常務理事会

第１号「監査人の独立性チェックリス

（第51事業年度・第１回

ト」及び同第２号「監査法人監査にお

平成28年４月12日常務理事会）
主な議事内容は次のとおりです。

ける監査人の独立性チェックリスト」
を改正する旨提案があり、
審議の結果、
提案どおり承認された。

Ⅰ 審議事項
１. 倫理委員会からの答申に関する
件
(1) 国 際 会 計 士 倫 理 基 準 審 議 会
(IESBA)再公開草案「監査業務にお
ける担当者の関与先との長期関与
に係る倫理規程の改訂案について
の限定的な再公開草案」に対する
コメントについて
(2) 国 際 会 計 士 倫 理 基 準 審 議 会
(IESBA)公開草案「倫理規程におけ
るセーフガードに関する改訂案
（フ
ェーズ１）」に対するコメントに
ついて
(3) 国 際 会 計 士 倫 理 基 準 審 議 会
(IESBA)公開草案「職業会計士のた
めの倫理規程の構成の改善（フェ
ーズ１）」に対するコメントにつ
いて
国際会計士連盟（IFAC）の国際会計
士倫理基準審議会(IESBA）から平成27
年12月４日付けで公表された再公開草
案「監査業務における担当者の関与先
との長期関与に係る倫理規程の改訂案
についての限定的な再公開草案」、12
月21日付けで公表された公開草案「倫
理規程におけるセーフガードに関する
改訂案（フェーズ１）」及び同じく12
月21日付けで公表された公開草案「職
業会計士のための倫理規程の構成の改
善（フェーズ１）」に対する協会意見

３．監査基準委員会からの答申「国
際監査・保障基準審議会(IAASB)
からのコメント募集

６. 監査・保証実務委員会からの答
申「「専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務指
針」」及び「公開草案に対するコ
メントの概要及び対応」」に関す
る件
現在、監査・保証実務委員会研究報告
第20号「公認会計士等が行う保証業務等

IFACの国際監査・保証基準審議会

に関する研究報告」を参考にAUP業務の

(IAASB)から平成27年12月に公表され

実務が行われているが、我が国における

たコメント募集文書「公共の利益を踏

AUP業務の一般規範は存在しないため、

まえた監査品質の向上－職業懐疑心、

IAASBが公表する国際関連サービス基準

品質管理及びグループ監査」に対する

（ISRS）4400「財務情報に関する合意し

協会意見を取りまとめた旨提案があり、

た手続の実施契約」を基に、オーストラ

審議の結果、提案どおり承認された。

リアのAUP基準（ASRS4400）等の海外の

４．倫理委員会からの答申「職業倫
理ガイドブック」及び「職業倫理
に関する必携ガイド」の作成に関
する件

基準を参考として検討を行い、専門業務

会員の職業倫理に関する理解に資す
る資料を提供することを目的として、
「職業倫理ガイドブック」及び「職業
倫理に関する必携ガイド」を取りまと
めた旨提案があり、審議の結果、提案
どおり承認された。
５．中小事務所等施策調査会からの
答申に関する件
(1) 中小事務所等施策調査会研究報
告第３号「会社法計算書類等に関
する表示のチェックリスト」の改
正について
(2) 中小事務所等施策調査会研究報
告第４号「有価証券報告書に関す
る表示のチェックリスト」の改正
について
中小事務所等施策調査会では、
東京会

を取りまとめた旨提案があり、審議の
「監査表示チェックリストプロジェクト
結果、提案どおり承認された。
２．倫理委員会からの答申「倫理委
員会研究報告第１号「監査人の独
立性チェックリスト」及び同第２
号「監査法人監査における監査人
の独立性チェックリスト」の改正
について』について

提案どおり承認された。

チーム」に改正の審議を委託し、中小事
務所等施策調査会研究報告第３号「会社
法計算書類等に関する表示のチェックリ
スト」及び中小事務所等施策調査会研究

実務指針4400「合意された手続業務に関
する実務指針」として取りまとめた旨提
案があり、審議の結果、提案どおり承認
された。
７. 学校法人委員会からの答申「学
校法人委員会研究報告第11号「委
託審査制度における審査資料の様
式例」の改正」に関する件
学校法人会計基準の一部改正、通知及
び学校法人委員会実務指針第45号の公
表に伴い、平成28年１月13日付けで学校
法人委員会研究報告第19号「学校法人監
査における監査計画書及び意見形成時の
監査調書の様式例と記載上の留意事項」
の改正を行い、これを受けて学校法人委
員会研究報告第11号「委託審査制度にお
ける審査資料の様式例」を改正する旨提
案があり、審議の結果、提案どおり承認
された。
８．公会計委員会からの答申「国際
公会計基準審議会公開草案第59号
「IPSAS第25号「従業員給付」の修
正」に対するコメント」について

