
視 点

経済協力開発機構（OECD）は直近のレポート「成長に向

けて」の中で、世界経済を好循環に導くには、弱った需要を

喚起し、競争と生産性を向上させ、雇用を創出し、停滞する

経済成長を加速させるための力強い構造改革が必要であると

指摘しています。

会計専門職の声を代弁するグローバルな組織である国際会

計士連盟（IFAC）も、このOECDの見解に賛同します。IFAC

は、金融システム改革や公的部門の財務報告の改善を提唱し、

会計専門職をさらに強いものにすることで、公益に資し、強

靭な世界経済の発展に寄与するための活動を行っています。

我々は、構造改革には、世界的な金融安定性を支えるための、

高品質の会計及び監査基準の採用と適用が必要であると考え

ます。これらの基準は、国境を越えた活動を促進し、経済及

び金融の安定を推進し、さらに透明性と説明責任を向上させ

ることに寄与します。

世界的な改革の必要性を訴えるにあたり、IFACは、より

強固な金融枠組みを希求し、相互に関連するグローバルビジ

ネスにおいて、その枠組みの重要性に対する認識を共有する

様々な国際機関等と協働しています。我々が達成をめざすも

のの多くに、連携関係の構築、IFAC加盟団体の活動に対す

る支援、そして、強い成長力を備えた会計専門職こそが強靭

な世界経済の不可分な礎になるというIFACのビジョンを共

有する団体等との強固なパートナーシップの構築が必要とさ

れます。

日本公認会計士協会（JICPA）は、このようなIFACの活動

における重要なパートナーであります。JICPAはIFACの設立

メンバーとして、30年以上にわたりIFACと共に歩んできま

した。これは、会計専門職を発展させ、それを代表し、経済

の安定を高めようとするIFACの使命に、JICPAがコミットし

ている証でもあります。

JICPAを代表して、IFAC理事会及び公共政策規制諮問グルー

プのメンバーを務められている染葉真史氏は、IFACのグロー

バルな使命に寄与してきた、そして、今後も引き続き寄与す

るであろう、才能豊かな多くのJICPA会員の１人の好例です。

また、JICPA研究員であり、国際監査・保証基準審議会

（IAASB）のテクニカル・アドバイザーも務められている甲

斐幸子氏を、IFACのニューヨーク事務所に３か月間お迎え

できたことは、非常に喜ばしいことでありました。甲斐氏の

派遣を通じてIFACとJICPAが知識の共有を図ることで、個々

の能力が高まり、さらに会計専門職全体が便益を受けるよう

な新たな方法を見出す機会となったことは、IFACとJICPAの

双方が一層強い組織となる契機ともなりました。

コーポレート・ガバナンスや公的部門の財務管理の向上及

び会計専門職の強化を目指すといったJICPAが、現在、取り

組んでいる様々な活動の多くは、私がIFAC会長在任中に取

り組みたいと考えている課題でもあります。

① 規制環境

独立した基準設定審議会の業務を支えることは、今後とも

継続していかなければならず、極めて重要であるという認識

をJICPAとIFACは共有しています。私自身も、他のIFACの

関係者と共に、基準設定審議会は独立して活動しており、重

要な利害関係者との協議をはじめ、基準の策定に関する強固

なデュープロセスを備えているというメッセージを規制当局、

立法関係者、政府関係者、投資家及びメディアに対して、今

後も発信し続けていきたいと考えています。我々はまた、会

計専門職が公益に資するために行う幅広い活動に対する理解

を深めてもらえるよう、例えば、日本の金融庁（FSA）といっ
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た規制当局との重要な関係を維持していく必要があります。

