
．はじめに

近年の相次ぐ大企業および監査法人の事件や不祥事により、監査への信頼性が著しく低下

している。このため日本においても、アメリカがエンロン事件を教訓として内部統制の強化

を法制化したことに呼応して、法制度の整備が進められている。しかし、内部統制の強化は

これらの企業不祥事に有効に作用するものなのか？ 論者は疑問に感じるものである。金融

庁の 基準のあり方 を引き合いに出すまでもなく、ほとんどの監査論のテキストには 内

部統制の限界 が説明されている。ライブドア事件 ）のように 経営者が不当な目的のた

めに内部統制を無視ないし無効ならしめること に対しては、内部統制は無力である。

逆に言えば、経営者の意図的な不正を内部統制や公認会計士監査が防ぐことができないか

らこそ、企業の不祥事が次々と起こる事態となっているのである。

本論においては、日本版 法の基本的考え方を検討し、同法が導入されることにより

日本の監査業務にどのような影響があるかを分析する。最初に、同法において公認会計士に

よる内部統制監査が法的に強制されることが企業内容の情報開示の整備につながるのかを考

察する。そして、内部統制の意義を確認しながら、監査リスクの管理について検討を加え

る。特に、監査の論理構造が内部統制の強化にどのように影響を受けるのかを考察の中心と
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）経営者が故意に不当な目的のために粉飾を行ったかは公判中なので断定できないが、あくまでも検察側
の主張から判断すれば典型的な事例といえる。



する。

．日本版 法とは

アメリカ議会においてエンロン事件を契機として、米国企業改革法が制定された。この法

律は二人の上院議員の名前にちなみ、サーベイズ・オクスリー法（通称 法）とよば

れている。日本においても、米国企業改革法に相当する法律を制定しようとする動きがあ

り、その結果、制定されたのが日本版 法である。しかし、この法律についての誤解も

多く、実務者レベルにおいて、パニックに近い状況が生じている ）。そもそも、この法律の

正式名称は金融商品取引法であり、同法の中の 財務報告にかかわる内部統制の強化に関連

する規定 をその罰則規定とともに法制化したものである。本節では、法の趣旨を整理する

とともに、内部統制の強化規定が会計情報の信頼性の強化にどのようにつながるかを検証す

る。その手がかりとして、同法が求める経営者や公認会計士の役割や責任について分析を行

う。まず、法の定義と内部統制について考察してみよう ）。

． ．法の定義と内部統制

本節においては、内部統制の概略を説明し、法の定義と意図を整理する。そして、内部統

制強化の目的について考察する。

． ． 内部統制強化の概略

金融商品取引法により内部統制システムの適応対象会社となるものは以下の 点どれかに

該当する会社である

・上場企業（株式公開会社）

・会社法上の大会社（資本金 億円以上または負債が 億以上）

・取締役会設置会社

旧来の証取法により法定監査を義務付けられていた企業や旧商法上の監査役監査を課せら

れていた企業がこれに該当する。

また、金融庁企業会計審議会は内部統制システムの構築および運営にあたり主に つの方

針を定めている ）

トップダウン型のリスクアプローチ

経営者が行う内部統制の評価は、連結ベースでの財務報告に関して重大な虚偽表示につ

ながるリスクを低減させるために必要な範囲で通常業務にかかわる部分を重点的に評価す

る方法を示している。
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）そもそも内部統制の範囲は明確でなく、明確な方針がない現場においてはやるべき業務の見積もりが困
難である。
）以下、日本版 法はすべて金融商品取引法の意味で用いる。
） 実践 対応
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内部統制の不備の区分

