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変化への対応力
世界的なパンデミック、デジタル社会の発展、
企業情報開示のあり方の変革など、私たちの 
社会は、これまでにないスピードで変化し、より
複雑化しています。
あずさ監査法人は、このような変化にもスピー
ディかつ柔軟に対応しながら、監査法人として
の変わらぬ使命を果たしていきます。

理事長からのメッセージ

P. 2

市場参加者等からの期待
会計監査は資本市場を支えるインフラで 
あり、監査法人は市場参加者等からの期待
に応える責務を担っています。

あずさ監査法人は、その期待に応え、社会、
クライアント、関係する人々から常に選ば
れる存在になるために、監査品質を追求 
しています。

P. 4

理事長×公益監視委員 
オンライン対談

公益監視委員会による
「監査品質向上の取組」
に対する評価
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AZSA Quality Overview
あずさ監査法人の監査品質向上に向けた取組の全体像
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監査品質を支える体制と取組
監査法人には、「監査を通して健全な市場経済を守る」という責務があります。
あずさ監査法人は、マーケットにサプライズを与える事案を生じさせない、
高品質な監査を実現するための体制を整備し、取組を推進しています。

法人概要

監査法人のガバナンス・コードへの対応

P. 85

P. 90

あずさ監査法人は、世界約 150ヵ国で展開する
KPMGのグローバルネットワークや、幅広いイン
ダストリーナレッジを活用し、価値あるサービス
を提供しています。

あずさ監査法人では、「4つのディフェンスライン」
による組織的な品質管理体制のもと、監査品質の
維持向上に取り組んでいます。

共通の基本理念と開放的な組織風土、強固なガバ
ナンス体制、そして4つのディフェンスライン（組
織的な品質管理体制）が、あずさ監査法人の監査品
質の基礎となっています。

あずさ監査法人では、監査品質の根幹は人材にあ
るとの理解から、高品質なプロフェッショナル業
務を提供するための専門知識およびスキルの習得
が可能な環境を整備しています。

副理事長（品質管理統轄）からのメッセージ

AQIで見るあずさ監査法人の監査品質向上への取組

P. 24

P. 26
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

真のプロフェッショナルの育成

監査品質を向上させ、付加価値の 
高いサービスを提供し、社会からの
期待に応え続けていくために根幹と
なるものは、人材です。テレワークが
当たり前になった現在でも、最後は
人と人の信頼、組織と組織の信頼が、
最も大切であることは変わりません。

私どもは、高い倫理観・誠実性を 
有し、自分の頭で考え、専門家として
自ら判断できる、皆様から信頼され
る真のプロフェッショナルの育成を
進めてまいります。あずさ監査法人
の持つフラットで開放的な組織風土
をさらに育み、多様性を認め合う文化
を醸成することで、皆様の期待に応え
られる組織を目指してまいります。

選ばれ続ける存在であるために

公認会計士法等により、公認会計士
は継続的に研修を受講し、必要な単
位を取得することが義務付けられて
います。今般、当法人の一部のパート
ナーおよび職員が、法人内のeラーニ
ングにおいて不適切な受講を行い、
結果として必要な単位を充足してい
なかった事実が判明しました。監査
関与先ならびに関係者の皆様にご迷
惑をおかけしましたこと、心よりお
詫び申し上げます。

職業的専門家として保持すべき倫理
観の欠如による行為であること、さ
らに社内管理体制が十分に機能しな
かったことにより本事態に至ったも
のであると厳粛に受け止め、コンプ
ライアンス教育を徹底するとともに
社内管理体制を強化し、再発防止に
向けて真摯に取り組んでまいります。

New Normal時代への対応

世界的なパンデミックに襲われた 
コロナ禍で、我が国は、世界に先立っ
て本格的な決算監査の繁忙期を迎え
るという困難に直面しました。

そうした中、大きな混乱もなく期末
監査を終えられたことは、ひとえに監
査先の企業の皆様の深いご理解とご
協力の賜物です。改めまして御礼申
し上げます。

さて、このコロナ禍の影響はしばら
く続くと考えられ、今後はウイルス
と共存していく�New Normalの時
代�に突入することが予想されます。

あずさ監査法人においても、感染リ
スクを極力減殺することに努め、国民
としてパンデミックの阻止に協力し
ております。同時に、当法人職員は
もとより、クライアントの皆様の健
康と安全を守ることが常に優先され
ると考えています。その上で、あずさ 
監査法人が社会から付託された 
「監査を通して健全な市場経済を守る」
という責務は、従前通り確実に、かつ
効果的に果たしていく所存です。

最重要課題は監査品質の追求

あずさ監査法人は、この社会から 
付託された責務を果たし、皆様から
の確かな信頼を得るため、監査品質
の維持向上を最重要課題として監査
業務に取り組み続けてまいります。

従来と変わらず、マーケットにサプ
ライズを与える事案を生じさせない 
ことを最優先に、効果的な監査を 
実現してまいります。

将来リスクへのプロアクティブな対応

コロナ禍による企業活動に対する 
制限や、最近の米中間の急速な関係
悪化による影響は、企業業績にさら
なる不透明感を与える恐れを孕んで
います。このため、財務情報の信頼性 
はもちろんのこと、非財務情報の 
重要性もますます高まることが予想
されます。

新たに監査上の主要な検討事項
（KAM）の開示も義務付けられ、今
まで以上に監査関与先の経営者等と
の対話を通じて検討内容を正しく理
解し、そこから生じるリスクを適切
なタイミングで協議していくことが
重要になってきます。経済環境が激
変する中で、将来リスクにもフォー
カスし、社会の信頼に足る監査法人
として、よりプロアクティブに対応
してまいります。