② グローバル基準

IFACは強い経済の構築のため、世界的な規制の一貫性を

支持します。我々は、すべての国や地域において、国際財務

報告基準（IFRS）、国際監査基準（ISA）、国際教育基準

（IES）及び国際公会計基準（IPSAS）、さらには国際会計士

倫理基準審議会（IESBA）が公表する「職業会計士の倫理規

程」の採用及び適用が図られることを、引き続き推進してい

ます。

我々は、IFAC加盟団体の遵守すべき義務に関するステー

トメント（SMO）第７号の遵守が図られるよう、日本企業に

よるIFRSの採用及び適用を進めるJICPAとFSAの活動を称賛

します。現在までの進捗に我々は勇気付けられています。か

かる基準が世界の成長、金融の安定及び透明性の推進に果た

し得る役割に対する理解が促進されることで、さらにその勢

いが増すことを望んでいます。

③ コーポレート・ガバナンス

本稿を執筆している段階では、日本の新たなコーポレート

ガバナンス・コードの最終版の公表を待っている状況です。

同コードは、安倍首相が唱える経済改革の「３本目の矢」の

重要な要素です。IFACは、森 公高JICPA会長が、「コーポ

レートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」のメ

ンバーに就任され、その作成に寄与されていらっしゃること

を歓迎します。

私は幸運にも、これまでのキャリアを通して上場企業の取

締役会の一員を務める機会に恵まれてきました。個人的な経

験から申し上げれば、ガバナンス基準は、公的部門、民間部

門及び非営利部門に関係なく、経済のすべての部門に係る重

要なグローバルな問題です。アジアには、特徴的な事項が存

在し、これによりコーポレート・ガバンス原則の適用も異な

る可能性があるということを認識していますが、持続可能な

企業の成長を担保するための重要な一歩として、新たなガバ

ナンス・コードと、投資家に向けたスチュワードシップ・コー

ドを策定したことを歓迎します。

④ 透明性及び説明責任

金融システム改革を提唱する中で、JICPAは公的部門の財

務管理の向上というIFACの考えを支持してきました。地方

自治体に対して、発生主義でその財務諸表及び報告書を作成

する必要性を働きかけるJICPAの活動をIFACは称賛すると同

時に、この動きが日本の公的部門の財務管理の向上に向けた

取組みの出発点となることを心より期待します。

このようなJICPAの取組みは、高品質な公的部門の報告が

極めて重要であることについて、政府、市民及び投資家の理

解を一層促すためのIFACのキャンペーン、「Accountability.

Now.」と軌を一にするものです。世界各国で莫大な金額を

政府が支出するのであれば、透明性及び説明責任は、良い意

思決定及び高品質な情報を支える上で不可欠です。IFACは

この活動を支援するため国際的な連携を深めています。

JICPA及びその会員の皆さまも、このグローバル・キャンペー

ンを展開されるよう推奨します。

⑤ 専門能力

IFACは会計職業専門家団体の能力向上を促進し、その組

織を強固なものにするための活動を加速させています。2014

年の世界会計士会議（WCOA）において立ち上げられたIFAC

の「会計の強化と協力を向上させるための覚書（MOSAIC）」

のウェブサイトは、世界各地で求められる特定の能力向上の

必要性に焦点を当てており、例えば、IFACが英国の国際開

発庁（DFID）と共同して行っているような能力向上を達成

するための様々な取組みを紹介するための優れたツールであ

り、とても興味深いものです。この取組みは、特定の国や地

域に大きな変化をもたらし得る、本当の意味での変革要素

（gamechanger）となり得る可能性を秘めています。

さらに、会計専門職として、我々は資格取得後の専門教育

も重要視しています。継続的専門教育は、IFACのSMOにも

組み込まれており、組織としてのDNAの一要素を構成してい

ます。教育は、会計専門職が社会に有意義な影響を与えるた

めの基礎であり、専門知識や経験及び専門能力を向上してい

く上で不可欠な要素です。また、適切な倫理的行動に支えら

れる専門知識や経験、及び専門能力は、信頼と信用を構築す

るための核になります。

我々全員が会計専門職をさらに成長させ多様化させる責任

を担っています。JICPAは、専門的な能力開発の機会を提供

すること、そして企業等の組織内で勤務する公認会計士にも

その潜在的な会員基盤を広げることで、こうした課題に対応

されています。

最後に、私はJICPAのタグライン、「EngageinthePublicIn-

terest（社会に貢献する公認会計士）」の大ファンであります。

IFACとJICPAの関係が今後さらに深まることを期待すると同

時に、お互いの協力を強化することで、公益に資する会計専

門職の役割と貢献が引き続き経済と組織をさらに向上させて

いくものと確信しております。
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オリビア・カートリー（CPA、CGMA）

2014年11月、IFACの会長に就任。2007年にIFAC理事

会メンバーに選出され、2002年には財務報告への信頼性

回復タスクフォースの委員も務める。カートリー氏は、

企業戦略、リスク管理及び企業ガバナンスを専門とする

コンサルタントとして、 米国上場企業であるU.S.

