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はじめに

　平成28年３月31日の社会福祉法改正により、一定規模以上の社会
福祉法人に会計士監査が導入されることになりました。対象となる法
人のなかには従来から会計士監査を任意で受けてきた法人もあります
が、そうでなかった法人の役職員のなかには「会計士監査ってどうい
うことをするのだろう」という素朴な疑問を持たれている方も多いよ
うに思います。
　本書ではそのような疑問やある種の不安をお持ちの方を対象として、
会計士監査のイメージを持っていただくべく、なるべく平易な文章で
会計士監査の説明をしました。

　会計士監査を実施する公認会計士について、皆さんはどのようなイ
メージを持っているでしょうか。「なんかコワそう」とか、「細かいこと
にうるさそう」というイメージを持っている方も多いのではないでしょ
うか。本書をお読みいただければ、必ずしもそうではないというイメ
ージに変わっていることでしょう。

　今回の会計士監査導入の是非については色々な意見があったようで
す。なかには導入に否定的な意見もあったようですが、法律により義
務化されるに至りました。どうせ受けなければならない会計士監査で
すから、会計士監査を受けて良かったと思えるようにしましょう。
　多くの会計士は大手上場企業や中小企業、他の非営利法人への関与
経験がありますから、あなたの法人に欠けているところ、例えば経理
業務の効率性や、あるべき内部チェック体制などに対する示唆を与え
てくれることでしょう。

　本書を通じて、公認会計士や会計士監査のイメージを持っていただ
き、皆さんの不安を少しでも減らすことができたら、そして願わくば
「会計士監査を法人の成長に利用しよう！」という気概を持っていただ
けたら、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。

平成28年12月
執筆者一同

　（注）
　�　本書執筆後、出版までの間に平成29年度からの法定監査の対象となる
社会福祉法人の基準が以下のとおり決まりました。
　　・収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

　�　なお、順次基準額を下げることにより対象となる法人の範囲を拡げてい
くことが予定されております。
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　おわりに

Ⅰ．会計士監査が法定化される！

１．「会計士監査」ってナニ？

　平成28年３月31日に改正された社会福祉法によって、社会福祉法
人に会計士監査が導入されることになりました。会計士監査は公認会
計士により実施され、上場企業、一定規模以上の企業、公益法人や一
定額以上の補助金を受けている学校法人などが法律上のルールに基い
て受けていたり、各法人が任意で受けているものです。
　会計士監査は、法人の作成する決算書が適正であるか否かを会計士
が取引に遡るなどしてチェックし、その結果を監査報告書という紙で
意見表明するものです。

　監査と聞くと、行政による指導監査や監事監査を想像されるかもし
れませんね。これらの監査と会計士監査との違いについて詳しくは後
述しますが、まずご理解いただきたいのは、これらの監査と会計士監
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査の目的は全く一致しないわけではないですが、基本的に別モノと考
えたほうが良いということです。
　少なくとも、指導監査や監事監査で指摘がなかったことを理由にし
て「会計士監査においても問題ない！」という考え方はできないとい
うことです。指導監査、監事監査、会計士監査のそれぞれに、監査を
する側のゴールがあると思ってください。「指導監査では指摘がなかっ
たのだから問題ないはず」と会計士に主張してもたぶん聞いてくれま
せん。ひょっとしたら苦笑に近い表情をされてしまうかもしれません。

それぞれ別モノと考えるべし！

会計士監査
「決算書をチェック」

指導監査
「行政からの指導」

監事監査
「理事会の業務を監督」

　ところで、会計士に「法人の作成した決算書は不適正だ！」と結論
付けられたら、法人の信頼はどうなるでしょうか？
　これから会計士監査を初めて受けることになる法人の理事・職員に
とって、会計士監査はどういうもので、どのように行われるか、どう
対応すべきなのかを知ることは非常に重要なことなのです。

２．そもそも会計士ってナニ者？

　会計士は、公認会計士試験に合格し、一定の実務経験を積んだ後、
日本公認会計士協会に登録した者に与えられる資格です。公認会計士
は監査及び会計の専門家であって、会計士にのみ認められた独占業務
としての会計士監査を行うことのほか、主に会計に関する各種コンサ

ルティング業務などを行っています。

　公認会計士法では公認会計士の使命として以下が記載されています。

公認会計士法　第１条（公認会計士の使命）

　公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、
財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会
社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民
経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

　「国民経済の健全な発展」とはなんとも大きな話のように思えます
が、想像してみてください。世の中の法人が作成する決算書がウソだ
らけで信用できないシロモノであれば、そんなところにお金を貸した
り、投資したり、寄附したりしてくれるのは、およそ勝手知ったる身内
くらいになってしまうことでしょう。そうすると、わが国の経済活動は
非常に小さなものになってしまいます。
　会計士が行う会計士監査は、各種法人の決算書に社会的信頼性を付
与することによって、わが国の経済活動を円滑たらしめているのです。

