら，理論的には前者会実態監査，後者を

情報監査としてその監変欝様を 2

できる 8)。

ることが

とは，表現された情報の背後にある

行為の舟容・根拠，かかる符為が行われた状況

などを調べることによってき当該持為が妥~なも

のであるか，法令ほか各議規範に準拠したもの

であるか，かかる行為が鶏率的になされていた

か百かについて意見表明を行うことを自的とし

た監査である。また，情報監査とは，立言の内

容・様機会証拠づけることによっ

信頼できるものであるか，あるいは妥当である

について意見を表明することを間的とす

7)鳥羽[1号事5]，48頁。

8)以下，ヨド稿における「実態監査J~ヒ「情報室主交J に

ついての定義は鳥羽[1995J，46-51頁によっている。
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態様である。端的に

の繁査であるのに対し，

ついての f表現jの監査である。このように同

じく財務諸表を監査対象にしていて

なるのであり， したがって監蜜の綴般的泰弘っ

てくるのである。

ヤップは，これら 2つの撚様の鑑査に

して，利用者と監査人の考える主題が異なっ

ていることに一因がある。そもそも戦査のはじ

まりは，受託者の誠実性を判断するための受託

ペコ

たといえる。しかし，財務議表監査においては，

財務諸表を経堂者の立言とみなし，これに対し

て意見表明を行う槽報護主査の鰯揺が前蕗に記さ

れる。それは，財務諸表の利用目的の拡大，す

なわち株主に対する瀬未報告繋から投資家の意

思決定に有用な財務報告への拡大に待合したも

のであった 9)。財務諸表監斑において，監査人

は意思決定有用性目的にあわせる形で情報監査

を行った。これに対し，財務鵠袈利用者は実態

襲安斎の併用を要求し続け その要求は，

経営者不正の橋発にあらわれているの

f警報監査のもとでは，財務諸表の適正1注射

務諸表中の虚{馬記載に関する判断に三重点が量か

れる。すなわち意見表明の機，監査人が問題と

するものは，不正によってもたらされる童偽記

載の有無であって， となった不

iEそのものの有無ではない。その意昧では，た

とえ意思決定に重要な影響ぞ及ぼすほどの不正

や違法行為が存悲していたとしても，それが会

計約iこ正しく認識・鰯ヱさされ，正しい会計数値

で報告されているならば，事後において藍査人

の責任が題われることはない。

宛先が株主であるか社金であるかにかかわら

ず，受託者葉任後解除されるための監査済財務

諸表は，財務諸表と撃を資報告書が一体となって

百)このような閥的t広大の契機となったものとしては，

アメリカ会計学会の3基礎的会計概念作成委鼠会によ

る報告書 (AAA[196窓口が有名であるo

公表される。そして，意思決定に用いられる目

的の財務諸表もまた，監査報告警による{言頼性

なれ，

れることになる。いずれの

としての監査人の報告書がな

る。したがって，いずれのア

ったとしても，監査の態議こ

おいては財務諸表と

は不可分といえる。その意味で，顛未報告から

意思決定支機へ財務諸表の目的が拡張したのだ

から， 「表現」について

と移行するのも自然の

その場合，実態監査と

コストがかかるうえ，さらに入

る際の墓準も必要であ

楽として議去を人は情報監査を行うこととなった

が，それでは実態監査としての役裂は離が鰐う

のであろうか。そして情報監査のもとで

への 2つの期待ギャップはいかなるものであっ

たのだ、ろうか。

3. 情報監査の過韓一監査人による期待ギャッ

ブ縮小の試み一

3. 1 コーエン委員会報告書

に監査人に対する鶏待が兵体的に発現し

たといえるのは，マッケソン・ロビンス

あろう 10)0 1936年， AIAは

による財務諸表の監査J(AIA[1936]) し

たが，その中で監査が不正や器具謬の摘発を目的

としていないことを主張している九しかし，

lのこの事件;ふ法定雲主主査がはじ*って以来の大掛かり

な不正事件であり，米包財務語審幾重皇室長の展開を説明

する上で，多くの文裁によって紹介，検討されてい

る。たとえば，以下をと参照されたい。 (DeMon透

[1951]， Chapter XIV) 

11) AIA [1936]， par.lOでは，以下のような表現で説明

されている。

!ここに示されている手続は，必"9、しも蕃服を明

らかにするものではないし，取引記録や諸勘定の

操作によって隠されている資産援のすべての過小表

示を明らかにするものでもない。」
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1938年12月にマッケソン・ロビンス会社事件が

発覚すると，このような監査人の考え方や当時

の監査手続が不十分であることが判明した。社

会的に信用ある大手監査法人，プライス・ウォー

ターハウスが監査していたにもかかわらず不正

を見抜けなかったことは社会的に大問題となり，

大衆の監査実務への不信感を煽った。これは，

本稿でいうところの監査実務の不備に対する期

待ギャップと分類できる。

1940年，米国証券取引委員会(Securities and 

Exchange Commission :以下SEC)はマッケソ

ン・ロビンス会社事件の公聴会に対する報告書

として，会計連続通牒 (AccountingSeries 

Release:以下ASR)第19号を公表した。この

報告書においては， SECが調査した結果，プ

ライス・ウォーターハウスは当時の一般に認め

られた監査基準 (generallyaccepted auditing 

standards:以下 GAAS)に準拠していたとみ

なされた。すなわち，公的には監査人に特別の

過失はないと認められたのである。しかし，

GAASに準拠していたとはいえ，職業専門家

としての懐疑心を働かせず，棚卸の立会もせず

に不正によって歪められた財務諸表に無限定適

正意見が表明された。監査人は共謀によるか否

かにかかわらず，不正から引き起こされる資産

および利益の巨額な過大表示を発見しなければ

ならないというのがSECの見解である。不正摘

発を監査の第一義的な目的と考えるこのような

SECの立場は，現在まで一貫したものである。

監査人の責任を考えるとき，不正摘発を目的

としているか否かが問われることは必須である。

SEC，マスコしそして大衆は明らかに監査人

に不正摘発を要求している。しかし，監査人は，

意見表明こそが職務であるとし，不正摘発を第

一義的な目的とは考えなかった。故に， 1960年

代前半までは， iGAASに準拠した」というこ

なお，この文面は， r財務諸表の検証」をそのま

ま採用したものである。 (cf.AIA[1929]， p.l) 

