第88回 監査役全国会議

情報開示に監査役も積極的関与を
コーポレート・ガバナンス
（企業統治）
への関心が強まり、
監査役への期待も一段と高まっ
ている。
「能動的・積極的に権限を行使すること」
が求められる監査役は社会の信頼にどう応
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横浜市で監査役の役割について考える
「第88回 監
査役全国会議」
を開催。監査のプロが活発に議論した。
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