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企業会計担当者が謳る
﹁監査法人のバカヤロ
ー

ず︑高度な会計知識を公議室で偉

当者からすれば︒お勉強・はできても︑人間としては未成熟
だと怒声が聞こえてくる︒

場ではその判断を公認会計士が握っているのだが︑企業の担

いうことだった︒

数の高いバカ﹂がいかに多いかと

り回して指導を繰り返す﹁知能指

たとき︑単に高尚でヴ門用語を振

高いものの︑︒人の人間として見

監寺法人の会計七は︑知能指数は

そこで感じた結論のひとっが︑

特してきた︒

意顔で指南してくれるという︒

監査を通せるような ｢八技〃を得

監査卜のグレーソーンを駆使して

ては︑名誉欲をくすぐることで︑

べき監査︒法人だが︑会計Ｌによっ

本末︑独立︒的・客観的に対処す

ＩＩ

﹁会計﹂のプロ集団であるはずの

そうに披︒露する︒入退京管理を強

この点は︑拙咎⁚監査ＭＢＡ講

ば逆に気分を損ね︑ぞんざいな監

﹂

監査法人が赤字を出し鳥ハ⁚の眼と

化しろと︑ジャストインタイムで

座 監査マネジメント技仙べや︒経

沓指導を行うプライドだけが高い

だてておけば会計トはチョロイも

錨楡されている︒その原囚のひと

１分でも出荷を急がなければなら

膏偽装一不祥乍対策への町⁚鐘を鴫

監査人もいる︒こうなると︑人問

拘わる八︑訃Ｌの不条理と数多く対

つに︑現場日⁚線なき横柄な会計ト

ない︒に場で︑トラックの出入りを

らす20の規座 ︒などで詳細を記し

としての品性を疑いたくなってし

企業の健全性を図る指標のひとつに挙げられる財務︒監査の

の存在が挙げられるが︑監︑査を託

絹かくチェックするよう指摘され

ているので参照されたい︒
また︑奈川に出店する大石小売

営やその実務や現場のリアルな状

まう︒クライアントのシビアな経

で︑﹁○○先生﹂と︒口われなけれ

その厚遇が身に染み付いたよう

んだ﹂

す側の企叉担当者の声に耳を傾け

た︒そのために３収の門とむ視カ

業のＢ杜の担当者はこう明かす︒

は気を良くして︑⁚私はこれから

にこもって机ｈの︒会計マニア忙い

計知識をこねくりまわし︑会議・堅

況などは知ろうとせず︑高尚な会
実態をよく理解せず︑企袁規模に

壁に向かって独り言をつぶやきま

﹁︒先生﹂と呼んでおけば会計ト

見合わぬ要求を押し付ける困り者

成りドかってしまい︑賢そうに見

たちはそのことを令︒く自覚できて

す¨と︑巾︱杜が監査卜で対応すべ

だ﹂
この類の声は少なくない︑企裳

ポロポロとしゃべってくれる︒お

き内容や監査を通すための答えを

計に詳しく賢いのだろうが︑経営

しろなどとず気で︒︒一⁚ってきた︒会

日本マネジメント総合研究所理事長 戸村智憲

ると︑もはや監査を任せておけな

Jp

えて実は匪間知らず︒しかも当人
側の依頼で︑筆者は長年︑監︒査に
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いとの慎りの声が聞こえてくる︒

