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また、SEC主任会計官室主任会計官であるポール・

4 関連当事者

委員会にとって重要な意味をもつ財務報告関連事項

ベスウィック氏がここ数ヶ月で行った2つの主要なス

が、最近数ヶ月の規制当局の議題となっています。

ピーチの中でも、監査委員会の中核的な責務が焦

SEC、PCAOBその他の規制当局は、様々なトピック

点となりました。ベスウィック氏が 2013年12月に

やプロジェクトに関する監査委員会の見解を積極的

SECとPCAOBの最新動向に関するAICPA全国会

に募集しています。また、監査委員会メンバーを対象

議で行ったスピーチの中では、監査人との新規また

に様々な刊行物、コミュニケーションおよび資料を公

は継続契約を検討する上での監査の品質の重要性

表しました。

が強調されました。同氏は、監査の品質を重視する

監査委員会に関する
世界的な規制動向

5 EUの監査関連法
5 英国の監査委員会
報告書

結論
追加的なデロイト資料

ことは健全な経営の意思決定を下すことと整合的で
本号のAudit Committee Briefには、監査委員会に

あり、監査委員会の決定はどの監査人が株主の利

影響を及ぼす可能性が高い最近の米国内および国

益を守る上で最適かを重視して行われるべきである

際的な規制動向の検討、加えて、様々な資料の詳細

と述べました。ベスウィック氏は、「監査委員会が単

情報が閲覧できるリンクが含まれています。

に報酬のみを考慮し、その後監査の不備が発生し

SEC関連分野
監査委員会に関するコメント
SEC当局者は、最近のパブリックコメントの中で、財
務報告の品質および正確性を監視するという監査委

た場合、当該監査人および会社に問題が発生する
ことはもちろん、監査委員会のメンバーについても
責任が追求される可能性がある」と登録企業に警告
しました。

員会の伝統的な責任ならびに独立監査の重要性を
強調しました。
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さらに、2014年2月のスピーチで、ベスウィック氏

