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経済学研究 50-3
北海道大学 2000.12

わが闘の監査基準および監査慣行に関する一考察

蟹江

はじめに

1999年12月14日，新聞各紙は，山一証券破産

管財人団による中央監査法人(現中央青山監査

法人)1)に対する損害賠償譲求の提訴を一斉に

報じた。

それによれば，詞監査法人は，山一証券の経

営破綻の原因となった1997年3月期の粉飾決算

を見逃し，会社に損害を与えたとして，同期に

行われた違法配当結当額と監査報酬 (3，700万

円)の合計，約60撞円の損害を賠償するよう求

められている cr日本経済新聞J1999年12月15

8付朝刊)。

原告側の主張はこうである。中央監資法人は

果たすべき任務を怠つで決算の粉飾を見逃し，

会社が提出した計算書類を適法とする監査報告

を行った。このため粉飾を知らされないまま開

催された株主総会において，違法な配当決議が

仔われた。この結果，本来なら法的に認められ

ない配当金を違法に社外に流出させ，会社に損

を与えたというものである (r読売新聞』

1999年12月14B付夕刊)。

原告側による責任追及は，中央監査法人が会

計監査人としての正当な注意を怠り，会社の実

態を適切に反映していない計算書類に不適切な

監査意見を表明したこと，すなわち「監査の失

敗jに対してなされていると見ることができる

のである。

これに対して中央監査法人側は， I現行の監

査基準および監査横行に照らして十分な監査を

1) 2000年4月1日に青山監資法人と合併した。

章

行っていることを法廷で明らかにする」とのコ

メントを発表した。監査手続に不備はなく，賠

償責任を負うべき「監査の失敗Jには当たらな

いとの立場を主議するものと考えられる。

以上で概観した山一証券出中央監査法人訴訟

は，商法特例法に基づく会計監査人としての中

央監査法人に対する損害賠鑑訴訟である 2)。し

かしながら，罰監査法人は，山一証券において

証券取引法に慕づくいわゆる「財務諸表監査」

を担当する監査人でもある。商法特例法監査と

財務諸表監査は実質的に一元化されており，両

監査は基本的に悶ーの手続によって実施されて

いるといってよL、。したがって， この訴訟は，

市場経済のインフラとしての公認会計士監査に

おける「監査の失敗」に対するわが国で初めて

の本格的な責任追及として，社会的にも大きな

往自を浴びることになったのである。

山一証券コロ中央監査法人訴訟が， いずれ事例

研究の題材として取り上げられるであろうこと

は容易に想録できる。未だ審理中の事例である

とはいえ，その背景などが研究の対象となり得

る要素をもっということもできる。しかしなが

ら，本稿はこの事例そのものを検討しようとす

るものではない。この訴訟事例を自にしたこと

で改めて患い査った，わが国の監査基準および

監査慣行のあり方にかかわる問題について考え

2 )商法特例法，すなわち F株式会社の監査等に関する

特例に関する法律jの第9条は，次のように規定し

ている。

「会計監変人がその任務を怠ったことにより会社に

損害を生じさせたときは，その会計滋資人は，会社

に対して連帯して援筈賠償の責めに佼ずる。」
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てみようというものである。

