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近代株式会社における正妥な間Hgの１つに監査がある。会社に，監査役宜允は検査役のよう

な私的監査楓関の股匝を銭務づけている国は多く，その中には日本をはじぬ本禰でとりあげ

るメキシコも含まれている。ところで，周知のように，ラテン・アメリカでは少なからざる国

において,嫌式会汁に対する行政的監督紺峻が行なわれている。しかしながら，メキシコにお

いては単則主義がとられる結果監査は，主として，監査役により行なわれている。・

監査役監迩に対しては，近時，多くの国において，との温の監査だけでは不十分であるとの

】it\Uが高宮D，新たに公麗会ﾛﾄ士による会針監査の問題かクローズアヮプされている。との点

は,メキシコについても例外ではあｂえない。メキシコの掲合には，隣接ナろ米国の影哩もあ

って、公盟会叶士の耐【嬢か比絞的発達し，公盟会８１士の監査も普及をみるにいたっている。し

たがって，メキシコの壁交附砿を総γろにあたっては，ＥＥ査役監充と公盟会8f士監査の２つを

とｂあげまければたらないであろう。メキシコにおいては，嫌式会社の財務論表は朧在役の監

査を，汁なければならないが。特定目的のためには，さらに公鹿会81士の監査狂明を必要とナ

ろ。堂尤，一般に，公盟会剛士の監査報告19を総当局に届け出ることにより，税防当同の検

査を免れうる。そこで，メキシコの多くの会社は，藍在役と公a図会Ｈ１士の両者による=虹の監

査を受けている。

このような監査倫砥［の二元性は，はからずも，わが国の現状に一致する。しかしながら，監

査役おエぴ公腿会g化この柑砿の内容は日鍋両国において。必ずしも，一致しない。ヒヒに，比

較考察の対象とする根拠が見出されるように思われる。本欄は，越者の志向する会所附峻の比

鮫研究の－嚢として，メキシコにおける監査ID砿の問題を駒じていろ。以下においては先ず，

監茜E役ＩＤ伽ﾋﾞについて鴎じO次いで公認会計士、1m【をとりあげ，最後に，公漣会81士力;ﾀﾄ部監査

人と監査役の両者を兼任する問題について輸血するであろう。
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エ監査役制度

1はじめに

メキシコに渋ける凪初の商法典は１８５４年に制定されたがＱこれには監査役に関する規

定がなく，１８８４年に制定されたメキシコ国第２番目の商法典において，はじめて監査役

会（ｕｎＣｏｎｓｅｊｏｄｅエｎｓｐｅｃｃユ。、）の制庇が破けられた。との禍合,監杢役会の

メンバーはその氏名を定款に妃戦されていなければならず，各メンバーは単独で行動するこ

とかできなかった（５５２，５６５，６８０かよび５８１条）。１Ｂ８１年商法典（現行法）

は１８８２年イタリア商法典の杉野を受けて111独嚥錘E役の制度を樹立し，これが特別法たる

１９５４年の商取会社一般法（ＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅＳｏｃユｅｄａｄｅｓＭｅｒｃａｎｔユー

ｌｅｓ）に受継がれて今日に至っている（注１）。

以下に歩いて，メキシコ国監垂役Hi腱の衆描を険ふよう。
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Ｅ翌E役（。｡､ﾕSarioS）は株主総会か選任ナろ(商珈会社一般法j:§1,条Ⅱ)ｂ監迩
p0．'0.･

役か３人以上の柵合。定窟tにより少数株主柵を定めるものとする。しかしながら，会tj涜本

の２５％を代我する少数株主は，いずれにしても，そのうちの１人を選任することができる

（１４４条，１７１条）。

これに対して，マンティーヤ．モリーナ（Ｍａｎｔﾕｌ１ａＭｏ１ｉｎａ）は，監査役か３人－

以上ということは実際にはないので，少i酎i(主揃は所酸は陰に習い允餅にすぎ左い，と批判
.h●･

している（注２）。一方，ロドリゲス（ROdrigueZ）はⅢ定款に上ｈ少数嫌主柑を拡大

して。例えば監査役が２人茂士は５人のとき,それぞれ１人左尤は２人を適任することがで

きる旨規定することができる，としている（注３）。
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監誼ﾋﾟ役が全Bi欠けた楊合，取ＩＭＩ役会Ｉｄ５Ｂ以内に監枩役選任のための橡主総会を招染した