BancorpやPapaJohn'sInternationalなどの独立非常勤

執行取締役を務める。



InitsmostrecentGoingforGrowthreport,theOrganisationfor

EconomicCo-operationandDevelopment（OECD）notedthat

puttingtheglobaleconomyonamorevirtuouspathwillrequire

robuststructuralreformstoboostweakdemand,improvecom-

petitivenessandproductivity,createjobs,andstrengthenslug-

gisheconomicgrowth.

Astheglobalvoiceandorganizationfortheaccountancyprofes-

sion,theInternationalFederationofAccountants（IFAC）con-

curswiththeOECD'sassessment.IFACworkstoservethe

publicinterestandcontributetothedevelopmentofstronginter-

nationaleconomiesbyadvocatingforfinancialsystemsreform

andimprovedpublicsectorfinancialreporting,andbystrength-

eningtheaccountancyprofession.Webelievestructuralreforms

mustincludeadoptionandimplementationofhigh-qualityac-

countingandauditingstandardstosupportglobalfinancialsta-

bility.Suchstandardscouldhelpfacilitatecross-borderactivity,

promoteeconomicandfinancialstability,andimprovetranspar-

encyandaccountability.

Incallingformuchneededglobalreform,IFACisworkingwith

internationalorganizationsandotherswhoshareourdesirefor

strongerfinancialarchitectureandrecognizeitsimportancein

thegloballyinterconnectedbusinessworld.Muchofwhatwe

seektoaccomplishrequirescoalitionbuilding,supportingthe

workofourmemberbodies,andforgingpartnershipswithoth-

erswhoshareourviewthatastrongandviableaccountancy

professionisanintegralunderpinningoftherobustinternational

economiesweallseek.

TheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountants（JICPA）

hasbeenagreatIFACpartnerinthiswork.Asafoundingmem-

berofIFAC,theJICPAhasbeenwithusformorethan30years,

whichisatestamenttoitscommitmenttoourmissiontodevelop

andrepresenttheprofessionandenhanceeconomicstability.

ShinjiSomeha,theJICPA'srepresentativeontheIFACBoard

andourPublicPolicy&RegulationAdvisoryGroup,isoneex-

ampleofthemanytalentedindividualsfromtheJICPAwho

haveserved-andcontinuetoserve-ourglobalmission.Wewere

alsodelightedtohostSachikoKai,JICPASeniorTechnicalDi-

rectorandIAASBTechnicalAdvisor,whospentthreemonthsin

ourNewYorkoffice.Theknowledgesharingresultingfromher

secondmentcanonlymakebothIFACandtheJICPAstrongeras

wefindnewwaystoleverageourindividualstrengthstocollec-

tivelybenefittheprofession.

Indeed,anumberoftheJICPA'scurrentandongoinginitiatives,

includingthosetargetingcorporategovernance,improvedpublic

sectorfinancialmanagement,andstrengtheningtheprofession,

areissuesIwanttohighlightduringmypresidency.

TheRegulatoryEnvironment.TheJICPAsharesourviewthat

supportingtheworkoftheindependentstandard-settingboards

isongoingandcrucial.I-alongwithmycolleaguesatIFAC-will

continuetoreinforcethemessagewithregulators,lawmakers,

governments,investors,andthemediathatthestandard-setting

boardsareindependentandhavearobustdueprocessforstan-

dardsdevelopment,includingconsultationwithkeystakeholders.

Wealsoneedtoworktomaintainsignificantrelationshipswith

regulatorssuchasJapan'sFinancialServicesAgency（JFSA）

andothers,ensuringtheyunderstandthewiderangeofactivities

beingundertakenbytheprofessioninthepublicinterest.

GlobalStandards.IFACsupportsglobalregulatoryconsistency

tohelpstrengtheneconomies.Wecontinuetopromotetheadop-

tionandimplementation,acrossalljurisdictions,ofInterna-

tionalFinancialReportingStandards（IFRSs）,International

StandardsonAuditing,InternationalEducationStandards,and

InternationalPublicSectorAccountingStandards,aswellasthe

CodeofEthicsforProfessionalAccountants,issuedbytheInter-

nationalEthicsStandardsBoardforAccountants.
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WecommendtheJICPAandJFSAforadvocatingfurtheradop-

tionanduseofIFRSsbyJapanesecompanies,incompliance

withIFAC'sStatementofMemberObligations（SMO）7.Weare

encouragedbytheprogressweseeonthisfrontandhopefulthat

itwillgainevenmoremomentumwiththeunderstandingofhow

suchstandardscanpromoteglobalgrowth,financialstability,

andtransparency.

