
10Minutes
効果的な監査委員会

監査および財務報告の質
の向上を図るための主要
な実践事項
ハイライト

ガバナンスや規制の要件を超え、コミュニケーショ
ンは率直で内容の充実したものでなければならない。

監査委員会、経営陣および監査人は、リスク、複雑な
領域および異常な取引を含め、企業の財務報告に関し
て活発な議論を行わなければならない。

監査委員会と監査人は、重大な監査リスクおよび範囲
の決定について、詳細にわたる話し合いをしなければ
ならない。

監査委員会は、研修、ベンチマーキングおよび自己評
価に参加しなければならない。 

　監査委員会、経営陣および監査人は、一丸と
なって取り組みを行い、資本市場が求める情報
ニーズに応えなければならない。それぞれが財
務報告制度における独自の重要な役割を果たす
ことで、監査および財務報告書の質が高まり、
ひいてはそれが資本市場の活力となる。 
　監査委員会が担う監督責任は、優れた財務報
告の実現にとって特に重要だ。2002年サーベン
スオクスリー法によってその責任は強化され、
その結果、投資家が監査委員会に寄せる期待も
高まった。監査委員会が適切に対処してきた
おかげで、財務報告の質の向上は現実のものと 
なった。常に改善を続けていけば、さらなる進
歩を遂げることができる。 
　内部監査の監督など、監査委員会は多くの責
任を有するが、今回の10Minutesでは、企業の
外部監査および質の高い財務報告を監査委員会
がより効果的に監督するための、主要な実践事
項に焦点を当てている。主要な実践事項の多
くは相互に関連をもつ。ここでは4つのカテゴ 
リー：コミュニケーション、財務報告の質と透
明性、監査の質、ならびに継続的な学習に注目
する。

効果的な監査委員会が、財務報告および監査の
質を改善する方法
1.	 経営陣および監査人との交流をうまく図る：

監査委員会の責任で重大なのは、企業の財務
報告の監督および独立監査法人の選任、変更
および監督の2つだ。監査委員会が監督責任
を十分に果たし、高い期待を設定することに
より、監査委員会、経営陣、そして監査人の
相互の交流が図られる。

2.	 投資家のニーズを重視し、厳格な要求を行
う：監査委員会が最も効果を発揮するために
は、「投資家第一」の視点に立ち、当事者間
の職務上の関係について協力的でありながら
も厳しい姿勢を貫かなければならない。

3.	 ガバナンスや監査基準によって求められる以
上のコミュニケーション：監査委員会、経営
陣および監査人は、財務報告や監査に影響を
及ぼす重要な事柄について、あらゆる現実を
検討し、活発な議論を定期的に交わさなけれ
ばならない。
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まとめ場に密着する
正 式 な 監 査 委 員 会 の 会 議 と は 別 に 、
監査人と定期的な会合を開く。  
 

監査人および経営陣と腹を割って話す。そ
のような会話についてはプライバシーを尊
重する。 

わかりやすい言葉で健全な情報開示を行う
よう、経営陣に求める。  
 

経営陣および監査人と問題点を深く掘り下
げるための話し合いの場をもち、財務報告
の複雑な領域について理解する。 

経済環境の変化に伴って過去の方針や実務
を再検討するよう、経営陣に要求する。

監査人に対する成果への期待を定める。監
査人に明確なフィードバックを与え、業
務を改善させるための方法について議論 
する。 

監査人による内部監査および外部の規制当
局による品質検査の結果から学習する。 
 

監査委員会の学習プログラムに最低でも年
に1度は出席する。 

委員会の業務慣例を、ほかの監査委員会の
業務慣例に照らしてベンチマークする。

委員会の能力について検討する。自己評価
を行い、絶えず向上を続けていくための方
法を特定する。

PwCが考える、監査委員会の効果を高めるための主要な10の実践事項
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　2011年12月、公開会社会計監視委員会は監査基準
案「監査委員会とのコミュニケーション」を発表し
た。基準案は、監査委員会と監査人の間で新たに求め
られるコミュニケーションについて提言を行ってい
る。PwCは提言の内容を支持しており、提言によって
監査委員会、経営陣および監査人の間の現在のコミュ
ニケーションが強化されると考えている。

率直で明瞭なコミュニケーション
　当事者間のコミュニケーションを本当に強化するた
めには、要件に加えて、コミュニケーションの「精
神」を重視しなければならない。PwCは、どのように
すれば監査委員会、経営陣および監査人が活発な対話
を行って、監査委員会が企業の会計報告にまつわる問
題をはっきり理解できるかに注目する。このような方
法をとることによって、財務報告の質は向上する。
　コミュニケーションは、単に該当欄にチェックを入
れるような行為ではなく、オープンで率直なものでな
ければならない。今日では、効果的な監査委員会と監
査人の間で、さまざまなやり方によってこのようなコ
ミュニケーションがとられている。業務上有効な関係
を維持するには、常にわかりやすいコミュニケーショ
ンが不可欠であるため、監査委員会のメンバーと監査
人が、正式な監査委員会の会合とは別に何度も会って
話し合いを行うことが、主要な実践事項の1つである。
委員会の正式な会議以外の場で議論をすることによっ
て、より多くの時間をかけて問題に先駆けて対処でき
るようになり、その結果企業の事業や財務報告の問題
についての相互理解が深まることになる。