わが留の監査基準，とくに監査手続について

規定する監査実施準出は，抽象的・理念的な規

定によって監査手続の柔軟性を確保するという

立場を取っている O 永年の実務経験を積み重ね

ることによって十分な監査慣行が確立され，マ

ニュアル的な準員iJの規定が公認会計士監査制度

の実情に適合しなくなったというのがその理由

である。

しかし，監査報告書の利用者の視点に立って

監査基準のあり方を考えるとき， こうした思想

に果たして問題はないのだろうか。また，わが

国の監査慣行は，公認会計士の視点から一面的

にのみ挺えられ過ぎているのではないだろうか。

監査基準のあり方や監査慣行の成熟度は，監査

人たる公認会計士だけではなく，監査報告書の

利用者の視点をも加味した上で考えられるべき

ではないだろうか。

本小稿は， こうした観点から，わが国におけ

る監査基準のあり方ならびに監査慣行の確立に

ついて検討するものである。

1.監査人の説明費任と監査基準の機能

山一証券=中央監査法人訴訟において監査人

たる中央監査法人は，いわゆる「監査の失敗J

に起国する損害の賠償を求められていると見る

ことができる。

公認会計士(監査法人)が会計情報の監査

(財務諸表監査)を行うに当たっては，様々な

制約によって「監査の失敗Jを完全に排除する

ことは不可能である。財務諸表監査には失敗の

1)スクが不可避的に存在すると考えなければな

らなL、。こうした「監査の失敗Jのリスクは，

通常， I監査 1)スクJ(audit risk) と呼ばれて

いる。財務諸表監査の実務ならびに理論では，

この監査リスクをいかに合理的な水準(社会的

に許容され得る水準)に抑えるかが議論されて

いるのである。

監査人は，一般に認められた監査基準や監査

慣行にしたがって監査手続を実施し， これに基

づいて監査意見を表明している限りにおいては，

仮に「監査の失敗j という結果になったとして

も誼ちにその責任を関われるべきものではない

と主張するであろう。監査人が準拠した監査基

準ならびに監査横行が，監査人の役割，責任，

監査手続の論理構造，監査意見および監査報告

書の意義などを明瞭に示しており，監査人以外

の監査関係者(被監査企業および監査報告書の

利用者)にも十分に理解されたものであるなら

この主張に合理性を認めることができょう。

監査人は，監査意見を表明することによって

重い責任を引き受けなければならない。それゆ

え，その責任をできるだけ限定的に捉えたいと

考えるであろう。こうした行動自体は，そこに

合理性が認められる限り，誼ちに非難されるべ

きものではない。問題は，限定的に捉えられた

責任の範顕ならびに監査人がその責任を果たし

たと主張する根拠が，被監査企業や監査報告書

の利現者に明瞭に伝達されていないということ

にある。

財務諸表監査の論理は，一般の利用者にとっ

て決して分かりやすいものではない。実際，大

学で監査論を履修した学生に講義の感想を問え

ば，その大半が「難しかったJと回答する。も

ちろん，財務諸表監査の論理を十分平易に説明

できない筆者の教授能力の欠如を不問にはでき

まい(むしろこのことこそが間われるべきかも

しれないが，ここではひとまず措くことにする)。

しかしながら，一般の人々の中に，監査人が一

体どのような手続を実施し，どんな判断を下し

たのかを容易には知り得ないことに対する不満

が存在するのは確かである。

わが国の監査報告書はその様式が完全に標準

化されており，監査人が実施した監査の概要を

示す「範囲区分Jと，監査の結論にかかわる監

査人のメッセージである監変意見を記載する

「意見区分jを中心に構成される。毎年提出さ

れる監査報告書の 9割以上が，いわゆる「無限

定適正意見報告書Jという形でパターン化され
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たものとなっている。個々の会社についても，

日付を除いて毎年同じ文書を記したものが公表

されているというのが実矯である。

投資者の保護に資するという財務諸表監査の

趣旨に鑑みれば，財務諸表が信頼し得るもので

あることを保証する「無限定適正意見報告書」

が提出されること自体はむしろ望ましいことで

あるともいえる。しかしながら，監査報告書の

利用者は，わが盟の監斎報告書が監査人の説明

責任 Caccountability)を満たすのに十分なも

のではないという不満を抱いているように思わ

れる。こうした不満を生む要因としては様々な

ものがあげられよう。本稿でとくに指摘してお

きたいのは，わが盟の監査基準・準則のあり方

にかかわる開題であるO

監査報告書の範囲区分に「一般に公正妥当と

認められる監査基準に準拠し，通常実施すべき

監査手続を実施した」との記述があるが，監査

人によって実施された監査手続ならびにそれに

基づいて下された判街を具体的な形で知ること

はできない。実施された監査手続や判断の過程

が監査報告書に記載されていないということを

指摘したいのではない。実施された監査手続を

逐一記載することは監査報告書を徒に長文にし，

額雑な記述によってかえって重要なメッセージ

を怯わりにくくする恐れなしとしないからであ

るO

むしろ問題なのは，監査報告書の利用者が実

施された監査手続の内容を知ろうとして監査基

準・準員IJの規定を直接検討したとしても，そこ

には具体的な監査手続を窺い知る手掛かりがほ

とんど用意されていないということである。と

くに監査人が実施したと主張する「通常実施す

べき監査手続」は，監査実施準則において概念

的な記述がなされているに過ぎず 3) その内容

3)監査実施準員IJ--は，次のように規定している。
li通常実施すべき監査手続は，監査人が，公正な監
査慣行を踏まえて，十分な監査証拠を入手し，財務
諸表に対する意見表明の合理的な墓礎を得るために
必姿と認めて実施する監査手続である。」