内部統制の不備を 重要な欠陥 と 不備 の つに区分した。

ダイレクト・レポーティングの不採用

公認会計士は、経営者が実施した内部統制の評価についてのみ、その判断や報告書の内

容が適切かどうかを監査する ）。

内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施

つの監査を同一監査人（公認会計士）が実施することになり、監査証拠を双方で利用

することが可能。

内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書の一体的作成

同一監査人が つの報告書を作成。

監査人（公認会計士）と監査役・内部監査人の連携

また、内部統制の目的を達成するために、経営者は内部統制の つの基本要素を組み込ま

れた業務プロセスを構築し適切に運用していく義務を負う。内部統制の つの基本要素と

は、 統制環境 リスク評価と対応 統制活動 情報と伝達 モニタリング への対応

からなり、内部統制の有効性の評価を受ける場合の基準となる

本節では、特に経営者の統制環境の整備とリスク評価と対応を考察の中心とする。

． ． ．法の定義と意図

金融商品取引法第 条によれば

企業内容等の開示制度を整備する とともに、金融商品取引業を行うものに関し必要な

事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行および

金融商品等の取引等を公正し、有価証券の流通を円滑にする ほか、資本市場の機能の十全

な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り 、もって国民経済の発展および投資者

の保護に資する ことを目的とする。 ）

特に、法の趣旨から主に以下の 点が、証券取引法より強化されている

・経営者による確認書の作成

・内部統制報告書の作成と提出

・会計監査人による内部統制監査を実施し、その監査証明を受けること。

法の内容を要約すれば、法の意図が明確になる

企業内容等の開示制度を整備する ならば、 有価証券の発行および金融商品等の取引等

を公正し、有価証券の流通を円滑にする ことや金融商品等の公正な価格形成等を図ること

が可能となり投資者の保護に資する

投資家保護のために企業内容の開示制度を整備することが、同法の目的である。

そして、企業内容の開示制度を整備するための具体的な実務指針として、経営者による確

認書の作成、内部統制報告書の作成と提出、会計監査人による内部統制監査を実施すること

）公認会計士は自ら経営者と別個に監査を実施する必要はなく経営者の報告書を監査する。
）ゴシック（）は筆者。



とその監査証明を受けることが述べられている。つまり、金融商品取引法により、経営者に

法的強制の下で内部監査を行わせ、その結果報告書に基づいて公認会計士（監査法人）に監

査を財務諸表の監査と同時に内部統制の監査を行わせるというものである ）。

次節では、内部統制の強化の目的を整理し、経営者の責任と公認会計士の役割を確認した

うえで、内部統制の強化の目的が企業の監査リスクに与える影響を考察してみよう。

． ． 内部統制強化の目的

戦後アメリカからの証券取引法導入以前から株式会社の不正は行われてきた。また、企業

の不正防止に対する取組みも不正の再発のために行われてきたはずである。もともと、株式

会社という組織を運営するためには内部統制の仕組みが不可欠であり、個々の会社において

は独自の経営管理システムを構築しているはずである。近年の企業不祥事のために、新しく

内部統制の仕組みを構築することを求めるのでなく、金融商品取引法は従来の制度の不備を

改善するための取組みを要求している。それでは、金融商品取引法が求める内部統制とはど

のようなものかについてその雛型となった 報告書 ）から検討してみよう。

報告書は、内部統制について以下のように定義している ）

内部統制とは、 業務の有効性や効率性、 財務報告の信頼性、 関連法規の遵守と

いった目的の達成に関して合理的な保証をする企業の取締役会、経営者およびその構成員に

よって遂行されるプロセスである ）。

それでは、 の内容について検討してみよう。 業務の有効性や効率性 について

企業の内部統制担当者は 是非やるべきだ という積極的に評価する意見と 特に取組む必

要があるのか？ という消極的な意見に分かれるかもしれない。なぜなら、企業経営者およ

びその従業員は日常業務においてその有効性や効率性について予算や数値目標をもとに検討

を重ね取組んでいるからである。金融商品取引法の求める内部統制強化のための取組みは、

管理プロセスや報告書類の提出そして会議といった日常の業務量を飛躍的に増加させてい

る。このため、むしろ業務効率が落ちているのではと考える人も出るはずである。

しかし、同法の導入マニュアル等には、内部統制環境の整備によって組織の無駄が発見さ

れ業績向上に寄与するという積極的な意見を支持するものが多く見受けられる ）。

財務報告の信頼性 は、まさに財務諸表の粉飾等の防止であり、財務情報作成のため

の信頼のできる仕組み・プロセスの確立が求められている。 関連法規の遵守 はコンプ

ライアンスへの企業全体の取り組みであり、企業およびその経営者・従業員が法令順守に積

極的に取組むことを求めている。経営者が法令遵守の意識を持っていれば、金融商品取引法

違反である粉飾等は起こらないはずである。
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）特に、日本の場合はアメリカと異なり、内部監査を公認会計士が直接行うのではなく、経営者の報告書
を評価することで監査が行われる。また、会計監査と内部統制監査は同じ監査法人が担当することになる
可能性が高い。
）米国トレッドウェイ委員会・組織委員会が 年に公表した内部統制の考え方の基礎となる報告書。
） 実践 対応
） は筆者
）筆者の意見としては、 法的に強制されているのでやるしかないが、どうせなるなら前向きな動機付け
がほしい というところが本音であろう。
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したがって、内部統制の成否は 財務報告の信頼性 が保証できるかにかかっている。

