
監査役監査制度の改革について (下)

その他のタイトル An Auditor's System in Companiesact of Japan
著者 高柳 龍芳
雑誌名 關西大學商學論集
巻 21
号 1
ページ 68-86
発行年 1976-04-25
URL http://hdl.handle.net/10112/00021054



68 (68) 監査役監査制度の改革について（下） （高柳）
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高 柳 龍 芳

5 監査報告書の種類とその提出

(1) 計算書類・附属明細書に関する監査報告書

監査役は二種類の監査報告書を取締役に提出することとなる。一つは計算

書類（貸借対照表・損益計算書・営業報告書・準備金及利益又は利息の配当

に関する議案）に対するものであり，他の一つは計算書類の附属明細書に対

するものである。

また，監査役監査報告書は，株式会社の資本金の金額等による区分にした

がって，それぞれ，記載内容や提出の時期が異なっている。

① 中会社の監査報告書

中会社とは，資本金 1億円を超え10億円未満の株式会社（資本金 5億円以

上の証券取引法適用会社を除く）であって，本法の適用をうける会社であ

る。

中会社では，監査役は商法の定めに従って職務権限を行使する。そのた

め，会計のみならず，会計以外の業務についても，全面的な監査を行なうこ

ととなる。
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商法によれば，取締役は貸借対照表，損益計算書，営業報告書およぴ利益処

分案等の計算書類を作成し，これを，取締役会の承認を経て，定時株主総会

の開催日の 7週間前に監査役に提出する（商法第281条ノ 2)。つぎに， 監

査役は，これを受領した日から 4週間以内に，監査報告書を取締役に提出し

なければならない（商法第281条ノ 3第 1項）。 したがって， 監査役による

監査の期間は約 1か月間である。

また，取締役は，定時総会の通知には，計算書類以外にこの監査報告書の

騰本を添付する。これが定時総会において承認される（商法283条）ことと

なる。さらに，取締役は，定時総会開催日の 1週間前から計算書類と監査報

告書を本店に備え置いて，株主や債権者による閲覧または，騰本，抄本の求

めに応じなければならない（商法第282条）。 このほか，取締役は， 以上の

計算書類に関する附属明細書を作成するとともに，定時総会の開催日 3週間

前に監査役に提出し，監査役は，これを受領した日から 2週間以内に監査報

告書を取締役に提出する（商法第 281条ノ 4)のである。これに対する監査

役の監査期間は，したがって，約半か月間である。

また，附属明細書およびその監査報告書の騰本は定時総会の招集通知には

添付しないが，計算書類およびその監査報告書とともに，定時総会開催日 1

週間前から本店に備え置く（商法第282条）必要がある。

R 大会社の監査報告書

大会社とは，資本金10億円以上の株式会社および資本金 5億円以上であっ

て証券取引法適用会社を含んでをり，特例法第2章の適用をうける会社であ

る。大会社では，特例法により，会計については会計監査人による監査をう

けることとなっている関係上，商法第281条第 1項各号の計算書類に関する

監査役監査報告書も，計算書類附属明細書に関する監査役監査報告書も，中

会社の場合とは異なってくるのである。

大会社における取締役は，計算書類を定時総会の開催日 8週間前までに，

監査役と会計監査人に提出する（特例法第12条）と，会計監査人の方はこれ

を受領した日から 4週間以内に監査報告書を作成して，これを監査役と取締
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役の相方に提出する。監査役は，必要に応じて説明を求めるとともに，これ

