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要　　旨

わが国の中小企業の会計は、「中小企業の会計」として「シャウプ勧告」に基づく青色

申告制度の導入に伴う簿記の普及運動により始まり、次第に中小企業の会計問題へと発展

し、特に会社法の制定に伴う会計参与制度の新設により大きく進展した。すなわち、会計

参与が取締役と共同して計算書類等を作成するに際して「一般に公正妥当と認められた会

計原則」の必要性から、会計処理から会計開示への動きとなっている。中小企業庁のアン

ケート調査に基づいて中小企業の会計の実態を実証分析し、現時点での会計参与制度の普

及について検証してみた。最後に会計参与制度の今後の発展のため、金融機関との提携に

ついて論ずる。

Ⅰ　中小企業の会計に関する指針について

中小企業の会計に関する指針とは、企業会計基準と矛盾のない範囲で、会計参与が中小

企業の会計実務において参考とする指針である。会計基準とは、あくまでも企業会計の実

務で慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当として認められたものを要約した

ものである。中小企業が会計基準を守ろうとしないのは、基準の難解さだけではない。株

主と経営者がほぼ同じで配当はほとんどしないので、配当のための計算の必要性が無い。

金融機関からの借入であっても経営者個人の不動産担保や経営者の連帯保証責任でカバー

するので決算書はあまり重視されないのである。しかし、中小企業にとって納税は実際の

キャッシュアウトを伴うので税金計算だけは真剣にやる中小企業特有の状況が大きな原因

となっている。

1．会計指針の成立に至るまで

「会計指針」は、もともと中小企業庁が音頭をとって作成した「中小企業の会計に関す

る研究会報告書（平成 14 年 6 月）が出発点になっている。その後、日本税理士会連合会
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から、中小企業庁の報告書をモデルに「中小会社会計基準」（平成 14 年 12 月）を、日本

公認会計士協会は独自の立場から「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」（平成 15

年）を公表したことで混乱したのである。

そこで、これら三つの基準を統合する目的で、日本税理士会連合会、日本公認会計士協

会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の四団体の協議により一本化され、公表さ

れたものである。この中小会社会計指針は、「会計参与制度」が新会社法において新たに

導入されることとなったのを受けて、会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに

当たり拠ることが望ましいと考えられる会則･処理の指針を表明したものとして注目され

る。この会計指針は、「中小企業の会計の質」の向上を促すための使命をもって公表され

たもので、世界的にみても、イギリスと並んで、公式の中小企業の会計基準であることに

注目しなければならない。

2．会計参与制度の役割

これまで中小企業の決算書は、一般的に信頼性が低いといわれ続けてきた。そんな現状

に風穴を明けるべく、2006 年 5 月施行の会社法で新設されたのが「会計参与制度」である。

日本独自のこの制度は、中小企業の会計をどのように変えていくのであろうか。2006 年 5

月 1 日に施行された「会社法」の目玉の一つは、「会計参与制度」が創設されたことである。

会計参与とは、「取締役と共同で計算書類等（決算書）を作成する会計の専門家」のことで、

税理士･税理士法人･公認会計士･監査法人でなければならず、企業規模に関係なく任意に

設置できる「機関」である（ちなみに会社の機関とは株主総会、取締役、取締役会、監査

役などのこと）。

この会計参与を創設した狙いは中小企業の決算書の正確性、信頼性を高めることにある。

従来、金融機関は融資するにあたって経営者から個人保証を取ったり、不動産を担保に取っ

たりして行っていたわけだが、このやり方を続けている限り、経営者は常に大きなリスク

を負わされることになる。しかし、上場企業のように決算書を担保にして融資しようにも、

一般的に中小企業の場合は内部統制機能が不十分なため、信頼性に欠けていた。

そこで、この問題を解決する手段として考え出されたのが、会計参与制度の創設であり、

「中小企業の会計に関する指針」である。つまり、会計参与が中小企業の内部に入って取

締役と共同で会計指針に基づいて決算書を作成すれば、それは金融機関から高く評価され、

資金調達が可能になるという考え方である。実際、都銀･地銀のなかには会計参与を導入

している企業に対して金利面で優遇する動きが出てきているのが実情である。

今回の会社法では株式会社を「大会社か否か」「公開会社か否か」の 4 つに分類する一方、

その機関設計にあたっては新しいルール（株主総会と取締役は必須の機関など）を設けた。

この 4 分類と新ルールに従えば、株式会社の機関は「株主総会十取締役」など、全部で

39 パターンとなる。
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この 39 通りの中で税理士が会計参与として関与するのはどういうパターンであろうか。