次節では 財務報告の信頼性 の保証のための取り組みを検証してみよう。

． ．経営者の責任と公認会計士の役割 統制環境の整備

財務報告の信頼性 の保証のための取り組みを検証するにあたり、 なぜ財務報告の信

頼性が保証されなければならないか？ ということから考察する。市場や投資家の立場から

見ると、 財務報告の信頼性 とは財務諸表や有価証券報告書などが会計基準に照らして企

業の実態を正確に表示していると保証されていることであり、公認会計士の監査報告書がそ

の保証書の役割を果たしている。当然、投資判断の前提条件として確保されるべきものであ

る。しかし、カネボウ事件のような公認会計士をも巻き込んだ企業不正事件が起こるという

ことは、保証されなくてもよいと考える経営者や公認会計士が多かったということである ）。本

節では、 財務報告の信頼性 の保証を企業側のリスク管理の側面から経営者の責任や公認

会計士の役割について検討する。

． ． ．企業側のリスク管理 経営者の責任

現在の経済状況においては日本市場の国際化や自由化が進み、市場関係者も外国籍の機関

投資家から個人投資家まで様々な参加者が存在する。バブル崩壊後、銀行を中心とした株式

の持ち合いも崩れ、資金調達の手段も間接金融から直接金融へと変化している。日本銀行に

よる長期にわたる低金利政策と金融商品の自由化により、個人資産の運用面でも貯蓄から投

資へと資金がシフトしている。資本市場における粉飾事件等は、企業の社会的信用を著しく

低下させ、最悪の場合、企業は市場からの退場を余儀なくされる。このため経営者は、市場

の信頼性を確保するために企業情報の信頼性や透明性を積極的に進めなければならない。こ

の信頼性を確保する手段が内部統制であり、財務報告面のリスク管理こそ 財務報告の信頼

性 を公認会計士に保証してもらうことである ）。

それでは、経営者は財務報告のリスク管理を行うに当たりどのような責任があるのかを

報告書から検証してみよう。 報告書において、内部統制は つの構成要素 ）

からなると定義されている

統制環境

企業の倫理観や経営者の姿勢、経営方針、組織慣行など。会社組織とその構成員全体に

影響を与えるものであり、他 つの要素の在り方にも影響を与える。

リスク評価

リスクの評価とは、経営活動上の阻害要因をその種類ごとに識別・分析するプロセスを

意味している。そして分析結果に基づいて、回避可能か、低減できるものか、損害を最小

に抑えることで受容できないかを判断することである。

）戦後の日本の資本市場（株式市場や社債市場）は財閥系銀行によるメインバンク等に参加者が限定され
ていて、不透明な財務報告でも特に問題がないとされていた。むしろ、問題をうまく先送りできる会計士
こそ優秀という風潮があったかもしれない。
）相次ぐ大手監査法人の不祥事により、公認会計士の保証への信頼が揺らいでいるため、財務報告面のリ
スクが大きな問題となる。
）日本においては、これに への対応を加えて つの要素を定義している。



