
常務理事会 

（第50事業年度・第２回 

平成27年５月26日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 審議事項 

１．非営利組織会計検討会からの報

告「非営利組織の財務報告の在り

方に関する論点整理」に関する件 

非営利組織に共通する財務報告の枠

組みの構築に向け、外部の有識者を交

え、会計の基礎概念及び重要な個別論

点に関する検討を行った結果、「非営

利組織の財務報告の在り方に関する論

点整理」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。 

２．監査基準委員会からの答申に関

する件 

(1) 監査基準委員会報告書260「監査
役等とのコミュニケーション」の

改正、当該改正に関連した品質管

理基準委員会報告書及び監査基準

委員会報告書の一部改正並びに

「公開草案に対するコメントの概

要及び対応」について  

(2) 監査基準委員会研究報告第１号
「監査ツール」の改正について 

会社法及び独立性に関する指針の改

正に伴う対応、監査事務所の品質管理

のシステムの整備・運用状況に関する

監査人の伝達義務、及び監査役等との

コミュニケーション項目の明瞭化を目

的に監査基準委員会において検討を行

った結果、監査基準委員会報告書260

「監査役等とのコミュニケーション」

を改正し、当該改正に関連した品質管

理基準委員会報告書及び監査基準委員

会報告書の一部を改正する旨、また、

当該改正に併せて監査基準委員会研究

報告第１号「監査ツール」を改正する

旨それぞれ提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

３．監査基準委員会からの答申『監

査基準委員会研究報告「監査品質

の枠組み」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 

監査品質の評価について、監査の監

督機関を中心に海外において議論が行

われており、また、我が国においても

監査役等からその評価が求められてき

ていることから、監査品質に関する考

え方について検討を行った結果、監査

基準委員会研究報告第４号「監査品質

の枠組み」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。 

４．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「監査役等への品質管理レビュ

ーの結果等の説明文書の様式例」

及び「公開草案に対するコメント

の概要及び対応」について  

(2) 中小事務所等施策調査会研究資
料第１号『「中小監査事務所向け

監査ツール「監査の品質管理規程

の例示について」」の改正につい

て』について  

監査基準委員会報告書260「監査役

等とのコミュニケーション」が改正さ

れることを受け、監査事務所における

監査役等とのコミュニケーションの円

滑化に資することを目的に検討を行っ

た結果、中小事務所等施策調査会研究

報告第７号「監査役等への品質管理レ

ビューの結果等の説明文書の様式例」

を取りまとめた旨、また、監査基準委

員会報告書260、倫理規則等の改正に

より品質管理基準委員会報告書第１号

「監査事務所における品質管理」が改

正されることに対応して中小事務所等

施策調査会研究資料第１号「中小監査

事務所向け監査ツール「監査の品質管

理規程の例示について」」を改正する

旨それぞれ提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

５．業種別委員会からの意見具申

『「「電子申込型電子募集取扱業

務等に関する規則」の制定等」に

対する意見』に関する件 

一般社団法人第二種金融商品取引業

協会から平成27年４月９日付けで公表

された「「電子申込型電子募集取扱業

務等に関する規則」の制定等」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。 

６．会計制度委員会からの答申『IASB

公開草案「負債の分類（IAS第１号

の修正案）」に対する意見』に関

する件 

国際会計基準審議会（IASB）から平

成27年２月10日付けで公表された公

開草案「負債の分類（IAS第１号の修

正案）」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。 

７．会計制度委員会からの答申『「税

効果会計に関するQ&A」の改正につ

いて』に関する件 

平成27年度税制改正等を受けて、

「税効果会計に関するQ&A」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。 

 

Ⅱ 報告事項 

１．「IFAC-国際監査・保証基準審議

会（IAASB）ブリュッセル会議（2015

年３月）報告」に関する件 

２．「IFAC-国際監査・保証基準審議

会（IAASB）－各国基準設定主体

（NSS）会議（2015年５月）報告」

に関する件 

３．第15回経済協力開発機構（OECD）

公的部門発生主義シンポジウム会

議報告に関する件 

４．IFAC-国際公会計基準審議会

（IPSASB）サンティアゴ会議報告



に関する件 

平成27年３月16日から20日にかけて

ブリュッセルにおいて開催された国際

会計士連盟（IFAC）-国際監査・保証基

準審議会（IAASB）会議、平成27年５月

７日及び８日にニューヨークにおいて

開催された国際会計士連盟（IFAC）-

国際監査・保証基準審議会（IAASB）－

各国基準設定主体（NSS）会議、平成27

年２月26日及び27日にパリにおいて開

催された第15回経済協力開発機構

（OECD）公的部門発生主義シンポジウ

ム並びに平成27年３月10日から13日に

かけてチリのサンティアゴにおいて開

催された国際会計士連盟（IFAC）-国際

公会計基準審議会（IPSASB）会議につ

いてそれぞれ報告があった。 

 

このほか、主な審議及び報告事項は

次のとおりです。 

○第50事業年度常置委員会委員の定数

に関する件 

○ネパール地震に伴う救援募金活動に

関する件 

 