を受領した後， 1週間以内に自己の監査報告書を取締役に提出し，さらに，

その騰本を会計監査人に送付する。 （特例法第13条， 第14条）こととなる。

大会社においては，したがって，会計監査人の監査期間は約 1か月間，監査

役のそれは 1か月間以上となろう。

ついで，取締役は，会計監査人および監査役より受領した監査報告書の騰

本を，定時総会の招集通知において計算書類に添付するとともに，定時総会

の開催日 1週間前に，本店に備え置く（商法第281条ノ 4第282条）のであ

る。

また，附属明細書については，取締役は，これを定時総会の 4週間前まで

に，会計監査人と監査役に提出し，会計監査人の方にこれを受領した日から

2週間以内に，それに関する監査報告書を作成して監査役と取締役に提出

し，監査役はこれを受領した日から 1週間以内に自己の監査報告書を取締役

に提出する（特例法第15条）こととなる。

なお，会計監査人の報告書を相当と隠めた時には，監査役は自己の監査報

告書にその旨記載すれば足りる（特例法第15条）が，相当でない場合どう記

載するかについては規定がない。

⑧ 小会社の監査報告書

小会社とは，資本金 1億円以下の株式会社であって，特例渋第3章の適用

をうけるものをいう。小会社では，監査役の職務権限が特例法第22条に定め

られているが，それによれば，従来の監査範囲と殆んど同じであると理解さ

れるので，会計監査のみが行なわれることとなる。

計算書類の監査報告書に関してみれば，小会社においては，監査役は，取

締役が株式会社に提出しようとする計算書類を調査して，定時総会にその意

見を報告するのである。

小会社における取締役は，計算書類を定時総会の開催日 5週間前までに監

査役に提出し，監査役は，これを受領した日から 4週間以内に監査報告書を

取締役に提出しなければならない（特例法第23条）。監査役の監査期間は，
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したがって，約 1か月となる。この監査報告書については，これを定時総会

の招集通知に添付する旨の規定はなく，計算書類とともに本店に備え置けば

よい（特例法第25条）。なお，監査報告書の記載事項についても規定はない。

なお，小会社においても，附属明細書に関する監査報告算を必要とする

が，この場合には，商法の規定（商法第281条ノ 4，第282条）によるので，

中会社と同じである。

(2) 株主総会に提出される不適法な議案および書類についての調査意見

監査役が監査を行なって，計算書類およぴ附属明細書に関する意見を述ペ

る場合とは別に，商法は「監査役ハ取締役ガ株主総会二提出セントスル議案

及書類ヲ調査シ法令若ハ定款二遮反シ又ハ著シク不当ナル事項アリト認ムル

トキハ株主総会二其ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス」と規定している。

このように，取締役が株主総会に提出しなければならない議案や書類は，

次のような事項に関連している。いくつかを取り上げてみれば，

営業の譲渡，譲受（第245条），事後設立（第246条），取締役の選任と解

任（第254条•第257条），競業の駆許、（第264条），取締役報酬の決定 (269

条），監査役の選任と解任（第280条）， 監査役報酬の決定（第280条） •新

株の発行事項に関する決定（第280条ノ 2)，定時総会の計算書類の承罵

（第283条第 1項），株式配当決議（第293条ノ 2，第343条）， 株主総会に

よる転換社債の発行事項（第341条ノ 2第2項但書）， 定款の変更（第342

条，第343条），資本減少の決議（第375条，第343条），解散の決議（第404

条第2号，第405条），合併契約書の承恩（第408社第 1項，第3項，第343

条），吸収合併の報告（第412条）， 清算会社の定時総会（第420条）， 清算

人報醐の決定（第430条）

などがあり，監査役はこれらの調査を行ない，その結果，法令または定款に

遮反し，または著しく不当と認められる事項があれば，株主総会において意

見を報告しなければならない。

なお，この種の監査意見に関する，報告の方式については定めがない。ロ
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頭による報告であってもよいとの考え方もあるが，やはり，監査役の職務権