監督者としての役割の有効性
　監査委員会と経営陣および監査人との非公式の会合
は、コミュニケーションの質を高め、監査委員会の視
野を広げる。さらに、そうした非公式な話の機密性を
尊重することで、監査委員会による監督の有効性が高
まる。秘密を尊重すれば、監査委員会が得られる知識
も増える。つまるところ、会話のプライバシーが守ら
れるとわかれば、オープンで率直な議論が行われる可
能性がより高まるといえる。
　探究心が強く、リスクに焦点を当て、自らの監督責
任と経営陣の機能を区別できる監査委員会は、経営陣
や監査人との活発な話し合いを押し進める。経営陣と
監査人は有益な見解を共有し、監査委員会の姿勢に対
するサポートを強化し、監査委員会に意思決定のため
のより適切な基盤を与えてくれる。

有効な	
コミュニケーション：	
オープンに頻繁に

公開会社会計監視委員会の提言

提案された基準には、以下のような既存の要件
からの変更も含まれている。

•	 監査人による、会計方針、会計実務および会
計上の見積もりに関する情報の伝達を強化	
する

•	 監査人が採用したのではないほかの監査委員
会の業務についての情報を、監査委員会によ
り多く提供する

•	 監査人に対し、重大な異例の取引と、そのよ
うな取引の根幹にあるビジネス上の論理的根
拠についどう理解しているかを発表するよう
義務付ける

•	 困難な、すなわち議論の分かれる問題で、委
託を受けた社外のチームとの協議が必要に	
なった事柄について報告する
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質の高い透明な財務報告
を促進

　監査委員会はさまざまな方法で財務報告の質および
透明性の向上に貢献している。投資家の代表としての
役割を重視する監査委員会は、経営陣、監査人および
監査委員会自身が新たなアイディアについて検討する
よう求めるものだが、そのような監査委員会が最も成
果を上げる。

リスクを重視
　監査委員会、経営陣および監査人は、重要な見積も
りおよび判断、会計原則の選択、ならびに開示など、
企業の報告におけるリスクについて活発な議論を行う
べきだ。投資家がそうしたリスクの意味を理解できる
よう、十分に包括的な財務報告書を作成しなければな
らない。監査人が監査を行う際にそれらのリスクにど
う対処したかについても、監査委員会と話し合うべき
である。

重要な財務報告の領域を重視
　議論は、まれにある異例の取引および複雑な財務報
告の領域に重点を当てて行わなければならない。特に
重大な異例の取引や財務報告の領域については、監査
委員会は経営陣や監査人と包括的な話し合いをもつよ
う検討するべきである。問題の側面について意見を交
わし、判断の効果を共有しなければならない。

開示の有効性についての検討
　一例を挙げれば、監査委員会は経営陣や監査人に対
し、財務報告書の開示が投資家にとって現在の会計要
件およびSECの要件以上にメリットになるかどうかを考
えるよう求めることもできる。主要な実践事項の目的
は、財務報告書に新たな開示内容を記載することで、
財務報告の有効性が強化されるよう促すことにある。

平易な言葉が最も効果的
　財務報告の明瞭性を高めることも可能だ。監査委員
会は、経営陣が平易な言葉を用いて、明瞭かつ投資家
にとってわかりやすい財務報告書を作成するよう要求
しなければならない。平易な言葉を使う方が法律用語
や会計用語を使うよりも難しい場合が多いが、透明性
は向上する。また、監査委員会は監査人に、開示内容
を読みやすくするための方法を提案するよう求めるべ
きである。

時代の変化に応じて調整
　監査委員会は、これまでの会計方針、会計実務およ
び開示内容を経済状況の変化に伴い再検討するよう、
経営陣および監査人に促さなければならない。過去の
会計方針などはもはや投資家の現在のニーズを満たし
ていない可能性があるからだ。
 

監査委員会は、経営陣が平易な言葉を用いて、
明瞭かつ投資家にとってわかりやすい財務報告
書を作成するよう促さなければならない。
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質の高い監査と透明な	
プロセスを実現