 

理事会 

（第50事業年度・第２回 

平成27年５月27日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 会長報告 

森会長から、「コーポレートガバナ

ンス・コードの適用開始に当たって」、

公的・非営利分野を巡る動向、平成27

年第Ⅱ回短答式試験の出願状況、平成

26年度修了考査合格発表、平成27年６

月地域会総会日程、中国会計士協会等

訪問、CAPA東京会議の開催、平成27年

春の叙勲・褒章受章者及び監査法人の

業務管理体制の整備に関する特別レビ

ューの実施について、会則第95条に基

づく報告があり、協議を行った。 

 

Ⅱ 審議事項 

１．監査法人の名称に関するプロジ

ェクトチームからの報告書「監査

法人の名称の取扱等について」に

関する件 

協会における監査法人の名称の規制

の在り方、特に海外の会計事務所と提

携関係にある場合の取扱いについて、

会員からの問題提起を受け、プロジェ

クトチームを編成し、監査法人の名称

に係る協会の規定及び実務上の適用・

解釈について検討を行った結果、報告

書「監査法人の名称の取扱等について」

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。 

２．総務委員会からの意見具申に関

する件 

(1) 上場会社監査事務所登録制度に

関する会則等の一部変更について 

(2) 懲戒処分の公表等に関する会則

の一部変更等について 

(3) 法定監査関係書類等提出規則の

一部変更について 

平成27年３月19日開催の理事会にお

いて、「上場会社監査事務所登録制度

一部改正要綱」が承認されたことを受

け、上場会社監査事務所登録制度に関

する会則等を一部変更する旨、平成27

年３月19日開催の理事会において、「懲

戒処分の公表等に関する会則等変更要

綱案」が承認されたことを受け、懲戒

処分の公表等に関する会則等を一部変

更する旨、また、平成27年４月15日開

催の理事会において、「法定監査関係

書類等提出規則等の一部改正について」

が承認されたことを受け、法定監査関

係書類等提出規則を一部変更する旨そ

れぞれ提案があり、審議の結果、提案

どおり承認された。 

 なお、会則及び規則の一部変更は定

期総会に付議される。 

 

Ⅱ 報告事項 

１．会長声明「コーポレートガバナ

ンス・コードの適用開始に当たっ

て」の公表に関する件 

東京証券取引所から平成27年５月13

日付けで「コーポレートガバナンス・

コード」が公表されたことを受け、各

会社がコードの趣旨を理解した上で、

それぞれの個別事情にあった自律的な

取組を行っていくことを踏まえ、監査

及び会計の職業的専門家としてこうし

た会社による取組に応じた適切な対応

を行うことにより、我が国企業のコー

ポレートガバナンスの実効性確保に貢

献することを会員へ要請するため、５

月15日付けで会長声明「コーポレート

ガバナンス・コードの適用開始に当た

って」を公表した旨報告があった。 

２．IFAC-国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）ニューヨーク会議報告に

関する件 

平成27年４月13日から15日にかけて

ニューヨークで開催された国際会計士

連盟（IFAC）-国際会計士倫理基準審議

会（IESBA）会議について報告があった。 

３．IFAC-国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）再公開草案の公表に関す

る件 

国際会計士連盟（IFAC）-国際会計士

倫理基準審議会（IESBA）から平成27

年５月６日付けで再公開草案「違法行

為への対応」が公表されたため、当該



再公開草案の概要について報告があっ

た。 

４．「監査基準委員会報告書260の改

正に伴う監査役等への品質管理レ

ビューの結果の伝達に関する留意

点」に関する件 

監査基準委員会報告書260「監査役

等とのコミュニケーション」の改正に

伴い、監査役等への品質管理レビュー

の結果の伝達について、当該改正公表

日以後に行われる監査役等とのコミュ

ニケーションには、監査事務所の品質

管理のシステムの整備・運用状況の概

要が適用されることから、これに係る

留意点を会員に周知する旨報告があっ

た。 

 

このほか、主な審議及び報告事項は

次のとおりです。 

○第49事業年度事業及び会務の概況

（案）に関する件 

○「第49事業年度科目間の流用及び予

備費の使用について」に関する件 

○第50事業年度事業計画（最終案）に

関する件 

○会計監査人の選任及び報酬の額に関

する件 

○第49回定期総会提出議案に関する件 

○企業会計審議会第２回会計部会に関

する件 

○企業会計基準委員会審議事項に関す

る件 

○「監査契約書及び監査約款」の各種

様式の更新に関する件 

○第７回「公認会計士の日」大賞受賞

者に関する件 

○平成27年春の叙勲・褒章受章会員に

関する件 

○平成27年会員表彰に関する件 

○「品質管理レビューツールの改定に

ついて（その１）」に関する件 

○「監査業務モニター会議活動報告」

に関する件 

○「監査業務審査会活動報告」に関す

る件 

○「規律調査会活動報告」に関する件 

○「公的部門の主体による一般目的財

務報告の概念フレームワーク」の翻

訳完了に関する件 

 

 

以 上 

（総務本部長 中塚雅一） 

 