自体は監査人の判断に全面的に委ねるという形

が取られている。果たしていかなる監査手続が

「通常実施すべき」ものであるのかを，監査報

告書の利用者が誼接知ることはほとんど不可能

なのである。

2.監査基準・準尉に監査手続が具体的に記載

されない理由

監査報告書の利用者aは， I一般に公正妥当と

認められた監査基準に準拠し」という記述を自

にすることによって，監査人が勝手気ままな監

査を行L、主観的な意見を述べているのではない

ということを理解するだろう。しかしながら，

利用者がこの記述から実施された監査手続の異

体像を描くことは容易ではない。ましてや，

「通常実施すべき監査手続」がどのようなもの

であるのかは，監査基準ならびに監査実施準員ぜ

からも読み取ることはできない。いかなる手続

が「通常実施すべき監査手続」であるかは，監

査を実施する個々の監査人の判断に委ねられて

いるのである。実施すべき監査手続の内容なら

びに監査手続に基づいて下された判断は，監斎

報告書の利用者にとってはブラック・ボックス

と化しているのである。

わが国の監査基準・準異!Jが呉体的な監査手続

の内容を明示しない構造を採用したのは，平成

3 (1991)年の改訂によってである。それ以前

の監査実施準則(以下， 11日実施準員IJJ)におい

ては. I通常の監査手続jという名称で. I監査

人が通常実施すべき監査手続であって，実施可

能にして合理的である掘り省略しではならない

ものJC第一「総論J.-)がかなりの紙数を

割いて具体的に規定されていた(第二「通常の

監査手続J)。ところが，平成3年の改訂に当たっ

て，監査実施準則を「純イじするといった趣旨

で旧実施準長IJに掲げられていた具体的な監査手

続が全面的に削除されたのである。

そもそも「純化」なる概念の意味が不明であ

る。ただ，監査実施準員Ijの改訂に携わった関採
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者の話から推測すれば，限定あるいは例示の如

何を関わず，具体的な手続を列挙することによっ

て，監査人の行動がこれに拘束されるのを避け

ることに「純化Jの狙いがあったように思われ

る。そこでは，監査実務を取り巻く環境が常に

変動する状況下において，これに柔軟に対応で

きる構造を監査実施準則に与えるといった理由

づけがなされている。こうした方針をさらに根

拠づけるものとして，わが国の監査慎行がかな

りの程度成熟してきたという点が指摘されてい

る(新井[1992J.村山[1992])。

確かに，公認会計士には，その制度創設以来

およそ50年に渡る努力の結果として，わが国の

市場経済を支える一般に認められ得る公正妥当

な監資慣行を確立してきたという自負があろう。

また，その過程において大部なる監査手続マニュ

アルが編纂されてきたであろうことも想像に難

くない。こうした点を考慮すれば，監査人たる

公認会計士にとって監査手続の実施にかかわる

基準ないしこれを補足する準別は，むしろでき

るだけ抽象的あるいは理念的な内容を規定する

ものの方が望ましいであろう。また，監査基準・

準別によって行動を拘束されることなく，自ら

の経験と判断に基つずいて実施すべき監査手続を

決定することによってこそ，変化が著しい環境

下において多様な監査対象に柔軟かっ適切に対

応できると考えることは合理的でもある。

一方，監査基準あるいは実施準員IJに異体的な

監査手続を掲げることは，かえって監査に対す

る誤解を詔く恐れがあるとの主張もあり得ょう。

公認会計士は，自らが確立してきた監査噴行と

手続マニュアルによって適切な手続を理解し，

これにしたがった監査手続を実施しているはず

である。しかしながら，監査報告書の利用者が，

監査基準・準員立に列挙されている手続を実施す

ることこそが適切な監査であるという誤った認

識をもつことが危倶されているのである。

今，監査報告書の利用者が上のような誤った

認識をもっていたとする O その上で，監斎人が，

準員IJに掲げられているある手続を実施すること

が適当でないと判断した場合を考えてみよう。

このとき，監査人は独自の判断に基づいて当該

手続を実施せず，代わりに加の手続によって十

分な監査証拠を入手した。監査人のこの行動は

妥当なものであると考えられる。しかし，利用

者の認識が誤っていれば，監査人が取った行動

が適切に評価されない恐れを否定することはで

きないであろう。監査人の行動が制約されるど

ころか，利用者の誤った認識に基づく責任追及

を回避するために，監査人の側において適切な

監査手続の実施が妨げられることさえ想定され

るのである。このように考えると，監査基準・

準員IJに監査手続を具体的に弼挙するに当たって

は，利用者の誤解を招かないような配慮が必要

であるように患われる。

3.監査'慣行に対する認識のギャップ

監査人たる公認会計士は，およそ50年の監査

経験を積むことですでに監査に十分「慣れてj

いる。また，具体的な手続については詳細なマ

ニュアルが用意されており，これにしたがって

状況に応じて監査を進めればよし、。それゆえ，

敢えて監査実施準到にマニュアル的な規定を設

ける必要はなし、。むしろ，変化の著しい環境下

で具体的な手続を明示することは，かえって監

査の有効性を損なう恐れがある。また，仮に具

体的な手続を明示すると，環境変化によってそ

れらの変更を余儀なくされた場合に迅速な対応

ができなL、。そればかりか，頻繁な規定の改訂

を行わなければならなくなり，逆に一般利用者

に混乱と不信をもたらすことにもなりかねない。

延いては監査人の責任を過重なものにすること

にもつながる恐れがある。こうしたことを未然

に妨ぎつつ監査環境の変化に迅速かっ適切に対

応するためには，具体的な手続の決定を掴々の

監査人自身による状況判新に委ねる方がよい。

おおよそこんなところが監査実施準期の「純

化jを正当化する論理ではないだろうか。だが

こうした立場は，監査基準・準則が監査人のた
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めにだけ設けられているということを前提にし