限に属する重要な事項であるため，書式としての監査報告書の形にする方が

妥当であると思える。

(3) 監査報告書の記載事項

① 監査報告書の宛名

監査役の監査報告書の宛名を誰にするかについては種々の意見がある。そ

こで，決算時における一連の書類の流れをみてみよう。すなわち， 「取締役

より監査役へ計算書類提出」→「監査役より取締役へ監査報告書提出」→

「取締役の株主総会招集通知に監査報告書の騰本添付」となる。この書類の

流れに従えば，監査報告書の宛名は，大別して，三種類が考えられる。 1つ

は代表取締役である社長宛の湯合， 2つは株主または株主総会宛の場合，そ

して 3つは宛名を省略する場合である。

④ 社長を宛名とする場合

商法では， 「監査役ハ前条ノ書類ヲ受領シクル日ヨリ 4週問内二監査報告

書ヲ取締役二提スルコトヲ要ス」（商法第281条ノ 3)と規定している。ま

ず，社長が計算書類を作成し，これを，取締役会の承圏を経て監査役に提出

し，その後，監査役がその監査報告書を社長に直接提出することからみて，

監査報告書の宛名は，何よりも第一に社長であるという考え方がでてくる。

経団連の示している監査役監査報告書のヒナ型がその代表であろう。

計算書類の作成責任者である社長が，監査報告書を直接受領する立場にあ

る，という考え方は，自己の行為を，単に，書類の作成だけで終らせるので

はなく，他の第三者によって確認されることにより完成するとする立場であ

る。自己の責任において監査を受けることで，自己の職責遂行を完成し，そ

れによって免責をうけることができるわけである。

この方式に従えば，大会社における会計監査人の監査報告書の宛先および

大会社のうち証券取引法適用会社の財務諸表の監査報告書の宛先も，ともに

社長となり，商法上も，証券取引法上も宛先が同一となるであろう。
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＠ 株主総会を宛名とする場合

しかし，監査報告が計算書類と附属明細書に対して行なわれるだけでな

く，「監査役ハ取締役が株主総会二提出セントスル議案及書類ヲ調査シ法令

若ハ定款二遮反シ又ハ著シク不当ナル事項ァリト恩ムルトキハ株主総会二其

ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス」（商法第275条）と規定されていることから，

監査役は取締役に対してではなく，直接，株主総会に対して意見を報告しな

ければならない場合がある。

この例として，日本内部監査協会監査役監査研究会「監査役監査の指針

（昭和48年 9月20日）」においては，監査役監査報告書の宛先は「株主」と

なっている。監査役の監査報告書が騰本として計算書類に添付され，株主に

送付されるためであると考えられるが，おそらくは，機関としての監査役

が，機関としての株主総会に対してその責任を果すためには，監査報告書の

宛先を，監査役を選出すべき権限を有する株主にするのが論理的であるとの

考えからきたものと思われる。

◎ 宛名を省略する場合

ところで，宛名が社長である監査報告書の騰本が株主に対し送付された場

合，これを受け取った株主が，社長宛の文書を誤って配達されたと誤解する

おそれがあることを配慮して，監査報告書には宛名を記載しない「日本監査

役協会」の方式（ただし，この場合，社長宛の監査報告書送付書を添付す

る）も考えられる。その論拠としては，監査報告書に宛名を記載しなくと

も，商法上の記載事項ではないので法律上は問題がなく，監査報告書は有効

であるとする。

以上，監査報告書の宛名について三つの場合をあげたが，久保田教授は

「硯今の監査報告書は，株主はじめその他の関係者が，計算書類や附属明細

書と一体にして利用するものであり，また取締役の善管注意義務と忠実義務

をつくしているかどうかを判断する 1つの資料である。……ゆえに，今回の

商法で監査報告書の提出先の順序が新しく規定されたけれども，やはり宛先

は会社の機関としての株主総会である」と述べられる。
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そして，その論拠として「ちなみに，わが国の商法規定をかえりみると，

たとえば，明治32年の商法規定（株183条）においては， すでに『監査役ハ

取締役力総会二提出セントス）レ書類ヲ調査し株主総会二其ノ意見ヲ報告スル

コトヲ要ス』と定め，同規定については，明治44年および昭和13年の商法規

定においても改正されていないのである。また旧商法（昭和25年）でもこの

趣旨においては変わらず，ただ会計監査についての株主総会への報告と改正

されたにとどまるのである。いわば，わが国の商法では終始株主総会への監

査役の監査報告という規定であったことが指摘できる。」（久保田音二郎著・

監査役監査制度・税務経理協会）とのべられる。

以上，ここに，監査役監査報告書のヒナ型を挙げるが， 宛先は「株主総

会」とした。

例1 。計算書類に関する監査報告書（資本金 1億円超で会計監査人の監

査を受けない中会社）

監査役監査報告書

0 0 株式会社株主総会御中

われわれは， 00株式会社の昭和00年0月00日から昭和

00年0月00日までの第00期営業年度における取締役の職

務の執行を監査するため，取締役の行なった会計および会計以

外の業務について， 通常の監査手続を実施しました。調査の

結果，次のとおり報告します。

1. 貸借対照表および損益計算書は，法令および定款にしたが

って会社の財産および損益の状況を正しく示していると認め

る。

2. 営業報告書の内容は真実であると駆める。

3. 利益処分案は，法令および定款に適合していると認める。

昭和00年0月00日

0 0 株式会社監査役何 某⑲

監査役何 某＠
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0 附属明細書に関する監査報告書（同上）