とが監査人の防衛手段であった。当時の監査人

は，一般に認められた会計原則(generallyac-

cepted accounting principles :以下 GAAP)に

準拠して作成された財務諸表を GAASに準拠

して監査してさえいれば，たとえ不正が事後的

に発見されても責任はないと考えていたのであ

る。ところが，そのような監査人の考えは，

1960年代後半から，特に1970年代に入って急増

した監査人に対する訴訟によって，次々と否定

されていった凶。そこで組織されたものが，コー

エン委員会なのである。

1977年 3月， コーエン委員会は中間報告書

(The Commission on Auditors' Responsibili-

ties [1977])を公表し，独立した監査人が考慮す

べき不正の見解を示した。そこでは，経営者な

らびに従業員による資産の横領の他，経営者に

よる不正の場合には，業績をよくみせかけるた

めの「企業業績の不正」にも関心を払うように

述べている。すなわち，監査人に対し，架空取

引，特別利害関係者間の不正取引，会計処理や

手続の意図的な誤用を通じてなされる財務諸表

上の虚偽記載に重大な関心を払うよう勧告し

た1九そして1978年，コーエン委員会は公聴会

やコメン卜・レターの結果を再検討し，最終勧告

(The Commission on Auditors' Responsibili-

ties [1978J )を行った。コーエン委員会は「期

待ギャップ」という言葉で財務諸表利用者と監

査人との問の監査の役割に関する意識の手離を

説明した。そこでは財務諸表利用者が監査人に

不正摘発を期待していることを認め，監査人の

かかる責任が検討された。そして，財務諸表を

「企業の状況と業績に関する会計責任報告書(ac

countability reports on the status and per-

12)企業不正を摘発できずに社会的問題となった例とし

ては，エクイティ・ファンディング会社事件が有名

である。この事件では，財務諸表監査における経営

者不正の摘発に失敗した監査人に対し，実刑判決が

下されている。
13) The Commission on Auditors' Responsibilities 

[1977]， pp.32-33. 
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formance of加 entity)J同と位鐙づけ，

との爵連で監査人の蜜密主任検討し

ここでは社会の期待を以下のように述べて

いる。

f財務諸表利用者は， E主査人が会議活動委書草援

するとともに経営者を監視し，かっ，財務諸表に

おける開示の質と範囲の改善に穣機的な役割安祭

fこすこと在期待している。

しかし，財務諸表利用者は， これらすべての領

域において，彼らが現在監査人から3等詳受している

もの以上のものを期待しているよう iにこ

委多喜くの監査人;は孟不1乏E芝の〉発見号妥を襲弦主議畿祭g約として;はま

溺次約なも芝の〉として位翠づづnけ?ようとしてi懇挙た。 こ

れに対して，もっとも見識のある財務諸表利用者

を含む社会すべての構成長は，不正の発見そ監査

の必要かっ重要な目的であると考えているように

思われる。財務諸表利用者は，監査人が経営者に

よって行われる可能性のある不.iEや途法行為の双

方に関心を払うことを求めている。彼らが監査人

に期待していることは，監去を人が株主の利益を守

ることと，その際室長変人が経常務から独立してい

ることである心掛

このように，コーエ 会計責任の

立場から財務諸表監査を位龍づけ，監査の社会

的機能を不正の発見と認識した。そして，大衆

が橋発を期待している不正弘会計上の不正に

とどまらず，途法行為も含めて捉えた。そのた

め，経営者不正の摘発を話的としていない当時

の監査に対して，社会的磯能を議gljしていない

と結論づけたのである

ここで，コーエン委員会は基本鵠に受託欝係

のヰiで監査そ検討していることに留意しなけれ

ばならない。最終勧告は，監査が，潜務諸表が

不正によ

14) The Commission on Auditors' Responsibiliti制

[1978]， p.5 :訳著書， 81l。
15) Ibid.， pp.l -2 ;総畿 2 3頁。

理的な保証とともに，企業資産に対する経営者

のアカウンタどりティの適切な遂行についての

合理的な保誌を与えるものであると示している。

つまり，

誠実性そのも

行為を

るだけではなく，経営者の

される経営実態，経営者の

とする立場をとったのであ

るO すなわち，コーエン委員会の最終勧告は実

態監査の要求であったといえる。

米国では，財務鵠表監査が成立して以来，

査人，そして AIA/AICPAは，いかに不正摘

るかを試みてきたように恩われ

内部統棋によって発見可能な従業銭

による不正はともかく，監査人にとっ

難とされる経繋替による不正や共謀による

については特にその績向が強かった。 GAAS

への準拠だけでは訴訟上何の妨衛策にもならな

くなり，敗訴による賠償負担が身に降りかかつ

てはじめて，監査人は不正，

揮発に向けられた期待に全面的に対処せd，'るぞ

j尋なくなったのである。このよう

1960年代までは表弱化しなかったものであり，

けられる鶏待も変貌した。すなわち

1960年代まマは監査人の実務の充実を鶏持して

いたの

のもの，

し， 1970年弐以降は監査のあり方そ

的の摂幹iこ関わる と

したのである。

1977年に監査基準執行 (Auditing 

Standards Executive Committee)から公表さ

れた SAS第16号は，はじめて SASに臆偽記載

めに監査を計萌することが監査人の責

あると記載した。しかし，依銭として経営

し

との関連から

人の役割を検討したコーヱ

分に皮映していると

3， 2 トレッドウェイ

ており，受託

ものであった。

コーエン委員会の報告はその後の SASに影

たが，かかる SASの となっ
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たASBの認識は同一ではなく，期待ギャップ