てはじめて成立するものであるように患われて

ならない。

この前提は，わが国の監査を取り巻く状況を

考躍に入れると，必ずしも合理性をもっとは思

われない。監査基準・準射を監査人の視点だけ

から捉えるわけには行かないのではないか。む

しろ，監査基準・準則の設定に当たっては，一

般に分かりにくいとされる監査のプロセスを，

監査報告書の利用者にどうやって理解させるか

という観点が必要なのである。利用者は，監査

人が行った監査の内容について，監査人による

説明があまりにも不足していることに不満を抱

いている。こうした不満を解消するためには，

倍々の監査人が自ら利用者とのコミュニケーショ

ンを留ることも必要である。しかし，監査基準・

準員IJにある程度具体的な手続を明示することよっ

て監査のプロセスに透明性をもたせ，利用者に

監査の全体像を理解してもらうという，監査制

度レベルでの対応がより重要であろう。

確かに監査人たる公認会計士は，およそ50年

に渡る経験を通じて監査に習熟してきたといえ

るであろう。また， こうした公認会計士の努力

によって，監査横行が一般に定着したとの認識

ないし自負をもっていても不思議ではない。し

かし実際には，公認会計士が監査慣行の確立に

努めてきた期間の大半は，わが自主の企業活動が

間接金融によって支えられていた時代である。

企業の資金調達が銀行借り入れに依存していた

時代には，資金の主な提供者は投資家ではなく

預金者であったはずである。果たして預金者が

企業の財務諸表や財務諸表監査に関心をもって

いたであろうか。一般の人々は，公認会計士が

どのような監査慣行を確立し，どんな監査手続

を行っているかに興味を示していたであろうか。

もちろんその時代にも証券市場は確かに存在

し，そこに参加する投資家が財務諸表や財務諸

表監査を利用していたということを否定するわ

けではない。しかしながら，実際には，企業の

資金調達行動が誼接金融の比率を高め，投資家

とのかかわりを深めてきたのはつい最近のこと

である。それまで銀行頭金に集中してきた家計

の資金が，長く続く預金の低金利にも後押しさ

れる形で証券市場へと向かうようになったので

ある。こうした現象が，投資対象選加の道具と

しての企業情報に対するニーズを生んだ。それ

と同時に，その信頼性を保証する財務諸表監査

に対する関心を高めてきたのである。さらに，

本稿の冒頭で触れたように，いわゆる「監査の

失敗Jという問題の顕在化がこれに拍車をかけ

たと見ることができょう。

このような現実を直視するならば，少なくと

も「監査慣行が確立されたJという公認会計士

側の認識が監査報告書の利用者と共有されてい

るとはいい難い。むしろ，利用者の観からすれ

ば今やっと財務諸表監査という存在に自を向け

始め，その意義を理解しようとしているところ

なのではないだろうか。にもかかわらず，利用

者は，監査との接点としての役割を担っている

はずの監査基準・準則を見ても，監査にかかわ

る重要な事項を十分に理解することができない

状態に農かれているのである。

4. r期待ギャップJと監査基準のあり方

企業会計審議会が平成12年 6月に公表した

「監査基準等の一層の充実に関する論点整理j

(以下， r論点J)がいうように，監査基準・準

則を監査人が準拠すべき規範として理解するこ

とに異論はなL、。ただし，それだけでは一面的

な解釈にとどまり不十分であるというのが本稿

の基本的な立場である。監査基準・準則は，監

査報告書の利用者，さらには被監査企業が監査

の意義・目的，監査人の役割・責任，監査手続

およびその実施を経て表明される監査意見の意

味などを理解するための手段でもある。

もちろん， r論点Jもこうした点を認識して

はいる。しかしながら，その一方で，監査制度

の定着状況を理由に，監査手続に関する監査基

準・準買IJの啓蒙的役割はすでに終わっていると



72(424) 経済学研究 50-3 

の立場を鮮明にしている。ここから推測するに，

今後監査基準・準員IJの根本的な改訂を行うとし