コスト（報酬）との兼ね合いなどから勘案して、「株式譲渡制限中小会社」でその機関は「株

主総会＋取締役」か「株主総会 + 取締役 + 取締役会」のパターン（に会計参与を加えるケー

ス）ではないだろうかと思える。換言すれば、旧商法ではスタンダードだった「株主総会

+ 取締役 + 取締役会 + 監査役」という組織で、身内（一族）から形式的に監査役を出し

ているような場合は、その監査役に代えて会計参与を設置することが考えられる。会計参

与は、取締役と同様に株主総会の決議によって選任され、その任期は原則 2 年である。従っ

て、株式譲渡制限中小会社が会計参与制度を取り入れる場合、まず定款を変更して「会計

参与設置会社」としたうえで、株主総会で会計参与を選任しなければならない。会計参与

には、その職務を行うにあたって会計帳簿などを閲覧したり、取締役や会社の使用人に対

して会計に関する報告を求めることができる、などの権限が与えられている。

その一方で、会計参与は決算時に「会計参与報告」を作成しなければならず、また、会

社に対する責任と第三者（金融機関など）に対する民事上の責任を負わされている。この

ため、税理士が会計参与に就任するにあたっては、その会社の状況や組織体制について十

分な情報を収集する必要がある。

3．TKC戦略経営者ローンの場合

TKC 会計人であれば、就任予定会社が（1）翌月巡回監査を 100％実施しているかどうか、

（2）税理士法第 33 条の 2 の第 1 項による書面添付（税務申告書の作成に際し、税理士が

計算し、整理し、または相談に応じた事項を財務省令で定められた書面に記載し、申告書

に添付する制度）を実施しているかどうか、（3）TKC の『戦略財務情報システム（FX2）』

などを導入･活用しているかどうかなどがチェックポイントになる。しかし、会計参与を

普及させていくことを考えればハードルはあまり高くせず、（1）と（2）がクリアされて

いれば引き受けてよいのではないかと考える。

会計参与が社内に入ってくると、会計処理の面での変更点は何か。そのポイントは、会

計参与は「会計指針」を拠り所にして決算書を作成するため、貸倒引当金や減価償却費の

計上などの面で、従来の「税法基準」とは違いが生じる点にある。

金融機関では融資先の格付けを行うにあたり、税法基準に則って作成された決算書を時

価に修正して評価している。経営者は少しでも決算書の見栄えをよくしたいと考えがちだ

が、金融機関からは評価されないということを経営者は認識すべきだろう。

しかし、金融機関に提出する決算書がいくら会計指針に基づく信頼性の高いものだとし

ても、その会社の業績が悪く、返済能力がなければ借入は不可能である。赤字を放置のま

ま、正確な決算書さえ作成すれば、その役割を果たしたことにはならない。その時、経営

者から「どうすれば黒字に転換できるのか」という相談があっても不思議はない。

一般に会計といえば「外部報告」を指す。上場企業であれば株主や投資家等が外部とい
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うことになるが、譲渡制限中小会社の場合は金融機関、取引先、税務当局ぐらいである。