ければならない。取締役会が招染しないと＆，株主のiii次にもとづいて会社所在地の裁判所

が招梨する。このような招梨が行なわれず，あるいはｐ招染はたされたか総会において監杢：

役の選任がなされなかったとき，株主の:H水にもとづいて会社所在地の裁判所が選任する。

これは，ゆく注で，総会に*･いて監杢役が適任される古での暫定的な描囮にすぎたい（商91冊

会社一般法１６８条）．

なお，密E役の避任は内部Ⅲ項であるのでｂ商業登配鰍に登り日する必要がないと解されて

いる（注４）。
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ユ被遍資格

監交役は橡主であることを要しない（１６４条沁吉た，監忍E役は自然人たると法人たる

とを問わない。更に，取締役および支配人が代理人によって職務を遂行することかできたい

（１４７条）のに対し，監査役にはとのよう左制限がない。金融機関か監副E役の職務を遂行

できることについては明文の規定がある（銀行一般法４４条Ｃ））。

監査役の久#il騏由は次のエウに定められている（１６５条）。

（１）営業能力のない者

（２）会社の使用人

（３）取締役の直系血換四親等以内の傍系血族および二親等以内の姻族

(1)t除く欠格騏由瞳監立役が取締役の行為を監視するために独立性を保持していなけれ

ば我ら左いとこらから定められたものである。

～＝ンティーヤ・モリーナは,監査役が無資格者でもエい上とにたっているのは法の不鯛で

あると批判している（注５）。

4．負数

株式会社の監査は１人左たはそれ以上の盤在役が担当するものとする（１６４条）。監査

役の風致は定款の配戟巾項となっている（９１条ｖ参照）。

へ.､取締役が２人以上のときは取締役会を榊成し，その決蔵は，半数以上の者か出席してその

多数決によｂ行なわなければならない（１４３条）。これに対して，監査役は２人以上であ

っても囲邑E役会を構成4封｡，各人が単独に機関として行動するものとｊＷされている。これは

次のエゥな根拠にもとづくものとされている（注６）。

９巴

(1)１８８４年商法典は監査役会を構成するものとしていたが，１ＢＢ８年会社法（１８８，

年にID碇された現行商法典の監査役に関ナろ規定はこれにもとづいている）は明文の規定

によｂ監里E役は単独で行動するものとした。

(2)監劃E役が２．人以上の掲合には監査役会を梢成しなければならないとする明文の規定がな

い｡

(3)取締役に関する規定を監劃E役に準用することを定めた１７１条に１４５条が見当らない。

(Ｉ）監遼役が単独に資任を負わなければならないとする規定（１６１条）と，監寄機会とし

て職務を遂行することとは矛厨ナろ。

(5)法は，監交役が全負欠けた掲合を除いて，盛:EE役に欠風か生じても，その代行者を定め

ることを鐘溺づけてはいない。これは，監査役が２人以上の掴合には監過ﾋﾟ役会を柳成した
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ければなら左い，とすることと矛屑するであろう。