ても， I日実施準則のように監査手続を個別・

体的に列挙するといった形式の規定を援活させ

ることは想定していないようである。

確かに，わが国の証券取引法および商法特例

法に基づく公認会計士の監査は，制度として定

着しているように見える。しかし，監変が制震

として定着し実施されているということと，監

査関係者が監査の意義や目的，監査人の役割な

どを正しく理解していること，さらにはそうし

た事項に関しての認識を共有しているというこ

ととは，必ずしも同義ではない。制度は定着し

ているように見えるが，実際には正しく理解さ

れていない。また，関係者閉で監査の意義など

について合意が成立していなL、。いわゆる「期

待ギャップjの存在はこのことを物語っている

のである。

「期待ギャップjの本貿は，監査関係者の監

査に対する認識の“ズレ"であると考えられる。

こうした“ズレ"が生じる一つの原因として，

監査報告書の利用者が監査に対して抱いている

過大あるいは非現実的な期待をあげることがで

きょう。これは，監査に対する理解の不足によ

る認識の誤りに起因するものであろう。この場

合，利用者の適切な理解と認識を穣成するため

に何らかの対応が必要となる。

他方，監査人が自らの役割を狭く捉え過ぎて

いるとすれば， これも“ズレ"の原因となる。

監査人が責任の範囲を限定しようとする態度が

過剰になると，本来果たすべき役割が放棄され

てしまう。こうした状況をそのまま監査横行と

して確立しようとすると，監査人の認識と利用

者の期待との間に“ズレ"が生じることになる

のである。とくに，監査基準や監査壌行が監査

人の立場に偏った形で成立していると，利用者

の合理的な期待が不合理なものであるとして退

けられてしまう恐れがある。この場合には，監

査人たる公認会計士のみならず，監査基準の設

定主体にも幾分かの責任が存荘するように忠わ

れる。

わが国においても「期待ギャップjの問題は

確実に存在している。それは，相次ぐ企業不正

の露呈や経営破綻との関連で顕在化している。

さらに， r監査の失敗Jと考えられる事例に対

しても厳しい批判の自が向けられている。わが

闇の「期待ギャップ」は，利用者の理解不足と

監査人の消極的な役割認識が複合的に作用する

ことによって生じていると考えられる。そして，

それらの背後にもそれぞれ原躍がある。それは，

監査基準のあり方であり，監査慣行の捉え方で

ある。

監査報告書の利用者が公認会計士によって実

施されている財務諸表監査を理解しようとする

とき，監査基準は最も基本的な資料となるはず

である。監査基準の規定を見ることによって，財

務諸表監査の基本的な概念や仕組みを理解でき

ると期待しているのではないだろうか。ところ

が，実際には，わが国の監査基準および準郎は，

必ずしも財務諸表監査に関して具体的なイメー

ジを描けるようには設定されていないように思(

われるのである O そればかりか，今ようやく財

務諸表監査への控目度を高めてきつつある利用

者の期待とは裏腹に，細別・具体的な手続につ

いての啓蒙的役割は終わったとの認識から，監

査のプロセスにかかわる規定はますます抽象度

を増す可能性さえある。

そもそも監査基準による監査手続の啓蒙活動

は，誰を対象にして行われてきたのであろうか。

推測するに，それは，監査の主体たる公認会計

士に対して監査の実施方法を徹蔵するためだっ

たのであろう O 公認会計士の観においては，す

でに監査の実施方法に習熟し，また十分な手続

マニュアルが篠立されている現在に至っては，

自らの判断によって最適な監査手続を設計して

実施できるとの認識がある。また，監査基準の

設定主体の鶴も，そうあらねばならないと考え

ているのであろう。したがって， これ以上監査

基準による異体的な監査手続の説明は不要であ

るとみなされているのである。
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しかしながら，いわゆるリスク・アプローチ