その際、会計指針に基づいて決算書を作成するのは当然のことで、金融機関から見ればそ

れは必要条件にほかならず、十分条件は黒字で返済能力があることである。

会計参与というと、外部に決算書を報告することのみ論ぜられているが、もう一つ見落

としてならない役割は「内部報告」である。つまりその会社が仮に赤字であるなら黒字に

転換させる“仕組みづくり”を行うことにある。1. 会社の進むべき方向性（ビジョン）を

定め、2. それを実現するための道筋（戦略）を考え、3. そのための具体的な経営計画を作

成する、ということが大切である。

例えば、TKC 会計人の場合は従来から関与先企業に対し『継続 MAS』で次期の予算を

作成し、そのデータを『FX2』に別展開して予定管理するということを提案･実践してき

ているが、会計参与による黒字化への仕組みづくりも、基本的にはこれと同じと考えであ

る。つまり、こうしたスキームのもと、適時にかつ正確なデータを『FX2』に入力して業

績管理しなければ、黒字に向かって進んでいるかどうかは把握することができないシステ

ムである。

会計参与が導入されている会社はやはり違う。この前まで赤字だったのが、会計参与が

きて社長と一緒に旗（経営革新）を振り始めたら黒字に変わったといわれるくらいのこと

をやるべきだと考える。

要旨
「TKC 戦略経営者ローン（会計参与）」
利用対象先は、日本証券業協会の定めるグリーンシート銘柄指定を受けている場合は、
さらに金利優遇が受けられるというものです。
商品概要
TKC 全国会の会員税理士が会計参与に就任したマル中企業の「中小企業の会計に関す
る指針」に準拠した決算書の信頼性や企業統治の高さに着目し、
4 点の優遇項目を設定している。
 ・融資金額
 ・会計参与導入による金利優遇
 ・連帯保証人
 ・グリーンシート優遇
ガバナンス意識の高い中小企業との取引拡大を目指すものであるが、「会計参与制度」
の普及、中小企業の会計の信頼性アップに貢献したいという社会的意義をもつものであ
る。
このように銀行などの金融機関関係者の認知度は相応に高まっていくものと考えられ
る。日本税理士会連合会が作成した「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェッ
クリスト」の提出を受けることで融資条件の一部を緩和する貸出商品を組成している金
融機関もすでにある。
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Ⅱ　中小企業会計の歴史

1．はじめに

最近、商法が 50 年ぶりの抜本的な大改正により、平成 18 年 5 日 1 日から新たに「会社

法」が施行された。従来商法全ての商人（小商人を除く）を対象に規定されていたが、こ

れまでの主な改正は、むしろ大会社・大企業を対象として行われた規定が多かった。とこ

ろが今回新たに制定された会社法は、現代経済・社会のグローバル化の動向を踏まえての

制定である。会社法の最大の魅力は、「原則自由」であることといわれている。例えば、

株式会社の最低資本金規制が撤廃され、いわゆる「確定資本の原則」からの規制の枠がな

くなり、原則自由となり資本金 1 円企業の設立ができるようになった。このことにより会

社法は、大企業のみならず中小企業に及ぼす影響が大きくなった。

わが国経済に占める中小企業は、事業所数、会社数、従業員数のいずれも約 99％を占

める割合で非常に大きく、日本経済に果たす役割が大きいといえる。日本経済の再生を果

たす意欲ある中小企業は、会社法を利用することによって企業の成長・経営の合理化など

を促進することができ、株式譲渡制限がつく非公開会社となり事業継承の選択が容易にす

ることもできる。また、新たに会計参与の規定ができ、会計参与制度をめぐって、中小企

業の会計の話題が提起されてきている。すなわち、会計参与が企業経営に参画するために

「一般に公正妥当と認められた」会計ルール、指針、マニュアルなどを必要としている。

この課題は、中小企業の重要な会計の課題のひとつであり、研究課題としても要請され、

必要とされてきている。しかし，中小企業の会計は、今日的な課題ではなく、すでに第二

次大戦後の現制度改革をもたらした、いわゆる「シャウプ勧告」からである。

今日の税制度や会計制度をはじめ多くの基盤は、第二次大戦後の諸制度の改革を基本と

している。中小企業の会計もまた、「シャウプ勧告」による青色申告制度の導入に伴う簿

記の普及運動からスタートしたのである。「今日の日本人の社会生活の大きな枠組みとなっ

ている制度体系や国際関係は、第二次大戦後の変革の結果として生み出されたものであり、

また、その後の歴史過程を通じて修正を受け、調整され、あるいは拡充されたものである

といわれる。その変革のひとつで、戦後諸制度の基盤となったのが「シャウプ勧告」であ

る。戦後経済改革で重要なひとつであった現制度は、1949（昭和 24 年）に来日したコロ

ンビア大学のシャウプ（C. shoup）教授によって作成されたシャウプ使節団の報告書『日

本税制報告』（Report on Japanese Taxation by the Shoup Mission）、いわゆる「シャウ

プ勧告」である。

「シャウブ勧告」の特徴は、①直接税の高い比率の所得税を中心とし、地方自治の確立

のための税収の創設や平衡税交付制度の導入、②申告納税制度の導入の主に二つである。

「シャウプ勧告」の影響は、①第二次大戦後の日本経済復興の財政基盤を支え、日本経済
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の発展を築いた租税制度の原点であり、②簿記会計への普及に影響力を与えた点である。