デジタル監査の推進

コロナ禍では人同士の対面接触が厳
しく制限され、企業の内部管理とし
ても、私どもの会計監査においても、
フィジカルな対応に制約が生じます。
したがって、今まで以上にデータの
分析を駆使した効率的な管理と、デ
ジタライズされた最先端の監査がます
ます必要になると考えています。当
法人はKPMGグループ各社と一体
となって、あらゆる方面でのデジタ
ル分野の変革に対応していきます。

特に、監査のデジタルトランスフォー
メーション（DX）を推進するため、新
しい監査プラットフォーム「KPMG 
Clara」を活用し、新たなInsights（付加
価値のある洞察や知見）を提供します。

M essage 理事長からのメッセージ
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あずさ監査法人 理事長

髙波 博之

あずさ監査法人が目指すVis ionは
「The Clear Choice」、すなわち、 
卓越したサービスの提供により、す
べてのステークホルダーから常に
信頼され選ばれる存在になることで
す。この信頼は、構成員一人ひとり
の誠実性があってこそ成り立つもの
であることを改めて認識し、パート
ナーおよび職員全員が自己を律して
信頼の回復に努めてまいります。

また、コロナ禍は、難しい課題を突き
付けてきました。これからも激変す
る環境に応じて我々自身が変革し、
変わらぬ使命を果たし続けることで
皆様の期待に応えていく所存です。

この冊子は、あずさ監査法人の監査
品質向上のための最近の取組や組織 
基盤、品質管理システム、そしてそれ
を支える人材開発についてご紹介する 
目的で発行しました。私ども、あずさ
監査法人の監査品質向上への取組をご
理解いただく一助になれば幸いです。
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理事長×公益監視委員 オンライン対談

公益監視委員会による
「監査品質向上の取組」に対する評価

資本市場の番人だといわれる監査法人。
近年では、監査の本質である財務諸表の保証のみならず、

粉飾や不正の発見までも期待されつつあり、監査の範囲は拡大傾向を続けている。
広がり続ける監査への期待を背景に、

監査法人はどのようにして監査の品質を担保し、向上させていくのか。
公益監視委員会メンバーが、あずさ監査法人の取組を客観的視点で評価する。

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

監査法人の存在意義を伝える
髙波　監査法人は特殊な組織形態で、
会計監査という業務も外から見ると
わかりにくいとよく言われます。多様
なバックボーンを持つ皆さんの目に
我々はどのように映っているのか。率
直な意見を聞かせてください。

浦野　資本市場のインフラである監
査は社会に不可欠な存在ですが、普段
は特段意識されることはありません。

株式市場を通じて間接的につながる
だけで、何も問題が起きなければそ
の存在を気にかけることもない、遠
い印象です。

その乖離を埋めるためにも、これまで
以上に、普段から意識的に情報を外部
に発信する努力が必要です。会計監査
とは何か、監査法人がどのような役割
を果たしているのかなど、わかりやす
く説明する機会がもっと増えるとい
いのではないかと感じています。

上原　一般投資家にとって監査法人
が遠い存在なのは、会計監査人を選

任するのも解任するのも企業であ
り、自分たちの手では選べないこと
が一つの理由です。

しかし、だからこそ監査法人の社会
的責任は重大で、監査人一人ひとり
がその自覚を持って日々の業務にあ
たることが望まれます。

阪田　投資家から選任されるわけで
もなく、公共の利益に資するとはいう
ものの、監査する企業から報酬を受け
取り、クライアントである企業のため
に仕事をする。この点については、個
人的に疑問を感じていました。

しかし、公益監視委員としてあずさ
監査法人の実態を知るに伴い、監査
人のプライドや倫理観、職業的懐疑
心によって、そうした制度的矛盾を
克服していることを理解するように
なりました。

同時に、組織的にもクライアントか
らの独立性を確認する仕組みが構築
されている。浦野委員が言われたよ
うに、こうした実態を広く伝えるこ

とで監査法人の存在意義がより明確
になり、社会の理解も得られるよう
になるのではないでしょうか。

石田　監査法人の独立性が確保され
ている理由は、組織形態にもあるは
ずです。

600名ものパートナーを擁するあず
さ監査法人のような組織では、仮に
誰かが特定のクライアントの利益を
優先しようとしても、それによって
自らの経済的利益が脅かされる他の
多数のパートナーがそうした行為を
許しません。

つまり、会計士個々人の倫理観のみ
ならず、経済合理性によって独立性
が担保されているといえます。監査
法人の独立性を疑問視する見方があ
りますが、この事実も広く伝えてい
くべきだと思います。

いまこそ問われる監査品質
上原　コロナショックはリーマン
ショックの時以上に、全業種にわ
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（五十音順）

たって企業業績に莫大な影響を与え
ています。

まさに未曾有の事態で、監査法人が財
務情報の適正性をどのように保証す
るのか、マーケットも注目しています。

髙波　2020年は、これまで以上に監
査の品質が厳しく問われる年になる
でしょう。

コロナショックの影響により、思わ
ぬリスクが表面化して事業継続が困
難となる企業が出る恐れもありま
すが、そうした兆候を見逃すことが
あってはなりません。

あずさ監査法人では「資本市場からの
信頼」を最も重視し、それに応える監
査品質として、「マーケットにサプラ
イズを与えるような重大な不備を発
生させない監査の実現」を基本理念と
して掲げてきましたが、その真価が問
われる時が来たと考えています。

