常務理事会
（第54事業年度・第３回
2019年６月13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
１．2018年度品質管理委員会年次報
告書の公表に関する件
会員の監査業務の適切な質的水準の
維持、向上に資するため、並びに品質
管理レビュー制度及び上場会社監査事
務所登録制度の社会における認知及び
理解を得るため、2018年４月１日から
2019年３月31日までの品質管理委員会
の活動状況を取りまとめた「2018年度
品質管理委員会年次報告書」に「2018
年度品質管理委員会活動に関する勧告
書」
を添付し公表したい旨提案があり、
審議の結果、提案どおり承認された。
２．中小事務所等施策調査会からの
答申『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」の改正について』に関
する件
2019年２月27日付けで、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」
が改正されたことを受け、
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」の改正に
つい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。
３．監査・保証実務委員会からの答
申に関する件
(1) 『監査・保証実務委員会実務指
針第85号「監査報告書の文例」の
改正について』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) 監査・保証実務委員会報告第82
号「財務報告に係る内部統制の監
査に関する実務上の取扱い」の改
正について

2018年７月５日付けで、企業会計審
議会から公表された「監査基準の改訂
に関する意見書」を受け、監査・保証
実務委員会実務指針第85号「監査報告

Ⅱ 報告事項
１．監査基準委員会からの報告『「監
査契約時に添付する特別目的の財務
諸表、又は個別の財務表若しくは財
務諸表項目等に対する監査報告書の
文例について」の公表』に関する件

書の文例」及び監査・保証実務委員会

2018年７月５日付けで、企業会計審議

報告第82号「財務報告に係る内部統制

会から公表された「監査基準の改訂に関

の監査に関する実務上の取扱い」の改

する意見書」を受け、2020年３月期の監

正について取りまとめた旨提案があり、

査契約時に添付する特別目的の財務諸表、

審議の結果、それぞれ提案どおり承認

又は個別の財務表若しくは財務諸表項目

された。

等に対する監査報告書の文例を参考資料

４．ＩＴ委員会からの答申に関する件
(1) ＩＴ委員会研究報告『ＩＴ委員会
実務指針第６号「ＩＴを利用した情
報システムに関する重要な虚偽表示
リスクの識別と評価及び評価したリ
スクに対応する監査人の手続につい
て」に関するQ&A』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) ＩＴ委員会研究報告第42号『ＩＴ
委員会実務指針第６号「ＩＴを利用
した情報システムに関する重要な虚
偽表示リスクの識別と評価及び評
価したリスクに対応する監査人の手
続について」に関するQ&A』の廃止
について

として作成した旨の報告があった。

このほかの主な審議事項は次のとおり
です。
○監査・企業会計担当副会長からの意見
具申『「監査の品質と有効性に関する
独立レビュー
（ブライドン・レビュー）
」
に対するグローバル・アカウンティン
グ・アライアンス（GAA）からの意見』
に関する件

ＩＴ委員会研究報告第42号『ＩＴ委
○IAASB対応会議からの報告『IFAC-国際
員会実務指針第６号「ＩＴを利用した
監査・保証基準審議会（IAASB）コンサ
情報システムに関する重要な虚偽表示
ルテーション・ペーパー「拡張された
リスクの識別と評価及び評価したリス
外部報告」に対するコメント』に関す
クに対応する監査人の手続について」
る件
に関するQ&A』の見直しを行い、新たに
○監査基準委員会からの意見具申『「監
ＩＴ委員会研究報告第53号『ＩＴ委員
査基準の改訂について（公開草案）」
会実務指針第６号「ＩＴを利用した情
に対するコメント』に関する件
報システムに関する重要な虚偽表示リ
○租税調査会からの答申「令和２年度税
スクの識別と評価及び評価したリスク
制改正意見・要望書」に関する件
に対応する監査人の手続について」に
○租税調査会からの答申「税制の在り方
関するQ&A』として取りまとめ、ＩＴ委
に関する提言」に関する件
員会研究報告第42号は廃止する旨提案
○経営研究調査会からの意見具申『国際
があり、審議の結果、提案どおり承認
評価基準審議会（IVSC）公開草案「国
された。
際評価基準（IVS）2017の追加の技術的
改訂」に対するコメント』に関する件
○経営研究調査会からの答申『経営研究