また、「シャウプ勧告」は、帳簿と記録の育成・改善の試みは、大企業と中小企業とに

最初から「棲み分け」を想定しており、ここに、初めて中小企業の「会計」という言葉・

用語の発現となったと考えられる。具体的に、簿記会計の育成・改善の試みは、大企業に

対して会計規定設定運動として、中小企業に対して簿記普及運動として展開していった。

青色申告（blue return）制度は、「シャウプ勧告」のなかで「他の納税者と区別される

ように異なった色の申告書）から実現した名称・制度である。青色申告制度は、種々の取

引を帳簿に記録計算し，これに基づいて課税所得を計算し、青色で印刷された申告用紙に

記載し、税金を納付するにあたって受けられる申告納脱制度のひとつである。いわゆる「青

色申告の制度」が行われることによって「中小企業会計」という言葉・用語が使われはじ

めたのである。

このように中小企業の会計は、青色申告制度に基づく課税の合理化のために行われて使

用されるようになった。しかし、当時の中小企業経営者は、青色申告制度の導人に期待し

たものの、青色申告制度の特典を受けることが厳しく、宣伝するほど税金を安くするこが

できなかったと指摘している論調がある。この点について、「国税庁の調査から昭和 26 年

分について見ると、個人商工業者 142 万人のうち、青色申告の申請者が約 1 割強、15 万

人弱であったが最終的に承認されたのは、そのうち 10 万 9,000 人、つまり申請者のほぼ 3

割がはねられているのである」と記述している。

2．昭和 20 年代の中小企業の簿記

中小企業の会計のスタートは、簿記普及運動として開始された。簿記普及運動は，「シャ

ウプ勧告」による中小企業に対する①帳簿と記録の教育・実務の改善、②記帳の模範的な

様式の作成の主に二つの指摘による。昭和 23 年 8 月に GHQ（連合軍総司令部）の経済民

主化政策の一環として中小企業専門の行政機関である「中小企業庁］が、中小企業育成の

ために設立された。この中小企業庁は、昭和 28 年 10 月に簿記普及運動の一環として『中

小会社経営簿記要領』を発表した。「経営簿記要領」の特徴としては、「中小会社の通有性

を考えて立案されたものであって、一般に公正妥当と認められる企業会計原則に準拠し、

かつ法人税法施行規則の記載要件にあてはまる複式簿記であること」として企業会計原則

と法人税法に準拠していることの二つを特徴としている。

3．昭和 30 年代以降の中小企業の会計

昭和 30 年代には、政府の中小企業に対する近代化政策を促進するための日本生産性本

部が設立されて、中小企業の生産性向上の一環として中小企業における統一的原価計算制

度の確立に大きな影響を与えた。昭和 40 年代に入ると、中小企業診断員制度の導入、日

本商工会議所に中小企業相談所の設置などキメ細かな企業体質改善への間接的な会計指
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導・普及の役割を果たしてきている他に、中小企業庁は、『中小企業の経営指標』、東京商