はその後も拡大を続けた。ぞれどころか，利用

者からの過剰ともいえる不合理な期待が表部化

しはじめた。すなわち財務諸表監査の枠経みを

て，監査の如例にかかわらず自らの投資の

失敗による信記資任を監査入に経嫁しはじめた

のである。投資家の多くは倒践による

失敗Jと監査人が誤った露見表明を行う

の失敬jを同一視した。そして，

たかも企業の健接証明書としての機能を

その鍵会伎を表しているかのような錯覚

そ起こしたのであるへそして，企業不正や

詰行為が大々的iこ報道されると，それら

い報告することができなかった監査人の寅在

うた。それだけではなく，財務諸表作成者

である企業の鶴までが，作成・撃習に関わる財

務諸表作成過穏に監査人がより関与するよう期

待しはじめたのである。かかる期待ギャッブと

企業からの要望がきっかけとなり， 1980年代に

ィンゲル委員会とトレッドウ品イ

2つの委員会が組織されたへこのうち本

おいては，コーエン委員会と対認させるた

めに. AICPAが発起人の一議f5となったトレッ

ドウ£イ つい つ。

トレッドウェイ 目的は以

下の 3点に集約される。すなわち不正な財務報

告が財務報告の議鎖性をどの程度損なうことに

16)コーエン委主主会の最終勧告号では，社会の構成長のや

で監主筆証人の役誌について絞った印象を持っている者

の伊lを以下のように述べている。

「財務諸表利用滋のゆには，霊ま変人が表明する

F無限定』慾5もは念業の財政状態が長室金であるこ

とを当然に総派するものである，と信じているも

のもいる。ある投資家は，総資人は財務諸表に交す

する重量えの表明だけではなく，投資家が企業，~投

資すべきであるか蕩かの判断ができるような形で

財務諸表についての説明安行うべきである，と考

えている。J(Ibid.， p.2・訳書，3]草。〉

17)ディンゲル委員会とは， ミシガン州の下院議員ジョ

ン・ディンゲJレを3委員長とする下段エネルギーおよ

び遺産議後災会(HouseEnergy車工ldCommerce Co-

mmittee)のことをいう。このrtの監視および調笈

なるのかを検討すること，襲聖人の不正摘発に

演する役割を検討すること，不正な黙務報殺を

助長し，あるいはその迅速な発見を妨げる金業

構造の特設を明らかにすることであるヘ問委

不iEな財務報告を「搾為によるもの

ないし不作為によるものとにかかわらず，

る財務語表を招く故意もしく

よる行為である J19lと定義した。

ここでは，不正な財務報告を単に会計上の不正

として位聾づけているのではなく，社会の信頼

性の喪失に対して護大な影響安与える可鐘性の

あるものとして議要援している。

トレッドウェイ委員会比不正な財務報告そ

扱う点では基本的にコーヱン委員会の立場会主

義継いでいるといえる。しかし，コーエン委員

金報告書の勧告が会計導門職に向けられたもの

でるるのに対し， トレッドウ品イ婆員会報告警

の動告は金獲の財務報告選組に関わりを持つ各

関偶者，すなわち株式公開企業，会計専門職，

そして教育機環に対して等しく

期けられている点が大きく異なっている。中で

も罰委員会は，勧告にあたり，まず株式公開

企業から持った。それは，株式公開企業が封務

諸表作成に対して第一義的で最終的な責任後負っ

ていると考えたからである。そして，不な財

務報告を減少することのできるもっとも大きな

可能性を企業が有していること しfこ詰}。

委員会(HouseSubcommittee on 0羽 rsightandI-

nvestigations)では，財務開示過程の適切伎につい

ての絡閉会を開いている。ここでは多くの事著名な企

業の倒産に焦点後滋てており，これらの倒重量におい

て滋査人が果たしたくあるいは果たせtよかった〉役

叡ム不正の繍発・報告に隠する護室長華人の責任を主

題iこ検討会行っている。

また， トレッドウェイ黍険会のiE式名称は，不正

な財務報告全米委主主会 (TheNationぷ Com-

mission on Fraudule註tFinancial Re君。rting)と

いう。

18) The National Commission on Fraudulent 

Financi品1Reporting[1987]， p.2 :ま夜祭 xii頁0

19) Ibid.， p.l :欽察， x頁。

20) Ibid.，p.31:訳書 23]室。
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また，罰報告畿は，不正の訪.抑制のため この評価に主義づ忠監査人は，喜左手義務表に対して

の企業の統制環境整綴の重要性を説く一方で， 議大な誤謬や本1E:b:i議事発されたという合理的な保

に対して不正発見についてより

明確な役割を果たすよう様々な骸告を行っ

それは，監査には，不正な黙務報告の摘発効果

の他，予紡効果と抑止効果も有していると考え

たためである。

3. 3 SAS第53号

トレッドウェイ委員会は株式公開企業を念頭

に議告したが， ASBはすべての企業を対象に

して， 1985年から鰐待ギャップ縮小のための基

準の検討に取りかかった。すなわち不正の摘発

にかかわる監査入の賛任，

面改分析的手続の採用や継続企業

評密室告などについての検討であるへそ

ASBは期待ヂャップ対策として， r題詩ギャッ

と呼ばれる第53号から第信号までの

SASを公表し

おける大衆の駿夜入への期待は，

長オ務諸表上の情報の適苔を護主査するだけではな

く，従来の財務諸表の枠組みを鰯えて被監査企

業の実態をふまえた鞍査を実聾するよう要求し

ていた。それに対して， ASBは内部統制の評

価と訟議(第55号および第60号)，継続企業の鰐

題〈第59告す)などについて，

大したのであ

以下，ここでは，誤謬および不誌の摘発と報

ついて援った SAS第53号 f誤謬および不

と報告にI認する監査人の賞佐J(The 

Auditor's Responsibility to Det告ct and 

Report Errors and Irr時 ularities)について検

討する O 第53努では次のように敷蓋人の責任を

している。

f監恋人は，誤謬や不正を原因とする財務務表

中の虚偽記載のうスクを評倣しなければならない。

21)言李総は向上警の第 3:'1震を参熊されたい0

22) El1iot and J aco bson 号87J，pp.20-23。

議Eを与えるための監笈を立案しなければならな

~'oJ23) 