国民経済の

健全な発展！
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　もし、社会福祉法人の決算書が信頼できないとする風潮の世の中に
なってしまったらどうなるでしょうか。社会福祉事業を行ううえで必
要な財源だと説明する材料にもなる会計情報が信頼されなかったら、
補助金や寄附金などの出し手が少なくなってしまうかもしれません。

会　計　士　監　査 決　算　書

社会的信頼性

　昨今、社会福祉法人の粉飾決算や横領事件などがたびたび報道されて
います。このような状況のなかで、会計士は社会福祉法人の決算書に社
会的信頼性を付与することを通じて、社会福祉法人の活動を円滑たらし
め、結果としてわが国の社会福祉活動を健全にする立場を担うのです。
　なお、本書においては原則として公認会計士を「会計士」と書いて
いきます。

３．会計士監査の対象となる法人は？

　会計士監査の対象となる法人は、事業活動計算書のサービス活動収
益の合計が10億円以上、または負債合計20億円以上の法人を監査対
象とすべきとの意見があります。最終的には政省令により規定される
ことになりますので、発出が待たれます。
　上記の金額基準については、これに反する意見もあり調整中ですの
で特に注意して下さい。
　仮に上記の金額基準となった場合、全国の社会福祉法人のおよそ10
％にあたる2,000法人弱が会計士監査の対象となるといわれています。

規模の大きい法人 会計士監査の対象！

　さらに今後は、会計士監査の対象となる法人の範囲を徐々に広げて
いこうとの意見があります。たとえば、事業活動計算書のサービス活
動収益の合計が７億円以上など、上記の基準金額よりも低くして、対
象法人数を多くしようという意見です。そのため、当初は会計士監査
の対象とならなかったとしても、今後を考慮した対応が必要かもしれ
ません。

４．会計士監査はいつからスタートするの？

　会計士監査は平成29年度からスタートする見込みとなっています。
まだ先の話と見るか、残された時間はあまりないと見るかは法人によ
り違うように思いますが、もし決算書を誤りなく作成するための法人
内部のチェック体制（内部統制）に不安があるようでしたら、時間的
余裕はあまりないと見るべきでしょう。

 

内部チェック
体制は機能
していますか？
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　なぜなら、会計士監査はこの内部統制を利用して行いますので、内
部統制に一定のレベルが求められるからです。あまりにも会計に関す
る管理体制がずさんで、実質的に誰もチェックせずに１人の担当者が
決算書を作成している法人の場合には、会計士に監査を頼んでも引き
受けてくれないかもしれません。そのため、会計士監査の前に内部統
制を整えなければならない法人があるかもしれません。

５．会計士なら誰でも監査可能？

　あなたの法人の会計士監査は、会計士なら誰でも実施可能でしょうか？
　そうではありません。たとえば、あなたの法人の役員等に会計士がい
る場合、この会計士が会計士監査を行うことは禁止されています。ま
た、税理士資格も有する会計士があなたの法人の税務申告をしている場
合、同様にこの会計士が会計士監査を行うことは禁止されています。
　なぜこのようなルールがあるのでしょうか。それは、会計士監査に
おいて会計士は法人から独立した第三者であることが絶対条件だから
です。これを監査上の独立性といいます。

役員等をしている会計士

税務申告をしている会計士

その法人の会計士監査を
担当することはできない！

　この独立性については詳しく後述します。会計士が法人から独立し
ていることは、会計士監査の目的を達成するための前提条件ともいえ
ることなのです。

６．社会福祉法改正で他には何が変わったの？

　今般の社会福祉法改正では、会計士監査の導入以外でも社会福祉法
人の運営等についてさまざまな変更がなされています。

（１）評議員会の位置づけの変更
�　すべての社会福祉法人において評議員会を設けなければならないと
されました。従来から評議員会は多くの法人にありましたが、一部の
法人では設置していませんでした。しかし、今回の改正で評議員会は
必置機関となりました。
�　また、従来は評議員会は「諮問機関」と呼ばれ、基本的には法人運
営のための参考となるご意見を述べる人たちの集まりでした。今回の
改正で評議員会は理事等の選任・解任や決算の承認などを行う「議決
機関」となりました。

【従来】

諮問機関
【改正後】

議決機関

（２）役員等と評議員の損害賠償責任
�　役員等と評議員の損害賠償責任が明確化されました。任務を怠った
ときには法人や第三者に対して責任を負うことになりました。たとえ
ば、決算書にウソの記載があった場合の損害賠償については、会計担
当の理事だけでなく他の役員等や評議員にも連帯責任が生じますので
ご注意ください。
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え？
連帯責任？