統制活動

組織の支持命令系統の整備。組織構成員内への権限の委譲を含む。

情報と伝達

組織内での情報による意思疎通や情報のフィードバックが行われているか。

モニタリング

内部統制が正常に機能しているかを継続的に監視し、問題点を改善する行為。モニタリ

ングは、通常業務の監視を行うものと監査などの組織全体の評価を独立して行うものに分

けられる。

このような内部統制環境の整備のプロセスで経営者の果たす役割について考察する。ま

ず、経営者は、二重責任の原則にもあるように財務報告書の作成者であり、そのリスク管理

の最高責任者である。つまり、財務報告にかかわる内部統制の有効性を自らが整備し、評価

を行う責任を負っている。内部統制のリスク管理の最終的な評価は、経営者が作成した内部

統制報告書を公認会計士が監査を行い、 信頼 できるかどうかの意見を述べる。

ここで重要なのは、内部統制報告書を公認会計士が監査を行うということである。経営者

は、統制環境の整備状況を文書化する義務責任を負わされているということである。会社の

内部統制状況をどう管理できているかを組織外の第三者（公認会計士）にでも納得できるよ

うに客観的に示すことができなければ内部統制の評価が得られない ）。公認会計士は、内部

統制の整備状況を経営者が作成した報告書の内容から間接的に類推し、監査を行う。この経

営者の責任はアメリカの内容とは異なり、日本の金融商品取引法特有のものである。経営者

が作成する報告書の内容の中で特に、重要事項がアサーション（経営者の主張 ））であり、公

認会計士は経営者のアサーションを監査の立証命題（監査要点）として利用する。つまり、ア

サーションの内容が虚偽表示や粉飾のリスク発生可能性に対する判断基準となるのである。

次に、アサーションを監査する公認会計士の役割について考えてみよう。

． ． ．公認会計士の役割

金融商品取引法は、経営者が作成した 内部統制報告書 を基に公認会計士が、経営者が

整備した財務報告に関わる内部統制の有効性（リスク水準）の自己評価結果が適正かどうか

を判断することを求めている。経営者が作成した評価結果には、内部統制が有効である場合

には有効である旨を記述する。もし、重要な欠陥がある場合には内部統制が有効でない旨と

その理由内容を記述する。それに加えて、重要な評価手続きが実施できなかった場合、重要

性の原則から鑑み、内部統制の評価を表明できない理由内容を記述する ）。

公認会計士が、経営者の作成した 内部統制報告書 を監査することを 内部統制監査

とよび、金融商品取引法では、内部統制の重要な欠陥等の報告とその是正に重点が置かれて

いる。公認会計士が内部統制の重要な欠陥を発見した場合には、経営者に報告して是正を求

めるとともに、その是正状況を適切に評価することが求められている。
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）公認会計士の監査意見には 有効である 重要な欠陥 の 段階評価である。
） 実践 対応
）つまり、経営者が内部統制が有効でない、内部統制の整備がないという旨の報告書を提出可能