石田　監査法人の業務は「保証」を提
供するものです。その保証業務は信
頼があって初めて成り立つもので、
信頼が失われれば、監査法人そのも

のが立ち行きません。忘れてならな
いのは、その信頼は加点方式ではな
いということです。少しずつ獲得し
ていくのではなく、存立の大前提と
して最初から与えられている一方、
何か問題が起きれば一瞬にして失わ
れてなかなか取り戻すことができな
い。厳しい経済環境下だからこそ、監
査が持つ保証業務の本質に改めて向
き合うことが求められます。

阪田　どの監査法人も監査品質の向
上に向けて懸命に取り組んでいるは
ずですが、最終的には重大な監査事
故を起こしていないかどうかという
「結果」をもって評価されます。

新型コロナウイルス感染拡大の最中
にあった2020年3月期を大きな混乱
もなく乗り越えられたのは、監査品
質を明確に定義し、それを軸に一貫
性のある経営を行ってきた成果だと
見ています。

上原　私は金融業界に長く身を置
き、数多くの事業会社も見てきまし
たが、どんな組織であっても自分た
ちの社会的責任とは何かという軸が

しっかりしていないと、商品開発に
しても顧客サービスにしても必ずブ
レが出てくるものです。

逆にそこさえ揺らがなければ、細か
なことにとらわれずに、ここは絶対
に外せないという点だけを押さえ
て、迷いなく動くことができる。

これは監査法人も変わらないはず
で、コロナ禍においても粛々と業務
を進められたのは、監査品質とは何
か、どのようにそれを追求するのか
が、組織内でしっかりと共有されて
いたからだと評価しています。

阪田　一方で、「効率」も大切な品質
の1つだと私は考えています。あずさ
監査法人では監査のデジタル化に力
を入れてきたところですが、これま
で以上に推進して生産性を向上する
努力を続けていくべきでしょう。

石田　私も同意見です。昨今の監査
の範囲拡大や難度の高まりは監査コ
ストの上昇にもつながっていて、負
担を感じている企業も少なくないは
ずです。

石田 浩二
元日本銀行政策委員会 
審議委員

上原 治也
三菱UFJ信託銀行株式会社 
特別顧問

浦野 光人
元株式会社ニチレイ 
代表取締役社長

阪田 雅裕
弁護士
アンダーソン・毛利・友常 
法律事務所顧問
元内閣法制局長官

公益監視委員（外部委員）のご紹介（詳細はP.37参照）
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

今後はデジタル化を通じて、監査精
度の向上や工数の削減など監査の効
率化に取り組み、その果実をクライ
アントと共有できる監査法人が選ば
れていくのではないでしょうか。

企業の働き方も大きな転換点を迎え
る中、将来を見据えたデジタル投資
を継続していただきたいと思います。

多様性を価値創造につなげる
髙波　組織は戦略に従うとも、戦略は
組織に従うとも言われますが、いずれ
にしろ自らの組織能力とその基盤と
なる組織風土を抜きにして、競合との
差別化を考えることはできません。

あずさ監査法人では、監査品質は組織
を構成する一人ひとりの行動に大き
く左右されると考え、Integrity（誠実
に行動する）、Excellence（自己研鑽
を重ね、高品質なサービスを提供し続
ける）、Courage（正しいことを追求
し、新たな価値創造に果敢に挑む）と
いった行動指針を掲げてきました。

私自身、事あるごとに法人内で、我々
が大切にすべきバリューを語るよう
にしていますが、その一方で、組織の
隅々にまでバリューが本当に浸透し
ているのかという問題意識も常に持
ち続けています。中にいると見えに
くいこともあるからです。

当法人の組織風土について、客観的
な立場から評価をいただけますで
しょうか。

浦野　理事の方々とのディスカッ
ションに加えて、現場の雰囲気を知る
機会も折にふれて設けていただいてい
ますが、組織全体で自由闊達な意見交
換が行われ、お互いをリスペクトする

文化が根付いていると感じています。

これは法人内だけでなく、クライア
ントとの関係にも共通するもので、
グッドリスナー、すなわち良き聞き
手であれという、組織のカルチャー
によるところが大きいのではないで
しょうか。 

上原　法人の成り立ちも影響してい
ると思われます。度重なる組織再編
を通じて、異なる価値観や背景を持
つ組織メンバーの意見も聞いて取り
入れようという文化が形成されて
いったのではないでしょうか。それ
が、我々を含めた第三者の意見にも
耳を傾け、それをガバナンスに反映
させようという姿勢にもつながって
いるのだと思います。

阪田　言いたいことが言える風通しの
良い職場環境は、職員のモラルとモチ
ベーションを高く維持するために極め
て重要で、結果として品質の高い優れ
たサービスにもつながっていきます。

異なる意見も尊重しようとする多様
性は、組織の強さに寄与するはずです。

石田　ただ、インクルージョン＆ダ
イバーシティの観点からすると、課
題が残ります。

専務理事に女性が 1人もいない現状
を踏まえれば、評価やジョブアサイ
ンメントの基準を抜本的に変えてい
く必要があるのではないでしょうか。

髙波　女性活躍推進は法人を挙げて
取り組んでいるものの、女性役員の
登用について結果を出せていないこ
とは事実です。その点については重
く受け止めなければなりません。

不確実性が増すばかりのこの時代
を勝ち抜くためにも、変化にスピー
ディかつ柔軟に対応できる組織づく
りが不可欠です。性別や年齢、国籍
といった属性の多様性はもとより、 
多面的で個性あるものの見方や、誰
もが意見を表明できるような環境づ
くり、組織としてそれをどう生かし
ていくかという視点がより重要で 
しょう。