また、SECは、要件変更がなくとも会社は開示を

は「監査委員会：基本に立ち返る」と題したプレゼ

改善できる点を強調しました。企業財務局のディレ

ンテーションを行い、監査委員会の基本的な責

クターキース・ヒギンズ氏は、最近のスピーチで、

務、中でも独立監査人を監視することの重要性に

開示の明確性を改善するために会社が検討する

焦点を当てました。この中で同氏は、監査の成功

ことができる3つのアプローチとして、繰り返しの削

を評価するための尺度の開発、監査人の独立性

減（例：経営者による討議と分析（MD&A）におけ

の監視、監査報酬の把握などを提案しました。ベ

る重要な会計方針注記中の逐語的な繰り返し）、

スウィック氏のコメントの詳細および「2014年SEC

冗長な開示の的を絞ったものへの手直し（例：リス

声明」会議におけるその他の要点については、デ

ク要因開示）、および古くなった情報の削除を示唆

ロイトの2014年3月20日付Heads Upを参照して

しました。

1

ください。
開示の有効性プロジェクトは公開会社による報告
SEC委員長のメアリー・ジョー・ホワイト氏も、先

の今後に焦点を当てたものである一方、SECは過

日、財務報告の監視において監査委員会が果た

去および現在の開示実務についても再度着目して

す重要な役割に言及しました。ホワイト委員長

います。2013年、SECは、財務報告および監査の

は、2014年5月に行ったスピーチの中で、投資家

不備による証券法違反を識別することを目的とし

が監査委員会の活動の透明性向上に多大な関

て財務報告・監査タスクフォースを設置しました。

心を示していると述べました。同氏は、投資家に

また、同タスクフォースは、修正再表示のレ

とってより有用性の高い財務報告が行われるよ

ビュー、産業別の業績トレンドの分析およびテクノ

う、監査委員会の報告要求を改善することができ

ロジーに基づいたツールの利用を通じて財務報告

るかどうかを検討するようSECスタッフに指示をし

における不正の発生しやすい分野を検討します。

たと述べました。このレビューの時期および範囲

財務諸表における不正はこれまでも一貫してSEC

の詳細については述べられなかったものの、最近

の執行上の重要な検討事項でしたが、タスク

の株主総会シーズンにおいて監査委員会開示が

フォースの設置は、金融危機を契機として世間の

重視されてきたことと考え合わせて、同氏のコメン

注目が何年もの間高まり続けてきたことを受けて、

トは注目されるべきです。この分野における最新

SECがこれを改めて重視していることを示していま

動向の概要については、デロイトの2014年2月の

す。

Audit Committee Brief を参照してください。
タスクフォースが利用できるツールとしては、虚偽
SECによる財務報告の再重視

表示または不十分な開示を示唆するキーワードま

米国JOBS法で義務付けられているとおり、SEC

たはリスク要因の識別を通じて会社の登録届出書

スタッフは、2013年12月に議会に提出した報告

を分析するためにSECが開発した会計品質モデ

書において、米国公開会社の開示改革に関する

ル（AQM）があります。SECはAQMが探すかもし

スタッフの予備的見解を表明しました。この報告

れない要因を例示しており、5年以内に2回以上監

書を受けて、メアリー・ジョー・ホワイト委員長は、

査人の交代があったこと、のれんの償却、および

企業財務局に、公開会社の開示要求をより効果

利益予想からの乖離が常に一定の割合にとど

的にする方法を10-K、10-Q、および8-Kを当初の

まっていることなどが挙げられています。

対象として検討するよう指示しました。SECは、こ
のプロジェクトでは開示内容だけでなく開示方法
も検討対象となる点を強調しました。SECは、初
期段階にある同プロジェクトに対するパブリックコ
メントを現在募集しています。

1. キース・F・ヒギンズ「開示の有効性：米国法曹協会法律部春季会合
での発言（“Disclosure Effectiveness: Remarks before the
American Bar Association Business Law Section Spring
Meeting”）」（2014年4月）」。
http://www.sec.gov/News/Speech/Detail/
Speech/1370541479332より閲覧可能。.
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ツールの判定結果には偽陽性が含まれている