(6)商U｢会社一般法は，１８８９年の現行商法典を通してばかｂではな《，直接的にも１日

イタリア法の影啄を受けている。

(7)立法趣窓瞥は各監交役の単独行動やllii務の遂行について明逃している。

5．任期

監査役には任期の定めがあり（１６４条），これを定款に肥1Nしなければならない。し

かしながら，法は任期の上限を定めては余らず，ＺＥ査役の圧lUlが１年でなければならない

のか又は２集3年もしくはそれ以上であっても蓬支えないのかについては疑確がある。

この点についてロドリゲスは次のように述べている（注７）。

１８Ｂ４年法では，監査役について定款に任期の定めがあるときでも，株主の多数決で

いつでも解任で匙ることに左っていた（５６０条）。そのため，問孤は未解決の宜注であ

った。１８８９年法も監査役を定款に定めた任lUlの満了前に株主総会が辺圧しなければ我

らない（１２２条）としているにとど左ｂ，やはbIlll囮は未解決の吏宜に興されている。

しかし詮から，これらの先例に関する限ｂ監査役の任期が１年を超えることができる方に

傾くように思われる。これに対して商叩会社一般法１８１条Ⅱを持ち出し，通常総会か年

に１庇招架されなければならないからには監迩役を征年迦任しなければならない，と反駁

することには無理があるように思われる。というのは，任期を１年と解釈ナろ立掲は，取

締役や監交役を避任する総会の槻!ELについて述べている１Ｂ１条Ⅱの条文が「その掲合に

は」（ｅｎＳｕｃａｓｏ）といっていることを忘れておｂ,ことに「その掛合には」とい

うのは，そのような躯態が生じた場合，すなわち，空席が生じた場合左允は更新を要する

秘合で，このような場合にのみ取締役やHk査役を週圧しなければならまいことを意味して

いるにすぎないからである。これ戎で述べてきたところにもとづいて，注大０とのような

むずかしい使命を果す人119が再選されすぎないように堵砥して,われわれは再選可能性を

支持する解沢に傾く。ちなみに，実物においては押避が行なわれている。

取締役の場合と同傲に，建立役の圧jUlも通端総会に＊･いて新たに選任された監迩役か就

任する左で自動的に伸長する（１５４条，１７１条）。

6．ｌｌｌｉ務極限

盤ﾖRE役の職勝ltU狼は次のとおりとなっている。

一・４－
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(1)１５２条の要求する保X正金の投定表よび存在を確認する。左た。IDuli役の述法行為があ

ると趣は遅湘なく株主総会に鶴告する（１６６条１）。

これは取締役や支配人が圧扮につく前に提供しまければならない係lHE金に関する恥定で

ある。監査役はこのような法令上さたは定款上の薙務が臓行されたかどうかを確遡したlrr

ればたらない。囲忌f役は保証金を薇理し左ければならず０保証金が存在しないと§もしく

は政失する危険がさし迫ってぬるとき又はその他の迎法行為に気づいたとき，迎稲左《株

主総会に報告したければ友らない。更に，監査役には，１旗主に述法行為を111告するために

株主総会を招架する義務戎であるように思われる。しかしながら，この上うな手続は，あ

る掛合には，むしろ逆効果をもたらすものと考えなければならないであろう。というのは，

大した恋味もないのに興用や手iH】をかけて側主総会を招梨することにもなりかｵｺないから

である（注８）。

(2)ＩＤ【締役に月次試算表（ｂａｌａｎｚａｍｅｎｓｕａｌｄｅｃｏｍｐｒｏｂａｃユｏｎ）の提出を要

求する（１６６条Ⅱ）。

(3)少なくとも1ケ月に１度，会社の根{W，文密およびＪ１金在両をU§交すろ（’６６条Ⅲ）。

監査役の胴査・監視の極限は無制限であって，監査役はあらゆる弧繍や文打を閲覧する

ととができる。

（４）年度貸借対RH変に閲する報告密を作成する（１６６条UV，１７４条）。

取締役注たはJ6z締役会は年度貸伯対照班を決飾日後５ケ月以内に作成し，これを柾拠符

餌および櫛業111告繊と共にI朱主総会の会日の少なくとも１ケ月nflに監垂役に提１１｣しなけれ

ばならない（１７５条）。監査役は，提出を受けた日から１５日以内に,これに対する恋

几および提案を妃奴した報告密を作成しなければならない（１７４条）。

(5)適当と考える班項左取iii役会および６kコ鋳会の級取日穏に抑入する（１６６条Ｖ）。

(6)１０(締役が招難しないとき，その他適当と考えるとき，迎術総会蚕允は特別鯵会を招染す

,ろ（１６６条Ⅵ）。

(7)取締役会に出席する。ただし，発画椀のみあって騒決柵はたい。取鰯役は監垂役に取締

役会の日畔を通知しなければならない（１６６条Ⅶ）。

監迩役の1,ﾙｨｾﾞ役会への山脇は非常に血妥であるので，監五役への皿知の欠陥はllxI1i役会

の決畷無幼小由となりうる。

(8)株主総会に出脇する。ただし。発言権はあるか灘決枢はない（１６６条Ⅷ）。

(9)一般に，会社の業務を無附腿に，かつ，常時監視する（１６６条Ⅸ）。

００擁王からの告発を休主総会に報告する（１６７条）。

-５－
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株主は取締役の迦法行為を文瞥にエｂ膿在役に告発ナることかでき，監変役はこのよう