によって，監査手続に関する考え方が大きく転

換されたという事実を見逃しではならない。わ

が国では，平成3年の監査基準・準則の改訂に

標してリスク・アプローチが導入された。それ

以前とは異なる考え方に基づいて監査手続を設

定し，実施しなければならなくなっているはず

である。また，これにともなって監査境行にも

揺らぎが生じていたはずである。にもかかわら

ず，監査基準・準尉は，新たな思想に基づく監

査手続を啓蒙するという役割，ならびに新たな

監査慣行の確立に向けた努力を放棄してしまっ

たように思われる。その結果が， この度の「論

点」における反省となって現れていると見なけ

ればならないり。

このように，財務諸表監斎に熟練したとする

公認会計士においですら，適切な認識に基づい

て監資手続を実施できていないという現実があ

る。ましてや，最近になってようやく財務諸表

監査という存在の意義を認識し始めたばかりの

利用者が，具体的な手続の説明なしに財務諸表

監査のプロセスを適切に理解するのは不可能で

ある。監査基準は，監査人だけではなく監査報

告書の利用者をも考慮に入れて，監査の意義・

目的，監査人の役割・責任，監査手続ならびに

監査意見の意義なと、についての啓蒙的な役割を

果たすことができるように再構成される必要が

ある。

4) I論点、jは， I監査基準等においては， (中略)リス

ク・アプローチの考え方が採沼されている。しかし，

その意義が監査人に十分理解されておらず，その考

え方が監査手続の実施に当たって十分反映されずに，

単なる経験的な判断によっているのではないかとの

指絡がある。(中略)監査基準・監宝苦笑施準員'Jにお
いても，監査上のリスクの内容や評価手続に関する

考え方を明らかにする必要があるjとの認識を示し

ている(問「実施薬準・監査実施準則J1リスク・

アプローチ(1)リスク・アプローチの意義が十分

理解されていないことについてどのように考えるか)。

5.監査慣行の再構築

「論点Jやその関係者の議論5)を見ていると，

財務諸表監査制度はすでに定着し， これを支え

る監査慣行も十分に成熟しているとの認識が示

されているように思われる。そしてこの認識の

もとでの新たな監査基準・準則の設定が意図さ

れている。ところがその一方で， リスク・アプ

ローチに対する公認会計士の認識ないし理解の

不足が指摘されている。そこから，現行の監査

基準・準尉がリスク・アプローチに関する啓蒙

を十分に行ってこなかったことに対する反省が

読み取れるのである。そして，この反省に立っ

て，監査基準・準尉の改訂に際しでは， リスク・

アプローチにかかわる啓蒙的な規定を盛り込む

ことが計画されている。

このような矛盾した見解が示されなければな

らなかったのは当然のことであろう。リスク・

アプローチの導入により，それまでの監査横行

を揺るがす監査アプローチの大転換があった。

にもかかわらず，監査基準・準則は監査横行を

転換させるという役割を必ずしも積極的には担っ

てこなかった。このため， リスク・アプローチ

という新たな環境下において，これに適合した

監査慣行の構築を促すことができなかった。結

果として，それまでの監査慣行が，いわば情性

的に監査実務を支配してしまったのである。

監査のアプローチが変わったにもかかわらず，

監査横行を変えることができなかった。いやむ

しろ， リスク・アプローチを導入したとされる

監査基準・準射による適切な魯蒙がなされなかっ

たことが原因で，監査人がアプローチの転換を

十分理解できなかったと見る方が適当かもしれ

なL、
一般の人々は，これまで財務諸表監査に対し

て必ずしも大きt，J.関心を寄せてこなかった。と

5)座談会 rr監査基準等の一層の充実に隠する論点整

霊童JをめぐってJr JICPAジャーナルJNo.541， 

2000年，pp.30-43を参照。
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ころが，そうした人々が，いわゆるバブル期以

