
視 点

2013年も世界中の会計プロフェッションは多くの課題

に直面している。これらの課題は、地域レベル、国レベ

ル又はグローバルレベルと、あらゆるレベルに存在が見

受けられる。IFACは、会計プロフェッションがこれら

の課題への最良の解決策を見出していくことを常に支援

していく所存である。

日本公認会計士協会（JICPA）は、1977年からのIFAC

の設立メンバーであり、その会員は、グローバルな会計

プロフェッションが、強固かつ持続可能な組織、金融市

場及び経済の発展において、重要なリーダーとして認め

られるように、たゆまぬ努力を積み重ねておられる。

IFACの審議会や委員会で、過去、そして今現在、その

経験及びエネルギーによって、IFACへの計り知れない

貢献をしてきたJICPA会員の努力がなければ、長年にわ

たるIFACの進歩は成し得なかったであろう。

我々、会計プロフェッションが直面する数多くの課題

の中でも、最も重要となるのが、財務報告をはじめ、世

界の多くの国等の公的部門に幅広くみられる適切な財務

管理プロセスの欠如である。世界的な金融危機が深刻さ

を増すに従って、中央政府をはじめ、多くの公的部門の

財務管理について、近代的かつ公正妥当と認められるプ

ロセスが欠如していることが露呈した。

国際通貨基金（IMF）が最近公表した「財政の透明性、

説明責任及びリスク」と題する報告書では、完全な財務

情報がない状態で国家運営がなされる場合に生じるリス

クを明確に指摘しており、経済及び金融に多大な被害を

及ぼすことを、ギリシャやポルトガルをその例に取り上

げ、それらの危機は一国に止まらず全世界に波及するこ

とになると説明している。

当然ながら、民間部門のグローバル・ビジネスに対す

る規制当局は、そのような不適切かつ時代遅れの不正確

な財務管理体制を許すことはない。それなのに現代にお

いて、巨大な公的部門の活動が、適切な発生主義会計を

採用せず、資産や負債を計上する貸借対照表も作成せず、

財務上のコミットメントや偶発事象を理解することもな

く、適切な予算編成プロセスも持たず、そして説明責任

を果たすメカニズムがないか、あるいは限定されている

という状況の中で実施されているという現実を、たびた

び目の当たりにするのはなぜだろうか。

これは間違いなく、公共の利益の問題として、会計プ

ロフェッションが対処しなければならない最重要課題で

ある。これは同時に、会計プロフェッションが一丸となっ

てこうした受け入れがたい状況を解消するために力を合

わせる良い機会にもなる。それはIFACだけでなく、国

際公会計基準審議会（IPSASB）、JICPAなどのIFAC加

盟団体、（公的部門の事業体に優れたパイプを有する）

あらゆる規模の会計事務所、そして会計プロフェッショ

ンである個々人にとって好機となる。

グローバルに、民間にも公的部門にも、透明性と説明

責任が高く求められる時代にあっては、我々のような会

計プロフェッションが、自らの仕える社会の向上に貢献

するという目標において受動的であることは許されない。

IFACはこの目標を、2012年11月のIFAC総会で承認され

た2013～2016年の戦略計画の重要課題の１つに位置付け

ている。

JICPAをはじめIFAC加盟団体の多くが、この目標に

向けて活用できる重要なリソースを有している。主要な

会計事務所は、有能な人材を結集し、この問題に対処し

ようとしており、有意なディスカッション・グループを

発足させ、公的部門に関する事業部署を設立し、有能な

リーダーを任命して、公的部門のクライアントを支援す

る戦略を策定している。また、会計プロフェッションで

ある多くの個々人が、この分野における将来の活躍に向

けて研鑽を積んでいる。IFACはこれらすべてのイニシ
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アティブを賞賛し、成功するよう祈っている。