工興信所は、『本邦中小企業・標準財務比率』などを公表し、業種別にコード化し、中小

企業会計の統一化・標準化を試みてきている。さらに、昭和 50 年代には、東京税理士会・

会計部門合同研究会から『中小企業向け財務諸表の用語様式』の研究成果を公表している。

平成 11 年 12 月 3 日に中小企業基本法が成立して公布施行された。その後　平成 14 年

に至り、中小企業の会計に関する報告書が、商法改正の IT 化で制度的に中小会社の計算

書類がインターネットで公開できるようになった。この商法改正を機に平成 14 年 6 月 10

日に日本公認会計士協会が『中小会社の会計のあり方に関する研究報告（経過報告）』を、

平成 14 年 6 月 28 日に中小企業庁が『中小企業の会計に関する研究会報告書』を、続いて、

平成 14 年 12 月 16 日に日本税理士会連合会の中小会社会計基準研究会が、『中小会社会計

基準研究会報告書』を相次いで公表している。その後、これらの会計基準は，いずれも廃

案になり、平成 17 年 3 月 23 日に「『中小企業の会計』の統合に向けた検討委員会の設置

について」日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委

員会（順不同）の四つの団体が共同して検討を開始し，同年 6 月 13 日に「中小企業の会

計に関する指針（案）」がまとめられ、平成 17 年 8 月に公表した。その後、新たな会計基

準の公表や会社法関係の法省令が公布されたことから、それらへの対応を図る改正が行わ

れて、新たに「中小企業の会計に関する指針」が平成 l8 年 4 月 25 日に公表されている。

要するに、第二次大戦後の中小企業の会計は、大蔵省、中小企業庁、日本生産性本部な

どの政府機関によって青色申告制度の導入に伴い「官庁指導（主導）」の下で、一般的な

簿記普及運動から、次第に企業内的な原価計算基準への動きと経営管理的な面に計算的な

統制を強めてきている。さらに、中小企業の会計の動きは、中小企業の会計基準の策定を

試みて会計処理から会計開示への動きを示してきている。「経営簿記要領」の序で，「当庁

では会社経理の難点を解決する実務的な中小企業会計に関する指針とは、企業会計基準と

矛盾のない範囲で、会計参与が中小企業の会計実務において参考とする指針である。会計

基準とは、あくまでも企業会計の実務で慣習として発達したものの中から、一般に公正妥

当として認められたものを要約したものである。

Ⅲ　「中小企業の会計」の実証分析

1．はじめに

最近、中小企業庁が行った会計参与に関するアンケート調査によれば、中小企業経営者

で会計参与を認知している人は全体の約 3 割にとどまっている。この認知度を上げていく

ことも今後、会計参与を普及させるうえで大きな課題である。そのためには、金融機関か
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ら「あの税理士は会計参与をやっているが、この税理士はやっていない」とプレッシャー

をかけてもらうのが最も有効かもしれないと考える。

会計参与制度が導入され、中小企業の会計がどのような状態であるかを現状分析してみ

る必要がある。中小企業庁が行った「会計処理・財務情報開示に関する中小企業者の意識

アンケート」調査結果を手掛りに、我が国の中小企業の会計の現状を考察した。

「近年の金融環境や取引構造の変化の中、金融機関や取引先信頼を確保するため、中小

企業において質の高い計算書類の整備・開示の重要性が高まってきている。また、適切な

会計処理を行うことで事業効率や財務リスクの正確な把握が可能となり、厳しい経済環境

の中での事業効率化や経営基盤の強化に繋がることとなる」という観点から、商法上の計

算書類を作成するに際して準拠することが望ましい「中小企業の会計」を模索している。

2─1　「中小企業の会計」に対する認知度

中小企業庁の策定した「中小企業の会計」についての認知度であるが、その制度につい

て知っているが 26.3%、いずれも知らないが 70.0% であり、まだまだ、認知されていない

のが現実であるといえる。
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2─2 「中小企業の会計」について知っていること

「中小企業の会計」の内容について、ある程度理解が 41.1%、「中小企業の会計 30 問 30 答」

が 36.8%、「中小企業の会計に関する指針」が策定されたこと 26.2%、「中小企業の会計」

が策定されたこと 23.5% となっている。

2─3 中小企業の会計を知ったきっかけ

中小企業の会計を知ったきっかけとしては、税理士 42.8% で、続いて新聞・雑誌

23.4%、金融機関 12.1% となっており、多くが税理士からの情報に頼っている。

2─4 「適正な会計処理に基づき決算書を作成することへの取込について」
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適正な会計処理に基づき決算書を作成することへの取込については、自社の財務内容を

適切に把握するため、今後の決算書の作成に活かしていきたいが全国平均 53.6% と中小企

業経営者の意気込みが見られる。次には、金融機関からの資金調達力を強化するため、今

後の決算書の作成に活かしていきたいが 23.8% と決算書の正確性を希望しているといえ

る。

2─5 「中小企業の会計」の準拠状況

「中小企業の会計」に準拠して計算書類を作成しているのは、全国平均で 10.5% で、「中

小企業の会計」の趣旨は理解しているが準拠していないところもある 7.9%、「中小企業会

計」に準拠していないが 3.9%、税理士に一任しているからわからないが 63.8% となって

いる。
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2─6  「中小企業の会計」の準拠したことによる効果

「中小企業の会計」の準拠したことによる効果は、自社の実態が明らかになり、経営判

断が行いやすくなった 53.7%、金融機関からの評価（信用力）が上がった 39.4% と導入に

よる社会的信用力と実態把握による経営者の的確な判断がしやすくなったようである。

2─7  「会計参与制度」の認知度

会計参与制度についてのアンケートでは、中小企業経営者のうち 66.8% が会計参与制度

を知らないと回答している。知っていると回答したのが 28.6% である。平成 18 年 5 月か

ら会計参与制度が導入されてまだ間もないが、28.6% の中小企業経営者が知っているとい

う事実は、非常に関心が高く、制度導入への努力が認められる。
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2─8　「会計参与制度」導入の意向

