常務理事会

り入れられたことから、その内容を反映

営事業等の監査及び会計に関する命令

（第57事業年度・第３回

するため、
品質管理基準委員会報告書
「監

（案）」に対する協会意見を取りまとめた

査業務に係る審査」として取りまとめた

旨の提案があり、審議の結果、提案どおり

旨、及び関連する監査基準委員会報告書

承認された。

2022年６月16日常務理事会）
主な議事内容は次のとおりです。

等を改正する旨の提案があり、審議の結

Ⅰ 審議事項
１．倫理委員会からの答申『国際会計
士倫理基準審議会（IESBA）公開草
案「テクノロジー関連のIESBA倫理
規程改訂案」に対するコメント』に
関する件
国際会計士倫理基準審議会（IESBA）
から2022年２月18日に公表された、公
開草案「テクノロジー関連のIESBA倫理
規程改訂案」に対する協会コメントを
取りまとめた旨の提案があり、審議の
結果、提案どおり承認された。

果、提案どおり承認された。
４．監査基準委員会からの答申『監査
基準委員会報告書220「監査業務に
おける品質管理」及び関連する監査
基準委員会報告書等の改正』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

会（IAASB）により改訂公表された、国際

情報開示に関する全般的要求事項」及び

監査基準（ISA）220の内容について、2021

IFRS S２号「気候関連開示」に対する協会

年11月の監査に関する品質管理基準の改

コメントを取りまとめた旨の提案があり、

訂に取り入れられたことから、その内容

審議の結果、提案どおり承認された。

2020年12月に国際監査・保証基準審

５．租税調査会からの答申「令和５年
度税制改正意見書」に関する件

監査に関する品質管理基準の改訂に取
り入れられたことから、その内容を反
映するため、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」及び関連する監査基準委員会報告
書等を改正する旨の提案があり、審議
の結果、提案どおり承認された。
３．品質管理基準委員会からの答申
『品質管理基準委員会報告書「監査
業務に係る審査」の制定及び関連す
る監査基準委員会報告書等の改正』
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
2020年12月に国際監査・保証基準審
議会（IAASB）から新たに公表された、
ISQM２の内容について、2021年11月の
監査に関する品質管理基準の改訂に取

から2022年３月31日に公開された、
公開草
案IFRS S１号「サステナビリティ関連財務

を反映するため、監査基準委員会報告書

ISQM１の内容について、2021年11月の

国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）

2020年12月に国際監査・保証基準審議

２．品質管理基準委員会からの答申
『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」
及び関連する監査基準委員会報告
書等の改正』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

議会（IAASB）から新たに公表された、

７．企業情報開示委員会からの答申『I
SSB公開草案IFRS S１号「サステナ
ビリティ関連財務情報開示に関する
全般的要求事項」及びIFRS S２号
「気候関連開示」
に対するコメント』
に関する件

220「監査業務における品質管理」及び関
連する監査基準委員会報告書等を改正す
る旨の提案があり、審議の結果、提案ど
おり承認された。

2020年まで「税制の在り方に関する提
言」及び「税制改正意見書」としてそれ
ぞれ公表していた内容を、第一部「税制
の在り方に関する提言」、第二部「令和
５年度税制改正に関する個別意見」とし
て、二部構成の「令和５年度税制改正意
見書」
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。
６．業種別委員会からの答申「特定複
合観光施設区域整備法に基づくカ
ジノ事業者又はカジノ施設供用事
業者が行う設置運営事業等の監査
及び会計に関する命令（案）に対す
る意見」に関する件
カジノ管理委員会及び観光庁から2022
年５月19日に公表された、「特定複合観
光施設区域整備法に基づくカジノ事業者
又はカジノ施設供用事業者が行う設置運

Ⅱ 報告事項
１．金融審議会「ディスクロージャー
ワーキング・グループ
（令和３年度）
」
に関する件
2022年５月23日に開催された、
金融庁金
融審議会
「ディスクロージャーワーキング・
グループ（令和３年度）」におけるディス
クロージャーワーキング・グループ報告
（案）
の議論の状況について報告があった。
２．IFAC-国際会計士倫理基準審議会
（IESBA）-各国基準設定主体（NSS）
会議報告及びタックス・プランニン
グ・ラウンドテーブル報告に関する
件
2022年５月10日に開催された、IFAC-国
際会計士倫理基準審議会（IESBA）-各国基
準設定主体（NSS）会議及び2022年４月25
日に開催されたタックス・プランニング・
ラウンドテーブルについて報告があった。
３．IFAC-国際監査・保証基準審議会
（IAASB）会議報告に関する件
2022年３月14日から19日及び23日に開
催された、IFAC-国際監査・保証基準審議
会（IAASB）会議並びに2022年５月３日及
び４日に開催された、LCEカンファレンス