監査役監査報告書

0 0 株式会社株主総会御中

われわれは． 00株式会社の昭和00年0月00日から昭和

00年0月00日までの第00期営業年度の附属明細書を監査

した結果，法令および定款に適合していると認める。

昭和00年0月00日

0 0 株式会社監査役何 某＠

監査役何 某＠

例2 。計算書類に関する監査報告書（資本金5億円以上で会計監査人の

監査を受ける大会社）

監査役監査報告書

0 0 株式会社株主総会御中

われわれは， 00株式会社の昭和00年0月00日から昭和

00年0月00日までの第00期営業年度における取締役の職

務の執行を監査するため，取締役の行なった会計およぴ会計以

外の業務について，通常の監査手続を実施しました。調査の結

果，次のとおり報告します。

1. 会計監査人某の監査の方法および結果について検討したと

ころ，相当であると認める。

2. 営業報告書の内容は真実であると認める。

3. 利益処分案は，法令および定款に適合していると認める。

昭和00年0月00日

0 0 株式会社監査役何 某＠

監査役何 某R
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。附属明細書に関する監査報告書（同上）

監査役監査報告書

、0 0 株式会社株主総会御中

われわれは， 00株式会社の昭和00年0月00日から昭和

00年0月00日までの第00期営業年度の附属明細書を監査

した結果，会計監査人某の監査報告書は相当であると認める。

昭和00年0月00日

0 0 株式会社監査役何 某＠）

監査役何 某＠

6 監査役監査報告書の概要区分

(1) 監査の対象

監査報告書への記載事項は，監査意見に関するものと，監査の概要に関す

るものに分れる。商法および特別法によれば，「監査の方法の概要」という

記載事項を規定しているが，その記載の方法については定めていない。しか

し，監査役の実施した監査事項は，監査対象の範囲として明示されねばなら

ない。

商法によれば，監査役の監査対象は，「取締役の職務の執行」である。監

査した結果がその内容において適法である要件を備えている場合には，監査

報告書は，できる限り余分なことを書かない方が，読者をして誤解せしめ

ず，「明瞭性」およぴ「筍楔性」の原則にしたがったことになる。

監査報告書において，「詳細性」や「有用性」が問題になるのは，通常の

監査が実施できなかった場合や，監査対象に遮法や不当が発見された場合，

すなわち， 監査の概要に関することでは， 「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコ

・ト能ハザリシトキ」（商法第181条の 3第2項第9号）のその旨と理由を記載

する必要があるような場合である。
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したがって，監査対象として「会計帳簿，貸借対照表，損益計算書，営業

