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物的有限責任会社（以下、小規模会社という）である。これに対して大規模会社と呼ばれているものは、数は少
ないが、資産、資本、売上高、生産高、従業員数等は全体の相当部分を占めている。つまり、会社の閉鎖性と会社

わが国の企業の多くは、商法特例法上の小会社（資本金一億円以下かつ最終貸借対照表の負債総額二○○億円未
満の株式会社）（商法特例法一条の一一第二項）と有限会社をあわせただけでも全会社の九割を超す小規模で閉鎖的な
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小規模会社の特質は、所有と経営が未分離の状態であり、株式会社の場合には、非公開会社が多いため、株式の
大部分を経営者が所有し、自ら経営を行うことになる。また、有限会社の場合には、社員数が五○人以下に限定さ
れ（有限会社法八条一項）、社員持分の譲渡も制限されている（有限会社法一九条）。さらに、株式会社および有限・
会社には有限責任の原則が適用され、会社の規模の大小にかかわらず、株主・社員の責任は原則としてその出資義
務にとどまり、それ以外には財産上の義務を負うことはない。

小規模会社では物的有限責任の観点から、株主・社員の個人財産と会社財産の分離、計算の明確化・適正化のため
の計算規制がなされている。特に株式会社においては、小規模会社といえども大規模会社と同様の計算規定や開示

制度が設けられ、有限会社においても株式会社の多くの計算規定が準用されている（開示制度を除く）。株式会社に

関する規制は、大規模会社を念頭において規定されているが、小規模会社は同族的・閉鎖的な特質を有する会社であ

り、株式会社の厳格な規制の負担に耐えられるものではなく、その必要性も乏しい。したがって、物的有限責任会

社としての実質を備えていないことから、多くの規定が形骸化し機能していない。そこで、小規模会社についても

大規模会社と同様の計算規定や開示制度を適用しても、その実効性を確保することが問題となる。特に、有限責任

を享受している以上、その代償措置として会社財産だけが唯一の担保である債権者の保護の見地から、計算の明確

化・適正化が要請され、計算書類の信頼性確保のためにも外部監査人の導入を含めた監査制度の充実が問題となる。

さらに、法務省は、平成一六年六月の法制審議会会社法部会において、株式会社と有限会社の両会社類型につい

て、一つの会社類型（株式会社）として規律することとし、特に、小規模会社における法と実態の乖離が会社法上

もっとも困難な問題であり、とりわけ、小規模会社の計算・開示を担保する制度として、会計監査人制度とは別に、

計算書類の正確性を高める機能を持つ会計参与（仮称）という新しい機関を設けることを提案した。
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一方、社会的影響も大規模会社に比べて大きくなく、監査費用の負担能力も低い閉鎖的な小規模会社においては、