SAS第16号は，監査人に対して異体的な

務指針を示すものではなかったが，第53号では，

かかる賛任の認識のもとで，より異体的な実務

指針ぞ擬供している。第16号は経営者の誠実性

に立脚していたが，第53号ではこのよう

を放棄した。そして，監査の鰭始時iこ，

による虚偽記載の可能性について検討を加え，

そのうえで監査過殺においても再びその可能性

ることとした。これは経営者不足に関

ヤップ解消そ:縁関して記載されたも

のと考えられるが，監査許婚の段階で事前に評

価を行う必嬰性会強化したことにと主巨すべきで

あろう。試査のもとではすべての領域を精査す

ることはできないため，危険領域に議点を置か

ざ、るをえない。伝統的内部統鰯アプローチを放

棄し， ヲスク・アプローチを導入し

を主主張することによって，誤謬・不正の議発期

持に芯えようとしたのである。

これまで副次的問的としか扱われなかった不

正の摘発部題は， SAS第53号によっ

な議穏を帯びた。財務諸表に重要な影響を与え

る虚偽記載の機発がなされたという合理的な保

証を与え うことになったの

である。

しかし，このことがただちに実態監査につな

がるわけではないことに留意しなければならな

い。 SAS第日号は， r誤謬および不正の機発と

報告に関する監査人の費任J~規定したもので
あるが，その内穿は，虚偽記載摘発のためのも

のである。第53~きは，従来の媛球な表現を改め，

明確に不正摘発に闘する規定を蟻り込んだこと

で，期待ギャップ解溺のためにその没割安ふま

えたものとして評癌できる O しかし，不正の楠

23) AICPA， ASB， SAS No.53， par.05. 
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発そのものを数査の主題としていないうえに，

経営者や経営状況の連否の判断を要求していな

い以上，会計上の の監査にとどまって

いるといえるo したがって，その態様は依然増

ると考えられる。

トレッドウェイ委員会による鶴告は，公開企

業，会計士， SECなどの規制環境と法の執行

環議，教資についてなされている。そ

された各専門家がその役識を応分に巣たナこと

した「責任分胞の勧告jであった。その

監査入は期待に応えるよう新しい監査手

綾を導入して諜務を改善したが，財務諸表監査

における撃を資人の犠務が当該財務諸表の適正性

についての意見表明であるとする大枠は向

化していない。緊資対象である財務諸表の目的

の拡大と監査基準の繋備に伴って靖戦監査がも

たらされたが，そのかわりに放楽容れた実態撃を

査としての側面は，その{告の協力に期待したの

である。それが， トレッドウヰイ委員会の擬指

した資任分担であると解釈できる O ここでは監

査人が情報監査与を行い，実態監査としての役割

を取締役会あるいは監査委員会へと移行させる

ことによって，財務諸表のさまぢまな利用者の

期待に対処しようとしたのである。

トレッドウェイ委員会が勧告したところの応

分の賛任分担がなされたならば，務待ギャップ

は縮小されるはずであった。しかし，実擦には，

1990年代に入り，さらに拡大されている。その

理由のひとつは，監査人慨にしか，勧告への対処

が試みられなかったからである。すなわち，

査人は新しいSASぞ公表し， 1)スク・アプロー

チを導入する形で答えたのに対し，その他の関

係者は特に対応を行わなかったのである。それ

どころか，第一義的に不正な慰務報告作成に関

する賞授与を負うべき経営者問身からもたらされ

る不正は，結果としてなくならなかった。

っている場色構報

自体の不儀，すなわち財務語表中に存在してい

る虚偽記載ならば描発可能である。しかし，財

務諸表中に表されない誤導される材料を発見す

ることは監蕊人の職務ではない。にもかかわら

ず，大衆は監査人にその役割までを担わせよう

とした。

自己の震をま壁寮径とはほとんど無関係

に，財務諸表における虚偽に関して緩初に非難

される傾向がある。そして，作成愛告と監査責

在を混j司した財務藷表利用者から，過失や怠壌

の有無にかかわらず費託を関われることになる。

る存謀者皆厳査人iこ求め，利用に環

わる自己宣告を転嫁した利用者は，関らの損失

そ取り戻すために鑓訴した。

欝わらず，金の取れる福子Cdeeppock託〉とし

て監査人を訴えだしたのである九 SAS

した賞任は裁判で認められず，監査人は敗訴し

けた。マッケソン・ロビンス会社事件のよう

にき財務諸表監遂の導入初期に

謡持ギャップが現れていたが， 1990年代には，

監査のあり主そのものへの期待ギャッ

になった。リスク・アプローチの導入による

は追いつかない期待ギャッブの拡大

である。それには驚査のあり方そのものへの期

ヤップを解消する必要があった。そこで，

ASB は再び基準警の改許に乗り上らすこととなっ

たのである。

ヰ. SAS第82号とその影響

1993年， AICPAのSEC業務部会内の公共監

視審査会 CPublicOversight Board 以

POB)は特別報告書(AICPA，Public Oversight 

Board [1993J)を公表し，監査人による

いての可能性の検討・評価に関する追

加指針の公表諜求，および経営者が違法行為を

犯している議いがある場合の報告についての勧

告を行ったへその結果， 8AS第53号の不十分

扱う

24) Lochner [1鈴2]， p.A10. 