な告発を洙主Mj会に文瞥にｋｂ報告し，かつ，これを枚射して適当と思われる提案を行な

わなければ求らまい。

０，取締役が1人のときはその1人ｶｷ数人のときはその全FM8欠けたる掲合，あるいは，

定款に定めたる取締役の側数を欠くに至った禍合、罰E役が麺時に代行JM5i役を任命する

（１５５条Ⅱ）。
9,

これらの職務llmI1のうち，(6)ｵ餌よび0,は監査に関連した職笏椎限という上ｂは会社の迎営

に関連した職務ME限ということができよう。

Ｚ解任
：●．,

監査役は1,,つでも昧主iAj会の通常決函に上ｂ解任するとと力8できる（１６４条）。Ｂｋ主総

会のこのような鯛Ｈ１をﾙﾘ限する定款の規定は，Ｈ朏任に特別決遡を要するとする定款の規定と

共に，法111上何らの効果も生じたい。雀尤，多数派lｶﾞﾖﾆは自分連の選任した謄査役だけを
￣■ｃ

解任するととがで２，少数派株主の選任した監査役につI'､てはこれを解任することができな

い｡

８－報酬
qUo

監交役のnRijfは有償とし，定款に監査役の受《べきvBpMを定めていないときは，株主総会

の決融をもってこれを定めなければならない（１８１条、）。

定款に報!;W1iIの定めがないとき株主総会の決麺によるが、監誼E役は報酬額が不当な時は巡

邦民法２６０７条を瞳用することができる。連邦民法２６０７条は，役務の提供に対する報

制額は当りl者間の階合い張エびその土地の恨習にもとづいて定めるべきものと規定している。

それ故ﾛ監査役のluiiM額は会社の1K要性,利益の額,監迩役の業務および鐘役の社会的．

技緬ｳ砿要性を考慮して決定しなければならない．

’ｊＨｆ田

監査役は各自，法令お上ひ定款にもとづいて，会社に対し残務を履行する資を負う（１６９

条）。

､.⑤。.▼■
’。、ｐ

ＲｏｄｒｉｇｕｅｚＤＴｒａｔａｄｏｄｅＳｏｃユｅｄａｄｅｓ

１９６５，ＭｅｘユＣＯ，（Ｐｏｒｒｕａ），ｐ、１４４

(注１）ＪｏａｑｕｉｎＲｏｄｒｉｇｕｅｚ

ＭｅｒＣａｎｍｌｅＳＴＯｍＯⅡ、
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参照。

（注２）ＲｏｂｅｒｔｏＬ，Ｍａｎｔユｌ１ａＭｏ１ユ、ａ，ＤｅｒｅｃｈｏＭｅｒｃａｎｔｉｌｏ８ｅｄ，

１９６５，Ｍｅｘｉｃｏ，（Ｐｏｒｒｕａ），ｐ、４２５．

(注3）JoaQuinRodriguezRodriguez，ｏｐ、Ｃｉｔ.，ｐ､１５２．
（注４）Zｂｉｄ.，ｐ，１５０．

（注５）ＲｏｂｅｒｔｏＬ，Ｍａｎｍｌ１ａＭｏ１ｉｎａｏｏｐ・Ｃｉｔ.，ｐ、４２４．

(注６）JoaquinR○drlguezRodriguez，。ｐ，Ｃｉｔ.，ｐ､１５１．
（注７）エｂｉｄ・ｐｐｐ、１５２～１５５．

(注８）エ、。.，ｐｐ，１５７～１５８．
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ＲｏｂｅｒｔｏＬ，Ｍａｎｔユ１１ａＭｏ１ｉｎａＯＤｅｒｅｃｈｏｌｌｅｒｃａｎｔユ１，１９６５０
〃