監査役の独立性の確保が難しく、監査制度は機能しているとはいえない状況である。特に、商法特例法は、株式会

社である大会社（資本金五億円以上または最終貸借対照表の負債総額二○○億円以上）（商法特例法一条の二第一項）

と中会社（資本金一億円超五億円未満かつ最終貸借対照表の負債総額二○○億円未満）の監査役の権限は会計監査

と業務監査に及ぶが（商法一一七四条）、小会社の監査役は会計監査権限のみを有するものとし（商法特例法二二条。

一一五条）、会社規模により監査権限に差を設けている。さらに、大会社においては、会計監査人による会計監査が義

務づけられている（商法特例法二条）。けだし、監査機能は、小規模・閉鎖性と関連性を有するものではなく、会社

規模の大小で法令・制度の適用に例外を設けることは必要ないと思われるが、実効性ある制度として定着させるため
の方策が必要となる。

また、有限会社の監査役は任意機関であるが（有限会社法三三条一項）、会計監査の権限だけを有し（有限会社法

一一一三条の二）、業務監査の権限はないので商法特例法上の小会社とほぼ同じである。これらの小規模会社においても、

その出資者、債権者、経営者、従業員は会社から重要な影響を受けているのであるから、大規模会社の対応にならっ

て小規模会社の監査役にも業務監査権を与えるべきなのか、与えられたとしても期待どおり機能するのかどうかが

問題となる。このように同族的・閉鎖的な特質を有する小規模会社の会計法制のあり方、計算書類の信頼性を担保

するための会計監査、および業務監査による経営の監督・監査をどのように行うべきなのかについて、その法律上
の問題点を検討し考察することが本稿の目的である。

二小規模会社の会計法制
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１計算の意義と機能

小規模会社は、一般的に会計帳簿の不備や閉鎖性から計算・開示の制度の確立が遅れ、しかも、多くの監査役は

会計の専門家ではないため、取締役の作成した計算書類を厳密に監査しているとは考えにくい。その結果、計算書

類の信頼性には問題がある場合が少なくない。さらに、小規模会社は、合名会社や合資会社のような無限責任社員

を有しないため、会社財産が唯一の担保となる物的有限責任会社であるから、小規模会社が倒産した場合には、大

規模会社に比較して社会的影響は小さいとはいえ、会社債権者に損害を与えることになる。計算書類が会社の財政

状態や経営成績の実態を表さない場合には、会社債権者ばかりではなく経営者も誤った意思決定を行うことになる

ので、会社の適正な管理。運営および債権者保護のためにも会計制度の整備が急務であり、特に、資本の充実と計
算の明確化・適正化は欠くべからざるものである。

もちろん、会社の計算が明確・適正であっても、必ずしも会社の倒産を防止することにはならない。しかし、計

算の明確化・適正化が図られている場合には、会社の財政状態や経営成績を承知の上で債権者となったのであるか

ら、弁済を受けられなくても制度上やむをえないことである。また、計算の明確・適正は、単に債権者保護の観点

からのみ要請されているわけではなく、株式会社の株主や有限会社の社員は、出資者として、キャピタルゲインや

インカムゲインを目的としているので、会社の利益の正確な測定のためにも計算の明確化・適正化が必要なのは必
定である。

また、小規模会社にあっては、所有と経営が一致していることが多く、個人財産と会社財産との混同の問題があ

るが、大規模公開会社と異なり、株主・社員の数も少なく閉鎖的企業であり、それらの株主・社員は原則として経
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(
‑)
常に参加しうる ことから､配当額 の辞定 に つき期間扱益計算 の立場 を厳格 に衝く必要はな いとす る見解があ る｡ し

かし､小規模会社と いえども有限責任 の企業形態を採 る以上'債権者保預 の見地からし ても期間損益計算 は重要 で
(
2)
ある｡

つぎ に､現行 の会計制度をそ のまま小規模会社 に適用す べきかと いう問題があ る｡現行 の会計制度は大規模会社

を対象とし ているので'小規模会社 に対し ては､そ の特性 に配慮した会計制度を適 用す る方が適切 ではな いかと い

うこと である｡会計制度とは､会 計行動'すなわち会計処理および報告括軌ならび にそ の結 果とし ての財務諸表 の

適正性な いし適法性 を評価す る会計監査 とを 一体化した企業会 計 の全体的 システムを意味し ている｡ この会計行動
(
3)
を指導し方向づ けるのが会計基準 であ る｡小規模会社 の会計基準 に ついては'配当可能利益 の計算が大規模会社 と

小規模会社 で異な ってはならな いように'会社 の規模 によ って会計 の考え方が異な る ことはあ ってはならな いも の

である｡しかし'大規模会社を念頭に置 いた基準設定 であ るため'会計基準 の質的 ･虫的拡大化は'小規模会社 に
と って過重負担 とな っている｡

このような状 況に対処す るために'中 小企業庁から ｢
中小企業 の会計に関す る研究会報告再｣ (
二〇〇二年六月)

､また､ 日本公認
が公表され､ 日本税理士会連合会から ｢
中 小会社会計基準 の設定 に ついて｣ (
二〇〇 二年 一二月)

会計士協会から ｢
中小会社 の会計 のあり方 に関す る研究報告 に ついて｣ (
二〇〇三年六月)が相次 いで公表された｡
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また､ アメリカ では' ｢
その他 の包括的会計基準｣ (

中小会社会計基準として存在し'イギ リ スでは､会計基準審議会が ｢
小規模事業体 に対す る財務報告基準｣(
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しかし､あ る会計事象に対す る会計処理方法 に ついて､会社 の規模 の大 小や公開 ･閉鎖 の違 いは基本的 に関係 し
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な い｡も っとも､小規模会社 にふさわし い簡便な会 計処 理方法を会計理論的 にみた ｢
真実性 の原則｣ の枠内 で例外
(
5)
的 に政策的配慮とし て許容す ることはありえよう｡ 小規模会社 にお いては､内部統制機構がな いか機能的 に不十 分