調査会研究報告「機械設備の評価実

るコメントの概要及び対応」に関す

サルティング業務、また、組織内会計士

務」』に関する件

る件

や社外役員会計士など公認会計士の業務

○経営研究調査会からの答申『経営研

が多様化し、税務業務も含めて複合的に

究調査会研究報告「近年の不正調査

理事会

活躍するフィールドを広げていることか

に関する課題と提言」』に関する件

（第54事業年度・第３回

ら、
今後の租税施策を中長期的に検討し、

2019年６月14日理事会）

○経営研究調査会からの答申『経営研
究調査会研究報告「統合報告の事例

主な議事内容は次のとおりです。

研究」』に関する件
○経営研究調査会からの答申『経営研

務支援施策）の現状と課題について取り
まとめた旨提案があり、審議の結果、提

Ⅰ 会長報告

究調査会研究報告「グリーンボンド

関根会長から、金融庁（企業会計審

の基礎知識－公認会計士の関わり方

議会監査部会）から公表された「監査

－」』に関する件

基準の改訂について（公開草案）」に

○公認会計士制度委員会からの答申

対する協会意見の公表、日本税理士会

『公認会計士制度委員会研究報告

連合会「次期税理士法改正に関する答

「公認会計士制度の諸課題の検討～

申」
の公表、
第47回協会学術賞授賞者、

我が国の公認会計士の魅力向上に向

英国の監査規制等を巡る動向、日本証

けて～」』に関する件

券 業 協 会 会 長 と の 対 談 、 IFAC

○業種別委員会からの答申『業種別委

Nominating Committeeへの出席、2019

員会実務指針第55号「仮想通貨交換

年地域会定期総会の日程について会則

業者における利用者財産の分別管理

第95条に基づく報告があり、協議を行

に係る合意された手続業務に関する

った。

実務指針」の改正について』に関す
る件

日本公認会計士協会の租税施策（税務業

Ⅱ 審議事項

案どおり承認された。
３．総務委員会からの意見具申「監査
基準委員会運営細則及び品質管理基
準委員会運営細則の一部変更」に関
する件
2019年５月24日開催の理事会において、
監査・品質管理基準担当常務理事からの
意見具申「監査基準委員会運営細則及び
品質管理基準委員会運営細則の一部変更
要綱案」が提案され、承認された。これ
を受けて、監査基準委員会運営細則及び
品質管理基準委員会運営細則の一部変更
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。
４．制度・法規担当常務理事からの意
見具申「公認会計士制度委員会・法
規委員会の統合に関する要綱案」に
関する件

１．持続可能な社会構築における協
会の課題・取組検討委員会からの
中間報告「持続可能な社会構築に
向けた公認会計士の貢献」に関す
る件

わせて行うことによる効果的・効率的な

公認会計士と社会との関わり方や社

度委員会及び法規委員会を統合する旨提

会的な課題解決に貢献するための課題

案があり、審議の結果、提案どおり承認

度委員会報告第14号「金融商品会計

及び取組の方向性について検討を行い、

された。

に関する実務指針」及び「金融商品

持続可能な社会構築に向けた公認会計

会計に関するQ&A」の改正について』

士の貢献について取りまとめた旨提案

及び「公開草案に対するコメントの

があり、審議の結果、提案どおり承認

概要及び対応」に関する件

された。

○会計制度委員会からの答申『IASB公
開草案「金利指標改革（IFRS第９号
及びIAS第39号の修正案）」に対する
意見』に関する件
○会計制度委員会からの答申『会計制

○会計制度委員会からの答申『会計制
度委員会報告第４号「外貨建取引等
の会計処理に関する実務指針」の改
正について』及び「公開草案に対す

２．租税施策検討プロジェクトチー
ムからの報告「日本公認会計士協
会の租税施策（税務業務支援施策）
の現状と課題」に関する件
近年、非営利法人の監査業務やコン

制度的及び法規の観点からの検討を合

委員会運営を目的として、公認会計士制

Ⅲ 報告事項
１．国際統合報告評議会（IIRC）フ
ランクフルト会議報告に関する件
2019年４月11日にフランクフルトで開
催された国際統合報告評議会（IIRC）に
ついて報告があった。
２．IIRC Global Conference 2019
の出席報告に関する件

2019年５月16日及び17日にロンドン
で開催されたIIRC Global Conference
2019について報告があった。
３．IFAC-国際監査・保証基準審議会
（ IAASB ） － 各 国基 準設 定主体
（NSS）パリ会議報告に関する件
2019年５月14日及び15日にパリで開
催されたIFAC-国際監査・保証基準審議
会（IAASB）－各国基準設定主体（NSS）
について報告があった。

このほかの主な審議・報告事項は次
のとおりです。
○第53事業年度財務諸表等（最終案）
に関する件
○第54事業年度「正味財産増減に係る
予算書」及び「資金調達、設備投資
及び特定資産に係る予算書」（最終
案）に関する件
○第53事業年度監事監査報告書の提出
に関する件
○監査提言集に関する件
○グローバル・アカウンティング・ア
ライアンス（GAA）タックスディレク
ター会議（香港及び北京）報告に関
する件
○第25回日韓定期協議報告に関する件
○女性会計士活躍促進協議会の活動報
告に関する件
○2018年度品質管理レビューの概要に
関する件
○2018年度品質管理レビュー事例解説
集に関する件

以 上
（総務本部長 清水正美）