報告書および利益処分案ならぴに会計以外の諸業務」（日本内部監査協会監

査役監査研究会・監査役監査の指針）というように詳しく記載する必要はな

く，単に，「会計および会計以外の業務」と記載すれば足りよう。 しかし，

わが国のように，とくに形式を重んずる国では，今後，かなり詳細な記載方

式を用いるようになることが予想される。

(2) 会計についての通常の監査手続

監査範囲における制限を何ら受けることなく，監査役が会計監査を実施し

えた場合には，「通常の監査手続を実施した」旨を記載する。

しかし，このような簡潔な手続の記載だけでよいかどうかについては，具

体的な例として様々な論議があるようである。例えば， 「必要と思われる実

査，立合・照会，取締役からの報告聴取その他合理的な方法をもちいて調査

した」（監査役センター・監査報告書作成基準案一昭和45年12月） という提

案や， 「取締役会およびその他の重要な会議に常時出席するほか， 定期的に

取締役から営業の報告を聞き，重要な決裁書類を閲覧し，本社および主要な

事業所において実査を行ない，かつ，監査の方針および経過について必要に

応じ監査役全員が協議して監査した」（日本監査役協会， 監査役の監査報告

書のヒナ型について一昭和50年 5月15日）という提案がある。

簡潔性の原則にたって，通常の監査手続を実施したとのみ記載した場合，

問題となるのは，監査役による会計監査には，かつて，通常の監査手続とい

う慣行がなかった点であろう。そのため，過去において，監査役が，通り一

ぺんの計算書類の調査や，総勘定元帳の照合程度で盲判を押して済ませた監

査手続を想起させるかもしれないことである。

しかし，改正商法における監査役の会計監査は，少くとも「監査基準」に

もとめられているのと同程度の結果を期待していると考えられる。この点，

すでに，公認会計士による監査手続が定着している現在においては，この旨

の記載を行なうことにより，わが国の会計に関する通常の監査手続として慣



78 (78) 監査役監査制度の改革について（下） （高柳）

行となった程度の監査が行なわれたことを意味することとなり，•その際必要

である実査，立合，照会，報告聴取等は，当然にこの通常の監査手続の中に

含まれてくるであろう。

しかしながら，他方，大会社においては，専門家である会計監査人による

監査があるために，ここからも監査報告書がでてくるが，その報告書にも，

会計監査人によって「通常の監査手続を実施した」旨の記載がなされる。そ

の結果として，これが，監査役による通常の監査手続とどう関連しあうのか

が問題となる。

会計監査人が監査を行なっている場合，会計監査に関して，実務上では，

監査役の監査とは調整を行なうので重複しないのが普通であろう。監査役

は，会計監査人の監査の方法や結果に関し，相当でないとの異議をもった時

にはじめて，その旨およびその理由を述べるのであり，その上で実施した監

査役の監査の方法と結果を（特例法第13条， 第14条）， 自己の監査報告書に

記載するのである。

このように，監査役の行なう通常の監査手続は，一種の従たる意味での会

計監査となるものと考えられる。したがって，会計監査人が一方で会計監査

を行なっていることが前提となり，そのような立場にたっての監査役の通常

の監査手続であると理解しなければならない。

(3) 業務についての通常の監査手続

大会社および中会社にあっては，監査役の業務監査が必要となる。歴史的

にみれば，この業務監査は明治32年の商法から昭和25年の商法に至るまで規

定上は存在していたのであるが，実践的には，業務の監査手続はついにその

慣行を樹立するに至らなかったのである。その意味からは， 「会計以外の業

務について，通常の監査手続を実施した」という概要区分の記載文言だけで

は不十分であるかもしれない。

そこで，一つの方法としては，先にあげたように，日本監査役協会のモデ

ルのような記載文言も考えられるのであるが，ここにあげられた文言は，ぃ
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わば，監査役の当然の権限を列挙したにすぎないとも読めるのであって，

「監査役が法令によって認められた権限を適正に行使して監査した」云々と

書くことと大差ないように思える。

さらに，もう一つの反論として，硯段階においては，通常の監査手続とい

う文言を用いても，それが依るべき「監査役の行なう業務監査について一般

に認められる業務監査基平」がないのであるから，概要の区分には，一層詳

しく文言の記載をなす必要があるという論も成りたつであろう。

しかしながら，あらゆる慣行は，実践の過程において作りあげられてゆく

ものであり，さらに，法令に盛られた監査役の職務権限の内容や趣旨を十分

汲み上げることによって，業務監査の手続については，自から実施すべき方

向が定まるべきであり，まして，各界から，多くの監査手続基準案が試され

公表されつつある硯段階においては，詳細な文言を記載することで，その内

容はさらに精・粗あい混交しあって，却って読者を迷わせる結果ともなりか

ねない。

詳しく記載せず，簡楔に記載された監査報告書においては必要な監査手続

が省略されているかもしれないとの疑いは，極めて詳細に記載した監査報告

書においてもなお，記載し足りなかった部分に関しては，監査手続を省略し

ているのではないだろうかとの疑いを抱くのと同断である。

なお，久保田教授は通常の監査手続の例として，つぎのような場合を挙げ

ておられる（久保田音二郎著，同掲書， 136頁）。

(a) 取締役会に出席して，その議事内容が会社の目的の範囲外のことがら

ゃ，法令もしくは定款に遮反することがらではないかをオブザーパーの立

場から確かめる。

(b) 代表取締役が，取締役会の決議どおりに実際執行しているのか，またい

わゆる平取締役が代表取締役の執行について監視しているのかなどを確か

める。

(o) 各種の会議に出席して，その会議内容から取締役が法令もしくは定款に

遼反する事実が起っていないかを確かめる。
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(d) 内部監査人に質問し，ときには内部監査の現地講評会にオプザーバーと