会計参与制度が導入された場合の対応については、積極的に導入したいがわずかに 1.7%

で、税理士に相談するなど前向きに検討したいと回答した中小企業経営者は 38.4% で、債

権者（取引先、金融機関等）からの要請があれば導入したいが 4.5%、で合計すると 44.6%

の中小企業経営者が導入を考えていることを示唆している。

2─9 「会計参与制度」の導入を考えない理由
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これに対して、会計参与制度を導入しないと考えているという回答したのが 48.0% であ

る。その理由としては、現在の実施体制で特に問題がないという回答が 74.1% で、次に、

制度の理由がよくわからないが 25.6%、設置による効果予想しにくいが 16.8%、税理士等

に依頼仕立て場合の費用負担が予想しにくいが 13.8% の順となっている。

調査結果からみると、会計参与制度の導入については、認知度は 28.6% と大きいが、導

入しないが 48.0% と半数近くになっているのが現状である。とくに、導入しなくても問題

がないが 74.1% に及んでおり制度としての限界があるのではないかと思える。本年、6 月

には会計参与を導入した企業が 1,000 社に上ると実態を伝えている。わずか、1 年あまり

でこの数字は大きいか小さいかは、今後の潜在的企業をどのようにみるかで決まってくる

ものと思える。

「中小企業の会計」に関する調査結果は、経理財務の担当者が一人またはゼロが実情で、

しかも仕分伝票のみで後は会計専門家とくに税理士に依頼している。いわゆる税理士法第

2 条の「記帳の代行」という業務と計算書類の作成を依頼しているのが大多数を占めてい

ることが明らかである。主に、損益計算書および貸借対照表の計算書類は、取引金融機関

に向けて、金利軽減、借入金額の優遇に活用されている。「中小企業の会計」や「会計参

与制度」についての情報は、税理士とのかかわりが大きいことを明らかにしている。

Ⅳ　今後の中小企業の会計制度について

金融機関との融資の絡みでは、現状でも税理士会が作った研究報告を利用した融資制度

があるが、中小企業会計指針（プラス会計参与制度）も間違いなく中小企業向けの融資に

絡んできている。経営者個人の不動産担保に依存する融資のあり方から、その企業の事業

性、収益性、将来性から融資を行っていくという融資本来の姿に変えていくために必要で

ある。

中小企業会計指針の内容が少々タフな内容でも、それをクリアしていくパワーと努力が

望まれるところであり、それをアシストする会計参与が必須になると思われる。金融機関

に要請されやむなく中小企業会計指針を使うのではなく、自らのために積極的に使ってい

くことが望ましいと考える。正しい会計情報は、結果的に会社を正しい方向に導く重要な

ツールになるものである。

中小企業庁では、中小企業の会計というものを、更に質の高いものにしていく必要があ

ると考えている。平成 17 年 4 月の「中小企業の会計の質の向上に向けた推進計画」では、

法人の中小企業の会計に対する認知度を、向こう 3 年間で約 2 割から 5 割まで引き上げる

目標を掲げている。まさに、中小企業の会計は人のためではなく、中小企業自体のために

あるのである。中小企業は日本経済の活力の源泉であり、433 万の中小企業は「日本経済
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の宝」である。周辺諸国との比較で言えば、これだけ厚みのある中小企業が存在する国は

他にはない。中小企業が会計参与を設置することによって、まさに外からよい質のお金、

よい質の人材が供給されるようになる。それを中小企業としても、主たる目的にすべきで

ある。しかし、税理士や公認会計士の中には、会計参与への就任を躊躇する方も多数いる

ようであるが日本税理士会連合会と日本公認会計士協会が中心となって、会計参与の行動

指針を公表するなど、インフラも整備されてきている。粘り強い着実な普及への努力が社

会的にも求められていると考える。会計参与導入がもっと増加することで、外に向けて正

確な情報が提供され、中小企業の実態が分かりやすくクリアになり、そのことをベースに

して、よい資金、よい人材が中小企業に入ってくる。そんな形が実現できれば、日本経済

がもっと活性化してくることは間違いないと確信する。
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