25) AICP A， Public Oversight Board [19吉幻， p.43 
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た出}。それを受けて， 1997年 2月， ASB は，

SAS第53号を全間改訂して SAS第82号「財務

諸表最査における不正の検討JCConsideration 

of Fraud in a Financial Statement Audit)を

公表した。

ここでSAS第82号を概観しておこう。まず，

構成であるが，序文では，意図的な不正の摘発

に関する監査人の責任および不正の防止と摘発

に関する経堂者の責任について述べている。そ

の後の内容は 6つに分類できる。すなわち，監

査上の不正の記述と特質，不正による重要な虚

偽記載のリスクを評価する擦のリスク要因の検

討，評価結果に対する監査人の対応，試査の結

果の評錨，監査人のリスク評価と対応に関する

文書化，経営者，監査委員会，その他に対する

不正についての伝達である。また，本文以外に

も， f守録(Appendix)Aで SAS第 1号CProfessi-

onal Standards， Vol.1， AU Sec.ll0)における

「独立監査人の責任と職能Jを，付録 Bで「業

務の執行における正当な注意Jを，そして，付

録 CではSAS第47号「監査を実施する場合にお

ける監査上のリスクと重要性JCAudit Risk 

and Maぬrialityin Conducting an Audit)の

「監査リスク」と「重要性j について各々改訂

している。

次iこ，このような構成からなる SAS第82号

が，財務諸表監査における監査人の賛任に対し

ていかなる影響を与えるのかについての検討を

行おう。第82号は霞頭で，不正に関する

の費託と機能を次のように規定している。

「霊主査人は，財務諸表lこ誤謬や不正による

な託宣偽記載が存夜していないかどうかについての

合理的な保証安得るために監ま霊長計踊し，実胞す

る責任そ負う。監至量絞拠の数笈と不正の特質iこよ

り，監査人は，主豪華きな虚偽記載が摘発されている

という合理的む保銃与を得ることがでさるが，絶対

的な保緩までは得られない。駁変人には，

26) Mancino [1合97]，p.32. 

表における重要ではない誤謬や不正による虚偽記

載の摘発について合理的な保証を得るために監査

を計画し，実施する責任はない。Jm

この規定によれば，監査人はすべての不正を

考慮する必要はないことになり， Nオ務諸表にお

ける意思決定に重大な影響を与えるもののみを

検討対象とすることになる。従前同様， r重要

性」と「合理的な保証」の基本概念を鍵にした

枠組みの中で規定されていることから，第53号

と比較した場合に監査人の責任自体が増したわ

けではないという指摘もある副。しかし， SAS 

第82号ではかかる責任を一般基準に含めており，

不正による重要な虚偽記載を摘発するための監

査責任が明確に規定されていることから，第53

号と比べて AICPAのより積極的な態度を評価

できる制。

その態度は特に，不正の担えかたに表れてい

る。当時の監査人と大衆の閣の期待ギャップは，

不正摘発のほかに，不正概念それ自体のギャッ

プとしても存在していた。一般に不正というと

き，他者を誤導するために企てられた詐欺的な

行為を含むヘ第82号では監査上の不正を財務

諸表中の重要な虚偽記載を生む行為に限定して

いるが，第53号で“irregularity"という腕曲的

な表現を用いていた不正後， “fraud"というよ

27) AICPA， ASB， SAS No.82， par.l， Appendix A， 

par刷2(Amend日 Statementon Auditing Standω 
ards No.1， AICPA， Profes日ionalStandards， 

Vol.l， AU sec.110). 