（３）特別の利益供与の禁止
�　法人が、役職員やその配偶者・親族等に「特別の利益」を与えるこ
とが禁止されました。特別の利益というのは、たとえば、一部の理事
の給与等が過大であるとか、特定の人（または団体）に低い賃料で土
地等を貸している、などが該当します。

特別の利益供与 

（４）内部留保の再投下
�　法人に内部留保が生じている場合には、その内部留保を既存の社会
福祉事業や公益事業の拡充、または地域の公益事業等に充当させる計
画（社会福祉充実計画）を作成して、所轄庁の承認をもらわなくては
ならないこととされました。
�　内部留保の具体的な計算については、今後発出される厚生労働省令
により明らかにされますが、多額の純資産を有する法人は該当する可
能性が高いと思われます。
�　社会福祉充実計画は、最終的には所轄庁に提出し承認を得るもので
すが、まず計画作成に先立って、会計士等の意見聴取、地域住民等の

意見聴取をする必要があり、その後作成した計画は評議員会の決議を
経る必要があります。

内部留保が
生じている法人

社会福祉充実計画を
作成する必要あり！

７．会計士ってどんな人？

　会計士監査を行う会計士はそもそもどんな人なのでしょうか。その
人物像に迫ってみたいと思います。

人物像その１：人間味にあふれている（子供っぽい？）

　たいていの会計士は、試験合格直後に数年程度、大手監査事務所に
勤務します。正直なところ、大手の事務所なので福利厚生や給料も手
厚いのですが、かといって事務所に対する会計士の忠誠心は高くない
のが現実です。個々人に専門家としての意識が強く、組織に属しなが
らも精神的には組織に従属しない発想の人が多いです。
　そのため、表面的には大手の事務所に勤務する者であっても、自己
主張が強いなど、どちらかというといわゆるサラリーマンっぽくない人
が多いのが特徴といえるでしょう。悪くいえば、わがままな人、空気
を読まない人、社会常識に欠ける人が一定数見られます。
　しかしその一方で、自分の業務に良い意味でのプライドを持ってい
る人が非常に多く見られます。「我々は市場経済の番人だ」、「会計士と
しての資質を備えなければならない」、「公正不偏の態度を保持しなけ
ればならない」などと恥ずかしげもなく、熱っぽく堂々と主張する人
が多いです。正義の味方みたいなことを言っているわけですが、これ
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は他の士業ではあまり見られないように思います。
　良くも悪くも人間味あふれた子供っぽい人が多いといえるでしょう。

正義の味方です！

人物像その２：理論的（理屈っぽい？）

　会計士は良く言えば理論的、悪く言えば理屈っぽい人が多いのが特
徴かもしれません。会計士には監査の一つひとつの手続の結果をロジ
カルにまとめることが要求されます。「なんとなくダメ」とか「法人の
経理担当者が真面目な人だから大丈夫だと思う」などという非論理的
な考え方で監査を終わらせることはできないのです。
　会計士は試験に通ったばかりの１年生の頃から自分の意見を持つこ
とが求められます。自分の意見をロジカルに説明する経験なくして監
査の担当者として成長していくことはできないのです。
　そのため、質問をすると非常に論理的に説明してくれる会計士が多
いのが特徴です。ただし、説明が専門的になりすぎて分かりにくい場
合もあるので、わからないときはなるべく早くその旨を主張した方が
良いと思います。

ロジカル！

人物像その３：大局的な発想を持つ（大ざっぱ？）

　会計士監査と聞くと、世間の方々は請求書や領収書などを隅から隅
まで細かくチェックする様を思い浮かべるかもしれませんが、実際は
そこまで細かくはチェックしないことが多いです。それよりもどちらか
というと大局的な考え方が、監査では求められることが多いです。
　たとえば、法人が引っ越しをした場合には、新規賃借についての賃
貸借契約書を見たり、敷金の支払いを確認したりしますが、まずはな
ぜ引っ越しをするに至ったのかを把握しようとします。業務拡充のた
めなど引っ越しの理由はさまざまでしょう。まずそこを把握するので
す。その結果、「それでしたら今後使わない固定資産が大量に出るでし
ょうから、この引っ越しのタイミングで除却処理する必要があります
ね」など、別の波及的影響を考慮したりするのです。

森を見て、

木を見る！

　これら以外にも会計士にはさまざまな特徴がありますが、身構える
必要はありませんので、会計士監査を通じてぜひとも会計士との交流
を図ってみてください。