次に、私の前任者の１人であるロバート・バンティン

グ元IFAC会長が、JICPAが発行した「会計・監査ジャー

ナル」2010年７月号に寄稿した論文で取り上げていた、

持続可能な開発、特に統合報告プロジェクトのイニシア

ティブの現況について説明したい。

「職業会計士が、最高経営責任者であろうと保証業務

実施者であろうと、持続可能な組織と市場の発展に対す

る寄与という点で極めて重要な役割を果たす機会が存在

する。」

この論文の公表からほぼ３年が経過するが、世界中の

会計プロフェッションは積極的に活動し、この課題にしっ

かりと対応している。最近では、世界的な金融危機だけ

でなく、もう１つの世界的な危機、すなわち、持続可能

性に関する危機とその影響を取り上げている様々な記事

や論文を目にするようになった。この危機は、もし迅速

な対応が取られなければ、世界的な金融危機よりさらに

甚大な被害をもたらすこともあり得る。

統合報告は、組織の持続可能性を、財務、経済、社会

及び環境の観点から統合し、組織の現在の決定に関する

情報と将来の展望を関係付けるものとなる。また、戦略

やリスク、報酬、業績といった情報にもリンクするが、

現行の報告様式に取って代わることを意図するものでは

ない。統合報告は、財務や環境、社会、ガバナンスに関

する事項について、明瞭かつ理解しやすい全体像を提供

するようデザインされている。

統合報告は危機に対処するための解決策の１つの側面

でしかないが、一方でそれは、職業会計士が最も精通し

ており、最も信頼を得ているものでもある。

統合報告により、組織による報告の在り方を変えるこ

とが求められる。また、その戦略策定、ガバナンスの運

用及びマネジメント・プロセスにおいて、組織の考え方

や運営方法をある程度変更することにつながるかもしれ

ない。統合報告はまた、財務や環境、社会、ガバナンス

に関して明瞭で理解しやすい全体像を提供する。

IFACは国際統合報告評議会（IIRC）の作業を強力に

支援している。IFAC会長が同評議会の理事を、そして

前IFAC専務理事がワーキング・グループの議長を務め

ている。さらにIFACは、統合報告フレームワークの策

定に向けてスタッフを派遣している。

フレームワークの完成が近づくにつれ、そして、パイ

ロット・プログラムが継続的に貴重な実務的知見を積み

重ねるにつれ、必要になるのが、この新しいアプローチ

を全世界に周知させ、幅広く採用されるようにしていく

ことである。これは、会計プロフェッションにとって、

最大の機会であり、会計プロフェッションのすべての分

野を横断する、切望されてきた集合的で協調的なアプロー

チの開発に参加できるということである。社会を失望さ

せてはならない。我々には、この市場が求める変化への

対応に必要とされる能力があり、そのための研修を重ね

ている。我々は、人材を結集して、この課題に引き続き

取り組んでいかなければならない。

最後に、これら２つの世界的な課題が、全世界の会計

プロフェッションの需要にどのような影響を及ぼすこと

になるかについて説明したい。要因は他にも様々あるが、

公的部門の財政管理の改革及び統合報告の広範な採用・

実施が成功し達成されれば、今の我々会計プロフェッショ

ンの規模ではあまりにも小さすぎ、グローバル社会の要

請に適切に応え切れない可能性がある。今すぐに、教育

機関から最高に優秀な人材の採用を開始し、この素晴ら

しい専門的職業の世界に参加してもらう必要がある。

現在ほど、そうした人材の採用に適した時代はない。

世界的な金融危機を契機に、新しく専門的職業を目指す

人にとって銀行業界や金融業界の魅力は、過去数十年と

比較して低下している。教育水準の高い職業会計士を採

用し、会計プロフェッションに従事する人の数を増やす

には、今が絶好の機会である。新しい人材が啓蒙、採用

及び研修によって自らを変えていくことが、職業会計士

としての不可欠の要素だと考えている。

この機会は、総合的なアプローチで活かされるもので

ある。我々全員に果たすべき役割がある。発展途上の国々

だけでなく、世界の至るところで、職業会計士が大きく

不足しており、現在取り組んでいるグローバルな目標が

成功し、適用されていけば、この状況はさらに悪化の一

途をたどることになる。職業会計士は、世界のどこであ

ろうと、素晴らしい将来性や好機は来ないのではないか

とおそれる必要はない。職業会計士の将来の展望は、驚

くほどに明るい。

職業会計士は真にグローバルな専門的職業である。会

計、監査、倫理、公会計、会計教育におけるグローバル

な基準が適用されることで、職業会計士の世界的な規模

での機動性が促進される。

上記に述べたものが現在我々が直面している課題と機

会のすべてではないが、これらは、公共の利益に資する

という我々の役割を果たし、世界経済の向上、持続可能

な組織の発展及びより良い社会を支えていくために我々

が自らの役割を果たす上で、必要不可欠なものである。
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ウォーレン・アレン

ウォーレン・アレン氏は、IFAC副会長を２年間務めら

れた後、2012年11月にIFAC会長に就任された。2006年

からIFAC理事に就任されている。また10年以上にわた

り教育委員会（現在の国際会計教育基準審議会）に参加

され、1998年から2004年まで議長を務められた。



As2013unfolds,theglobalaccountancyprofessioncon-

tinuestofacemanychallenges.Thesearefoundatmany

levels-locally,nationally,andglobally-andIFACstands

readytosupportourprofessioninseekingthebestsolu-

tions.

TheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsis

afoundingmemberofIFACand,since1977,itsmembers

haveworkedtirelesslytoensuretheglobalaccountancy

professionisrecognizedasavaluedleaderinthedevelop-

mentofstrongandsustainableorganizations,financial

markets,andeconomies.TheprogressIFAChasmadeover

theyearswouldhavebeenimpossiblewithouttheeffortsof

theJICPAmemberswhohaveservedorcurrentlyserveon

ourboardsandcommittees,makinginvaluablecontribu-

tionsthroughtheirexperienceandenergy.

Foremostamongthemanychallengesourprofession

facesisthelackofproperfinancialmanagementprocesses,

includingfinancialreporting,thatpervadesmanyjurisdic-

tions'publicsectorentities.Theglobalfinancialcrisis

（GFC）has,asitdeepened,exposedthecompletelackof

modernandacceptableprocessesoffinancialmanagement

withinmanypublicsectorentities,includingcentralgov-

ernments.

TherecentInternationalMonetaryFund（IMF）report,

"FiscalTransparency,Accountability,andRisk,"clearlyil-

lustratestherisksresultingfromnationsoperatingwithout

completefinancialinformation,whichcontributedtoeco-

nomicandfinancialdisasterinplacesincluding,butnot

limitedto,GreeceandPortugal,withthecrisis'impact

beingfeltworldwide.

Quiterightly,theregulatorsofprivatesectorglobal

businessactivitydonottoleratesuchinept,archaic,andin-

accuratesystemsoffinancialmanagement.Whyisitthen,

inthismodernage,thatweregularlyseehugepublicsector

operationswithnoproperaccrualbasisofaccounting,no

balancesheetrecordingassetsandliabilities,nounder-

standingoffinancialcommitments/contingencies,alackof

aproperbudgetingprocesses,andlimitedornoaccount-

abilitymechanisms?

Thissurelyistheaccountancyprofession'snumberone

publicinterestissuetoaddress.Italsoprovidesawonder-

fulopportunityfortheprofessiontoactcollectivelytohelp

solvethisunacceptablesituation.And,itofferswonderful

opportunitiesforIFAC,togetherwiththeInternational

PublicSectorAccountingStandardsBoard（IPSASB）,

IFAC'smemberorganizationssuchastheJICPA,account-

ingfirmsofallsizes（whichhaveexcellentchannelsinto

publicsectorentities）,andalsoindividualmembersofthe

profession.

Inanerawithheighteneddemandsonthesystemsof

transparencyandaccountability,acrossallsectorsof

globalendeavor,we,theaccountancyprofession,cannotbe

passiveinourobjectivetocontributetothebettermentof

thecommunitiesweserve.WeatIFAChavethisobjective

asoneofthekeycomponentsinour2013�2016Strategic

Plan,approvedattheCouncilMeetinginNovember2012.

ManyofIFAC'smemberorganizationssuchasthe

JICPA,alsohavesignificantresourcesallocatedtothisob-

jective.Themajoraccountingfirmsaremarshalingtheir

talentstoaddressthisissueandareorganizingworthwhile

discussiongroups,settinguppublicsectorbusinessunits,

appointingskillfulleaders,anddevelopingstrategiestoas-

sisttheirpublicsectorclients.Manyindividualswithinthe

professionarealsoincreasingtheirknowledgeinthisim-

portantareainpreparationforfutureinvolvement.Weat

IFACapplaudalltheseinitiatives,andwishthemfuture

success.

Second,Iwishtoupdateyouonaninitiativeoneofmy
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predecessors,IFACPastPresidentRobertBunting,wrote

aboutintheJuly2010editionofyourjournalregarding

sustainabledevelopmentand,inparticular,theIntegrated

Reporting（〈IR〉）project:

"Forprofessionalaccountants,whetherchiefexecutives

orassurancepractitioners,thereisanopportunitytoplay

acrucialroleincontributingtothedevelopmentofsustain-

ableorganizationsandmarkets."

Inthenearlythreeyearssincethatarticle'spublication,

theglobalprofessionhasbeenveryactive,responding

robustlytothischallenge.InadditiontotheGFC,Ihavere-

centlyreadreferencestoanothercurrentglobalcrisis-a

sustainabilitycrisis,theimpactsofwhich,ifnotquickly

addressed,couldbemoredevastatingthantheGFC.