28) Mancino[1997]， p.32. 
29) Hall[1996] ， pp.85-88， ;fiffi [1997] ， 3イ， 12][。

tJ::!o， このJ悲惨警察は名前のi爵り「不jfの検討JIこ

然点がおかれだいる。したがって，露英綴iこ隠する主主

義は付金議Cのpar.6へ移行dれた。また，付録Aの脚

総 11こで，財務緒淡lこ隊機かっ主義望書な影響警唱ともたら

すような，第54{警で定義義dれていた途法行為lこ関し

亡そのようは途法行為から主主じる燦偽記載を摘発

するための豊定資人の笈仮谷，誤緩や不況に関する場

合と問機<!あると記載足きれている。

30)たとえば TheCommis日ionon Auditors' Re-
sponsibilitie日[1978]，p.31 :訳欝.6U託会参熊谷れ

たい。
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り強い用認であらわした3~また，従来は別立

てで記載されていた違法行為に関する基準札

欝設ではあるが宿様の扱いとして包括している。

これによって，室主資人が扱う不正を会計上の不

正に眼定Lたとはいえ，11:く一般の明解に沿っ

た不正課念となったのである。

さて， h最偽記載の軍国としては不正と誤謬が

考えられるが，不正か誤襲撃かは意IZI的か議かで

れる。監査人がより慎重に対応すべきな

のは前者，すなわち;畿圏的に行われる不正であ

る。 SAS第82Jiきでは，かかる不正からもたら

される虚偽記載に関してより詳継な議定を行っ

ているo ここでは，藍変人が検討対象とする不

正による虚偽記載を，不正な財務報告から投じ

るものと，資産の不正な流関から生じるものと

の2種類にIZ分して定義したり蔀者は財務諸

議事日用者を誤導ずる邑的でなされた財務諸表中

の金類ないしは開示;こ関す

や省絡を錯す。これらにはコーエン委員会で指

摘ちれた「企業業績の不正jが多くみられ，金

はさほど重要でない場合でも，経営者あ

るいは従業員の誠実性，統制環境の有効性に疑

問がもたれることから，財務藤殺に護大な童三響

を及ぼす議険性がある O 第82号ではこの危険性

を重視し，監査人に対して，不正によって財務

諸表に重要な童偽記載が存在するかもしれない

ヲスクを評価い監査計画時にかかる許衡を検

しなければならないと震定した。

第82号マは，監査人が検討するための指針と

して，不正な慰務報告のりスク要盟を 3

している。すなわち経営者の特賞および統制環

境に及ぼす影響に鰐逮するリスク饗路，業界の

状況に襲係するリスク要国，事業の特質および

財務の安定般に関係するリスク嬰国である。ま

た，資産の不正な流用から生じる虚偽記載のワ

31)綴SAS第53号が“f持活どという強い表務後遺筆げてUir_

reg立larity"そ使用した緩緯については，E悶[1989J，

286-266， 291~が詳しい。
なお，問主義主義における不正と途後行為についての

区別は， Carmichael [1988J， p.4lを参照されたい。

スク要因として，資産の不正な流用の可能性が

<tるリスク饗悶と，続税手続に関するリスク

留の 2鶏類をあげている。各々のリスクについ

て詳縮な例示が列挙されており，不正リスク要

閣の検討の擦には，個別的かっ総合的に専門家

としての判断そ符接することが欝求されている。

SAS第伯母では， これら 5つのリスク

によるリスク評価の結泉に対して監査人が対車、

すべき総合的検討，勤定残高レベ}¥I， 取引の分

主張の各レベルでの検討についてと，不正

な民主務報告ならびに資産の不正な流爵から生じ

る2種類の臆偽記載に寵する特別な対応につい

ての指針そ与えている。不正ワスク要国が存在

する場合，監査人は追加手続を実撮するなどの

対応ぞとることになる。最終設藷として，監査

人は実施したすべての監査手続および認識した

状況が，霊長去をの計画段落で行った不正のりスク

の評価安変受きするか否かについて検討すること

になる。その結果. l昆加続器の入手を行う，

に通知するなどの処置を行うこともあ

る。猿査人が不まあるいは違法行為を発見した

すぐに限姥付適正意見あるいは不適正意

見を表轄するわけではない。まずは不正に欝与

している者よりも上位の階騰に遇知し，

要求することになる。経営者自身が関与してい

るか，財務諸表に議饗な影響を及ぼすと判断し

た場合には，

が，それでも

ることになる

られなければ監査契約の

破棄を考えることもある汽

以上がSAS第82号の機略である。第53号は，

して誤謬および不正Cirr鍔ularity)

の擁発と報告に関する実務指針を提供するもの

であったが，第82号はその欝の通り，監査人が

不正 (fraud)を考産するための指針を捷供し

32)襲ま資契約の破棄により撃を変人を変更した機会の豪華街

は， SEC Form 8-f主によって明らかに言きれる。な
お，訴訟りスク後間避するため， 19号4年から19吉7年

4月までの践に!日ピッグ6だけで275社の監査契約

を~~りている (The Wall Street Journal， Apr.25， 
1997， p.A2)。
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ているo I掻発と報告JCdetect and report)と

Cconsideration)との相違は， 言言者がり

スク・アプローチに基づいた実務指針令指向し

ているのに対し，後者は殿査人の評価，判断に

重点をおいたものである。このことをもって，

第82号が第53号よりも監査証拠の入手や権発・

報告実務を軽視していることを意味すると解釈

するのは適当ではない。第82号は，

価と判断の要求により議点を震いたと

が妥当な解釈であろう O

SAS第53ioまでは，監査人は情報監鷲のみを持っ

ていた。前述のように，情報監査とは，雲寺務諸

に表された経営者の立言を監査の主題にお

くものであり，意見表明はそこから盟主Eぢれた

意味での保証である。すなわち，情報監査にお

いて保証されるのは，財務鵠殺が「企業の実態

および受託変妊の遂行状説会正しく表しているJ

ことではなく，に準拠して作成され，

されているJことである制。かかる

もとでの基準は，麗接会計饗料や余

計歪拠に按することのできない利患者に弐わっ

て監査人が評価を下すためのものである。その

こそが監査態見なのである。評衝を下すた

ある。

り，不正を

として，第留守が公表されたので

財務諸表監護まが情報監査へ移行しても，

不正や不祥挙が発覚した際にま

lま監護人である。 トレッドウェイ

したマルチディメンシ詩ナノレ・アブローチとは，

各告の部分の責任分担に欝点を置いたものであっ

た。そこでは監査人の倒に，経営者，利用者の

各々が財務議畿の作成，利用に認する各自

任を十升;こ果たすことが必要条件とぢれる。か

かる各自の責任が果たされた場合において，監

33)財務議後;lj1GAAPIこ準拠して作成されているから

といって，そのことによって綴ちに適正に愛ポtきれ

ているという十分条件になるわけではない。かかる

見解はコンチネンタル・ヴエンディング・マシーン

会社事件の半IJi決が有名である。

資人は自己詰絡の手段を講ずることなく監査に

かかわる事義務を全うできるのである。しかし，

は，財務諸表を巡る監査人以外の菊係者

は企業不庄や不祥事に対する，あるいは科用に

関する各自の寮在を臨分に負担していない。し

たがって，現裂の監査人の議鵜な訴訟負担を考

ると，実態態定資への期待がいかに存在して

いても，監査人がその責在を限定しようとする

民的で情報監査に特イとする動きを非難すること

はできまい。

さらに，議室査人に対して経営そのもの

するよう期待する者も存在しているが，塁き務報

告議寝全般で検討した場合，理論的には監査人

が企業の経営者の経営判断を監視することは行

うべきではないと考えられる。それは，取締役

ひいては株主の責任において

な容れるべきことであるからである。経営者の

行為の監視をい，その経営判断の撃を査を監査

人に要求するのであれば，それは特殊な監査契

約を結ぶべきである

おいて，財務諸表を作成する

会計とかかる財務諸表を対象とする監査は一体

であるから，本来は，一方の費任が変北する際

には他方にも露響そ及ぼすものと考えられる。

にもかかわらず，監資に対する期待ギャップの

表面誌によりヲ監査人の愛読とその対象範路だ

けがより大会く拡張されてきた。 SAS

私期待ギャッブ対叢として，議長恋人が検討・

評価する華差額を明らかに拡張している。

しかし， SAS第82号は，範醤の拡強と同時に，

監査人の負うべき資殺をあくまでも情報監査の

枠組みの中に限定している。統制環境などのリ

スク要因の検討をもって，情報霊長査に加えて実

態監査を行うことになったと解釈する利用者も

るかもしれなし、しかし，意見が求めら

れている立証の対象である監査の主鱗がやはり

34)コンサルティング・サービスや，アシュアランス・

サーどスの一環として翠iJIこネIE監査人 (fraud

a日必ぬのを緩うことになろうo
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ある以上，そ は否定せざ