ＭｅｘユＣＯ.Ｄ;FH.,（Ｐｏｒｒｕａ）．

Ⅱ公盟会計士制度

I会Hf士業の発展

メキシコ市商那裁判所は１８４５年に股初の商柔学位（ＥｓｃｕｅｌａＭｅｒｃａｎｔｉ１）を

設立した。当商業学位では，当然のことながら，会g棒が優先的に教授された。当商業学位

は１８４６～１８４８年の米UI噛争によｂ閉鎖されるの止tfなきに至ったか１１８５４年１

月２Ｂ日に公布されたアントニオ･ロペス・デ･サンタ・アナ（AntonﾕｏＬ６ｐｅｚｄｅ
.：＿

ＳａｎｔａＡｎｎａ）将正の大統慨命令に上ってエスクエーラ．デ．コメルシオ（Ｅｓｃｕｅｌａ

ｄｅＣｏｍｅｒｃユｏ）の名称で再開されるにいたった。この堀合にも，皿挫な学科目に会計

学が含雀れていた。当商梁学校はマクシミリアン帝国の樹立注で瞬匙，ベルナルディーノ・

デル．ラソ（ＢｅｒｎａｒｄｍｏｄｅｌＲａｓｏ）。アントニオ．クピア（ＡｎｔｏｎｉｏＴａｐ１ａ）
!■●七■-.

およびマヌエル．アウサ（ＭａｎｕｅｌＡｕＺａ）のような布名立会月桂を送!)出している。
Ｏ

マクツミリアン帝国101竣後，時の大統領ベニート．ホアレメ（ＢｅｎｉｔｏＪｕａｒｅｚ）は

当商乗学位の立て直しに殖手し，１８６８年７月１５日，高専商染経営学位（Ｅｓｃｕｅｌａ

－７－
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ＳｕｐｅｒｌｏｒｄｃＣｏｍｅｒｃユｏｙＡｄｍユ、ユｓｔｒａｃユｏｎ）の名称で闘佼した。１９０２

年１０月２１Ｆ１，文部右は当佼の校長にメキシコI､立大学法学士ﾖ[名誉|叩士ホアキン．ディ
ク

ー．カサスス（Ｊｏａｑｕユ、Ｄ・Ｏａｓａｓｕｓ）を任命した。カサススは0．す《･れた経済学

者にして商法典UIi髭の起繭者で,・１８１７年弧行法（ＬｅｙＣｌｅ・ｴｎｓｔユｔｕｃｉｏｎｅｓｄｅ

Ｃｒ６ｄｉｔＯ）の母体となった研究錨の著者でもあり，メキシコ中央銀行総裁.その他数多

くの金融機関の総我でもあって，会計士菜を樹立することのⅢ妥性を理1Ｗしていた。それ故，

それ逮で取引所仲岡人（ＣｏｒｒｅｄｏｒｄｅＣｏｍｅｒｃﾕ◎）の掛格のみを与えていた学校の

実冊を慎正に検討した結果，ヨー、”パや米国にならって会計士（ＯｏｎｔａｄｏｒｄｅＯｏ－

ｍｅｒｃユｏ）の圃柵を授与するﾙﾘ度を樹立した。かくして，１９０７年５月２７日，フニル

ナンド・ディエス．パローソ（ＦｅｒｎａｎｄｏＤユｅｚＢａｒｒｏｓｏ）か，公式に授与される

会針士の資格収ｲﾘ者輔１号の栄を忙港，ことにまった。カサススは，萱た，遇ばれた会計士

のクループを紬成したが，これか今日における会8仕業の基礎をなしている。．．

１０』F後の１１１７年に，主として会８１士衝格収得者輔１号フールナント.、ディエス．パ

ローソの発職に上ｂ１会計士組合（Ａｓｏｃﾕacﾕ６ｎｄｅｃｃｎｔａｄｏｒｅｓＴﾕﾋulados）
Ｐ

が投立さｵした。これは１９２３年１０月６日にメキシコ公昭会周仕惚会（Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｏ

ｄｅＣｏｎｔａｄｏｒｅｓＰｕｂｌユＣＯＳＴユｔｕｌａｄｏｓｄＧＭｅｘ１ｃｏ）と改称され，１９２５

年２月１１日，公証人ホセ．へ－．シルパ（ＪｏｓｅＧ・Ｓｉ１ｖａ）の面前で公正旺瞥による

民法上の組合（ｓｏｃｌｅｄａｄｃｉｖユ１）となった。公聰会酬士tKl会の発起人は定歌に珊名

した２４人で，定款の基本的詮部分である第１０条は会員の幾件を定めている。会瓜の要件

は，公認会計士（ContadorP6blユＣＯ）の慨枡を称していること，例柘収lll後４年川

の実務19酸を碗むとと，公鰯会３t±1.会の内規に従って会瓜が構成する審充会による専門職

試駒に合格すること，少なくとも２５才であること，お上び週感心の厚I'､とと。とまってい

る。

１９２１年＄メキシコ国立大学が述邦畷会によｈ自治を付与されメキシコ国立自治大学

（Ｕ、ユｖｅｒｓユｄａｄＮａｃユｏｎａｌＡｕｔｏｎｏｍａｄｅＭｅｘユＣＯ）となったと趣，同大

学に商学部（ＥｓｃｕｅｌａＮａｃユｏｎａｌｄｅＣｏｍｅｒｃﾕｏｙＡｄｍｎユｓｔｒａｃユ６，）

が絞趾され，それ注で高等商乗経営学BZだけ力極写していた公昭会針士（Ｃｏｎｔａｄｏｒ

ＰｕｂｌユＣＯ）の資橘を授与することとなった。弼等商莱経甘学位が国立ポリテクニコ大学

（Ｉｎｓｔ｡ＬｔｕｔｏＰｏｌユｔｅｃｎユｃｏＮａｃユｏｎａｌ）に所属せしめられたのも同じ頃であ

った。
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メキシコ公廻会計士協会（Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｏｄｅＣｏｎｔａｄｏｒｅｓＰ６ｂｌｉｃｏｓＴｉｔｕ－

ladosdeM6xﾕｃｏ）とをらぴ称せられる会Hf士の職業団体としてメキシコ公狸会計士
会（ColegﾕodeContadoresPubl1cosTitumdosdeM6xico）