監査人に今以上の尽力を求める

•	 監査リスク、プロセス、重大な監査範囲の決
定など、監査の重要な側面について議論する

•	 結論を裏付ける証拠について意見を交わす

•	 監査人の評価プロセスを確立する

•	 次の監査のために、何が効果的で、改善の余
地があるのはどういう点かについて報告する

•	 社内の監督者および外部の規制当局による査
察の結果について話し合う

　監査委員会と監査人の議論は、企業の会計・財務報
告に焦点を当てたものである場合が多い。一般に、監
査リスクやプロセスについて詳細に及ぶ話し合いが行
われることは少ない。

監査の重要な側面を重視
　監査人は、リスク評価、監査プロセスおよび重大な
監査範囲の決定について、監査委員会ともっと多くの
情報を共有しなければならない。監査委員会は、監
査計画のどの側面が、企業の業務戦略、経営構想お
よび現在の業務環境における変化によって生じる重大
なリスクに対応しているか、理解するべきである。し
たがって、重要な財務報告領域に関して深く話し合う
際は、主要な監査リスク、関連する企業の統制および
監査人のアプローチについても考察しなければならな
い。最終的に、監査人は困難な、すなわち意見の分か
れる問題に対する見解をまとめる際に評価した証拠の
概要を共有し、監査人が出した結論を監査委員会が 
しっかりと理解できるようにする必要がある。

監査人の仕事ぶりを評価
　各監査期間の開始時に、監査委員会は監査人の能力
評価基準を定めなければならない。証拠の客観性や職
業的懐疑心などといった重要な言動については期待を
高く設定し、前もって監査人に基準を伝えておくべき
である。そうすることで、そして監査人に高い期待を
満たすよう求めることで、監査委員会は監査人が客観
的であるか、懐疑的な姿勢をもっているか、ならびに
監査人が確実で、質の高い、効果的で効率的な監査を
実行したかどうかを、より正確に評価できるようにな
るだろう。

　これまでの監査人が5年間の契約期間を終えたために
新しい主たる監査人を選定する際には、監査委員会は
直接関与することを検討する必要がある。その結果、
監査委員会は客観性や職業的懐疑心を含む新たな監査
人の能力および経験が適切かどうかを評価できるよう
になり、さらにそのような評価の重要性について意見
を表明できるようになるだろう。
　少なくとも年に1度、監査委員会と監査人は、監査
においてうまく機能した側面は何か、どういった側面
に向上の余地があるかについて議論しなければならな
い。監査委員会が明確で直接的なフィードバックを行
うことによって、監査人がその期待を満たす必要性が
高まるだろう。監査人が適切に対処しない場合、監査
委員会は会社の上層部に連絡し、会社の業績に対する
期待を表明するよう求める必要がある。妥当な期間が
経過しても十分な進歩がみられない場合は、監査委員
会は競合案を検討しなければならない。

品質検査の結果についての話し合いを強化
　監査人は、社内の品質検査および外部の規制当局に
よる検査の結果について、より多くの情報を監査委員
会と共有しなければならない。監査人はまた、検査担
当者によって提起された会社に関する問題を十二分に
検討する必要がある。監査人が考察を開始しない場合
は、監査委員会がそうした問題について検討しなけれ
ばならない。さらに、監査人は徹底的な調査を行っ
て、学ぶべき教訓および実行すべき課題を特定し、企
業の財務プロセスおよび財務報告の監査などの監査人
の業務品質を向上させるべきだ。
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継続的な学習活動を	
通じた有効性の向上

学習プログラムの重要性

9割を超える取締役が、取締役に対し研修を行う
ことによって、取締役会の有効性が高まる点に
同意しているが、継続的な取締役研修を義務付
けている取締役会は37%にすぎない。

37％
93％

取締役研修を	
義務付け

取締役研修が	
効果的なことに同意

ベンチマーキングの重要性

メンバーが携われるほかの監査委員会の数を制
限している	S&P	500企業は、2006年にはわずか
4%だった。2011年の調査では40%の企業が制限
を行っていた。

40％

2006 2011

4％

　監査委員会の中には、このような主要な実践事項の
多くを既に実行し、効果的なプロセスをもっているた
め、大がかりな変更が求められていないものもある。
既存の要件を順守することをより重視している監査委
員会もある。どのようにすれば、もっと多くの監査委
員会が障害を克服し、基本的な順守事項以上の機能を
果たせるのだろうか？

　今回の10Minutesで紹介した主要な実践事項をいくつ
か取り入れるのが、その第一歩だろう。加えて、監査
委員会は社外で行われる研修活動、ベンチマーキング
および自己評価に参加するなどして、有効性を高める
方法を特定することができる。

学習プログラムに参加

　経験豊かな監査委員会メンバーの見識および知識に
よって、監査および企業の財務報告の価値が高まる。
そのようなベテランメンバーは会社が抱える問題を理
解しているため、変化の激しい時代にあっても会社を
安定させることができる。しかしながら、監査委員会
の考え方を向上させ続けるために、監査委員会のメン
バーは年次研修を含め、さまざまな学習機会の場に参
加して、新鮮な考えを取り入れるようにしなければな
らない。