来の株式市場への関心の高まり(もっとも，今

では後悔の念と失望感，さらには怒りが支配し

ているようにも思われるが)や長ヲ!く預金金利

の低迷，さらには一部の有識者，評論家，政治

家あるいはマスコミによる煽動的とも取れる論

調にも促されて，株式市場への資金の提供者と

しての地位を高めてきた九こうした一般の個

人投資家が，投資対象の選別材料として企業の

行動とともに，経営内容を示す財務諸表に在日

するようになったとしても不思議ではない。こ

れにともなって，財務諸表の信頼性を保証する

財務諸表監査に、注目が集まるのは，いわば必然、

といってよいであろう。

投資家は自らの大切なお金を投資するのであ

るから，不調，IJの損失を被らないように用心する

のは当然である。このとき，財務諸表監査によっ

て信頼性を保証された財務諸表によって，企業

が潜在的に抱える 1)スクの大きさが演IJられるこ

とになる。ところが，個人投資家の観点からす

ると，ただでさえ専門性が高くて分かりにくい

財務諸表監査の仕組みを理解するための資料が

与えられていない。専門家たる公認会計士が実

施した監査によって導かれた結論のみを，唯々

諾々と受け入れなければならない立場に置かれ

ているのである。財務諸表監査が十分信頼でき

るものであればさしたる問題はないのかもしれ

ないし，実際最近まで大きな開題は提起されて

6 )全国証券取引所協議会の調査によれば，個人株主数

(延べ人数)は，平成11年度に192万人増加の3，022

万人となり 4年連続の増加となった。傍人の持株

比率は， 1βポイント上弊の26.4%となったとされ

ている(全国証券取引所協議会「平成11年度株式分

布状況調査の調査結果について」平成12年6月26日，

http;l/www.tse.or.jp/top/frarnesp.htrnl ;最終

アクセス=2000年9月1臼)。

なお，蛇足ながら誤解のないよう申し添えれば，

筆者は偲人株主が増加することを否定的に捉えてい

るわけでは決してない。ただし，株式投資に振り向

けるような余裕資金をもたない，本来投資家として

棺応しくない人々にまで株式投資を煽るような嵐識

には途和!惑をもっているのである。

こなカ〉った。

しかし，今，状況は大きく変化している。企

業の不祥事や経営破綻との関連で，違法な会計

処理の発覚，あるいは重要な疲偽記載によって

歪められた財務諸表の公表という事例が相次い

だ。会計および財務諸表の信頼性，そしてそれ

を担保するべき監査制度の有効性に大きな疑念

が生じてきたのである。とくに，いわゆる「レ

ジエンドJ問題7)に象徴されるように，海外の

利用者等からの厳しい批判に略されることとなっ

た。これまでに築き上げられてきたとされる監

査横行に対して，監査報告書の利用者がその受

容を拒絶したと見なければならないのではない

だろうか。

ある団体が，公民館の一角でそこを訪れるみ

んなのために，一風変わったサークル活動を始

めた。当初その活動に輿味を示す人はほとんど

なく，結局その団体に属している人達だけが独

自のルールに基づいて活動を継続してきた。そ

のうちに，ルールを基礎とした様々な慣行が出

7) rレジエンド」問題とは，わが国企業が公開する会

計情報の信頼性ならびにこれを保証する財務諸表監

査の有効性・信頼性に対する疑念に端を発し，いわ

ゆるビッグ5と呼ばれる会計事務所の要請によって，

英文アニュアル・リポートに添付されるわが~の大

手監査法人の監査報告書に「轡匂Jを付さなければ

ならなくなったというものである。例えば，アーサー

アンダセン会計事務所と提携関係にある朝包監査法

人では，顧客の英文アニュアル・リポートに添付さ

れた英文監査報告警に次のような「警句Jを付けて

いる。

「この警句は，会計基準および監査基準ならびに

実務におけるそれらの適用は国によって異なり，報

告される財務状態および経営成果に怒らく重要な影

響を及ぼすであろうことについて，利用者に注意を

促すためのものである。この報告書に添付されてい

る財務諸表は， B本で一般に認められた会計基準に

慕つ.いて作成されており，また，監資基準および実

務におけるその適用は，日本において一般に認めら

れているものである。したがって， この報告警に添

付されている財務諸表ならびに上に示されている駁

査人の報告書は， 日本の会計3基準および監査慕望書な

らびにそれらの実務への適用について理解している

利用者のためのものである。」
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来上がり，それを理解する人だけが仲間に加わ