改定版COSOフレームワーク

可能性もあることはSECも認めていますが、判

2013年5月14日、トレッドウェイ委員会組織委員会

定結果によっては会社はSECの執行局または

（COSO）は、「内部統制 － 統合的枠組み」の改定

企業財務局から追加的な監視を受けことになる

版を公表し、上場会社の取締役会および監査委員

でしょう。

会に対して拡充された内部統制ガイダンスを提供
しました。COSOは、旧1992年版フレームワークか

サイバーセキュリティ

らの移行期限を2014年12月15日に設定しました。

SECは、2014年3月26日にワシントンD.C.で行

SECスタッフは、「発行体が1992年版フレームワー

われた円卓会議で、サイバーセキュリティを改め

クを長く使用し続ければ続けるほど、適合性のあ

て重視する姿勢を示しました。この問題につい

る、認められたフレームワークを使用するという

て明示的に言及したSEC規則はありませんが、

SECの要求が、1992年版フレームワークの使用に

2011年ガイダンスでは、サイバーリスクが投資

よって満たされているかどうかを、スタッフから質問

リスク要因、MD&A、訴訟の記載、財務諸表開

される可能性が高まるでしょう（特に2014年12月15

示ならびに開示統制および手続に関する開示

日以降）。」と述べています。3

義務を発生させる可能性があることが述べられ
ています。メアリー・ジョー・ホワイト委員長の

監査委員会と2013年版COSOフレームワークに関

2013年5月の発言によれば、SECは当初の開

するより詳細な検討については、デロイトの2014年

示レビューの一環として、サイバーセキュリティ

3月のAudit Committee Brief を参照してください。

に関する体勢整備がこれまでも、そして今後も
重要な監視対象であることを示唆する2011年ガ

紛争鉱物

2

イダンス の遵守に関するコメント・レターを約50

紛争鉱物に関する 特定開示 報告書 であるSEC

社に対して発行しました。

Form SDによる登録届出義務を有する会社の最
初の届出期限は2014年6月2日です。2013年7月

3月の円卓会議の参加者は、開示要求、取締役

にコロンビア特別区の連邦地方裁判所により最初

会の関与、会社間および政府との間の情報共

に支持されたSECの最終規則が引き続き法律上

有、サイバーセキュリティの侵害防止に関する会

異議申し立てをされているにもかかわらず、この登

社の体勢および政府のガイドラインの価値が十

録届出は義務付けられました。

分か否かを討議しました。円卓会議の後、SEC
の法令遵守調査・検査局は、同局による証券業

2014年4月、コロンビア特別区の連邦控訴裁判所

界におけるサイバーセキュリティ体勢の評価プロ

は、当該SEC規則の一部およびドッド・フランク法

ジェクトの概要を記した 文書を公表しました。

第1502条が、発行体に対し自社製品が「『DRC[コ

SECのサイバーセキュリティ円卓会議に関する

ンゴ民主共和国]コンフリクトフリー』であるとは認め

より詳細な検討については、デロイトの2014年4

られない」ことを開示することを要求している点にお

月8日付Heads Upを参照してください。ビッグ

いて、合衆国憲法修正第一条に違反しているとの

データ、ソーシャルメディア、クラウドコンピュー

判決を下しました。そして同連邦控訴裁判所は、当

ティング、IT導入、サイバーセキュリティを含むテ

該事件を連邦地方裁判所に差し戻し、再審理を求

クノロジーのいくつかの分野における最近の傾

めました。

向および最新動向の分析については、デロイト
の2014年5月／6月のAudit Committee Briefを
参照してください。
2 メアリー・ジョー・ホワイト委員長のジョンD．ロックフェラー4世

3

監査品質センター（CAQ）のSEC規則委員会の2013年9月25日の
SECスタッフとの会合の議事録を参照。
http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/
2013septembe25jointmeetinghls.pdfより閲覧可能。

上院議員宛て書簡。（2013年5月1日）
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.
Serve&File_id=7b54b6d0-e9a1-44e9-8545ea3f90a40edfより閲覧可能。
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4月の判決後間もなく、SECの企業財務局は、6