真に多様な人材を価値創造に結び付
けることで、変革の時代を切り拓い
ていく所存です。

公益監視委員会による
「監査品質向上の取組」に対する評価

To p i c sTo p i c s  

0 1
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品質向上を支えるソフトとハード
髙波　我々がなぜ組織風土を大切に
しているのかといえば、それが監査
の品質に直結するからです。ただし、
一人ひとりの意識や倫理観に委ねる
だけでは駄目で、組織風土というソ
フトに加えて、組織体制や業務運営
などのハードが揃って、初めて持続
的な品質向上が可能になります。

その基盤となるのが、私たちが「4つ
のディフェンスライン」と呼んでい
る品質管理体制です。

経営責任者等、品質管理の各部署、監
査事業部、監査チームという 4つの階
層が自らの責務を果たし、漏れのな
い組織的な管理体制を築くことで監
査品質に万全を期しています。こう
した組織的な仕組みとサポートがあ
ることで、最前線に立つ監査チーム
も品質に自信が持てます。

浦野　すべての起点となるのは、や
はり現場でしょう。メーカーも同じ
ですが、高い倫理観、専門性、そして
コミュニケーション力に裏打ちされ
た現場を抜きに、品質を担保するこ
とはできません。

中でもカギを握るのが、コミュニ
ケーション力です。その点、グッドリ
スナーの姿勢が根付いているのは、
あずさ監査法人の強みだと感じて
います。良き聞き手として相手の考
えや状況を深く理解し、そこから真
の課題と解決のヒントを引き出すコ
ミュニケーション力は、法人内はも
ちろん、クライアントの信頼を勝ち
得る上でも極めて重要です。

石田　監査チームにおいては、異な
る出身母体のパートナーが一体と

なっていることで、お互いにフラッ
トな関係でありながら、良い距離感
を保っている様子が見て取れます。
そのおかげで、4つのディフェンスラ
インによるチェックやサポートも円
滑に機能していると感じています。　 

浦野　水がたゆまず流れ落ちるよう
に理念が組織に浸透するためには、
カスケードダウンと持続的な教育研
修が欠かせません。

髙波理事長をはじめとする経営陣
が、基本理念と監査品質の重要性を
繰り返し言い続けていることで、理
念への真の共鳴と実践という形で実
を結んでいます。

髙波　監査を行うということは、業
務にあたる一人ひとりが自分の正し
さを表明するということです。その
点においては、監査チームの一員で
あってもパートナーであっても、公
認会計士である以上は誰もが対等の
立場にあります。

すべてのプロフェッショナルが組織
の一員としての自覚と誇りを持ち、
互いにリスペクトし合いながら協働

することに関しては、我々はどこに
も引けを取らない自信を持っていま
す。目に見える仕組みと目には見え
ない組織風土の両面からのアプロー
チで、監査の品質向上に取り組んで
いきます。

石田　監査というものはどうして
も、現場である監査チームが重視さ
れる傾向があるように感じます。そ
の意味では、法人内における品質管
理部門の相対的地位を高め、それに
見合ったキャリアプランを確立して
いくことで、品質管理のプロフェッ
ショナルを養成し、相互チェック能
力をさらに高めていく必要もあるで
しょう。

組織の総力を挙げて、監査品質の追
求に取り組む時代が来ています。
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

社会の期待に正面から向き合う
髙波　会計監査の目的は企業が作成
する財務諸表に重要な誤りがないこ
とを保証することであり、不正を発
見することではないという立場を監
査業界は長く取ってきました。しか
し、会計不正などが相次いだことで、
社会の期待は不正を見抜くことにも
及ぶようになりました。

こうして生じた期待ギャップを解消
するために、監査はその範囲を拡大
させてきました。

2008年に適用された日本版SOX法
では、財務諸表のみならず、それを作
成するプロセス、すなわち内部統制
の有効性を評価する内部統制監査が
導入されました。

また、監査に用いる手法や技術も進化
を遂げています。近年ではデジタルテ
クノロジーの活用により、一部をサン
プルとして抽出し、監査対象全体に問
題がないことを確認する試査から、す
べての項目や取引を扱う網羅的監査
が行えるようになっています。

また、ビッグデータ分析を行うこと
で、従来のリスクアプローチでは予
測困難な不正を発見することもでき

ます。環境が整えば、監査対象となる
全データをリアルタイムで分析して
不正の早期発見や予防に貢献するこ
ともでき、いまや不正対応が監査の
目的の1つであることは論を俟ちま
せん。

阪田　「保証」という監査の役割は変
わらなくても、その保証をする上で、
どのような視点からチェックして評
価したかというプロセスの説明が求
められるようになっています。KAM
（監査上の主要な検討事項）の導入は
その1つのきっかけに過ぎず、「監査
の透明性」という社会の新たな要請
にどう応えていくかが、これからの
時代に求められる監査品質の一部と
なるのではないでしょうか。