である ことが多く､小規模会社会計基準を設計す るに当 た っては ｢
記帳 の信頼性｣と ｢
帳秤 の証拠能力｣ に重 点 を

お いた基準設定が必要 であり､中 小企業 にと っての現時点 の課題は ｢
計昇 の信頼性｣を確保す る ことにおかな けれ
(
6)
ばなら な い ｡

2 開示制度

小規模会社は物的有限責任会社 であるから､計算 に関す る適 正な情報を利害関係者 に開示しなければならな い｡し

かし､会社 の規模が小さければ 小さ いほど､相対的 に開示費 用は増大し､大規模会社 と同様 に小規模会社 にお いて

詳細な情報が開示され ても'閉鎖的な株主､社員や特定 の債権者 (
触発業者'取引先) のみが利害関係者とな る の
で
Z
)
で'情報 入手 の必要性 も少な いと ころから' その実益性 が疑 問視され ると いう見解があ る｡ これ に対し､限られた

範囲の利害関係者以外 に､ これから取引 (
投資や与信)しようとす る第 三者がありう る以上､会社 の規模 の大 小 で

計算開示 の要否を区分す る必然性はな い｡会計情報 を公開す る のは'経済取引 に参加 でき る対価 と考 える べき であ
(
8)
ると批判 す る ｡また'計算 の開示は'利書関係者 の監視 のもと自 ら の会 計に対す る責任 をも つことになり'実態 と
(
9)
かけはなれた計算書類が作成されることを防止する働きも あ る ｡

現行法上､株式会社および有限会社 の計算開示に関し ては､計算畜類 は､会社 に備 え置き株主 ･社員や債権者 に

開示することが規定され ている (
商法 二八 二条､有限会社法 四三条 の二)
｡しかし､わが国 には'取引先など の債権

者から の開示要求をしにく い土壌 があ る｡また､計算畜類 および監査報告書 の勝本は'定時総会 の招集 通知 に添付
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し て株主 に送付す べきものとされ ているが (
商法 二八三条 二項)
'総会 すら開催しない小規模会社 が多 い｡さらに'

す べての株式会社 は'貸借対照表またはそ の要旨を官報または時事 に関す る日刊新聞紙 に公告 しなければならな い

(
商法 一六六条五項 二 一
八三条 四項 ･五項)
｡ただ し' インターネ ット で開示す る馬子公告 の方法 による ことも認め

られ ている (
商法 一六六条六項)
｡なお'有限会社 に ついては､その非公開性を考慮し て公告義務が課され ていない｡

しかし'小規模会社といえども物的有限責任会社 の形態をとる以上､計算 を明確化し開示す る ことは必要条件 で

あり､小規模会社 の過重負担 とならないよう登記所開示もしくはイ ンターネ ット開示 の義務付けが妥当な線 ではな

いかと考 える｡特 に' これら による情報開示は'間接開示の形態 をとるも のであ るから､だれ でも そ の情報 に接 近

しアクセスでき､利害関係者 の知 る権利 と会社 の開示義務 と の妥当な調和点が' これら の開 示方式 であると評価 で
(
川)
きる｡なお'計算 を開示し ていな い会社 にお いて'債権者が損害を受けたときは､取締役 に損害賠償を請求す る こ

とが でき る｡ただ し'取締役が'計算を開示しなか った ことにより損害が生じたも のでな いこと､または､計算 を

開示しなか った ことに つき注意を怠 らなか った ことを証明したときはそ の限り でな い (
商法 二六六条 の三第 二項)
｡

三 小規模会社 の会計監査
‑ 会計監査 の必要性

商法特例法は会計監査に関し て､周知 のように株式会社を資本 の額 な いし負債 の額 により大､中' 小 の三種 に分

類し'大会社と中会社 の監査役は会 計監査および業務監査 の権限を有Lt小会社 の監査役 は会 計監査だけ の権限を

も つ｡さらに'大会社 にお いては'会計監査人 による会計監査が 要求 され ている｡また､有限会社 の監査役は任意
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機関であり、会計監査の権限だけを有する。このように小規模会社の会計監査については、会計監査人によるべき

ことは要求されていないし、監査役が置かれていない場合には、会計監査を受けていない不正確な計算書類が作成・

開示されるおそれがある。会社の中でも多数を占める小規模会社が、合理的な経営を行い利害関係者を開示制度を

通じて保護するためには、計算の明確化と適正化が必要とされることは論をまたない。単に内部的に計算が明確・

適正にされているからよいというものではなく、開示も明確・適正なものでなければ混乱を招くことになる。特に、

インターネット開示が広く導入されるようになってくると、そのリスクは拡大されることになる。この計算書類の
正確性と信頼性を確保し、開示を担保するための制度が会計監査である。