して出席したり，必要があれば，内部監査報告書やその監査調書を閲覧し

て，取締役が下部に権限を委譲した日常の業務について，取締役が善管注

意義務と忠実義務をつくして，この日常業務を監督しているかどうかを確

かめる。

(e) 監査役が会計監査を実施している場合には，この会計記録などが，現実

の業務取引においてどうなっているのかを確かめる。

(f) 計算書類としての営業報告書の内容（これには会計監査の事項も含まれ

る）が真実であるかどうかを確かめる。

（匂 利益処分案が，会社の財政状態や近い将来の会社の巨額な失費の予定な

どからかんがみて，無理ではないかを確かめる。

(h) 取締役が営業年度末に不正の行為や法令もしくは定款に造反する重大な

事実がないかを確かめる•O

また，同教授は「その他必要な監査手続」を「通常の監査手続」とは別値

に独立させて指示するとともに，いくつかの例を同書におI,・ヽ て示されている

が，会計監査における場合でも，最近においては， 「その他の監査手続」が

広く「通常の監査手続」のなかに包含されているという解釈がとられている

傾向にあることから，業務監査においても， 「通常の監査手続」というだけ

で十分に理解されることと思われる。したがって，これとは別個に，あえて，

「その他必要な監査手続」という文言をつぎたす必然性は必ずしもないよう

に思える。

7 監査役監査報告書の意見区分

商法第281条ノ 3第2項第二号から第八号は，監査意見の記載についての

規定であり，これによれば，監査報告書に必ず記載しなければならない事項

と，規定された事実がない場合には記載する必要がない事項とに分れる。

-•. r― .  
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(1) 会計帳簿または計算書類の不実記載

(81) 81 

第二号によれば「会計帳簿二記載スベキ事項ノ記載ナク若ハ不実ノ記載ア

ルトキ又ハ貸借対照表若ハ損益計算書ノ記載が会計帳簿ノ記載卜合致セザル

トキハ其ノ旨」の記載を必要とする。すなわち，①会計帳簿に記載されてい

ないような簿外取引の事実，③会計事実をありのままに会計帳簿に記載して

いないこと，⑧貸借対照表と損益計算書の記載内容が，会計帳薄の記録と一

致しないこと，といった場合が考えられる。

以上，三点にわたる事実が発見されると，監査役はその旨を監査報告書に

記載しなければならない。したがって，以上の事実が発見されなかったか，

または発見された場合であっても，取締役との間で意見の調整がなされ，こ

れらを修正しえた場合には報告書への記載事項とはならない。

この第二号においては，会計上の脱漏や虚偽等の遮法性が発見された場合

に，その旨だけを書けぱよいことになるので，ここでは，具体的に，事実の

説明をする必要はない。しかし，監査役は，監査報告書に詳細な具体的指摘

を行なわない場合であっても，この裏付けとなる資料ないし証拠を残すため

には，監査調書において，これを取り上げておく必要がある。また，この第

二号における進法性は，おそらく，第四号の遮法な表示とも関係しあってく

ると思われるので，詳しい事由の記載は第四号のところで果されることにな

ろう。

(2) 貸借対照表および損益計算書の適正表示と違法表示

第三号および第四号によれば｀「貸借対照表及損益計算書が法令又ハ定款二

従ヒ会社ノ財産及損益ノ状況ヲ正シク示シタルモノナルトキハ其ノ旨」ある

いは「貸借対照表又ハ損益計算書が法令又ハ定款二遣反シ会社ノ財産及損益

ノ状況ヲ正シク示サザルモノナルトキハ其ノ旨及事由」のいづれかの場合を

記載することとなる。

すなわち，貸借対照表と損益計算書が，法令及び定款に従って作成され，
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会社の財産及び損益の状況が正しく示されていると，監査役が認めた場合は