CorporateGovernance.AsIwritethis,weareawaitingafinal

versionofJapan'snewcorporategovernancecode.Thiscode

willserveasakeycomponentofthe"thirdarrow"ofPrime

MinisterAbe'seconomicreformprogram.IFACcongratulates

KimitakaMori,theJICPA'sChairmanandPresident,onhis

workasamemberoftheCouncilofExpertsConcerningtheCor-

porateGovernanceCode,overseeingitsdevelopment.

Throughoutmycareer,I'vehadtheprivilegeofservingona

numberoflistedcompanyboards.Iknowthroughpersonalexpe-

riencethatgovernancestandardsareanimportantglobalissue

forallsectorsoftheeconomy:public,private,andnon-profit.

WhilewerecognizethatAsiahasuniquecharacteristicsthat

meanapplicationofcorporategovernanceprinciplescoulddiffer,

wewelcomethecreationofJapan'snewgovernancecodeandits

stewardshipcodeforinvestorsasgreatstepstohelpensuresus-

tainablecorporategrowth.

Transparency&Accountability.Initsadvocacyforfinancial

systemsreform,theJICPAsupportsIFAC'sviewofbetterpub-

licsectorfinancialmanagement.Weapplaudyourworkinpro-

motingtheneedforlocalprefecturestopreparefinancial

statementsandreportsonanaccrualbasisandsincerelyhope

thisdevelopmentisthestartofajourneytowardenhancedpublic

sectorfinancialmanagementinJapan.

SuchinitiativesalignwithIFAC'sAccountability.Now.cam-

paigntoraisegovernment,citizen,andinvestorawarenessofthe

criticalneedforhigh-qualitypublicsectorreporting.Giventhe

vastamountsspentbygovernmentsaroundtheworld,transpar-

encyandaccountabilityareessentialtosupportgooddecision

makingandhigh-qualityinformation.Wearebuildinganinter-

nationalcoalitiontosupportthisinitiativeandIencouragethe

JICPAanditsmemberstoembracethisglobalcampaign.

Competency.IFAChasincreaseditsactivitiestofacilitateca-

pacitybuildingandstrengtheningprofessionalaccountancyor-

ganizations.OurMOSAICwebsite,launchedatWorldCongress

in2014,isagreattoolinhighlightingspecificneedsforcapacity

buildingaroundtheworldandtocapturetheworkbeingunder-

takentoachieveit-liketheworkwe'redoingwiththeUKDe-

partmentforInternationalDevelopment-whichisreallyexciting.

Thishasthepotentialtobearealgamechangerwithincountries

andregions.

Morebroadly,asaprofession,wetakegreatinterestincontinu-

ingprofessionaleducation;it'sembeddedinIFAC'sSMOsand

comprisespartofourorganizationalDNA.Educationisacor-

nerstoneofourprofession'smeaningfulimpactandisintegralto

developingexpertiseandcompetence.Andexpertiseandcompe-

tence-supportedbyappropriateethicalbehavior-arecoretode-

velopingtrustandcredibility.

Ibelieveweallhaveanobligationtoworktogrowanddiversify

ourprofession.TheJICPAembracesthischallengebyproviding

professionaldevelopmentopportunitiestoaccountantsaswellas

strivingtoexpanditspotentialmembershipbasebyreachingout

toprofessionalaccountantsinbusinessanditsassociatesgroup.

Finally,IamagreatfanoftheJICPA'stagline,"Engageinthe

PublicInterest."IlookforwardtoIFAC'scontinueddeeprela-

tionshipwiththeJICPAandbelievethat,asweworktogether,

theroleandcontributionoftheprofessioninservingthepublic

interestwillcontinuetogreatlyenhanceeconomiesandorgani-

zations.

OliviaKirtley,CPA,CGMA,becamePresidentofIFACinNo-

vember2014.ShewaselectedtotheIFACBoardin2007and

previouslyservedontheindependentIFACTaskForceonRe-

buildingPublicConfidenceinFinancialReportingin2002.Ms.

Kirtleyisabusinessconsultantonstrategic,risk,andcorporate

governanceissuesandanindependentnon-executivedirectorof

publiclylistedcompaniesU.S.BancorpandPapaJohn'sInterna-

tional.

会計・監査ジャーナル No.720 JUL.2015 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