しかし、大会社においてすら監査役の会計専門性に疑問があることから、会計監査人の外部監査が強制されてい

るのに、内部統制の面で大会社に劣り、取締役からの独立性の確保も十分でないと思われる小規模会社の監査役に

よる会計監査の実効性は、どれだけ期待できるか疑問である。されど、規模の大小を問わず、小規模会社といえど

も物的有限責任会社であるかぎり、債権者に損害を与える可能性を許容することはできないし、第三者の利益を保

証しなければならない。したがって、計算の明確化・適正化を担保する手段として、計算書類の開示と会計監査は、

切っても切り離すことができない会計制度を構成する基本的要素である。もっとも、小規模会社にとって監査を受
（Ⅱ）

けることが会社自体の利益にはね返って来なかったり、社会的に有効な結果をもたらす保証がないかぎり、監査制
度は発展をみないであろう。

つまり、監査役や会計監査人が、監査に付随して、会社の致命傷にもなりかねない不正や誤謬の指摘、経営指導

や税務指導等に関してメリットがある会計監査を行う場合や、きびしい競争社会の中で、取引銀行や取引業者が、相

手会社の信頼性を求める手段として会計監査が社会的需要の対象となる場合には、会社のメリットとなることは明
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らか であり' 小規模会社 にお いても'むし ろ会 計監査 の強 化を今後 はか る こと こそが､会社 の合 理的 経営 や社会的
爾要 の観点から必要 ではな いかと考え る｡

2 会計監査 のあり方

多く の小規模会社 の実態 はまさに個人企業 であ って' このような会社 に有 限責任制度 のメリ ットを享 受す る黄 格

を与え る べき ではなく'元来､米本 の小さ い会社 に有限受任制度 の利 用を認め る ことは'債権 者 保務 の観点か ら相

容れな いはず であ る｡したが って'有限責 任制 のもと で僻権者保碑を担保す るために､資本が 一定額 以下 の会社 の
無限責任化も検 討す べき練題 であ る｡

現行商法は'債権者保護 の観点から資本 を担 保 とし て会社財産を確 保す るため配当規制 の規定 (
商法 二九〇粂)杏

放け ている｡ しかし'平成 一三年および 平成 一四年 におけ る商法改 正 にお いて､ 配当規制 と密接 な関係 にあ る黄本

制度 に関す る重 要な改 正が行 われ'資本政策 が弾力化 され'柔軟 な財務政策 の遂行が 可能 となり'配 当規 制 にも変
(
e)
化が生じ てき ている｡さら に'平成 一五年 一
〇月にお ける法制審 議会会 社法部会 の ｢
会社法制 の現代 化 に関す る要

綱試案｣ により'最低資本金制度や剰余 金分 配規 制 に関す る改 正がな され よう とし ている｡確 か に､資本 の大 きさ

により債権者 保務 が保証され るわけ でもな いし､資本 と株式 の関係 が切断され ている ことから'会社 の規模 を 示す

基準とし ての資 本 金は有用性 に欠け ると思われ る｡ したが って'最低資本 金制度 と併 せ て負債 の総額 の限度額 を定
(
e)
めるとともに'有限責任 の 一部無限責任化 を導 入す ることによ る債権者保韓 は､車乗 上 の実効性 に疑 問があ ると い
わざ るをえな い｡

1方'無限責 任 を前増 とす る合名会社 ならび に合栄会社 に ついては､債権 者 に対し て会社 の経 営者 が最終的 に物
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的責任を負うのであるから、あえて計算の開示や監査を必要としない。しかし、小規模会社はオーナー経営者が多
く、融資業者等の債権者に対して経営者の個人保証を提供しており、実質的に有限責任の効果は消滅し、事実上の
無限責任を負担していることが多い。もっとも、会社が倒産するときは、有限責任と同様に無限責任といえども、現・
実には債権者の確実な保証となるとはかぎらない。しかし、無限責任会社にしる有限責任会社にしろ、債権者が確
実に保証されるわけではないが、法制度上、取引を行う場合において、債権者保護の観点から、その責任の種類が
全く信頼できるものではなく、実効性がないわけではない。