〈IR〉 integratessustainabilityofanorganizationfrom

afinancial,economic,socialandenvironmentalperspective,

connectinginformationaboutanorganization'scurrentde-

cisionswithitsfutureprospects.Italsolinksinformation

aboutstrategy,risk,remuneration,andperformancebutit

isnotintendedtoreplaceexistingformsofreporting.In-

stead,itisdesignedtoprovideaclearandunderstandable

pictureoffinancialandenvironmental,social,andgovern-

ance（ESG）issues.

While〈IR〉isonlyoneaspectofthesolutiontothiscri-

sis,itistheoneprofessionalaccountantsaremostfamiliar

withandwhichhasthegreatestcredibilitywiththem.

〈IR〉demandsachangeinthemanneranorganization

reportsandmayleadtosomechangeinthewayanorgani-

zationthinksandoperates,initsstrategydevelopment,

governanceoperations,andmanagementprocesses.Italso

providesaclearandunderstandablepictureoffinancial,en-

vironmental,andsocialandgovernanceissues.

IFACstronglysupportstheworkoftheInternationalIn-

tegratedReportingCouncil（IIRC）,withtheIFACpresi-

dentservingasaCouncilmemberandIFAC'sformerchief

executiveservingaschairoftheWorkingGroup;inaddi-

tion,IFACprovidesstaffsupportforthedevelopmentof

the〈IR〉Framework.

AstheFrameworknearscompletion,andthepilotpro-

gramcontinuestogainworthwhilepracticalinsights,there

willthenbetheneedtocommunicatethisnewapproach

globallyandhaveitwidelyadopted.Thisiswherethe

greatestopportunityexistsfortheaccountancyprofession

tobepartofamuch-neededcollectiveandcoordinatedap-

proachacrossallsectorsoftheprofession.Wemustnot

disappointourcommunities;wehavetheabilitytoapply

ourskillsandtrainingtothismarket-demandedchangeand

wemustcontinuetomarshalourtalentstomeetthischal-

lenge.

Finally,Iwishtodiscusstheimpactthesetwoglobal

challengeswillhaveonthedemandsplacedontheglobalac-

countancyprofession.Whenwesuccessfullyachievethe

widespreadadoptionandimplementationofpublicsector

financialmanagementreform and〈IR〉,amongstother

factors,ourprofessionmaywellbeexposedasbeingtoo

smalltoproperlymeetthedemandsofourglobalcommuni-

ties.Weneedtostartnowinrecruitingthebestandbright-

estfromoureducationalinstitutionstojointhiswonderful

profession.

Theopportunityforustobesuccessfulinthisrecruit-

menthasneverbeenbetter.AconsequenceoftheGFCis

thebankingandfinanceindustryislessattractivetonew

professionalsthanithasbeeninthepastseveraldecades.

Thetimingissuperbfortheaccountancyprofessiontoseize

thisopportunitytobuildournumberswithwell-educated

professionals.Iconsidertheencouragement,recruitment,

andtrainingofnewtalenttoreplaceoneselftobeacrucial

elementofbeingaprofessional.

Thisopportunitywillbenefitfromacollectiveapproach;

weallhaveourparttoplay.Manyareasoftheworld,not

justthedevelopingworld,arecurrentlycriticallyshortof

professionalaccountantsandthissituationisgoingtobe

exacerbatedwiththesuccessfulimplementationofseveral

ofourcurrentglobalobjectives.Professionalaccountants,

regardlessoftheirlocationintheworld,shouldnotfearfor

alackofworthwhilefuturepotentialoropportunity-the

prospectsforthisprofessionareamazing.

Accountancyistrulytheglobalprofessionand,withthe

implementationofglobalstandardsinaccounting,auditing,

ethics,publicsectoraccounting,andaccountingeducation,

theglobalmobilityofprofessionalaccountantsiseasilyfa-

cilitated.

Thesearenottheonlychallengesandopportunitieswe

arecurrentlyfacing,buttheyarecriticaltoourrolein

servingthepublicinterestandensuringweplayourpartinthe

globaleconomicenhancement,thedevelopmentofsustain-

ableorganizations,andthesupportofbettercommunities.

WarrenAllenbecamepresidentofIFACinNovember

2012afterservingasdeputypresidentfortwoyears.He

servedasamemberoftheIFACBoardsince2006andwas

ontheEducationCommittee（nowtheInternationalAc-

countingEducationStandardsBoard）formorethan10

years,includingaschairfrom1998to2004.
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