について報告があった。

〇 IFAC- 国 際 監 査 ・ 保 証 基 準 審 議 会

４．IFAC-企業内職業会計士（PAIB）
アドバイザリーグループウェブ会議
報告に関する件
2022年３月29日及び30日に開催され
た、IFAC-企業内職業会計士（PAIB）ア
ドバイザリーグループウェブ会議につ
いて報告があった。

（IAASB）-各国基準設定主体（NSS）会
議報告に関する件
〇国立大学法人等の法定監査に関する監
査契約書様式の更新に関する件
〇内部統制報告制度に係るアンケート調
査結果に関する件

このほかの主な審議事項は次のとお
りです。
〇倫理委員会からの答申『「国際会計

続け、
社会に信頼を付与していくために、
監査業務のみならず、
広がる公認会計士の
活動領域を捉えた「公認会計士法」の整備

2022年６月17日理事会）
主な議事内容は次のとおりです。

えどのように在るべきかについて網羅的に
検討を行い、
「公認会計士制度の在るべき
姿に関する論点（中間報告）」として取り
まとめた旨の提案があり、審議の結果、提

ント』に関する件

Ⅰ 会長報告

〇倫理委員会からの意見具申『テクノ

手塚会長から、以下の項目について会

ロジーに関する非公式文書（Non-

則第165条に基づく報告があり協議を行

authoritative material）「Ethical

った。

Leadership in a Digital Era:

①会長動静

Applying

②金融審議会「ディスクロージャーワー

Selected

公認会計士が社会からのニーズに応え

認会計士制度が社会情勢の変化等を踏ま

画に関する調査2022」に対するコメ

the

２．公認会計士制度検討プロジェ
クトチームからの報告「公認会
計士制度の在るべき姿に関する
論点（中間報告）」に関する件

が不可欠であることを前提に、
我が国の公

理事会
（第57事業年度・第３回

士倫理基準審議会（IESBA）の戦略計

の結果、提案どおり承認された。

IESBA

Code

to

Technology-related

Scenarios」』に関する件
〇監査基準委員会からの答申『監査基

キング・グループ」
③2022年６月１日に開催した報道関係者
との意見交換

準委員会研究報告第１号「監査ツー

④アニュアルレポート2022の発行

ル」の改正』及び「公開草案に対する

⑤2022年６月５日及び６日に実施した第

コメントの概要及び対応」に関する
件

５回役員集中討議の実施
⑥地域会定期総会のスケジュール

〇経営研究調査会からの意見具申『経
営研究調査会研究資料「上場会社等
における会計不正の動向（2022年
版）」』に関する件
〇会計制度委員会からの答申『会計制

案どおり承認された。

Ⅲ 報告事項
１．自主規制モニター会議の開催に関
する件
2022年６月６日に開催した、
自主規制モ
ニター会議におけるモニタリング対象機関
が所管する制度の運営状況等について報
告があった。
２．税理士登録前の確認シートに関す
る件
税理士業務を行う会員がスムーズに税
理士登録を行えることを目的に、
税理士登
録を申請しようとする会員に対し、
ウェブ
上で「税理士登録前の確認シート」を確認

Ⅱ 審議事項
１．
サステナビリティ教育検討プロ
ジェクトチームからの報告
「公認
会計士のサステナビリティに関
する知見及び能力の育成に向け
た検討」に関する件

し任意で提出をしてもらい、
懸念事項があ
った場合には事前に相談ができる仕組みを
作成したため、
運用を開始する旨の報告が
あった。

度委員会研究資料「ソフトウェア制

職業会計人におけるサステナビリティ

作費等に係る会計処理及び開示に関

に関する知見・能力を育成するための教

する研究資料～DX環境下におけるソ

育の在り方について、包括的に検討し、

のとおりです。

フトウェア関連取引への対応～」』

「公認会計士のサステナビリティに関す

〇第56事業年度財務諸表等(最終案)に関

及び「公開草案に対するコメントの

る知見及び能力の育成に向けた検討」と

概要及び対応」に関する件

して取りまとめた旨の提案があり、審議

このほかの主な審議及び報告事項は次

する件
〇第57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
〇特定資産「災害対策引当資産」の設
定に関する件
〇総務委員会からの意見具申「委員会
運営細則等の一部変更」に関する件
〇総務委員会からの意見具申「会費規
則の附則修正」に関する件
〇第56事業年度監事監査報告書の提出
に関する件
〇協会DXに係る進捗状況報告に関する
件
〇会館等の施設のリニューアルに関す
る件
〇綱紀関係事例集[2022年版]の発行に
関する件
〇「Annual Report 2022」に関する件
以 上
（会務運営戦略本部長 千葉正起）