やはり、小規模会社は物的有限責任会社であるかぎり、有限責任を享受している代償としての債権者保護の観点
から、開示されるべき計算書類の正確性と信頼性を保証するために会計監査は非常に重要である。商法特例法上の

大会社では、監査役監査のほかに会計監査人の監査が強制されているのに対し、小規模会社である有限会社におい

ては監査役の省略が認められているので、監査役が侭かれないときは、計算書類の正確性や信頼性を担保する者が
全く存在しないことになる。ただし、監査役が置かれていても、監査役の資格として会計に関する知識や能力は要

求されず、経営者の親族や家族が就任することも多く、会計に関する知識や能力がある場合でも、監査役自身が帳
簿の作成から計算書類の作成まで依頼されてしまうことすらあり、会計業務と監査業務の責任区分が暖昧になる危
険性があり、監査役としての適格性はきわめて疑わしい。

また、計算書類の適法な手続による作成や株主総会の開催、貸借対照表の公告が履行されず、株主総会の是正機

能をもたないような会社では、監査役の第三者に対する責任は発生せず、商法の規定に従い誠実な経営がなされる

（Ⅱ）

ほど監査役の監査機会は増加し、第一一一者に対する責任が発生する度合も高まるが、現行商法が株主保護を目的とし

て、監査役の役割を位置付けているかぎりやむをえない矛盾といわざるをえない。しかし、監査役は、少なくとも
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（胴）

何らかの業務を行う姿勢を一示さなければ、悪意または重過失による職務僻怠であるとの解釈が一示されるべきである。
（脳）

さらに、小規模会社は、前述したように監査体制が不十分な上、会計帳簿が不備であったり、すべての会計処理

を経営者およびその親族や家族が行っていることが多く、内部統制組織も整っていない場合が一般的な状況にある。

むしろ、小規模会社では、現行の有限会社におけると同様、監査役を任意機関とし、会計専門家でなくとも機能を

発揮できるよう、監査役の機能を業務監査とすることが適当であり、会計監査は経営者から独立した職業的専門家

の外部監査によりなされることが望ましい。その職務上の任務憾怠があった場合には、会社や第三者に対する損害
（Ｗ）

賠償責任を負うほか、資格剥奪を含む専門家としての責任を背景にして、厳正な監査が行われることが期待される
か汗っである。

また、平成一四年の改正において、商法特例法上の小会社については、会計監査人の監査対象から除外されてい

るが、ベンチャー企業の中には、法律上の会計監査人としての権限や責任に裏打ちされた監査による計算書類の適

正を確保したいというニーズもあり、会計監査人の監査を受けられないとする法的制約を維持する合理性が乏しい

ことから、法制審議会会社法部会「会社法制の現代化に関する要綱試案」においても、有限会社のうち大規模なも

のについては会計監査人の設置を強制し、小会社であっても、会計監査人を任意で設置できるものとしている。

さらに、法務省は、平成一六年六月の法制審議会会社法部会において、株式会社と有限会社を一つの会社類型（株

式会社）として規律し、その中で、計算の適正担保の新たな制度として会計参与（仮称）の制度を提案した。会計

参与とは、①税理士（税理士法人を含む）または公認会計士（監査法人を含む）の資格を有し、②株主総会により

選任され、任期や報酬等については取締役と同様の規律に従う株式会社の機関であり、③取締役・執行役と共同で計

算書類を作成するとともに、④計算書類を会社とは別に保存し（保存期間五年間）、⑤株主・債権者の閲覧請求があ
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れば開示する。また、⑥会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人または支配人その他の使用人を