浦野　企業側にも、監査に対する期
待の変化が見られます。いま日本企
業は、グローバル化とデジタル化に
加えてコロナ対応という課題に直面
しています。

不確実性の高い中で難しい舵取りを
迫られている経営者は、同じ目線に
立って議論できる相手を求めてお
り、そこに監査が新たな価値を発揮
する可能性があります。

過去や現在についてだけでなく、将
来のリスクを捉えて業績への影響や
課題を先回りして把握できれば、経
営者はもちろんマーケットの期待に
応えることもできます。

監査法人に求められているのは、財務
情報のチェックだけではありません。

上原　自分の判断について第三者の
意見を聞きたいと思う経営者は多い
ものです。

自社の事業を深く理解している、信
頼できるパートナーから客観的な意
見を聞くことができれば、経営者も
心強いはずです。

そうした関係性を構築できるように
取り組んでいただきたいと思います。

髙波　独立した立場で公正不偏の態
度を貫くこと、監査証拠を鵜呑みに
せずにプロフェッショナルとして批
判的に評価する姿勢など、どれだけ
技術が進化しても変わらないものも
あります。

守るべきは守り、変えるべきは大胆
にチェンジしていくつもりです。

公益監視委員会による
「監査品質向上の取組」に対する評価

To p i c s  To p i c s  

0 1

業務範囲

時間
1960年代 
企業の大規模化に対応して監査法人が制度化

2000年代
四半期報告制度、日本版SOX制度
開始

2020年
KAM導入、デジタル監査推進

将来情報
非財務情報

手作業からコンピューターへ

正確性評価から内部統制の確認による
仕組みの評価へ

不正発見、データ分析による
異常値検知

「保証」範囲のさらなる拡大

1970年代 
中間財務諸表、連結財務諸表の監査開始
1990年代
会計ビッグバンにより時価会計導入

2010年代
不正リスク対応基準導入　
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監査の未来を拓くパートナー人材
髙波　委員の皆様から、これからの
監査のあり方やあずさ監査法人が選
ばれる存在であり続けるために必要
なことを挙げていただきましたが、
その実現に向けたカギとなるのが人
材、とりわけ監査品質の根幹を担う
「パートナー」です。

パートナーシップの歴史はローマ時
代にまで遡るとされ、構成員が業務
の執行権を有すると同時に、債務に
ついて第三者に対して無限または有
限の責任を負うという点では、いま
も何ら変わりません。

つまり、パートナーは名実ともに事業
のオーナーであるということです。　
しかし、大手監査法人においては、社
会からの期待に応える形で役割範囲
を拡大してきた結果、本来のパート
ナーシップ制度が想定していた規模
をはるかに超えてしまっています。

当法人ではこの実態に対応するため、
人事制度をはじめとする経営体制の
整備を進めてきましたが、何よりも
パートナー自身の意識と行動が変わ
らない限り、監査の未来を我々の手で
拓くことは難しいと考えています。

浦野　公認会計士や弁護士がそうで
あるように、経営もまた職業的専門
家、つまりプロフェッショナルの仕
事です。

とりわけ現下の社会情勢を踏まえれ
ば、世の中の変化に対応できる経営の
プロの存在は欠かせません。優れた監
査人が経営者として優秀であるとは
限らないことを思えば、監査の専門家
とは別に、人事評価やキャリア設計、
サクセッションプランなどを通じて、
経営の専門家を育成する必要がある
のではないでしょうか。 

石田　私がパートナーに求めるの
は、コミュニケーション力です。

監査法人のステークホルダーは企業
のほかに、投資家、規制当局、学者、報
道機関、同業者など多岐にわたり、関
心のポイントもさまざまです。多様
なステークホルダーに対して適切な
コミュニケーションをとれる人材が
必要です。

これまでの会計監査のスペシャリス
トに加えて、新たな知識、経験、スキ
ルの獲得が求められます。

髙波　会計監査人はこれまで、ある
意味で制度に守られてきました。決
められたルールに則って監査を行っ
ても、重要な虚偽表示が発見されな
い可能性はあるとして、自ら監査の
限界の線引きを行ってきたのです。

しかし、我々は「マーケットにサプラ
イズを与えるような重大な不備」は

許容しないと決めました。それが社
会の信頼に応える唯一の方法だと考
えたからです。

ルールに則って物事を正しく処理す
るのがスペシャリストだとすれば、
目の前の現実や移り変わる社会の要
請に背を向けず、真摯に対峙するの
がプロフェッショナルです。当然、自
らも進化し続けなければならない。
経営者やマーケットと真摯に対峙し
ながら建設的な対話をする力も、そ
の1つでしょう。

新たなマインドセットとスキルセッ
トを獲得するために、私もしっかり
とリーダーシップを発揮していく覚
悟です。

保証という監査の本質は不変でも、
何をどのようなプロセスを経て保証
し、それを外部にどのように説明し
ていくかについては、今後も変わり
続けていくでしょう。

それが資本市場に対する信頼の確
保に資するものである限り、プロ
フェッショナル集団として進化し続
けることにいささかの躊躇もありま
せん。

公益監視委員の方々をはじめとする
客観的な意見や社会の期待をしっか
りと受け止め、変わる監査の最前線で
変革をリードしていく所存です。 
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

はじめに
日本では、2020年の初めから新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の流行が始まり、4月には政府による緊急事
態宣言が発令されました。

これにより、3月決算の企業は、緊急事態宣言による行動
制限と2020年3月期の期末決算・監査の時期が重なると
いう事態に直面することになりました。

あずさ監査法人は早い段階から、このような状況下でわれ
われが守るべき事項を以下の3点に集約し、組織全体に周
知徹底しました。

業務は原則リモートワークとし、スプリットチーム制の導
入といった感染拡大防止策に一早く取り組みました。

実際に監査を進める際は、監査関与先の個別の状況とニー
ズを踏まえながら柔軟な対応策を取ることにより、大きな
混乱もなく期末監査を終えることができました。

これもひとえに、監査関与先の皆様の深いご理解とご協力
の賜物です。改めまして御礼申し上げます。

COVID-19下で守るべき 

3つの事項 

1. 職員を感染リスクから守ること

2. 政府の要請に応え、パンデミック防止に協力 
すること

3. 監査人またはプロフェッショナルファーム 
としての受託責任を果たすこと

To p i c sTo p i c s  

0 20 2

あずさ監査法人が掲げるCOVID-19下で守るべき3つの事項

変化への対応力：環境変化

COVID-19に対する
あずさ監査法人の取組
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2020年3月期の期末監査

