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はじめに
　2000年後半の世界的金融危機を踏まえ、欧州委員会は
監査人の役割を見直すため、2010年に公表した討議文書
（いわゆる「グリーンペーパー」）の中で、監査事務所の強制
ローテーションを提案しました。その後、EU加盟国間で議論
を重ねた結果、2014年6月にローテーションを制度化する
EU規則（No.537/2014）が発効となり、2016年6月から適用
が開始しました。これは、従来の同一監査事務所内の監査
責任者の交代ではなく、監査事務所そのものの交代となる
ため、監査人および被監査会社への影響は大きいと言えま
す。
　また、EU規則の適用と時を同じくして、2016年6月には英
国がEUからの離脱を決した国民投票が行われましたが、こ
のブレグジットが監査事務所の強制ローテーションに関する
EU規則にどのように影響するのか関心が寄せられています。
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英国における監査事務所の強制ローテーションの
最新動向とブレグジットによる影響

1 EU規則による制度の概要

監査事務所の強制ローテーションはEU規則としてEU加
盟国全体に適用される包括的な制度です。その概要は以下
のとおりです。
•	 10年ごとに監査事務所を強制的に交代（ただし、EU加盟国
の選択により、10年経過時に競争入札する場合さらに10
年の延長が可能（最長20年）、あるいは共同監査の場合さ
らに14年の延長が可能（最長24年））
•	合併の場合や競争入札が完了していない場合などの特別
なケース（exceptional	circumstances）では、被監査会社の
求めに応じて、2年間の延長が可能（最長12年）
•	対象企業はEU市場の上場企業、金融機関など、EUにおけ
る社会的影響度の高い事業体（PIE：Public	Interest	Entity）
•	 2016年6月から適用開始。ただし、経過措置として移行期
間経過後、最短で2020年から強制ローテーションが開始
（監査人の過去の関与年数により開始時期が異なる）
•	その他、非監査サービスの同時提供禁止の厳格化や非監
査サービスの報酬上限（グループ監査報酬の70％を限度）
などが定められている
なお、ローテーションの年数（周期）や同時提供禁止の非
監査サービスの対象などの細部については、EU加盟国に選
択肢が認められており、EU加盟国間で運用が異なるため、

図表1

EU規則 英国競争・市場局 規則 英国コーポレートガバナンス・コード

適用開始時期 2016年6月17日 2015年１月 2012年ガバナンス・コード

分類 ローテーション（原則10年）
→強制

入札（10年）
→強制

入札（10年）
→Comply or Explain

対象会社 EU PIE FTSE 350※1 FTSE 350※1

適用時期の
経過措置

［監査関与期間※2］
20年超：2020年に最初のローテーション
11年～19年：2023年に最初のローテーション
11年未満：複数の選択肢が与えられている

［監査関与期間※2］
20年超：2020年に最初の入札
11年～19年：2023年に最初の入札
11年未満：2016年 6月から起算して10年以
内（2026年）に最初の入札

2000 年以降の入札の有無に応じて入札の
タイミングを決める（英国財務報告評議会

（FRC）の助言）
→英国競争・市場局 規則の発効によりこの
助言は取り下げ（2015年）

※1 ロンドン証券取引所株式指数（上位350銘柄）
※2 2014年6月14日（制度成立日）から起算して、過去の監査関与年数を算定
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各国の状況を確認する必要があります。

2 英国の状況

英国では監査事務所のローテーションの導入のほかに、
監査事務所の入札による選定が求められています。このた
め、英国では、監査人変更について図表 1のとおり、３つの
異なるルールが並存した複雑な構造となっています。
このように、英国における監査事務所のローテーションお
よび入札（テンダー）による選定は、移行期間を経て最短で
2020年から義務化されます（現在は英国コーポレートガバ
ナンス・コードに基づき入札が推奨されており、入札を行わ
ない場合には理由の表明（Explain）が求められている）。以
後、10年ごとの入札の結果、現任監査人が再任されればさ
らに10年の任期延長が可能となり（最長任期は20年）、ま
た共同監査の場合にはさらに14年の任期延長が可能となり
ます（最長任期は24年）。
このように、ローテーションおよび入札の義務化は少し先
となりますが、英国においては、近年、自社のコーポレート
ガバナンス強化の一環として、過去長期間にわたり監査人
変更を行っていなかった大手企業における、入札による監
査人変更（英国コーポレートガバナンス・コードに基づく自
主的な入札による監査人変更）が増えています。これは、将
来の義務化の流れを先取りした動きとも考えられます。