るをえない。窓克表明のために立註が求められ

ているちのと，意克が求められている立註とは，

区別されるからである。第82号においてあたか

も爽態監査であるかのようにみえる検討や評信

は，単に監査人の立証が求められたにすぎない。

そのものが意見表轄の対象として最われていな

い以上，情報能査の枠からマていないと解釈す

るのが妥当であろう。

それでは，第82号の倣穫はどこに見いだすこ

とができるのであろうか。それは，不正に eつい

ての検討にある。監査人が情報挺驚へ特化した

場合，実態駄査のみがカパーする領域は免賛さ

れる。そのよで，問題は情報監査の方にあ

従来の監査人は，不正橋発を第一義的な問的と

その従事に消極的であった。しかし，

f財務諸表が適底に表示されているJならば，

「重要な虚偽記載がない」と解釈できる。この

命題の対棋は「重要な虚偽記載がある」ならば

されていないjである湖。ここで，

「財務諸表が適正にま霊前されているJならば

ない」という命鵡において，

「重要な歳偽記載がなしリということは， 1警報

監査を3建議する上で必要条件である。「重要な

虚偽記載がない」ということは，さらに

よって歪められていないj ということ

る。放に，意思決定に影響を与えるほ

どの重大な不正の存荘についての検討は，逮正

(あるいは不適正)であるという意見表明

う情報監まをにおいても必然の簡議であったので

ある。

したがって，実態艶査であろう

あろうが，その形態にかかわらず蹴資人は重大

な不正の搭発会行わなければならない却。従来

35)霊堂偽記載がないからといって必ずしも蕊しくま受ぷさ

れているとは{絞らずヲ遂・ 3震命題は成り立たない。

虚偽の不存在のみでは適正牲を証明することはで、き

ないのであるひ

36)伺様の伊!としては，不正の機発の後，内部統制の評

価，統制・緩繁華苦境の評価が考えられる。

の監査人は不正機発を副次的問的と位置づけて

きたため，第一義的自的と考える慰務藷表利用

者との揺にギャップを生じさFせてきた。そのギャッ

プは，利患者が経営者の誠実笠の監査役繋求し

けではなし情報監査の実施において

鴨らかに不備があったことに起因するのである。

SAS第82号における，不正リスク要習の検討

や評誌は，いままで対処されなかった不の錦

発部分を謹めるために公表されたものと考えら

れる。しかし，それは，情報監賓の枠組みの中

うこと とした基準である。不正の摘

釣をもっていても，実態

おいては，最終的な意見が求

められているものが異なる。それが実態霊長資の

領域で行われているならば， r重要設Jの概念

で不正が規定されることはなし、また，実態監

として行われるのであれば，単に不正の有無

が立註の対象となるだけではなく，不正そのも

のについての意克表明が求められるはずである。

しかし，第82号においては，第53号爵様，あく

までも不正の「検討jにとどまり，不正そのも

のについて意見表明を行うことを撃を求している

わけではない。したがって，情報監査の域をで

ていないと解釈できるのであり，第82号は，

の意味で情報監査に特化したといえるのである。

監査。人が免責される部分，すなわ

のものの監査という実勝監査の鶴語

は，取締役会や監査委員会による分担が期待さ

れることになる。経営者は，自らっくりだす内

部統制後簡単に乗り越えることができるため，

内部続制によって経営饗不正の防止や矯発を期

ることは，悶難である斜。そのため，内部

統制以外の統制システムが必要とぢれる。この

ようなことから， SECは，すでにマッケソン・

37) トレッドウェイ委員会IJ)議選ままによれば， :;r;iEな財務

絡をきが発覚してS日C~こ強毒殺捜査を実施議れた株式

公開企業のうち，約半数(45%)には主義切な内部統制

が備えられていたことがわかっている。いかに有効

な内部統制て?あっても一定の限界が生じることは否

めなし、
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ロビンス会社事件の後， ASR第19号の中で監

査委員会の設置を要求していた。監査委員会は，

社外取締役から構成され，監査人との意思疎通

の手段として役立ち，かっ経営者と監査上の見

解の不一致が生じた場合に経営者より高次の討

議を行う機会を与えるものである。 1978年には

ニューヨーク証券取引所によって同取引所に上

場している米国企業に対して監査委員会の設置

と維持が求められた。また，翌年， AICPAは

監査委員会特別委員会(SpecialCommittee on 

Audit Committees)が報告書 (AICPA [1979J) 