日本版 法の論理（塩塚）

公認会計士は 内部統制報告書 が適正かどうかを会計監査報告書で述べる意見区分を用

いて 内部統制報監査告書 で表明する。従来の会社法における監査では、公認会計士の監

査は財務諸表監査であった。一方、金融商品取引法は、 内部統制報監査告書 の意見表明

を財務諸表監査の前に行うことで、公認会計士の監査が財務諸表の作成過程にまで及んでい

ることを利害関係者に公表させている。この意義についてもう少し、考えてみよう。財務諸

表監査の場合、監査報告書に 不適正意見 が出れば上場廃止になる。しかし、内部統制監

査については、 重要な欠陥あり という意見がついても上場廃止にはならない。

ここで、金融商品取引法の意図をもう一度検証してみよう。企業内容等の開示制度を整備

する ということは開示内容の整備には、公認会計士の監査以外の内容が含まれているので

はないだろうか。次節では、内部統制監査が財務報告のリスク管理に有用かどうかをリスク

アプローチから検証する。

． ．内部統制の 信頼 （投資情報として有用である）とリスク管理

信頼性の保証とは、経営者がリスク管理を日常業務内容に組み込み、書類・文章の形で可

視化し、それを報告書としてまとめる。そして、その報告書が監査を受ければ内部統制が強

化され、リスク管理が容易となり、信頼性が保証される。このことを監査で用いられるリス

クアプローチの視点から説明してみよう。

一般に監査リスクは、固有リスク（ ）統制リスク（ ）発見リス

ク（ ）からなり、以下の数式で説明される

監査リスク 固有リスク 統制リスク 発見リスク

重要な虚偽表示リスク（ ）

上記の式から考えると、重要な虚偽表示のリスクは、内部統制監査により低減されれば、

企業全体の監査リスクは確かに低減されるように思われる。内部統制の強化は、個別の企業

ごとのリスクを自らの会社をよく知る経営者に自己評価させることにより、固有リスクや統

制リスクが低下することも自明のことである。しかし、内部統制監査報告書には、財務諸表

監査と同様に発見リスクは生じないのだろうか？ 最近の企業の不祥事は、公認会計士が粉

飾等の不正に積極的に関わることで起きている。そのうえ、内部統制監査報告書に公認会計

士が不適切意見をつけても上場廃止のような強力なペナルティは存在しないのである。次章

では、監査の論理構造を歴史的に検証し、監査のリスク管理の諸要素を明らかにする。

．監査の論理構造とリスク管理

金融商品取引法が目的とするものが財務報告にかかわるリスク管理である。具体的には

情報作成プロセスの文章化 による作成プロセスのリスク管理（内部統制の整備状況につ



いて）判断することである。そして、従来の公認会計士の行う監査は、間接的に信頼できる

内部統制状況のもとで作成された企業の財務報告が財務情報として 信頼 できるかについ

て意見を表明することである。本節では、従来の監査の論理構造に焦点を当てながら、内部

統制によりもたらされた 信頼 について考察を進める。

． 監査の論理構造

公認会計士が行う監査とは、経営者が作成された企業の財務報告が財務情報として 信

頼 できるかについて意見を表明することである。その場合、財務情報の作成者である経営

者が会計基準に定められたルールに基づいて取引事実を認識し、ルールに従って処理がなさ

れているかを検討していく。財務諸表の中にはいくつもの認識されるべき取引があり、その

総体としての財務諸表等の計算書類がある。積み重ねられた会計士の判断が、情報として

信頼 できるかの意見を導く根拠となる。会計上の認識は大前提、小前提、結論というよ

うな三段論法による認識で行われる ）。例えば、金融商品の仕訳において

大前提（会計基準等） 投資有価証券の評価 は時価で処理する。

小前提（取引） ある事象は 投資有価所見の評価 であると認識する。

結論 評価による含み益（損）は収益（損失）である。

大前提はいうまでもなく会計基準であり、小前提はある経済行為について経営者が決算処

理として 投資有価証券の評価 を会計上認識し、会計処理を行ったことである。もとより

この行為が、投資有価証券でなく売買目的の有価証券の売却と認識されれば異なった結論が

導かれる。

会計上の認識においては、大前提にどのような命題が用いられるかで大きく結論が異なる

論理構造をしている。例えば、大前提に 会計情報は投資意思決定に有用である という命

題があるとする。これを証明するには、論理学の背理法を援用して、 会計情報は意思決定

に有用でない ） という命題が否定されることから、その正しさが導かれる ）。

監査は、会計上の認識の妥当性を証明する行為であるが、妥当性を証明するには つの方

向がある。 つは大前提から小前提そして結論と会計認識と同じ論理に沿って証明すること

である。具体的には監査人も被監査人の横に机を並べて同じように取引を記録し、記帳され

た帳面の内容が一致するかどうかを確認することで証明される。もう つは、結論から小前

提そして大前提へとさかのぼることである。つまり、すでに結果としてある財務報告書を所

与のものとして、会計認識過程の小前提である命題を確認して、被監査人が大前提としてい

た会計基準を導くことである。今日の会計監査においては、導かれた大前提が法的に適正か

どうか判断することが重要であり、適正であれば監査対象の財務諸表の適正性が間接的に導

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）藤田昌也、 会計認識と監査の論理 会計 第一五八巻 第三号を参照。
）実際には投資家達は会計情報のみで投資を行っているわけではないし、様々な経済状況を投資情報とし
て利用している。会計情報以外が投資判断に使われているかもしれないが、会計情報が役に立たないとは
いえない。
） 株式会社における監査の論理と会計情報のアカウンタビリティ
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かれる構造になっている。