最近の英国上場企業の監査人変更例※

変更年 企業名 業種 旧監査人 新監査人

2016年 Schroders 資産運用 PwC EY

2015年 HSBC 銀行 KPMG PwC

2014年 Vodafone 通信 Deloitte PwC

2014年 Unilever 消費財 PwC KPMG

2014年 Royal Dutch Shell エネルギー PwC EY

※ PwCが関与した監査人変更例のみ掲載

3 ブレグジットが監査人ローテーションに
及ぼす影響

EU規則である監査事務所の強制ローテーションはブレグ
ジットによってどのような影響を受けることになるでしょうか。
英国は、EU加盟国として多岐にわたるEU規則の適用を
受けてきましたが、EU離脱に伴い基本的にEU規則の適用
を受けなくなります。その代わりに、英国はEU規則と同等
の内容とするか、変更するかなどを判断の上、英国法として
自国の法律に置き換えることになります。EU規制の英国法
への置き換えは、今後の英国とEUとの離脱交渉によってそ
の方向性が決まると考えられますが、すでに英国の社会・経

済に広く浸透しているEU規制について、これら全てをゼロ
ベースで法制化することは現実的ではないため、離脱に向
けた時間軸や社会・経済への影響度、作業負担等を考慮し
て決めていくことになると考えられます。
EU規則である監査事務所の強制ローテーションについ
て、ブレグジットによりどのような影響を受けることになる
か、現段階で正式な見解は表明されていません。しかしなが
ら、少なくとも短期的・中期的には、監査人ローテーション
はブレグジットによる影響を受けることはないというのが英
国での大方の見方です。英国では、監査人ローテーションを
含む監査の制度変革を自国のフレームワークとして確立し
ていますが（上述「 2 英国の状況」参照）、英国財務報告評
議会（FRC）は、このフレームワークを変えることはないこと
を確認しています。なお、長期的には英国の監査制度のフ
レームワークが変わる可能性もあり得ますが、その場合で
あっても、EU域内の証券市場へのアクセスを維持するため、
EU規則の取り決めはできるだけ残すことになると予想され
ます※3。

4 日本企業への影響

監査事務所のローテーションはEU市場への上場企業など
の会社（PIE）に適用されるため、日本企業への影響は限定
的と考えられます※4。また、現在のところ、日本において、
監査事務所のローテーションを導入するルールはありませ
ん。しかしながら、金融庁主催の「会計監査の在り方に関す
る懇談会」※5にて、日本における監査事務所のローテーショ
ンの導入の可能性について議論されており、今後の欧州で
の制度運営の動向が将来のわが国の監査制度に影響を与
える可能性があるため、その動向には注意が必要です。

※3 「Accountancy Age」-The impact of Brexit on EU audit reform-Written by Gilly Lord, 
head of audit strategy and transformation, PwC 08 July 2016

※4 EU加盟国に所在し、かつ、EUの規制市場に上場（株式のほか社債を含む）している会社
等がPIEとなりローテーションの対象となる。実際にPIEに該当する在英日本企業は数社
に限定される。

※5 今後の会計監査の在り方について、経済界、学者、会計士、アナリストなど関係各界の
有識者からの提言を得るための会合。全4回開催（2015年10月6日（第1回）、2015年11
月20日（第2回）、2016年1月27日（第3回）、2016年3月8日（第4回））

五代 英紀 （ごだい ひでき）
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