おだてれば木に登る
知能指数の高いバ力
砧自動弔部品製造大ＦのＡ社の
経理部長はこう・︑︑りっ︒
﹁監査法人の会計士は︑現場や当
社の経営の実態をレ分に把握せ

皿

ｊ

いないのだ︒
ＩＦＲＳ対応では︑経営の実態

−−−

経験乏しい新人会計士・

だが︑当社は監査法人の新人研修
機関ではない︒いい加減にしてほ

の担当部長はこう嘆く︒

﹁監査の高度化を勣められ︑監査

の会計士は︑より規模の大きい企

同じ人手監査法人でも︑腕利き

いかとこ⁚えば︑そうでもない︒某

ない︒片う通りにしていたら︑現

論や監査基準などだけでは機能し

ベテラン同士の主張合

るが︑このような現場を知ろうと

新興巾場卜場ＩＴ企業のＥ社の担

場を混乱させてしまい絶対うまく

たが︑現場の監査は︑机上の監査

基準や監沓論を仰々しく指導され

しない監査法人の会計士に︑果た

業の集中する東京・々心古屋・大阪
当者はこう嘆いている︒

では︑ベテラン監舎人ならば良

しい﹂

してＩＦＲＳの実効性ある対応が

を担当するため︑地方の企業には︑

に即して会計処理を行う必要があ

行えるかは大いに疑問だ︒

まに対応していたら︑同じ監査法

けられる仕組みとして機能すべき

監査とは︑企業が健全に儲け続

いかない﹂

人の別の監査人に﹇なんてこんな

だが︑監査法人の提供する監査指

﹁監査を通すために指摘されたま

ことが多い︒地方企叉を担当す

ことをしているのか︒私の︒︒︑⁚うよ

２軍・３車の会計士が回ってくる

る︑トンデモ会計士・は︑監査法

某大子食料品企業Ｃ社を訪れた
ときのこと︑担当者はこう明かし

人というブランドカや監査を通す

け入れざるを得ず︑３０００万円

れ﹂一と︒一︑⁚われた︒結局その話を受

に精報共有できるシステムを作

人とおたくの会社とをダイレクト

このＩＴ企業に依頼して︑監査法

在を通したかったら︑私の薦める

監査法人を懲戒解雇されたが︑こ

ー取引を行い︑所属していた中堅

の婦人服販売会社株でインサイダ

会計十は︑叉務卜知った名占屈服

引委付会が摘発した愛知県の公認

活用するのだ︒昨年Ｈ月に証券取

権限を︑作目い汁を吸う道具として

Ｆ社の担当者だ︒

したのは︑某ｈ場ゼヽ不コン企業の

同じ理由で︑ついに怒りが爆発

戦で現場は大混乱してしまった﹂

テラン監売人同士の持論の土張合

１８０産児ハなる指摘をされた︒ベ

うにしないと監査は通らない¨と︑

対応が今︑求められている︒

身の丈に合うバランス感ある監査

場目線で経穴の実態を踏まえた︑

監査の実効性向卜に向けて︑現

逆機能﹂があることも乍実だ︒

ど企業経穴を悪化させる﹁監査の

導の中には︑監査を行えば行うほ

﹁監査法人のある会計士から︑﹁監

てくれた︒

かけてシステム構築を余儀なくさ

うした事件が表面化するたびに監

出さず︑黙って太鼓判だけ押して

チイチもっともらしい監査指摘を

パラな対応しかできないなら︑イ

﹁てめえらの監査法人内でもパラ

れた︒後目︑同業者に聞くと︑そ

沓不信が深刻化する︒

は毎年回じ悩みで頭を抱える︒

某上場製造裳のＤ社の担当部長

んなことはあり得ない話だと忠心⁚

公正で中ｙであるべき監査法人

された﹂

年新人が担当することになってい

だ︒これ以外にも︑乃ききれぬほ

に対する企業担当者の不満の︒例

これらは筆者が耳にした会計じ

帰ってくれ！﹂と憤慨する︒

るのか︑総じて監査実務に詳しく

﹁当社にやってくる会計Ｌは︑毎

旋していたことに︑筆者は少なか

ない︒原価計算の実務をこちらが

の会計士が︑特定のＩＴ企業を斡

らず驚いた︒

ＬＴ企業からリベートをもらって

同じようなことが繰り返されるの

教えたということもあったに母年︑

ている︑某ト場化粧品企業のＧ社

ど怒れる生の声が筆者に寄せられ

どうもこの会計ヒは︑斡旋先の

いる吋佳作が高い︒
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