
監査委員会の課題への主導権を維持する (または取り戻す)
こと

高品質の財務報告はCFOと経理・財務部門に端を発する：
リーダーシップ、サクセッションプランニング及び豊富な人
材の確保にしっかりと焦点を当て続けること

昨年度、最も大切な課題としてとりあげられたこの項目は2016年に
おいても同様である。我々の2015年度の監査委員会の調査において、
回答のあった1,500の監査委員会のうちほぼ半数が、財務報告、内部
統制並びに内部・外部監査の監視といった中核業務に加え、監査委
員会の課題に含まれる主要なリスクを監視するのは「これまで以上
に困難」と回答している。新たな検討課題が存在しない場合であっ
ても、多くの監査委員会が長期にわたって検討してきたリスク(例え
ば、サイバーセキュリティー、ITリスク、サプライチェーン及びそ
の他の業務リスク、法務・規制遵守) は、監査委員会の中核業務と同
様に、より複雑なものとなってきている。監査委員会の課題に焦点
を絞り、それらを注視し続けるためにも、2016年は監査委員会の時
間と専門性に鑑みて、課題を管理しやすく実現可能なものにするこ
とが必要である。すなわち、財務報告と監査の品質をはじめとする
最も重要な課題にしっかりと焦点を置くこと、「必ず実行すべき」
コンプライアンス活動に注意を向けつつ十分な議論のための時間を
確保すること、内部監査の価値を最大限に高めること(監査委員会の
「目や耳」として)、そして、監査委員会が適切な構成メンバーをそ
ろえ且つリーダーシップが発揮されていることを確実にすることが
肝要である。

監査委員会をうまく機能させるためには、組織の雰囲気、文化および
リズムを理解するために自社の施設を訪れたり、従業員や顧客と交流
する機会を設けたり、外部の意見に耳を傾けたり、といった委員会室
以外で時間を費やすことが、委員会での効率性と有効性をますます左
右しているということを認識することが大切である。

我々の調査によると、回答者の42％が、CFOのサクセッションプラン
ニングにおいて監査委員会は「有効に機能していない」と述べている。
CFOの退職率の高さやCFOが財務報告の品質管理における役割の重要
性を鑑みれば、CFOだけでなく、経理部長・課長、内部監査部門長、財

公正価値の見積り、減損、その他の重要な会計上の見積の基
礎となる主要な仮定に影響を与える判断基準を監視すること
これらの問題は、偶発損失、年金基金の積立不足、継続企業の問題、重
要かつ一般的ではない取引、経営幹部との財務的な関係・取引と並び、
引き続き監査委員会が焦点を当てるべき主要な領域である。企業の財
務報告における最大のリスクは、多くの場合、起こりうる結果に一定
の幅が存在し、かつ、経営者が困難な判断や見積りを行わなければな
らない領域に存在する。米国公開企業会計監視委員会 (PCAOB) は、重
要な会計上の見積りに関連して望ましくない検査結果が検出されてい
ることに懸念を表明しており、米国証券取引委員会 (SEC) が「経営者
による財政状態及び経営成績の分析 (MD&A)」における異常値の検出に
データ分析手法を活用していることは、この領域でより綿密な調査が
行われていることを示唆している。質の高い財務報告には、会計上の
判断と見積りを行うための規律的、強固かつ公正不偏なプロセスが必
要となる。そのためには、経営管理の枠組みを理解し、経営者が適正
な統制を整備していることを確認し、外部監査人の見解を求める必要
がある。

米国財務会計基準審議会 (FASB) の新収益認識基準や税務情報
国別報告書に対する準備状況を評価すること
2014年5月、FASBと国際会計基準審議会 (IASB) は、新収益認識基準の
適用日を1年間延期し、12月31日決算の公開企業の適用開始日を2018
年1月1日とした。新基準は、多くの企業において顧客との契約に基づ
く収益認識に変更を生じさせるものであり、取引条件、契約締結プロ
セスだけでなくITシステム・データ・会計処理プロセスに渡るまで、企
業内の広範囲な活動に重要な影響を及ぼすであろう。企業は、実行計
画の最終化、詳細検討が必要な領域の洗い出し、プロセス・ITシステム

 

務部長を含む他の経理・財務部門の経営幹部、そして場合によっては
Chief Compliance Officer や Chief Risk Officer のサクセッションプラ
ンを企業が整備することが不可欠である。では監査委員会はどのよう
に経理・財務部門の後継者候補を評価するのか。彼らは継承に必要
となる教育訓練や人材を得ているか。彼らはどのように会社の長期
的業績に集中し続けることが出来るように動機付けられているか。
内部監査部門や外部監査人の見解はどうか。

監査委員会の膨大な課題に優先順位を付けるのは決して容易なことではない。特に、2016年においては、
世界的に不安定で不確実性が高まっている状況（例えば　地政学的情勢、商品価格、金利、為替の変動、
新興市場における成長の減速）に加えて既存の産業やビジネスモデルを脅かす技術的進歩を考慮すると、
企業にとって2016年の見通しは極めて厳しいものになると考えられる。我々の直近の調査研究、並びに
監査委員会、産業界のリーダーとの過去１年間にわたる意見交換から得られた知見を活かし、監査委員
会が2016年度の課題を検討、実行する際に留意しなければならない6つの項目を提起したい。