次節では、監査の論理構造の間接的な 正しさ が醸成される過程を歴史的に振り返って

みよう。

． ． ．会計概念（基準）の変更による相対的な正しさの強化

会計学上の大前提である会社法・会計原則と会計基準を考えるにあたり、まず、 会計と

は何か という定義から議論を始めてみよう。誰もが納得する会計学辞典等の定義に依れ

ば、代表的な定義として、 会計とは財の変動とその現状を明らかにするシステムである

ということがいえる。しかし、どのように財の変動やその現状を明らかにするかといえば、

諸子百家のごとくかなりの見解の相違がある。それは何故であろうか。

は事実認識の基準である会計基準の上位規定（会計概念）として存在してきた。

そして、その中味は 一般に認められた会計原則 というラベルの中に経済事象の変化を織

り込みつつ、会社法の内容へと反映されてきた。そこで、アメリカの会社法・会計原則と会

計利益の計算の関係を歴史的に検証みると、アメリカの会社法は以下の つの構成要素を中

心に展開されてきたと説明されている ）。

資本と利益の区別とそれを支える会計計算

利害関係者のための配当規制と情報開示

債権者や株主を含む利害関係者の保護

前述のように、 （投資意思決定概念）の提唱により、損益計算目的の会計から

情報提供目的へと金融市場よりにシフトしているといわれている。ここで重要なのは、

に の概念が取り込まれることにより会計の論理の中に従来論理（

）とは異質の論理が取り込まれる可能性がある（取り込まれつつある？）。会計の論理構

造として大前提である会計基準の上位概念に投資意思決定に必要な情報を提供することとい

う考えが入れば、法的開示規定を強化するだけでなく、意思決定に必要な情報として主張す

ることで恣意的な基準設定を正当化できるからである。そして、主張された会計基準の適用

に対するする監査の論理は必ず真の答えを導き出すのである。このような動きを会計の静態

化として捉えられはじめている ）。

結論から言えば、複式簿記から導かれることのない会計情報が会社財産の表示に用いられ

ているからである。会計学の静態化を主張する論者は、前述の静態論の考えに立ち戻ってい

るという指摘ではなく、財産価値を測定表示するためだけの道具に成り下がっているという

意味で 静態化 と主張されているようである。というのも、伝統的な会計理論において

は、貨幣額に換算された実物経済であり、実物財が対象であった。しかし、現在の経済は、

現物資産（原資産である株式・貨幣・商品）から派生した先物取引がその取引額において、

現物市場をはるかに上回っているし、現物資産の市場リスクを回避する目的で派生した新金

融商品（ワラントやオプション）と呼ばれるものの取引等、従来の会計認識では対処できな

い経済事象が生じてきているからである。このため企業の財務状態は、絶えず金融市場等の

）伊藤［ ］
）藤江俊彦［ ］，



不確実性の高い価格変動リスクにさらされている。企業の支払能力等の信用力を知るには、

財務諸表や貸借対照表を読むことよりも、この会社が潰れないかどうか（あとどれくらいお

金があるか）を教えてもらうことのほうが重要となるのである。この考え方により、時価情

報の開示に関わる基準やリスク情報の提供が会計基準化されているのは周知の事実である。

しかし、このような会計基準により作成された情報は、従来の複式簿記の会計帳簿から導か

れた会計情報とは異質なものである。

それでは、なぜ異質な論理が取り込まれているにもかかわらず、われわれは違和感を覚え

ないのであろうか。その疑問を解く鍵は、不確実性の高い価格変動リスクに晒された金融市

場にある。そこには会社情報の開示のとは別の論理が存在している。次章では、会社側から

見た企業内容等の情報開示の論理について検証してみよう。

． ．会計情報の 信頼 と 正しさ

会計情報の 信頼 と 正しさ を金融商品取引法の意図を参考に再検討してみよう

企業内容等の開示制度を整備する ならば、有価証券の発行および金融商品等の取引等を

公正し、有価証券の流通を円滑にする ことや金融商品等の公正な価格形成等を図ることが

可能 となり投資者の保護に資する

この意図には つの命題が含まれている

企業内容等の開示制度を整備する ならば、有価証券の発行および金融商品等の取

引等を公正し、有価証券の流通を円滑にする

企業内容等の開示制度を整備する ならば、金融商品等の公正な価格形成等を図る

ことが可能

企業内容等の開示制度を整備する ならば、投資者の保護に資する

この命題と金融制度における歴史的事実を関連付けて説明してみよう。

株式の流通を円滑にするためには、投資家に対して投資目的に有用な財務報告を提供す

ることが不可欠となる。会計専門職による株式会社の監査を法的に強制する監査制度を確

立することで企業内容等の開示制度を整備した結果、有価証券の発行およびその取引が公

正なものであると 信頼 され、有価証券の流通が円滑になった。

従来の会計認識では対処できない新しい金融商品が増えたため企業内容等の開示制度を

整備するため金融商品取引法を整備した。これにより、金融商品等の公正な価格形成等を

図ることが可能となるだろう。

企業内容等の開示制度を整備するならば、投資者の保護に有用である。

つの命題とも歴史的事実からも正しいと認識されるが、企業不祥事の多くの存在は、そ

の反例が多数あることも再認識させるものである。会社法および金融商品取引法は主に、情

報の作成者や提供者側の責任や義務を強化することが財務報告のリスク管理を高め、財務情

報の信頼性を獲得することを目的とする。しかし、 信頼 をする側、即ち、情報を公開さ

れる側の視点が欠けている。次節では、情報を公開される側から 信頼 を考察する。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）
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． ． ．信頼の構造