この提案は、適正／不適正に関する意見を引き続

月2日に登録届出を行う会社は、自社製品が紛

き要求する一方、監査人が提供することを要求さ

争鉱物を含むか否か、すなわち「コンフリクトフ

れる情報の範囲をこれまでで最も拡大する内容と

リー」、「コンフリクトフリーとは認められない」また

なっています。

は「コンフリクト判定不能」のいずれかを宣言する
ことは要求されないと発表しました。その後SEC

PCAOBは、この提案に関するより多くのインプット

は4月の判決に対して上訴しましたが、本号の発

を収集することを目的として、2014年4月2日・3日

行日現在、その申立ての受理は未決となってい

に公開会議を開催しました。PCAOBは次のステッ

ます。

プの具体的な期限を設定していませんが、複数の
委員によって提案の再提出と追加コメントの募集

紛争鉱物およびForm SDの要求に関する詳しい

が近々行われる可能性が示唆されています。

情報については、デロイトの2014年3月27日付
Heads Upを参照してください。

報告モデルに関するPCAOBの円卓会議および監
査人の報告書に関連する国際的な動向について

PCAOB関連分野

の詳しい情報は、デロイトの2014年4月30日付

監査委員会の関与

Heads Upに記載されています。

PCAOBは、過去数ヶ月の間、同委員会の基準
案に対する監査委員会メンバーからのインプット

監査の透明性

を積極的に募集してきました。また独立監査人

2013年12月、PCAOBは、PCAOBの監査基準を

の「選任、報酬および監視に直接責任をもつ」と

修正し、直近期間の監査の責任者であったエン

いうサーベンス・オクスリー法によって課された

ゲージメント・パートナーの名前を監査人の報告書

義務を監査委員会が遂行する上で役に立つ資

の中で開示することを要求する基準を再提案しま

料を提供してきました。

したが、この再提案に対するコメント期間は先ごろ
終了しました。上記の他にも、監査に参加した他

PCAOBはウェブサイト上に、監査委員 会メン

の会計事務所の名前、所在地および参加の程

バーがPCAOBの検査プロセスおよび基準設定

度、ならびに手続の5%超（総監査時間に基づく）

活動を理解する上で役立つ資料を集めたセク

を実施した監査人に雇用されていない者の所在地

ションを設けています。また、PCAOBは、監査委

および参加の程度を開示することが要求されま

員会およびその他のステークホルダーによる監

す。透明性提案に関する詳しい情報については、

査評価を支援するための監査の品質に関する

デロイトの2014年1月6日付けHeads Up を参照し

指標の開発を検討しています。

てください。

基準設定アジェンダ

関連当事者

PCAOBの公表済みの基準設定アジェンダの中

2014年6月10日、PCAOBは、関連当事者に関す

には、最近開始されたか2014年9月までに開始

る新基準である監査基準第18号（AS 18）を公表

されるプロジェクトが含まれています。これらのう

および承認しました。また、それに伴って公表され

ちいくつかは、監査委員会の活動に重要な関連

たリリースにより、重要な通常でない取引、役員報

性があります。

酬およびその他の事項に関する監査基準が修正
されました。SECにより承認されれば、これらの基

監査人の報告モデル

準は2014年12月15日以降に開始する会計年度

2013年8月、PCAOBは、監査人の報告モデル

の監査（それらの年度中の中間期の財務情報の

を拡充し、SECに提出する年次報告書において

レビューを含む）から適用されます。

追加情報を提供するために監査人の責任を修
正する提案を公表し、コメントを募集しました。
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これらの基準は、監査人が「関連当事者ならび