ることを許されるようになった。時代が変わり，

公民館を訪れる人々がその屈体の行っている活

動に高い関心を示すようになり，参加を希望す

る人が増えてきた。公民舘という公共の場を使っ

ていることもあり，参加を拒否できないため希

望者は参加を許されたが，そこに厳然、と存在す

る慣行を理解できない者にとって，活動に加わ

ることは容易ではなかった。そこで，新たに参

加を希望する人達からは，活動のルールを明確

化すること，ならびに彼らの意向をも考慮に入

れてこれまでに確立されてきた慣行を見誼すこ

とが提案された。

あまりたとえは良くないが，現在の監査基準

および監査慣行と監査報告書の利用者との関係

比以上のように理解することができるのでは

ないだろうか。監査基準は，監査人が監査手続

を実施するに際しての規範であるだけでなく，

監査報告書の利用者や被監査企業が監査にかか

わる基本的な事項を理解するための道具でもあ

らねばならない。また，監査寵行は，単に過去

における監査実接の積み薫ねによってではなく，

監査にかかわる者が認識を共有した上で，監査

環境に適応した形で確立される必要がある。財

務諸表監査は，監査報告書を通じて監査済み財

務諸表の信頼性を確かめようとする者のために

実施されるのである。それゆえ，監査慣行の確

立に際しては，とくにこうした利愚者との合意

そ欠くことはできないであろう。

また，監査を実施するに当たっては，利用者

の視点が考慮されるべきである。監査横行の成

立を理由にして，実施された監査手続の内容を

ブラック・ボックス化することは許されないで

あろう。仮に監査基準・準員IJが監査手続を具体

的に明らかにしないのであれば，代わりに監査

人自身がより大きな説明責伎を負わなければな

らない。監査人が状況に応じて判断して実施し

た監査手続についての適否，そしてその手続に

よって導かれた結論の妥当性を，監査報告書の

利用者が客観的に検証できる状況にあることが

重要である。これによって，監査人の行動をそ

ニターすることが可能になり，監査制度に対す

る利用者による監視システムが成立するのであ

る。

むすびiこ代えて

監資基準・準則は，なぜ「純化」され，抽象

的な規定で構成されなければならないのであろ

うか。なぜ，具体的な手続を規定するものであっ

てはいけないのだろうか。財務諸表監査のプロ

セスを具体的に規定するものの方が，監査人に

も監査報告書の利用者にも理解しやすいはずな

のだが。

あまりにも異体的な規定を設けてしまうと，

環境変化への迅速な対応ができないとの反論が

出そうである。こうした議論は一見合理的であ

るように思われるが，そこには固定観念に支配

された前提が置かれている。すなわち，一旦設

けられた基準は，一定購閣改訂されないという

ものである。しかしながら，会計基準について

は，環境変化に迅速に対応することを一つの使

命として，設定主体の変更が実現する見込みで

ある。会計基準の“メンテナンス"態勢が整え

られようとしているのである。監査基準につい

ても，同様の発想で対応できるはずであるし，

そうすべきである。

仮に，監査基準の“メンテナンス"態勢を整

えたとしても，監査手続にかかわる規定が頻繁

に変わるのは望ましくないとの議論があろう。

監査環境の変化に対応するためとはいえ，監査

手続がたびたび変更されるかの印象を与え，か

えって、混乱を生じる恐れがあるとの批判が予想

される。しかし，監査環境あるいは監査対象に

変化が生じれば，監査人が実際に実施する監査

手続はそれに応じて変質されるはずである。も

ちろん，単発的ないし突発的な変化にその都度

基準改訂で対応することはできないから，その

場合には監査人の判断に依存せざるを得なし、。

しかし，趨勢的な環境変化に対応するための監
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査手続の変更については，外から窺い知ること 裁判所は，監査人が実施した監査手続の内容を

のできない監査人の判断に全面的に依存するの 詳しく知った上で判断を下す。これに対して，

ではなく，監査基準等によって具体的な説明が 科用者は，依然として監査手続についての判断

行われことが望ましいのではないだろうか。こ

うした措置が，状況に応じて監査手続は変わり

うるのであるということを監査報告書の利用者

に理解させ，あるいはまた監査人自身に徹底す

ることにもつながると考えるのである。

監査基準・準尉において監査手続を具体的に

規定することによって，監査人がそれにしたがっ

てさえいればよいと安易に考える。あるいは逆

に，監査報告書の利用者が監査手続とは監査基

準・準員立に定められているものだけであると誤

解する。こうした主張こそが，平成3年の改訂

に当たって監査実施準則が「純化jされるに至っ

た最大の理由であろう。こうした主張には，確

かに一理ある。しかし，だからといって，監査

手続という監査のプロセスにおける最も重要な

事項を十分明らかにしないで，その結論だけを

受け入れろというのでは利用者の理解を得るの

は難しいのではないだろうか(現状ではともか

く，今後は難しくなるように思われる)。医学

の世界では，今や「インフォームド・コンセン

トJ81が常識化しつつある。監査にも河様の思

想が必要ではないだろうか。

ヱド小稿の冒頭で紹介した山一証券z 中央監査

法人訴訟で，中央青山監査法人側が勝訴するか

もしれなL、。そうなれば，現行の監査基準およ

び監査慣行にしたがって適切な監査が行われて

いたことを司法が認定することになる。しかし，

司法が監査実務の正当性を認定することと，監

査報告書の利用者が実施された監査に納得しこ

れを理解することとは必ずしも詞義ではなL、。

8)インフォームド・コンセントとは. I十分な説明を

受けた後の患者の承諾。医邸が専門的立場から一方
的に治療方針を決めるのではなく，十分な説明を受
け，患者が納得できる医療を，震続と患者が共につ
くっていこうとする考え方」であると説明される
(内閣法制局法令用語研究会綴『有斐閣法律用語辞

典j有斐競. 1998年)。

材料を十分に与えられないからである。監査制

度が市場経済のインフラであるとするならば，

裁判所が監査手続の正当性を決めるのではなく，

市場に参加する者がこれに合意することこそが

必要である。さもなければ，監査人と利用者の

利害の対立は，果てしない訴訟合戦へと発展し

かねない。監査実務の正当性を司法によって認

めてもらうのは一見スマートな解決法のように

思われるが，監査に対する利用者の正しい認識

と理解には必ずしもつながらないように思われ

るのである。

監査基準の設定にかかわっている人達は，監

査基準の啓蒙的役割をそれほど重要視してはい

ないようにも見受けられる O むしろ，そうした

役割はすでに終わっているとの認識をもってい

るようでさえある。しかし，そもそも啓蒙活動

に終わりがあるのであろうか。監査環境の変化

これにともなう監斎アプローチの変更，新たに

監査実務に加わる者，新たに監査サービスを受

けようとする者(監査報告書利用者および被監

査企業)がある限り，監査にかかわる啓蒙活動

に終わりはないのではないだろうか。監査慣行

についても同様である。環境変化やアプローチ

の変更が生じれば， これにともなって監査慣行

の変更が必要となるはずである。

すでに具体的な動きが見られるが，改めて今，

最近の監査を取り巻く環境変化を考慮に入れて，

監査基準・準則ならびに監査横行を再構築すべ

き時期に来ていることを認識する必要がある。

財務諸表監査の意義ならびに監査人の役割・震

任を利用者に正しく認識させ，財務諸表監査に

対する理解と信頼を確固たるものとするために

は，監査基準の設定ならびに監査慣行の確立に

標して，とくに監査人のアカウンタピリティに

かかわる問題が重要な課題として取り上げられ

なければならない。
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