その旨，反対に正しく示されていないと判断した場合には，その旨と事由を

記載しなければならない。これは，正否いずれかの意見を求められている場

合である。

この第三号は，前記第二号についての記載がある場合には，記載すること

ができなくなり，反対に，第四号の記載を必要とすることになる。

また，第二号の記載がないにも拘らず，第四号の記載をする必要がある場

合は，主として，表示方法や様式の進反等が考えられよう。さらに，この記

載の場合には，その旨および事由を記載することとなるから，少くとも，逮

反となった事実の説明と，金額的にどの程度正しくなく表示されているかを

書くのが妥当であろう。

(3) 営業報告書への意見

営業報告書は計算書類の一部であって，従来から決算に際して作成されて

きた。これは大会社では，会計監査人にも提出されるが，彼の監査対象とは

ならず，専ら監査役の監査対象となっている（特例法第13条第2項）。

旧商法においても，営業報告書を定時総会に提出する定めがあったが，そ

の具体的内容については明らかでなく，実際上は，営業の概況， 貸借対照

表，損益計算書，準備金及び利益又は利息の配当に関する議案が，営業報告

書の名を冠した書類の中に掲載されていたと考えられる。

西独の株式法のように， 「営業報告書の内容」が法定され， それが監査役

の監査対象となっているのと異なり，わが国の場合には，営業報告書には法

定の内容がないために，実際監査をするに当っては，要領のえられぬことと

なろう。とくに，会社のPR等が盛り込まれていて，将来への営業の展望な

どが開示されている場合には，一層，その真実性に関する意見の表明は困類

となろう。

いま，監査の対象となるべき営業報告書とは，会社の過去の営業実績を示

す報告であるとともに，ひきつづき行なっている営業活動の現況についての
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報告をも記載するものであるとの理解にたてぱ，有価証券報告書の第3 「営

業の報告」の項に当るつぎの部分が参照になるかと思われる。

① 製品別生産能力の当年度，前年度比較

R 生産実績，（イ）生産実績および稼動率の当年度，前年度比較，（口）外注購入

部品の状況， Vヽ）資材の状況ー主要資材の状況とその価格の推移の当年度・

前年度比較

⑧ 製品別発注状況およぴ生産計画の当年度・前年度比較

④ 販売実績 （イ）支店販売会社などへの販売方法，（口）販売実績の当年度•前

年度比較， Vヽ）輸出数量とその金額およぴ販売価格の推移の当年度・前年度

比較

以上の点から考えれば，営業活動に直接関係をもたない，いわば宣伝文書

のごとき PR的な記載や，公害防止対策，社会責任等に関する事項は，営業

報告書の記載事項ということは必ずしも妥当ではないであろう。

商法は「営業報告書ノ内容ガ真実ナリャ否ャ」について，監査役の意見表

明を求めている。したがって，ここでは，法令もしくは定款に従っているか

どうかについての意見表明なのではない。ここでいう真実とは，不実の記載

をしてはならないというように理解すればよいであろう。すなわち，一般的

にみて，読者の判断を誤らしめると思われるような記載が不実となるであろ

う。ただ，法令事項として，営業報告書に記載しなければならない事項とい

うものがないために，どの程度記載すれば重要事項の脱漏がないといえるの

か，または，現状を全然説明しなくとも法律遣反とならないのか等について

は明確ではない。

(4) 利益処分案への意見

第六号によれば「準備金及利益又ハ利息ノ配当二関スル議案ガ法令及定款

二適合スルャ否ャ」， また，第七号によれば「準備金及利益又ハ利息ノ配当

二開スル議案が会社財産ノ状況共ノ他ノ事情二照シ著シク不当ナルトキハ共

ノ旨」と規定されている。
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これによれば，利益処分案は法令もしくは定款に適合しているかどうかで