を公表し，監査人の独立性の維持の観点からも，

社外取締役から構成される監査委員会の自主的

な設置を推奨した制。

経営者の監視には取締役会と監査委員会が大

きな役割を果たすことになる。しかし，不正は

社外取締役が存在しているというだけでは防止

できない。取締役相互の監視強化が要求される

ため，執行役員との分業も有効な対策となろう。

米国の主要企業においては，最高経営責任者や

最高財務責任者などの経営責任者と取締役の分

離が定着しつつある。同様に，監査委員会も設

置されているだけでは意味がなく，独立性，在

任期間の延長など，その有効利用と活性化が望

まれるヘ不誠実な経営者によって誤導される

結果，内部統制等の内部監査機能が無機能化す

るおそれがあるため，監査委員会には内部監査

機能が働いているか否かをチェックするととも

38)詳しくはAICPA [1979Jを参照されたい。

39)単に設置しただけでは役に立たない例として，米国

における株式公開企業150社に対するアンケート調

査の結果を補足しておきたい。 150社のうち半数の

75社は1980-1991年に不正な財務諸表が発覚してい

る会社であり，残り75社は重大な不正がなかった会

社である。各々 の構成，在任期間，株式保有状況，

監査委員会について調査したところ，社外取締役の

構成そのものはどちらも半数強とそれほど大差はな

い。しかし，社外取締役の独立性をみると，その割

合は不正が発覚した企業は28%にまで下がることに

なる。 AICPAの特別報告などでも取締役の独立性

が財務諸表不正の減少に有効である点が指摘されて

いるが，まさにその見解を証明したことになろ

に，内部監査人がその職責を果たすことができ

るような環境を整備する役割をも期待されるの

である。

第82号における作成責任と監査責任の分離の

点では，監査人の不正の考慮に関する責任と指

針を明確に規定すると同時に，経営者側の作成

責任も明記したへ経営者には，会計原則の健

全な適用と内部統制の確立と維持に責任がある。

従来の SASでは，監査人の責任や限界の規定

にとどまり，経営者に対する不正の摘発および

防止の責任については何ら記載されてこなかっ

た。わずかに監査報告書 (SAS第58号，第79

号〉に関して二重責任の記載がみられるのみで

ある。トレッドウェイ委員会においても経営者

の財務報告作成責任について主張されていたが，

不正な財務諸表の公表は，財務諸表の作成者が

その責務を果たしてこなかったことに第一の原

因がある。適正な財務諸表を作成していれば，

監査人の側からそのような経営者の責任につい

ての記述を必要とすることはなかったはずであ

る。不正によって歪められた財務諸表を作成し，

開示した経営者の責任は強調されてしかるべき

であり，責任の所在と分担を大衆に啓蒙する点

で，第82号の改訂記載は評価されよう。

以上述べてきた監査人，取締役会，監査委員

会，経営者がその分担した責務を果たし，最終

的に，株主，投資家，財務諸表利用者，広く大

衆一般によって企業が監視されるならば，財務

諸表監査制度はより信頼でき，より有効に機能

していくものと考えられる。

う。また，在任期間は不正発覚企業のほうが短く，

社外取締役の株式保有率が極端に低いことも特徴的

である。さらに，監査委員会をみると，不正発覚企

業においては，設置自体が4割，さらには年度中一

度も会合をもたない監査委員会が，その中の 3分の

1にのぼっている。結果として， 7割強が有効では

なかったことがわかっている。 CBeasley[1998J， 

pp.56-58) 

40) AICPA， ASB， SAS No.82， par.2， Appendix A， 

par.2 CAmends Statement on Auditing 

Standards No.1， AICPA， Professional 

Standards， Vol.l， AU  sec.llO). 
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5. むすびにかえて一要約と今後の展望一

財務諸表監査において，一般に「期待ギャッ

プ」と呼ばれているものは，その詳細を分析す

ると 4種類に分類できる。本稿においては，こ

のうち監査実務および監査のあり方に関する期

待ギャッフ。の検討を通じて，監査人の責任の再

検討を行っている。その結果，導入初期に見ら

れていた監査実務に関する期待ギャップは縮小

したものの，監査のあり方に対する期待ギャッ

プが顕著になったことがわかった。その原因は，

社会がもっとも監査に期待した「公の番犬」と

しての監視機能，すなわち不正の摘発について

の考え方の相違にある。利用者，広く社会一般

は監査人に不正の摘発を要求したが，監査人は

それを副次的目的として免責されようとしてき

た。しかし，度重なる訴訟による賠償負担の増

加により，監査人はかかる期待に全面的に対処

せざるを得なくなったのである。

不正による虚偽記載の摘発問題は，従来の財

務諸表監査の欠陥を明らかにしている。財務諸

表の目的は受託責任の顛末報告から意思決定に

有用なものへと拡大したが，財務諸表監査はそ

の生成初期から情報監査を行っていた。そして，

監査人は情報監査を理由に不正摘発に消極的で

あった。しかし，期待ギャップの原因を分析す

ると，それは実態監査を行っていないことにあ

るのではなく，情報監査のあり方とその実施方

法自体に不備があることが判明した。すなわち，

情報監査においても重大な不正の摘発は必然で

あったのである。 SAS第82号は， このような

欠陥を補うべく，監査人に対して重要な虚偽記

載の摘発を要求し，不正の検討の指針を与えた

ものである。

財務諸表利用者は，実態監査と情報監査の双

方を求めている。 SAS第82号においては，監

査人はこのうちの情報監査に特化し，その代わ

りに実態監査的側面をその他取締役会や監査委

員会が担うよう，その責務の分担を試みている。

また，財務諸表と監査報告書に関する責任を分

担するために，経営者の作成責任をより明確化

している。

SAS第82号が期待ギャップ解消にいかなる役

割を果たしたのかの結論はこれから表面化して

くることであろうが，かかる検討は，監査の将

来を探ることに直接的につながるものと思われ

る。また，第82号では情報監査を行っているが，

貸借対照表監査が財務諸表監査へと展開したよ

うに，将来的に利用者の期待に応じて財務諸表

監査そのものが変容する可宮町生も否定できない。

たとえば， 1994年の AICPAによる財務報告特

別委員会の報告は， Iビジネス・レポーティン

グの改善J(AICP A [1994])という表題であり，

本文を通じて Iaccounting reportJという表

現が用いられていない。財務諸表から新たな報

告様式への移行がみられるとすれば，監査もま

た，同様に変化していくものと考えられる叫。

かかる視点は会計学における監査論の位置づけ

を再考することにもつながるであろう。

本稿では監査側からのアプローチで財務諸表

監査の責任分担を検討したが，財務諸表監査の

枠組みのもとで生じる期待ギャップは，財務諸

表の作成実務や作成のあり方そのものに関しで

も生じている。したがって，適正かっ有効な財

務諸表監査制度における各自の責任の検討には，

監査対象である財務諸表の作成過程，すなわち

財務会計の立場からのアプローチでも検討を要

するものと考えられる。被監査側からの適正な

財務諸表監査の検討は，今後必要な課題である。
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