兼ねることはできない。さらに、⑦任務僻怠の責任は社外取締役と同様（株主代表訴訟の対象にもなり、報酬の二

年分までの損害賠償責任を負担）となっている。会計監査人のいない小規模会社においてはｐ取締役による計算書

類の虚偽記載や改ざんを抑止し、会計参与に会計保証人としての責任を負わせ、計算書類の正確性と信頼性を高め

ることができる。また、すべての株式会社（従来の有限会社を含む）において会計参与を選任することができるが、

原則として任意であり、譲渡制限会社（大会社を除く）で取締役会を設置している場合には、会計参与を選任する
ことにより、監査役の設置を省略することができる。

そこで、小規模会社の監査役の会計監査は有効に機能していないのが実状であることから、むしろ監査役の設置

を任意とし、情報利用者もしくは利害関係者の保謹の観点から計算書類の適正性を保証するために、独立した会計

の専門家による会計参与制度と外部監査制度の導入を強制すべきある。特に、小規模会社の場合には、専門的知識

を持った外部の専門家による会計監査の方が、監査役監査に比して独立性を保ちやすいのではないかと思われる。し

かし、外部監査人による会計監査となると、事務負担や経費増は避けられないが、有限責任の濫用による被害を受

けるのも多くは同じ小規模会社であるから、有限責任のメリットに対する代償としての経営の健全化、利害関係者

（川）

保護の必要性は、大局的見地から中小企業全体を益するものである。したがって、外部監査の制度は、間接有限責

任制度による企業が本来負担すべき一種の社会的コストの問題として考えなければならないものである。

しかし、外部の会計監査人の監査対象会社の範囲を拡大することは望ましいことである反面、監査の質を維持し

監査の形骸化を防止する必要があり、会計監査人となりうる資格者の数と能力および小規模会社の外部監査費用の

負担能力が問題となる。この外部監査が正規の監査であれば十分な監査ということになるが、会計監査人と小規模
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会社の双方の負担の観点から、正規の監査より簡易化された限定監査というものが成り立ちうるかという点である。

この簡易監査（限定監査）とは、会計帳簿の記録漏れまたは不実記載ならびに貸借対照表、損益計算書および付属

明細書の記載の会計帳簿との合致の有無等に限定した監査方法である。このような簡易監査は国際的にも例がなく、

監査の先進国であるアメリカやイギリスでは、大小会社の区分により監査の内容が異なるということはありえず、同
質のものと考えられている。

簡易監査の方法によれば、期中監査は省略でき監査費用も節約できる。ただし、内部統制組織の整備が前提であ

るから、それが期待できない小規模会社の監査を実施するとなると精査をせざるをえない。小規模会社の取引量は

大規模会社に比して少ないであろうが、内部統制組織が存在しないときは、綿密な全部監査を行うことになる。ま

た、前述の簡易監査の内容は、貸借対照表および損益計算書の適法性の監査でもあることから、現在の監査の範囲

と同様であり、通常監査と異なる簡易監査を考えることは難しいとする見解が多数を占めている。しかるに、日本

公認会計士協会の意見によれば「監査手続の一部を制度的に限定したり、監査人の注意義務の程度を緩和して監査

手続が簡易化された場合には、計算書類の適正性の保証は不可能となり、監査人の責任も不明確なものとなる。し

たがって、このような外部監査を制度化したならば、監査制度全体としての水準の低下と実務上の混乱を招くこと

になろう」と述べている。確かに、監査手続の一部を限定したり、簡易化した監査では、利害関係者に対して計算

書類の信頼性について保証することはできないし、会計監査人の独立性が形骸化する可能性がある。さらに、会計

監査がその機能を十分に発揮するためには、職業的専門性と独立性を兼ね備えた外部監査人の人数と資格・能力が問
題となる。
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３外部監査人

（Ⅲ）

大規模会社の監査制度と小規模会社の監査制度とがもっとも異なる点は、会計監査人による外部監査の強制の有
無である。計算書類の正確性と信頼性について制度的保証の導入が大規模会社に限られたのは、小規模会社がその
負担に耐えられないことと、公認会計士側の体制が十分でないという理由によるものであり、外部監査が望ましい

ものと認識されながらも、さまざまな現実的条件により導入が限定されたということである。しかし、法律上有効

な外部監査を行わないで放置してよいものでもない。小規模会社の有限責任を認めることによる弊害をできるだけ

除去するためには独立の専門家による外部監査の導入を拡大しなければならない。

（別）

そこで、税務と企業会計とが密接な関連をもつことと、小規模会社でも税務については専門家に依頼することが
通例であることに照らし、税務と監査を結合して同一人が併せ行うことにより企業の負担軽減を図りつっ、小規模
（別）
〈云社の外部監査に公認会計士だけでなく税理士を導入する見解がある。税理士の税務代理は、納税者の代理人とし
ての利益を図ることを目的とするものであり、節税のためであって脱税の手助けであってはならない。会計帳簿へ
の記帳の正確性を調査し、貸借対照表や損益計算書等の決算書類との整合性を図ることは、本来税務の執行の前提