2020年3月期の期末監査（4～6月）は、COVID-19の感
染拡大に伴い、「新しい事業リスクの発生」と「往査・出社の
制限」という2つの点で大きな影響を受けました。

これらに対しては監査品質に与える影響を分析した上で、監
査計画の見直しを含む対応策を立案し、実行に移しました。

上表の対応策欄に記載した代替的手続により、監査品質を
確保しながら、大幅な期限の延長なく監査を終えることが
できました。

COVID-19発生前の期中監査で、内部統制の有効性評価を
通常通りに実施済であったことや、過年度の監査で積み上
げていた理解や心証の蓄積により、このような代替的手続
が有効的に機能したと考えています。また、このような代替
的手続は、監査関与先の協力と、これまでの相互信頼の積
み重ねによって成り立ったものであり、あくまでも緊急避
難的な短期対応であったと理解しています。

現在もCOVID-19の影響が継続しています。中長期的な
監査品質の維持の観点からは、従来重要な実証手続と位置
付けていた実査・立会・確認や、原本証憑との突合、対面で
のコミュニケーションなどをどのように変えていくか、も
しくは変えずに続けるかが、今後の大きな検討課題である
と認識しています。

COVID-19による影響 監査への影響 対応策

一部業種の業績悪化などの
新しい事業リスクの発生

監査リスクを含む監査計画の見直し

監査計画の見直しが必要となる領域を把握するため、 
すべての監査チームが 監査上の検討論点について、チーム
ミーティングを実施。さらに、データを有効活用したリスク
評価を実施

往査・出社の制限

実地棚卸の立会の制限 リアルタイムでの動画、画像データによる棚卸立会で代替

監査資料やデータ授受の制限 KPMG Central（監査プラットフォーム）でのデータ授受 
で代替

海外子会社等との
対面コミュニケーションの制限

GJP駐在員を通じて情報を収集。あずさ監査法人のGroup 
Reportingポータル（Engagement Site）の活用

残高確認状の手配や回収の制限 残高確認状管理システムを利用。感染防止に最大限配慮
しながら出社し、対応

影響と対応策
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

COVID-19に対する
あずさ監査法人の取組

With/Afterコロナ時代の監査

COVID-19が企業業績に与える影響や回復の速度は、業種
ごと・企業ごとに異なります。このような状況下での監査に
おいては、それらの違いを理解した上で、監査リスクを適時
に把握し、対応することが重要です。

あずさ監査法人では、企業へ与える影響、回復ステップ、各
ステップで直面する課題・施策を業種ごとに整理していま
す。これらの業種ごとの整理に照らし合わせて、各監査チー
ムが監査関与先の経営者の見積や不正リスクに与える影響
を評価することで、監査リスクを適時に把握します。

また、監査手続の実施にあたっての制約は当面避けられま
せんが、余裕を持ったスケジューリング、監査手続の前倒し、
状況変化に応じた計画見直しなどにより、COVID-19の緊
張期と緩和期を見据えて適切なタイミングで対応します。

さらに、業種ごとに共通する監査リスクや特定された留意
点を法人全体で共有するとともに、そこから得られた有益
なInsightsを監査関与先や社会に積極的に情報提供して
いきます。

To p i c s  To p i c s  

0 2

Stage1

Reaction

安心・安全の確保

出張制限・駐在員の退避

隔離施策・衛生管理強化

BCP発動・対策本部組成

在宅勤務・時差出勤・
チーム制導入

定常オペレーションのリモート化／
代替方法検討

資金繰り対応

業務リソースの補完、
代替サプライヤ対応

全面的在宅勤務に伴う
セキュリティ・労務対応

事業収益構造の変革

サプライチェーン最適化・
効率化

グローバル危機管理体制の
再構築

リモートワークを前提とした
評価制度見直し

業務の自動化・
アウトソース化

スマートファクトリー・
工場無人化

デジタル危機管理体制構築

New Realityに適した
働き方改革

役職員、顧客を中心とした 
ステークホルダーの身体の
安全確保と安心感の醸成

Stage2

Resilience

オペレーションの維持・継続

C O V I D -19 の 継 続 的 な
影響下で、事業と組織運営
を持続させるための施策・
取組

Stage3

Recovery

ピークアウトし平時へ復旧

雇用が創出され、投資が好
転し、不安が解消するにつれ
て平時への体制へ戻す取組

Stage4

New Reality

New Realityへの適応

COVID-19によってもたら
された 社会・経済の変化を
所与のものとした事業と組
織の再構築

K
P
M
G
が
考
え
る
回
復
の
4
段
階

︵
時
間
軸
は
国
・
業
界
に
よ
っ
て
異
な
る
︶

企
業
の
課
題
・
施
策︵
例
︶

COVID-19下における企業の回復ステップ
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With/After コロナ時代で変化する期待に応え続けるために