あり，いづれかについて意見を述べるのであるが，さらに法令もしくは定款

に遣反していない場合であっても，利益処分案が会社財産の状況その他の事

情に照らしていちじるしく不当であると監査役が認めた場合は，そのような

状態が発生した時に限り，その旨を記載することになる。すなわち，この第

六号意見は，必ず毎期記載する必要があるが，第七号意見については，その

ような事態が発生した場合のみ記載すればよいのである。

ただ，この第七号の場合， 「著シク不当」といっても， その解釈は極めて

困難であり，多くの場合，取締役と監査役との間の見解の相遣であることが

多いと思う。したがって，この第七号意見が記載される場合にあっては，最

終的判断は株主総会にゆだねられることになるであろう。

(5) 取締役の職務遂行への意見

第八号によれば「取締ノ戦務遂行二関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款二造

反スル重大ナル事実アリタルトキノヽ其ノ事実」と規定している。

第八号は，いわゆる業務監査の結果としての意見を述べるのであるが，①

取締役の職務遂行に関し法令又は定款に遮反する重大な事実があった場合，

さらに＠取締役の職務遂行に関し不正の行為があった場合に，その事実を報

告しなければならない。

したがって，取締役に不正の行為や重大な遣反の事実がなければ，監査報

告書にその旨を記載する必要はない。この第八号に関しては，会計監査とは

異なり，とくに，業務監査に触れた部分であるため，さらにまた，毎期記載

しないことになると，この点に関する検討がおろそかになるおそれがあると

の主旨から，多くのヒナ型では，適正な意見が述べられる場合でもこれに言

及しているようである。しかし，余分なものを書かないのが，簡潔性の原則

から云ってもよいとの判断で，ここにあげたヒナ型では，適正である場合な

ので言及していない。

ここで，問題として取り上げられる例としては，競業の禁止（商法第264
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条第 1項），取締役と会社の取引（商法第265条），あるいは利益配当の遮反

（商法第 290条第 1項）等があげられよう。

さらに，取締役の職務遂行に関して不正の行為又は法令に進反する重大な

事実があったとき，監査役の指摘によってすでに治癒している場合とか，あ

るいは，会社が被害を蒙ったが，その後，取締役が個人の責任において弁償

をなし，被害を原状に回復したような場合，その結果として，監査報告書を

作成する段階で，職務遂行に関し不正の行為や法令定款に造反する重大な事

実がない場合には，監査役が監査報告書において，その事実に関し意見を表

明するべきかどうかという問題がある。

しかしながら，このような場合には，第二号等に関する意見の場合とは異

なり，たとえ，被害などがなかったとしても，これが法令定款に遮反する重

大な事実として過去に現に存在していた限りでは，すでに正常に戻ったとは

いえ，その進反の事実があったことは消えないのであり，今後における取締

役の資質にも係わる重要な判断資料ともなるのであるから，その事実を監査

報告書に記載すべきであろう。

(6) 特例法による監査報告書の作成

大会社においては，会計監査人が選任されるので，大会社の監査役が提出

すべき監査報告書は，通常の株式会社（中会社）の監査役の提出すべき監査

報告書とは幾分異なっている。

すなわち，大会社においては，会計監査はすべて会計監査人にまかせて，

この部分についての監査意見の記載を必要としないのである。ただ，会計監

査人の意見を無条件に受けいれることはできず，会計監査人の行なった監査

の方法，あるいは結果が相当でないと認めた場合においての，その旨と理

由，および自己の監査の方法の概要と結果について記載しなければならな

い。

特例法第14条第2項第二号および第三号によれば，大会社の監査役の報告

事項はつぎの通りである。
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① 会計以外の業務の監査の方法の概要

R 営業報告書の内容が真実であるかどうか

⑧ 利益処分案が，法令もしくは定款に適合しているかどうか

以上の意見については，毎期の監査報告書に必ず記載しなければならな

い。さらに，

④ 利益処分案が著しく不当である場合

⑥ 取締役の職務遂行に不正の行為叉は法令若しくは定款に遮反する重大な

事実があった場合

には，その旨を記載しなければならず，この点に関しては中会社と同様であ

る。

なお，小会社の場合においては，監査役は会計に関する書類に限りこれを

調査し，株主総会にその意見を報告すれば足りるのであって，とくに監査報

告書の記載内容についての定めはない。 以 上