としても当然すべきことであり、会計帳簿適法性証明と税務とを同一人が行うことは両立できるとするものである。

これに対し、会計監査は、独立した立場にある会計専門家が、内部統制についての調査、実査、立会、確認等の
手続をつくしてはじめて可能であり、決して簡易な手続によっては達成しえない。税理士はその職務遂行にあたっ
て、納税者のために監査的手法を行使して会計帳簿等をチェックしているにすぎない。これは、あくまで納税者の
（配）
代理人として税理士業務を行うための前提作業であるにすぎず、会計監査とは異質なものである。さらに、税務顧
問を勤めている会社に対して、同一税理士が商法監査をする場合には、特段の調査もなされずきわめて形式的・事
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（羽）

務的に適法証明が行われることが予測される。これに対して、顧問税理士の職務執行と全く関係のない他の税理士

が監査するというような方法もあるが、税理士は税法的基準に精通しているが、商法的基準には精通していない。税
理士試験には公認会計士試験にある商法、監査論は試験科目となっていない。

また、会計監査人の立場は検察官の立場であり、公認会計士（会計監査人）と税理士（依頼者の代理人）の立場

は両立しえない。現行法のもとでも、税理士業務を行っている会社に対しては、当該税理士である公認会計士は監

（湖）

査業務を行うことはできないと規定されている（公認会計士法一一四条、公認会計士法施行令七条六号）。税務顧問を

務めている会社に対して、同一税理士が適法証明をする場〈ロには、とりわけ両立場が矛盾する。すなわち、独立性

（溺）

の観点から、一定の利害関係にある者が監査業務を行うことを禁止しており、会計監査人は、監査業務と税務業務

を同一の会社について行うことはできないのであり、監査業務と税務業務は厳格に分離されて行われるべきである。
（配）

さもないと、税理士に無用の監査責任を負わせて、本来の税務代理業務に障害が加わっては、税理士制度そのもの
にもヒビが入るおそれがある。

｜方、小規模会社の計算書類の開示を強制することにより、外部の会計監査人による会計監査を省略することが

考えられる。外部監査を受けていなくても、計算書類の虚偽記載は民事上の責任を追及されることになり（商法二

六六条の三第二項）、過料が課されることになるので、計算書類を開示することにより正確な計算書類を作成するた

めの誘因効果は認められよう。しかし、前述のごとく、物的有限責任の利益を享受する代償として、利害関係者保

護の観点から、計算書類の正確性や信頼性、開示を担保する制度として会計監査人による外部監査は必要不可欠な

制度であり、広く強制されるべきである。したがって、現状では、公認会計士のみによる会計監査では監査体制が

十分とはいえない状況にあるので、日本においても、ドイツの経済監査士のような新たな資格を設けることを検討
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する必要がある。

四小規模会社の監査制度

現行法では、株式会社のうち商法特例法上の小会社以外の会社については、監査役は業務監査および会計監査の

権限を有するが（商法一一七四条一項）、小規模会社（小会社および有限会社）については、会計監査の権限のみを有

することとされている（商法特例法二二条一項・’一五条、有限会社法三三条の二第一項）。小規模会社の監査役の権

限については、取締役の職務執行全般を監査するのにふさわしい人材を得るのが難しいなどを理由として、会計監

査に限定することとされている。しかし、監査役の資格として会計に関する知識や能力を要しないとしながら、専

門的知識と能力を要する会計監査に限定することについては批判のあるところであり、会計監査より業務監査の方

が相応しい場合が多いとも考えられる。さらに、監査役が会計監査を行う場合にも、会社の業務を把握していない

かぎり会計監査の実効性は期待できない。したがって、監査役の業務監査権は、会計監査を有効たらしめるために

も重要なものである。法制審議会会社法部会「会社法制の現代化に関する要綱試案」においても、監査役について

は、株式会社・有限会社について一律に業務監査権限を付与する方向で検討されている。しかし、小規模会社の監

査役に業務監査権が付与されたとしても、有効に機能するかどうかが問題となる。

また、有限会社では監査役が任意機関化されている（有限会社法三三条）。その理由を有限会社の小規模性や社員

関係の緊密性にあるとするなら、大規模有限会社や社員数が一定数以上である場合には、監査役の設置を強制すべ

きことになる。監査役設置の省略を認める場合にも、有限責任享受の対価としての利害関係者保護の観点から保証
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が必要となる。小規模会社においては、所有と経営が未分離である場合が多く、取締役による監督に期待するのは