COVID-19により、社会のあらゆる局面において不可逆的
な変化が生じましたが、あずさ監査法人が目指すVisionで
ある�The Clear Choice�と、「マーケットにサプライズを
与える事案を生じさせない」とする本源的な使命に変わり
はありません。

このVisionを実現し、使命を果たすためには、社会の変化
やそれに伴うステークホルダーからの期待の変化を理解
し、新たな取組によりその声に応え続ける必要があると認
識しています。

あずさ監査法人では、品質管理本部と「New Normalプロ
ジェクト」と名付けた検討チームが協力し、変化する「社会」
「監査関与先」「構成員」からの期待に応えるための新たな
姿を描き、そのための施策を実行に移しています。

中でも、「働き方の変化」と「業務の目的」の関係を整理し、対
面でのコミュニケーションの質を重視した監査手続の実施
を進めます。併せて、従来から推進しているデジタル監査プ
ラットフォームの導入も加速させ、さらに効果的かつ効率
的な監査を実現していきます。

あずさ監査法人は、これらの新たな施策によって、「社会に
対する信頼性の高い保証の提供」、「監査関与先に対する付
加価値のある監査業務の提供」、「構成員に対する安全な環
境と理想のキャリアの提供」を実現し、どのような時代でも
常に選ばれる存在であり続けたいと考えています。

監査業務の目的に応じた活動場所

事 務 所

●　チームメンバーと対面
で議論

●　Off-JT等の集合研修
実施

在 宅

● 　電子証憑の確認・検証
● 　調書・報告資料作成
●　 集中して深く考える

●　深く聞く・深く話す・
Insightsを伝える

●　証憑確認
●　職業的懐疑心の発揮
●　重要な論点について

対面で議論

監査関与先

KPMG
デジタル監査プラットフォーム

KPMG Clara／ KPMG Central
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

あずさ監査法人の考えるデジタル監査
あずさ監査法人は、デジタル監査プラットフォームであ
る「KPMG Clara」を活用し、監査のデジタルトランス
フォーメーション（DX）を強力に推進しています。また、
COVID-19の出現によるNew Normal時代の監査を支
えるため、これまで以上にデジタル領域へフォーカスした
投資を進め、あずさ監査法人のデジタル戦略である「3C x 
Impacts & Insights（3C x I）」を実現することで、社会・
企業からの期待に応え続けていきます。

3C監査

社会や企業のデジタル化を踏まえ、あずさ監査法人では
「3つのC」（①Comprehensive（網羅的）､②Centralized 
（一元的）､③Continuous（リアルタイム））による監査の
実現を目指しています。特に、New Normal時代における
企業の急速なデジタル化を見据え、一元的監査とリアルタ
イム監査をより早く実現させていきます。

Impactsと Insightsの提供

あずさ監査法人は、「KPMG Clara」上で「3C監査」を実施
することで、監査関与先に対して監査の「高度化」「効率化」
「見える化」という Impactsを具現化し、付加価値のある
Insightsを提供していきます。

約 229  億円

2021年6月期
予算

+
90  億円139  億円

いずれも、KPMGジャパンベース、情報システム
関連費用含む

New Normal時代の監査を支える
デジタル監査プラットフォーム

To p i c sTo p i c s  

0 30 3

変化への対応力：技術革新
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リモート監査を支えるプラットフォーム「KPMG Clara」

New Normal時代は、往査の制限等により、監査のより多
くの部分をリモートで実施することが求められます。 

あずさ監査法人ではデジタル監査プラットフォーム
「KPMG Clara」を利用することにより、リモート監査を
実現しています。

なお、KPMG Claraは、監査人だけでなく監査関与先も利
用することを前提としています。 KPMG Claraは、リモー
ト環境下でデジタル監査を支える重要なプラットフォー
ムです。

KCCC

KPMG Clara Client 
Collaboration

監査関与先とのやり取りをWeb上で行うコラボレーションポータル・プラットフォーム

安全性が確保されたセキュリティ環境下で、監査関与先と資料・データの授受、分析結果の共有、タスク・
監査の進捗管理等をタイムリーに行うことができます。監査関与先と監査チーム間のポータル・プラット
フォームとして、上場企業を中心に展開しています。

また、監査関与先へのスマートフォンの貸し出しやOCRツールの活用を通じて、電子化が進んでい
ない証憑類についても、リモート環境下でデータ授受ができる仕組みを整備しています。

KCA

KPMG Clara Analytics

データ抽出から分析生成までワンストップで行う統合データ分析プラットフォーム

監査関与先の統合基幹業務システム（ERP）に随時アクセスし、自動でデータ抽出・分析生成を行う
仕組みを構築しています。

KCｗ

KPMG Clara workflow
リスクアプローチを深化させた新しい監査メソドロジーに基づく監査調書プラットフォーム
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New Normal時代の監査を支える
デジタル監査プラットフォーム

To p i c sTo p i c s  

0 3

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

データ抽出・分析の自動化・高度化

監査関与先のERPシステムから、データを自動で一括抽
出する仕組みを構築しています。また、ERPシステムから
抽出した多様なデータを蓄積・活用し、分析を自動化する
と同時に多角的な解析を行うことで、監査の高度化を図っ
ています。今後もこの取組を拡大し、リアルタイム監査の
実現を目指します。

不正リスク検知モデル

過去に発生した不正事例および訂正報告案件をもとに、企
業の会計不正が発生するリスクを数値化するツールを開
発しました。不正リスクの識別をサポートするツールとし
て、監査現場で活用しています。