それでは、初期の株式会社までの利害関係者を 、証券市場を所与としている株式会社の

利害関係者を とすれば、それぞれどのようなことがいえるのであろうか。

は、やはり、社会的不確実性が大きい環境におかれた人たちが、特定の関係の内部で社

会的不確実性を低めるために形成している関係である やくざ型コミットメント関係 であ

り、利害の焦点は自分がいくらの分け前をもらうことになったかであり、誰かが儲けをくす

ねていないかということであろう。

は株主と経営者の関係においてはある種の コミットメント関係 が成立している様に

も思えるが実はそうではない。株主と経営者は企業価値の最大化による株価の上昇と経営に

対する成功報酬において利害関係が一致している場合に限り、その関係が継続されるのであ

り、 コミットメント関係 にあるのではない。しかし、 とは異なり会社の会計情報が金

融市場を通して開示されることにより、債権者も含めた利害関係者が 信頼 関係を構築し

ている。この意味において、情報の非対称性はある程度会計情報によって低められるといえ

る。

． ． ．インベスターリレーションズによる情報の開示

から への社会変化は、金融市場のあるなしで説明できるのであろうか。

一般に 信用 と 信頼 の議論では、社会的不確実性と機会コストがともに大きな環境

では、一般的な信頼を持つことが個々の人間にとっての適応価値を上げる可能性があるとし

てきた。社会が から へと変化する過程においては多くの詐欺事件により債権者や株主が

被害を受けている。なぜなら、社会的不確実性と機会コストがともに大きな環境では、 や

くざ型コミットメント関係 から離脱することで有利な機会を利用できる可能性が大きくな

るが、逆に、他者からだまされて搾取されて、ひどい目にあう可能性も大きくなるからであ

る ）。資本の蓄積の進展とともに、労働者であり、消費者であり、投資家でもある人々（大

衆）が、資本蓄積の果実を 賃金 ではなく キャピタルゲイン や 配当 として手に入

れることができるようになる。これは、金融市場の効用に他ならない。しかし、金融市場だ

けでは、このような状況を作り出すことはできないのは前述のとおりである。

この考え方を日本における状況に応用してみよう。一般の個人投資家の割合が高く、また

アメリカのような年金基金に代表される個人の利益を追求する機関投資家が少ない日本市場

においては、企業情報を読み解く知識や企業についての情報量において著しい格差が存在し

ている。少し乱暴なたとえで恐縮だが、個人の投資家を投資的知性の低い集団、企業や金融

機関のアナリストを投資的知性の高い集団としてみよう。個人投資家は、今まで郵便局や銀

行の定期預金として預けていた資産を、ベンチャー企業の株や新しい金融商品である投資信

託に預けかえているだろうか。投資的知性が高くて、社会的不確実性の大きな状態でも簡単

に搾取されたりしない人間は一般的信頼を高いレベルで維持できるが、投資的知性の低い人

間は一般的な信頼を持つことができないという可能性が指摘されている ）。というのも、投

）山岸［ ］
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資的知性が高い人は やくざ型コミットメント関係 を離脱しても搾取される可能性が比較

的低いため、一般的信頼を持つことが利益を得る機会を増やすことになると考える。これに

対して、投資的知性の低い人は、関係外部の機会を利用することで不利益（搾取されたりだ

まされることによる損失）を被る可能性が高いと考えるからである。

このような状況において、社会的不確実性を会計情報だけでなく経営方針や経営政策も含

めた企業情報提供することで、低めようとする試みがインベスターリレーションズである ）。

しかし、個人投資家は不確実な市場や商品に対しては情報低信頼者であり、 やくざ型コ

ミットメント関係 から離脱しようとはしない。彼らに対して、ホームページ上での情報公

開、パンフレットや広告宣伝費をかけて商品の認知を促がしてもその効果は期待できないよ

うである ）。逆に、アナリスト達はコミットメント関係から離脱しやすく、その投資的知性

の高さから、企業の情報やリスクの分析に対する多額の投資を惜しまない。彼らは投資をす

ればするほど、不確実性が減じられ利益を獲得する可能性が高まるからである。企業の側か

らみれば、アナリストに情報を開示するコストのほうがはるかに安く効果的である。

日本では、金融市場による 信頼 の醸成は不可能なのであろうか。 から への変化

は、アメリカにおいては 世紀末から 世紀にかけての株式市場において経験されている。

政府や市場関係者そして公認会計士達が、より開かれた社会で信頼に基づく関係がうまく機

能するように努力した。そして、公平で効率的な社会・経済・政治制度の整備していった。

前述の 資本と利益の区別 や会計原則運動などはこの社会制度の整備における公認会計士

や会計学者の貢献を説明したものである。

． ．情報公開と監査責任の解除

説明責任と情報の開示との関係を考えてみよう。会計情報を作成する側の論理は、 株式

会社と市民社会との共生 という考えから導かれたものである。この考えは、コーポーレー

ト・ガバナンスの 株式会社を統治するのは誰か という考えとも共通するものである。

資本主義の発展段階において、株式会社は資本家と労働者の対立の場として議論されてき

た。やがて、株式会社は、自らの製品の購入者（金融市場における自社株の購入者として

も）としてより多くの人々との関係を模索する。 コミットメント関係 のないより開かれ

た関係を築くには、企業自ら製品や会社の会計情報を開示することで、製品市場や金融市場

において 信頼 を得ることが不可欠である。そして、会社情報が会社の真実の財政状態や

経営成績・経営方針をあらわすことで価格機構が健全に機能すれば、よりよい製品を作る企

業や効率性の高い企業が売上を伸ばし、より有利な条件で資金調達が可能となる。この説明

は 会社情報 を 会計情報 に置換えるだけで、会計の資源配分機能の説明となる。つま

り、企業情報の開示の論理は、不確実性の高い市場にある企業側（情報の非対称性を解消し

ようとする企業）から広範な利害関係者にたいする情報開示によるコミュニケーションを図

るという論理（企業の社会に対するアカウンタビリテイ）と並存しているのである。
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）藤江俊彦［ ］
）このような状況においては、日本の会社が個人の投資家に効果的なインベスターリレーションズ活動を
行うには、専門的な知識や分析能力を持つ集団に教育する必要があり、積極的な企業情報の開示を行うだ
けでは不十分である。また、コスト的にも非現実的である。