また、これらの法律の規定のうち米国での注目度

に関連当時者との関係および取引が適切に識

がより低いものとして、EU企業における監査委員

別され、会計処理され、財務諸表において開示

会の強化、監査委員会と法定監査人の活動の透

されているかどうかを決定するために十分かつ

明性の向上に関する規定などが挙げられます。こ

適切な監査証拠を入手する」という目的の達成

れらにより、監査委員会に対する要求事項につい

の手助けになることを意図して要件を追加およ

て、米国との整合化が進むでしょう。例えば、特定

び拡充するものです。AS 18の詳しい情報につ

の例外を除き、各PIEは非執行役員の委員から構

いては、デロイトの2014年6月23日付Heads Up

成される監査委員会を設置することを要求され、

を参照してください。

監査委員会の責任の一つとして監査人の選任が
含まれます。また、PIEの監査人は、より包括的な

また、監査委員会がどのようにPCAOB、SECそ

報告書を監査委員会に提出することを要求されま

の他の規制当局との規制に関する討議に関与

す。

できるかは、デロイトの2013年6月／7月のAudit
Committee Brief に記載されています。

これらの法律は2016年の夏より発効し、監査法人
のローテーションについては追加的な移行期間が

監査委員会に関する世界的な規制動向

設けられます。EUの監査関連法についての詳し

財務報告における監査委員会の役割について

い情報は、欧州連合の監査関連法の概要

は、米国以外の地域、特に欧州においてもこれ

（ Overview

まで多くの議論が重ねられ、法律が制定されて

Legislation）に記載されています。

of

European

Union

Audit

きました。
英国の監査委員会報告書
EUの監査関連法

英国では、2013年9月にコーポレートガバナンス

2014年春、欧州連合は、重要な一連の監査関

コードが改正され、監査委員会報告書および外部

連法を正式に承認しました。これにより多くのEU

監査人の報告書などの要求が追加され、英国の

企業の法定監査に影響が生じます。最も注目さ

ほとんどの上場企業の年次報告書に適用されて

れている規定として、EUの社会的影響度の高い

います。その結果、監査委員会報告書に、財務諸

事業体（PIE）に適用される監査法人の強制ロー

表に関連して検討した重要な問題点およびその対

テーション制度および非監査サービスの禁止に

応についての討議を記載することが義務付けられ

関する新規則が挙げられます。これらの規定は

ました。また、外部監査人の報告書には、監査に

PIEのEU法定監査のみに適用されるため、影響

最も大きな影響を及ぼしたリスクとその監査対応

を受ける米国企業の数は限定的です。PIEの定

を記載することが義務付けられました。これらの新

義には以下が含まれます。

規定の下で提出される最初の報告書は、米国で
の報告に関する討議の参考情報となる可能性が

EUを拠点とする（EUで設立された）EU規制市

あり、2014年4月に開催された監査人の報告モデ

場に上場された会社。但し、EUと他の地の規

ルに関するPCAOBの公開会議でも討議されまし

制市場双方で上場されている非EU企業を除

た。

く。
EUの規制当局によって認定された金融機関お
4

よび保険会社 。

4 EU加盟国はそれぞれ独自に他の事業体もPIEに指定することができます。
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◀トピックに戻る

結論
規制当局は、最近、財務報告プロセスの中での監
査委員会の役割および根本的な重要性について
取締役会およびその委員会
の最新情報については、ウェ
ブサイト
www.corpgov.deloitte.com
の Center for Corporate
Governance を ご 覧 く だ さ
い。

改めて重視する動きを見せています。SECのメア
リー・ジョー・ホワイト委員長およびポール・ベス
ウィック主任会計官は、過去数ヶ月のコメントの中
で、独立監査人の選任および監視ならびに監査委
員会の活動に関する透明性確保の必要性に焦点
を当てて、監査委員会の責任を繰り返し強調しまし
た。また、PCAOBは監査人の報告モデルの変更を
引き続き検討するとともに、様々な提案に対して監
査委員会の見解を求める動きを強化しています。
これらの動向は、EUの監査関連法と相まって、米

Audit Committee Brief およ
びその他のデロイトの刊行
物 の 購 読 をご 希 望 の 場 合
は、https://deloitte.zettane
er.com/subscriptions/をご
覧ください。

国内および世界の規制当局の監査委員会への注
目が今後数年間は継続することを示しています。

iPad アプリはダウンロードできます
無料で使いやすいタブレット・アプリを使って瞬時に Audit Committee Brief にアクセスで
きるようになりました。毎月発行される最新号はダウンロードが可能で、プリント版には
ない有用なマルチメディア・コンテンツが提供されています。このアプリには、定評のあ
る Audit Committee Resource Guide のインタラクティブ版も用意されています。
アプリをダウンロードするには、ここをクリックするか、App Store にアクセスして「Deloitte
Audit Committee Resources」を検索してください。
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追加的なデロイト資料
June/July 2013 Audit Committee Brief: A Voice at
the Table: Becoming More Involved in the Financial
Reporting Regulatory Process（発言力の強化：財務
報告の規制プロセスへの関与を強める）
January 6, 2014, Heads Up: PCAOB Reproposes
Requiring Disclosure of Engagement Partner and
Certain Audit Participants（PCAOBがエンゲージメン
ト・パートナーと特定の監査従事者に関する開示要求
を再提案）
February 2014 Audit Committee Brief: A New Era in
Audit Committee Reporting（監査委員会報告の新時
代）
March 2014 Audit Committee Brief: The 2013
COSO Framework and the Audit Committee（2013年
版COSOフレームワークと監査委員会）
March 20, 2014, Heads Up: Highlights of the “SEC
Speaks in 2014” Conference（「2014 年ＳＥＣ声明」会
議のハイライト）
March 27, 2014, Heads Up: Navigating Reporting
Requirements for Form SD and Conflict Minerals
Reports（様式SDと紛争鉱物報告書に関する報告要件
への対応）
April 8, 2014, Heads Up: Highlights of the SEC’s
Cybersecurity Roundtable（SEC のサイバーセキュリ
ティ円卓会議のハイライト）
April 30, 2014, Heads Up: PCAOB Gathers More
Input on Proposed Changes to the Auditor’s Report
（PCOAB が監査報告書に対する改訂提案に関するさ
らなるインプットを収集）
May/June 2014 Audit Committee Brief: Technology
at the Forefront（最先端テクノロジー）
June 23, 2014, Heads Up: PCAOB Adopts New
Requirements for Auditing Related Parties,
Significant Unusual Transactions, and Other
Matters（PCAOBが関連当事者、重要な通常でない
取引及その他の事項について監査の新規定を採択）
Overview of European Union Audit Legislation
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