ほかの監査委員会に対するベンチマーク

　ベンチマーキングおよび相互の意見交換によって
も、監査委員会の効果を高めることができる。これ
は、ガバナンスの専門家の力を借りる、あるいはほか
の監査委員会メンバーと直接的な交流を行って意見を
交換することで実現できる。監査委員会のメンバーが

重要な問題に関して議論できるフォーラムがある。そ
のような話し合いによって、メンバーは責任、活動お
よびプロセスを比べることも可能だ。たとえば、監査
委員会同士の比較は、主要な実践事項を特定し、監査
委員会が投資家のニーズを満たす能力を高めること
で、最新の情報を得る効果的な方法である。

　ほかの管理職の数や取締役が承認する監査委員会メ
ンバーの数を制限する方針をとる企業が多い現状で
は、アイディアの交換は特に重要である。社外の人々
の経験を参考にする機会が少ない場合、同じ立場にあ
る者同士による意見交換は、アイディアを共有するた
めに本当に必要とされているやり方だ。

自己評価

　最後に、自己評価は監査委員会の効果を改善させる
優れたプロセスである。監査委員会はその業務の有効
性と、経営陣および監査人に対する監督を自らで評価
しなければならない。これもやはり、絶えず向上を続
けるための方法を特定する新たな機会である。

出典：全米取締役協会（NACD）およびNACD取締役会
リーダーシップセンター、2011年調査

出典：スペンサースチュアート　米国取締役会インデックス2011
（US	Board	Index	2011）



今後の10Minutesで	
取り扱うテーマ

ユーロ危機によって引き起こされる変化への対応

欧州各国が債務危機問題に対処する中、ユーロ圏は変化
を続けており、かなり様子が異なって見える今回の危機
を切り抜けられそうである。ユーロ危機は、一部の企業
にとって生き残りのかかった問題であるばかりではな
く、欧州で業務を行うすべての企業に影響を及ぼす。こ
こでは、リスクを管理して機会を最大限活かすために企
業が考えるべき行動の数々について議論する。

より柔軟なサプライチェーンを目指して

今日のビジネス環境では、激しい変動は避けがたい現実
となった。とはいえ、長年に渡り世界的な拡大を続けた
多くの企業のサプライチェーンはぜい弱で、絶え間なく
変化する需要と供給に対応できていない。ここでは、企
業のサプライチェーンをより機動的にし、順応性を高め
るために企業が取り入れることができる戦略について議
論する。

全体の調査結果については、当社のウェブサイトをご覧
ください：www.pwc.com/ceosurvey.
10MinutesシリーズをダウンロードしてiPadのマルチ
メディア拡張機能でお楽しみいただけます。iTunesの
アプリストアで『PwC	10Minutes』をお探しください。



日本のお問い合わせ先

PwCは、世界158カ国	におよぶグローバルネットワークに180,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、
企業・団体や個人の価値創造を支援しています。詳細はwww.pwc.com	をご覧ください。	

PwC	Japanは、あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースおよびそれらの関連会社の
総称です。各法人はPwCグローバルネットワークの日本におけるメンバーファーム、またはその指定子会社であり、それぞれ独立した別法人として業務を行っ
ています。

©2013 PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.   
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.  

本文中のPwCは、米国のPricewaterhouceCoopers	LLP、Delaware	Limited	Liability	partnershipあるいはPwC	Networkを示しています。	
本レポートは、PwC	USが2012年5月に発行した『10Minutes	on	effective	audit	committees』をPwC	Japanで翻訳したものです。	
オリジナルはこちらからダウンロードできます。www.pwc.com/us/en/10minutes/effective-audit-committees.jhtml	
日本語版発刊月：　2013年1月	

www.pwc.com/jp

監査委員会の主要な実践事項に関して、より具体的な話
し合いを希望される場合は、以下にご連絡ください。

あらた監査法人	
電話：03-3546-8450 
E-mail：pwcjppr@jp.pwc.com

丸山　琢永	
アシュアランス　リスク・アシュアランス部　パートナー 
E-mail：takuei.maruyama@jp.pwc.com

辻田　弘志	
アシュアランス　リスク・アシュアランス部　ディレクター 
E-mail：hiroshi.tsujita@jp.pwc.com

平田　光義	
アシュアランス　金融部　シニアマネージャー 
E-mail：mitsuyoshi.hirata@jp.pwc.com

10Minutesについてのご意見、ならびにもっと詳しく知りた
い話題がございましたらお知らせください。	
電子メールアドレス：	10Minutes@us.pwc.com.

高度なマルチメディアの10Minutesシリーズを、iPadで体
験ください。iTunesのApp	Storeで「PwC	10Minutes」を
検索してください。