平成26年７月に改正された倫理規

報告第４号「有価証券報告書に関する表

IFAC の 国 際 公 会 計 基 準 審 議 会

則等に関連する事項を含めた全般的な

示のチェックリスト」の改正について取

(IPSASB)から平成28年１月に公表された

見直しを行い、「倫理委員会研究報告

りまとめた旨提案があり、審議の結果、

公開草案「IPSAS第25号「従業員給付」

の修正」に対する協会意見を取りまとめ
た旨提案があり、審議の結果、提案どお
り承認された。
９． 公会計委員会からの答申「「「国
立大学法人会計基準｣及び｢国立大
学法人会計基準注解｣に関する実
務指針」の一部改訂並びに「公開
草案に対するコメントの概要及び
対応」」について

Ⅱ 審議事項

28年３月にニューヨークで開催された

１．会計教育プロジェクトチームか
らの報告書「会計基礎教育の推進
について」に関する件

IFAC加盟各団体の専務理事戦略フォー

会計教育プロジェクトチームにおい

催されたグローバル・アカウンティング・

て会計基礎教育の推進について検討を

アライアンス（GAA）の理事会について

行い、今後、協会が実施すべき施策等

それぞれ報告があった。

ラム、平成28年３月にニューヨークで開

平成28年２月１日に文部科学省の国

トチームからの報告書「会計基礎教育

４．「会長通牒等に対応した監査実
施体制の整備に関する特別レビュ
ーの実施結果報告」に関する件

立大学法人会計基準等検討会議におい

の推進について」を取りまとめた旨提

平成28年１月27日に公表した会長通

て「国立大学法人会計基準」及び「国立

案があり、審議の結果、提案どおり承

牒に対応して、平成28年３月期決算の

大学法人会計基準注解」の改訂について

認された。

監査にあたり、適切な監査業務を実施

決定されたことを受け、「国立大学法人
会計基準｣及び｢国立大学法人会計基準
注解｣に関する実務指針」を一部改訂す
る旨提案があり、審議の結果、提案どお
り、承認された。

このほかの主な審議及び報告事項は
次のとおりです。
○継続的専門研修制度協議会からの意
見具申「第37回研究大会（ふくしま
大会）の開催概要について」に関す

について検討し、会計教育プロジェク

２．総務委員会からの意見具申に関
する件
(1) 「女性会計士活躍促進協議会設
置に係る会則の一部変更」につい
て
(2) 「法定監査関係書類等取扱細則
の一部変更」について
(3) 「会員情報の提供に関する細則
等の一部変更」について
平成28年３月17日開催の理事会にお
いて、女性会計士活躍促進協議会の設置
要綱案、法定監査関係書類等提出規則等
一部変更要綱案及び会員情報の提供に
関する細則の一部変更が提案され、承認
された。これを受けて、総務委員会にお

る件

する体制を整備しているかどうか確認
を行い、「会長通牒等に対応した監査
実施体制の整備に関する特別レビュー」
の実施結果として取りまとめた旨報告
があった。
５．第21回役員選挙に伴う当選者会
議の結果に関する件
第21回役員選挙に伴う、会則第86条
に定める当選者会議において、推薦委
員会の推薦を受けた会長候補者への信
任投票が行われたので、その結果につ
いて報告があった。

いて検討を行い、「女性会計士活躍促進
協議会設置に係る会則の一部変更」、
「法

理事会
（第51事業年度・第１回
平成28年４月13日理事会）
主な議事内容は次のとおりです。

定監査関係書類等取扱細則の一部変更」
及び「会員情報の提供に関する細則等の
一部変更」
を取りまとめた旨提案があり、
審議の結果、提案どおり承認された。

Ⅰ 会長報告
森会長から、特別レビューの結果報
告及び記者会見の開催、「会計監査の
在り方に関する懇談会」提言を受けて
の全国研修会の開催、
次期会長の決定、
埼玉会・千葉会の発足、平成27年度修
了考査の結果報告等について、会則第
95条に基づく報告があり、協議を行っ
た。

Ⅲ 報告事項
１．IFAC-国際会計士倫理基準審議会
（IESBA）マドリッド会議報告に関す
る件
２．IFAC加盟各団体の専務理事戦略フ
ォーラム報告に関する件
３．グローバル・アカウンティング・
アライアンス（GAA）理事会ニューヨ
ーク会議報告に関する件
平成28年３月14日から16日にかけてマ
ドリッドで開催されたIFACの国際会計士
倫理基準審議会（IESBA）の会議、平成

このほかの主な審議及び報告事項は
次のとおりです。
○品質管理委員会の外部委員の交代に
関する件
○学術賞審査委員会からの報告書「第
44回日本公認会計士協会学術賞授賞
作品について」に関する件

以 上
（総務本部長 中塚雅一）