日本版 法の論理（塩塚）

市場における情報の非対称性が存在するにもかかわらず、アダム・スミスのいう市場メカ

ニズムにおいては、商品の流通は売り手と買手の調和を生み出す。市場は特定のコミュニ

ティ（地域社会，広義には国家さえも）を超えた交換取引から発生したものであり、グロー

バルな存在である。しかし、日常の社会経済における市場は慣習やルールを成立させてい

る。そして、これらの慣習やルールにより規制されることで、特定コミュニティ内部の利害

関係者の調和を図っている。そして、コミュニティの枠を超えて、より市場性が強まると

き、社会は不安定化する。そのため、金融市場のグローバル化が企業不祥事の遠因となって

いる。

経済学は人間の選択に関わる科学であるといわれているが、様々な人々の意思決定の 調

和（調整） が経済社会（制度）を成立させている。経済学のテキストにおいて 市場 は

ある財の交換取引を実行する費用を減じるために存在している ）。過去の伝統的市場はその

重要性を減じたかもしれないが、近年われわれの経済社会において中心的な役割を果たす市

場がある。それは商品取引所や株式市場等の金融市場である。それらの取引所は経済学者に

よって、 完全市場と完全競争 や 情報の非対称性と不完全競争 の例として用いられて

いる。ここで重要な点は、その市場取引が高度に規制されている市場であるということであ

る。この規制には政府が行う規制のみではなく、取引所の詳細で複雑な規則や規制が含まれ

ている。これらの規制は、取引費用を削減し、それにより取引量を増加させるために存在し

ている。そして政府は、それを補い保証するために取引を行う人の権利や義務を律する司法

的なルールを制定する。同様に監査によって利用される統制機構および、その副次的産物で

ある内部統制の改善は、財務諸表の信頼性を改善する。監査は会社の業績を示す数値の信頼

性を増大させ、誤謬を発見することを通して財務諸表の内容の品質を高めている。おそら

く、投資家は（株主や債権者も含む）より信頼できる監査済情報を公表する会社の有価証券を

購入することで、自らの意思決定の合理性を認識し、その妥当性を主張する。

情報の開示 において、法的強制がされていなくても、監査人の資格が法的裏付けを要

求されなくても、ある専門的知識と技術を持つものが、第三者の立場から、利害関係から独

立して株式会社の監査を行えば、監査という行為はある会社への投資に伴うリスクを投資家

が認識することに貢献し、財務データに含まれている情報リスクを軽減させるはずである。

．まとめ─日本版 法の実効性への疑問

一般に、会社法は，基本的には債権者と株主の利益の保護及び調整するものとして捉えら

れている。しかし、会社の構成員たる社員（株主）すべてが有限責任（出資額を上限とす

る）であり、債権者に対しては直接には責任を負っていない ）。株主の代理人である経営者

を監視するために会計監査（人）を用いることで、委託した資本の濫用を防ぎ自らの権益を

） ［ ］ を参照
）債権者保護のためには、資本・利益計算による資本維持を行うことが重要である。株主の保護の視点に
立てば、維持されるべき資本計算よりも、公正な配当可能利益（期間利益計算）の算定によって株主を保
護する。また、株主相互（優先株主と普通株主）の利害調整を図ることが可能となる。



守る。しかし、株式という商品が特定のコミュニティを越えて取引される一方で、利害関係

者を守る法律（慣習やルールを含む）は、国民国家というコミュニティの中でしか機能しな

い。監査において、 実態監査から情報監査への転換 が行なわれる過程は、利害関係者間

の調整（リスクの負担）が、株式や社債等の有価証券が市場性を高めていく中で、自己責任

原則へと移行していることを示している。しかし、 市場 はあくまでも商品流通を円滑に

するための仕組みであり、ステークホルダー（企業の利害関係者）のリスクを直接的には調

整できない。情報の受手側のリスクはあくまでも自己責任原則によるリスク負担が避けられ

ない。

内部統制強化の動きは、自発的に行われてきた経営者による情報発信に対して一定水準以

上のハードルを設けてより信頼できる財務情報を投資家および市場関係者に提供するものと

理解できる。しかし、財務諸表に対する製造者責任を求めることにより経営者と公認会計士

の二重責任を強化することは、監査の有効性を高めることとは、直接的に結びつかないと思

われる。財務諸表は、金融商品である会社の株式や社債の内容を説明するものであり、情報

公開による監査責任ないし説明責任の解除がその根底にある。しかし、監査の独立性には著

しく疑問が残る。相対的な正しさを強化するために論理的な正しさを犠牲にしてまで、公認

会計士が財務諸表の作成に積極的に関わることを法的に認めることは、公認会計士にとって

自分で自分の首を絞めることにつながりはしないのだろうか。監査法人の相次ぐ不祥事によ

り、公認会計士の 信頼 が低下している現状では、内部統制状況を文書化して公開するこ

とで情報作成者である経営者に 正しく 作成することを意識させることが、最優先事項で

ある。公認会計士は中立的な審判者というより、作成が適切に行われるよう助言し、作成過

程を是正するコーチのような役割が期待されているようである ）。
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