極めて難しい。また、監査役といえども、前述のごとく、その適格性はきわめて疑わしい。大規模会社においてす
（”）

ら、法律が期待した人材を確保し、有効に機能させることが難しい状況にあり、コーボレート・ガパナンスの課題と

なっている。それだけに、小規模会社の実体に応じた現実的な措置として、小規模会社に対する外部監査の必要性
は増大することになる。

そこで、小規模会社では、税務については専門家に依頼することが通例であることから、顧問税理士等を法務省

から提案されている会計参与（仮称）として選任し、計算の適正担保のための会計保証人としての責任と権限を与

え、小規模会社に強制的に導入すべきではないだろうか。さらに、利害関係者保護の観点から、会計参与（顧問税

理士等）とは全く関係のない独立した会計の専門家（公認会計士または監査法人）による外部監査の導入も強制し、
（配）

監査役の設置を任意とすべきである。本来、会社の規模の大小に関係なく、第三者的機関による監査・監督の仕組

みのないところに完全な有限責任制は認められないのであり、外部監査費用は負担増となるが、間接有限責任制度

による会社が負担すべき基本的コストである。つまり、有限責任は企業経営の失敗のリスクを他人に転嫁すること
（鋤）

を許容する制度であり、その最低限のコストの負担に耐えきれない者は、有限責任を放棄するという選択肢もあり
》つるはずである。

なお、小規模〈
なお、小規模会社においても、監査役が設置された場合には、その監査権限は会計監査と業務監査の両方を認め

るべきであり、会計の外部専門家である会計参与と会計監査人の設置も強制されることにより、会計監査面ではか

なりの強化が認められる。反面、業務監査面の手当ては不十分であるといえる。今後ますます複雑多様化する企業

社会において、規模の大小に関わりなく個別的な法令違反かどうかの判断は、法律の専門家でないかぎり容易では

ない。したがって、法律面の業務監査人として弁護士や弁護士法人による業務監査を義務づける必要があるが、そ

れでは小規模会社にとってはあまりにも過重負担を強いることになる。さらに、外部監査人側の体制も十分でない

ことを考慮して、ドイツの経済監査士のような新たな資格を設けることも一つの方法であるが、いっそのこと、会
（”）

計面・法律面の両方の専門的知識を有する監査士（仮称）なる国家資格制度を設け、外部監査人とすべきことも検討
する必要があるのではないかと考える。

五おわりに

わが国の会社の大多数は小規模会社であり、これらの会社に大規模会社と同様の法的規制を適用しても、その実

効性を確保することが問題となる。つまり、小規模会社は、物的有限責任会社としての実質を備えていないことか

ら、多くの規定が形骸化し機能していない。したがって、同族的・閉鎖的な特質を有する小規模会社においても、利

害関係者は会社から影響を受けているのであるから、小規模会社の会計法制のあり方、計算の信頼性を担保するた

めの会計監査等のあり方も、大規模会社に比して合理的でその実体に相応しい法的規制が用意されなければならな
◎

よる強制ではなく、自律的秩序により運営されるべきであり、監査も自己監査を充実することにより行われるべき

いるとはいえないのが実状であり、それを機能化することは至難の業であるといえる。本来、私的企業は、権力に

することが難しいといわれているが、大規模会社を前提にした規定ですら、大規模会社においても有効に機能して

しかし、現行の会社法は、少数の大規模会社を前提にして構成されていることから、小規模会社にとっては遵守

い

]８４
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（別）

である。しかし、有限責任制度の恩恵を享受するかぎｈソ、利害関係者保護の観点から保証は必要であり、その負担
増もやむをえないことである。
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（２）龍田節「小規模・閉鎖会社の計算と開示」商事法務九八四号（一九八三）一七頁．

（３）若杉明「小規模会社の会計制度をめぐる諸問題」企業会計三七巻六号二九八五）一四頁、一五頁。
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（９）稲葉威雄「中小会社における『会計監査』の方向ｌ計算の適正確保のための方策ｌ」税経通信一一一九巻二号（一九八四）二二頁。
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（Ⅲ）武田隆二「中小会社の計算公開の基本的枠組み」『中小会社の計算公開と監査Ｉ各国制度と実践手法』（清文社．二○○○）二
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（旧）なお、内部統制組織は監査の前提であると同時に、会社の経営管理制度としても利用価値が高く不正行為に対する予防的効
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元）可児島俊雄「中小企業と中小会社監査の課題」経済科学三七巻四号二九九○）一四五頁。
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