がある。メキシコ公理会計士会は，弊P1liIiに関する法iIR（ＬｅｙｄｅＰｒｏｆｅｓユｏｎｅｓ）

にもとづいて１１４９年６月３０日に組餓されたもので，公魑会81士の厨格を持つすべての

者の入会を醒めなければならない。この点で，会風を瑚択できる鰹会（Ｉｎｓｔユｔｕｔｏ）と

異なっている。また，連邦財務局が傭えIｕ〈，租税目的のための公卿q会Hf士羅録柳に懸鎌さ

れるためには公39会尉仕会のメンバーでなければたらず，納税渚は租税目的のための公翻会

Hf士丑録1Wに往録された会lil士の報告勘を届け出るとき，税務当ｎによる検査を免れろ。

2．公認会計士の街幡

公懇会計士の圃格を】hi9するためには、所定の教育を受け，所定の試毅に合h｝しなければ

ならない。先ｿ『’’１，学位に６年1111,中学校に３年間，ｉｉＷ薄学校に２年Ⅱ１１在学して「ｲﾘ業士」

（ｂａＣｈユエｌｅｒ）の学位を取柳ＬＤＩ次いで公狸会ilf士の研賂を授与する大学寸允は専門学

佼に入学する。ここで，通常５年の所定のコースを終え，卒繋鵠文が承昭されて守Ｆ１験試月､

に合格すると０公狸会計士たることを胚十る征１１$が授与される。とCliEMIを専門職騰軒局

（、ﾕreccﾕ6ｎＧｅｎｅｒａｌｄｅＰｒ○resｴ｡nes）に笠録することにより，開業免状
が投与される。

3．公盟会Bf士の業務

公忽会g仕の業務は，一般に，主たる業務とその他の業務に分けられる。主たる栞勝とし

ては財務6Ｉ錘の監査と監立報告ＭＩＣ作成かあげられる。その他の柔勝としては，納税申告慾

の作成，税務相雌，経営相談，会jlfIIlI庇および原1illiiH鉢i1U庇の立寝・改磐郭々があげられる。

メキシコにおける若干の法規は，特定の会社に，その財務諾変について公狸会1M.士の監査
証明を受けることを譲務づけている。

メキシコで趣粟している外国会社は，公蝿会Hf士によって盤迩証明されたff借対照災を，

征年公告しなければならない（商躯会社一般法２５１条５項）。

社債を発行しようとする会社は，先ず，公醒会断士が醗変証明したiそI悩対lW1変を財産I監記

所券よび商柔遜Hiy所に蝿出し（有lUIi紐券*･よび僧凡1滴勅一舷法２１５条１．項１号ｂ），公認

会計士によってEE査証明された錠借対11W（我意，イ圧年，ｊｌＭＩの官慨に甥げて公告し念ければな
らない（同法２１２条５項）。
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銀行か融府希麺者に百万ペソを超えて伐付けると通はDjEt近５年、の伐俗対照汲および損