2016年版
監査委員会の重要課題
Audit Committee Institute

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 561610



この文書は KPMGインターナショナルが2016年1月に発行した「On the 2016 audit committee agenda」をベースに作成したものです。
翻訳と英語原文間に齟齬がある場合は、当該英語原文が優先するものとします。

監査品質を強化し、外部監査人に期待する内容を明確にする
こと
監査の品質は、監査委員会が十分に関与することによって高められる。
外部監査人に対する基本姿勢と明確な期待水準を設定し、頻繁かつ質
の高いコミュニケーションとしっかりとした業務評価を通じて監査人
の業務遂行を監視するべきである。(監査品質センターによる外部監査
人評価ツールを参照のこと。) 1  監査の品質に対する洞察を提供する監査
品質指標 (AQIs) を特定するPCAOBの取り組みについて注視するべきで
ある。監査委員会、経営者及び外部監査人は、監査への理解と監査の
品質を維持・改善する方法を促すようなAQIsを特定しているだろうか。
監査委員会による外部監査人の評価はAQIsを考慮しているだろうか。
外部監査法人の品質管理システム (PCAOBや内部的な検査結果と不備
に対する取組みを含む) について外部監査人と必ず議論するべきである。

企業の (そして監査委員会による) 開示情報が、企業の実態を
より適切に伝えるための開示方法を検討すること

(PCAOBの検査プロセスと発見事項に関する洞察の要約としてPCAOB
が2015年にリリースした「監査委員会との対話」を参照のこと。) 監査
の品質は、チームとしての取組みと、プロセスに関わる関係者全員 (監
査人、監査委員会及び経営者) のコミットメントと関与を必要としてい
ることを心に留めておく必要がある。

企業の直近の業績にとどまらず、企業が進む方向や直面している主要
リスクについてもより十分に示すために、要求されているレベルを超
えた開示を検討すべきである。財務数値に基づく伝統的な業績指標に
加え、顧客満足度、人材、革新等の長期的成長を牽引する要素につい
てのより深い洞察を、投資家に示すことはできているであろうか。GE
が最近改訂したフォーム10-K 2 並びに規制当局によって実施されてい
る開示情報に係る取り組みは、より精錬され、より欠点のない財務情
報開示の新たな時代の始まりを示すものだろうか。また、監査委員会
がどのように監視機能に関する責任を果たしているかについて、より
深い洞察を提供するために、監査委員会による情報開示 (監査委員会報
告書や株主総会召集通知の一部) を強化する方法を検討するべきである。
SECが公表した監査委員会報告書における要求事項についてのコンセ
プトリリース3  に対して、多くのコメントが情報開示を促進する自発的
な枠組みを支持している。(監査品質センターによる2015年度版監査委
員会の透明性指標において強調されるほど、高まりつつある傾向と
なっている。)

・統制の必要な変更を行うため、この追加移行期間を利用すべきであ
る。(FASBは新基準の追加ガイダンスを2016年初頭に公表する計画で
ある)

また、全ての税務管轄区域に関する国別税務情報の報告義務も差し迫っ
た課題である。この報告が求められることによる多国籍企業への影響は
極めて大きく、具体的には、企業の税務コンプライアンスへの対応姿勢
や報告能力が問われるほか、移転価格ポリシーや税務調査・係争にも影
響を与え、更に報告の内容によっては企業の信用及びブランド価値の低
下にも繋がるリスクがある。2015年10月に、経済協力開発機構 (OECD) は
15の行動計画に関する最終報告書を発表している。この行動計画は、各
国の税源侵食に繋がると認識されている多国籍企業の利益移転行為への
対応に焦点を当てている。OECDの税務侵食と利益移転 (BEPS) プロジェ
クトでは、売上規模が750百万ユーロ以上の多国籍企業に、事業活動を
行う全ての税務管轄区域に関する詳細な情報を、1つの国別報告書に取
りまとめて提出することを求めている。最初の国別報告書は、2016年1月
1日以降に開始する事業年度に関して作成することになり、提出期限は1
年以内である (2016年12月31日決算の多国籍企業の場合、提出期限は2017
年12月31となる)。国別報告書の提出義務を含むOECDの提案について、
米国を含む多くの国は、直ちに採用する意向を表明している。多国籍企
業の監査委員会は、各企業が国別報告書の提出義務に対応できる状況に
あるかを評価する必要がある。具体的には、国別報告書を含む新文書化
義務への対応に必要なシステム及び業務プロセスの変更の要否、現状の
移転価格方針の確認及び潜在的なリスクの洗い出し、並びに現状の移転
価格方針の妥当性を示すために効果的な国別情報の説明及び開示方法の
検討といった対応が挙げられる。

 

About KPMG’s Audit 
Committee Institutes

Sponsored by more than 30 
member firms around the world, 
KPMG’s Audit Committee Institutes (ACIs) provide audit 
committee and board members with practical insights, 
resources, and peer exchange opportunities focused on 
strengthening oversight of financial reporting and audit 
quality, and the array of challenges facing boards and 
businesses today – from risk management and emerging 
technologies to strategy and global compliance. Learn more 
at KPMG.com/GlobalACI.

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member 
firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. 
KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate 
or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG 
International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. 
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 
NDPPS 516610

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate 
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the 
date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the 
particular situation.

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

1 External Auditor Assessment Tool: A Reference for Audit Committee’s Worldwide, Center for Audit Quality, 2015 
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