益g晩訂の他に公魁会8t士が藍交証明した，四半'111資1ｌｂ対照袈莪よ「MHWiの年肛貸１１$対照衣

の提出を要求したければならない（銀行一般法１５条）。

IUE券委員会に提出する会llf倒科にはすべて，会社役員と公認会計士の喝名がたければなら

ず（証券委員会投隆規則１５条），全国有価征券擬録柳（ＲｅｇｉｓｔｒｏＮａｃ１ｏｎａｌｄｅ

ＶａｌｏｒｅＢ）に登録された有り11証券を持つ征券発行会社は，公漣会１１桂が監査証明した年次

貸借対照表を会社所在地の主要日刊板の１つに公告しなければならない（証券番側会法９条)。

4．タト部監査人の遇圧永よりf被週碕格
；

外部監査人は公認会計士の資格左右しＩかつ，次のような欠柘駆巾を有しまい者のなかか

ら１Ｍ帝役会が選任する。

（１）被鴎杏会社の支配人,取jHi役玄允は幽用人。

（２）提搬会ttb従風会払雀允は，被濫立会社と収引上らしくIi経営上の関係を右する会社

の取締役。

（３）被謄在会社から，監充報酬以外に’判断の独立性を梱うような経済的な結びつきを意味

する報KFIを受取っている者（注１）。

（注１）ＲｏｂｅｒｔｏＭｏ１１ｎａＰａｓｑｕｅｌ，ＥｌＡｕｄユｔｏｒＥｘｔｅｒｎｏｙｅユ

Ｏｏｍｓａｒ１ｏｏ１９６１，（ＩｎｓｔユｔｕｔｏＭｅｘユｃａｎｏｄｅＣｏｎｔａｄｏｒｅｓ
ｌ

Ｐｕｂｌｉｃｏｓ），ｐｐ、１５～１６．

｡．，..･も８･

ｏ・刀～００､
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Ⅲ公認会計士と監査役の関係

ヒヒでは，外部監交人たる公魑会計士が監査役を兼任する''''四について考えてみよう。前述

したところからも明らか攻ように。監査役に産みためには特別の法定VMiiを必要とせず，会11ト

の知麟がなくても，古允，会8f実習を受けなくてもよい。これに対して，外部Wii変人は公踊会

Ｅｆ士の資格を有する者に狼られている。

このエゥに，監査役にまるためには公哩会計士のF1橘を必要としないが，実際には，会社の

外部監査を担当している公飽会計士が，しばしば，当麟会社の監査役に避任されている。との

点に関して，メキシコにおける大部分の公遜会計士はｉ会社の監査役にたることか同じ会社の

独立監裂E人としての地位に何らの影想も及ぼさない０と考えている。支士，メキシコ公昭会Ilf

士鰹会およびメキシコ公認会8廿冒会は。監査役の職笏と公惚会計士の職称とか両立しうると考

えている。ロペルトモリーナ．パスケル（ＲｏｂｅｒｔｏＭｏ１ユｎａＰａｓｑｕｅｌ）の見)Ｗは，

このような公魑会計士の見解を代変十るものと考えられるであろう。彼は両者を蚊任できない

とナろ弁暎士会の見解に反駁して次のように述べている（注１）。

監杢役はj収156役の業赫を監視する扱関であって，会社を代饗することも会社の利益を代災す

ることもでLない。会社の利益を代表するのは取締役である。弁硬士会のjZlIMは礁遼役と会社

を同一視して，監査役の判断かよび意見が完全には独立かつ公平ではあり得ないとしているが，

監査役は会社組l;1F､一端を担っているとはいえ０会社を代表する収締役の監視をその職勝とし

ているのであって，監視するものと監視されるものとを同一視することはできないであろう。

監五役が会社から報''1を受けているとしても，外部ﾛ:透人｡)玄た会社から報酬を受けているの

であって，これかため外部離杢人を会社と同一視することはできないであろう。職務上の秘密

（これは元来との問題とは無関係である）も，会社と監査役の同一視も，共に監査役と外部酷

杢人の職燭が両立しないとするととの論珊的・法的・倫理的な根拠にはなｳｲIﾘない。両者の職

務は元来同じものであって，取締役の営莱活動や会EMT圧が会社の財務路我ｒ忠実に反映され

ているかどうかを検垂することである。かくして，両者は両立しうる，と。

①

公狸会計士が盤充役になるととがその独立性に抵触するかどうかという問題に関しては，以

上のように，会馴士仲IlIlではその独立性に低触しないと考えられている。これに対して，法11Ｒ

学者マンティーヤ・モリーナは，外部監立を担当ナろ，公寵会８１士が監査役を兼任する問麺は，

両者の職務が両立するかどうかの問題ではな《，外部監査人と監査役のそれぞれを選任する機

関の問皿として考えなければならない，として次のように反蹄している（注２）。

監査役と外部監査人の職務について，われわれは０両者のlllRijFは本質的に類似していると渚
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える。ただ，外部監杢の方か監査役監五上ｂも一層柵密でIIfA閃i的であるにすぎない。しかしな

がら，株主総会で貯恋役に選任された人ⅡIが１０１締役のために外部監遜を実施ナることは非難を

免れないしiIDuiiI役会の依頼によって外部監査を行なっている人111]を株主総会か監査役に週任

することにも異麹を唱えることができるであろう。１３透匠役か取締役の業務を監視しなければな

らない以上，取締役会が監査役を避任ナることは，その独立性を波少せしめることになる。す

たわら，鑑在役と外部監交人とはその臓物が両立しないのではなく、異なった槻UUによって選

任されるところに両者を兼任できない根拠があるのである０と。

このように，公翻会af士と法靴家とでは，外部監杢と朧交役監迩の兼任の１Ｍ)麺に凹辿して全

く対立したj2jI\をとっている。宣太，両者の兼任の１１６通に関連して，公麗会llf士が外部監変人

の独立性を，法律家がＷｋ迩役の独立性を1M１Mmにしている点も筐目されるであろう。

（注１ｌＲｏｂｅｒｔｏＭｏ１ユｎａＰａｓｑｕｅｌ，Ｅ１ＡｕｄユｔｏｒＥｘｔｏｒｎｏｙｅｌ

Ｃｏｍ１ｓａｒユｏＤ１Ｐ６１，（ＩｎｓｔユｔｕｔｏＭｅｘユｃａｎｏｄｅＣｏｎｔａｄｏｒｅｓ

ＰｌｊｂｌユＣＯＳ），ｐｐ、２２～２５の要約。
(注２）ＲｏｂｅｒｔｏＬ・ＭａｎｔｉｌｌａＭｏ１ｉｎａＤｏｐ．ｃユｔ､，Ｐ、４２４．

●Ｐ■｡
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