また、国立大学法人一橋大学との共同研究により、AI・機
械学習を用いて、勘定科目レベルで不正会計を検知するモ
デルを開発し、 2020年2月に特許を取得しました。この技
術を活用することで、不正リスクの早期発見と対応につな
げることが期待できます。

子会社リスクスコアリング

統計的手法等を用いて子会社財務データを全量分析し、リ
スクを数値化（スコアリング）することで、客観的に不正の
兆候や異常な動きをあぶりだします。連結グループ監査で
は対象外となるような小規模な子会社等も含め、網羅的に
リスクを評価することができ、監査の高度化・監査関与先の
ガバナンス向上に貢献します。当分析は、一定数以上の子会
社を有する監査業務に対して実施しており、300社超で利
用されています。

高度化
（品質向上）

COVID-19の感染拡大により生じた、新たな事業リスクの発生や往査・出社の制限を受け、
データの有効な活用や分析はより重要な意味を持つようになりました。デジタル監査プ
ラットフォーム「KPMG Clara」上に集約した幅広いデータを多角的に分析することで、
不正・異常値をタイムリーに検知し、監査の品質向上につなげます。

データ分析適用率
定型仕訳分析を含める場合100％93.6％ （上場企業）

2020年6月期
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プロセスマイニング

業務フローを視覚化することで、想定されないプロセスや
取引を網羅的・客観的に把握し、ルールから逸脱したリス
クの高い業務フロー・処理等を検知することが可能となり
ます。また、分析結果の共有により、監査関与先の業務プロ
セスを見直し、経営・管理を高度にサポートすることがで
きます。

異常仕訳検知（リフト値分析）

リフト値等の分析指標を活用したアルゴリズムに基づき、
経常的に発生するパターン（勘定科目の組合せ、入力者・承
認者の組合せ等）から乖離する異常な仕訳を特定します。
これにより、不正や誤謬につながるリスクの高い仕訳・取引
を、網羅的・客観的に抽出することが可能となります。

効率化 あずさ監査法人では、監査関連業務の自動化および集約化を通じて、監査業務自体の効率
を向上させると同時に、監査関与先の監査対応負荷の軽減を図っています。

業務の自動化・集中化

監査および監査関連の業務において、RPA（Robot i c 
Process Automation）等を活用した標準化・システム化
を積極的に進め、効率を向上させています。具体的には、監
査調書の作成支援、監査調書の査閲状況に関するメール配
信や電子ファイルの異常検知等の定型業務の自動化を進め
ています。

また、監査業務において、あずさデリバリーセンター（ADC）
（P.49参照）で残高確認手続を集約して実施しており、OCR
等のデジタル技術を活用するなど、業務の効率化も同時に
進めています。

会計監査確認センター

確認状の集中化と電子化を図るため、EY新日本有限責任監
査法人、有限責任監査法人トーマツ、PwCあらた有限責任
監査法人とともに、会計監査確認センター合同会社（ACC）
を設立しました。これにより、残高確認業務の変革および社
会全体の事務負担を軽減させることを目指しています。

AIを用いた会計・監査Q&Aシステム（KOMEI）

AI技術（自然言語処理、機械学習等）を通じて、会計監査や
不正事例等に関する法人内の知見を蓄積・共有する、会計・
監査Q&Aシステム「KOMEI」を独自開発し、2018年7月
より運用しています。ユーザーから日々300～400件の問
合せがあり、ナレッジの拡大とともに、学習効果を通じて
回答精度も向上しています。

自動計算チェックツール

あずさ監査法人は、有価証券報告書の本表と注記の 
計算チェックを自動で行う「自動計算チェックツール」を
グループ会社のKPMG Ignition Tokyoと共同開発し、
2020年5月より運用しています。

継続して機能拡張を実施しており、業務の正確性および効
率性向上を図っています。
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New Normal時代の監査を支える
デジタル監査プラットフォーム

To p i c sTo p i c s  

0 3

KCCC（KPMG Centralを含む）利用社数

2020年6月期
700  社超

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

KPMG Clara Client Collaboration（KCCC）
従来より、「KPMG Central」と呼ばれるウェブベースのコミュニケーション
ツールを導入・展開し、監査関与先と監査チーム間で監査に必要な情報の受け渡
しを行っています。KCCCは、KPMG Centralの機能をさらに充実させたプラッ
トフォームで、授受状況をリアルタイムに可視化するなど、業務の�見える化�を
実現します。

監査関連資料の管理

監査関与先と監査チーム間の資料・データの授受が可能で
す。また、授受の状況をリアルタイムに可視化し、受領の有
無や提出期日・業務等のステータスを網羅的に把握するこ
とができます。

タスクマネジメント

監査上特定された課題および子会社監査状況に関する詳細 
情報を、監査関与先に適時に共有します。

また、タスクごとに役割分担と進捗状況を常時モニタリング 
することで、業務の適切な進捗管理が可能となります。

報告資料等の一元管理

監査関与先への報告資料などがKCCC上でリアルタイムに
共有・一元管理され、双方向のコミュニケーションが可能と
なります。

見える化
あずさ監査法人では、リモート環境下においても、監査関与先および監査チームがともに
アクセス可能な共通のプラットフォームを通じて、監査手続・論点に関する進捗状況の 
�見える化�を実現しています。

PBC（Prepared by client ）Summary
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データ分析の高度化・アドバイザリー展開
あずさ監査法人では、監査業務のDX化で得た技術・知見をもとに

データ分析サービスのアドバイザリー業務への展開を拡大してま

いります。その第一段階として、2020年7月よりSaaS（Software 

as a Service）型の財務データ分析サービス「Financial Data 

Analytics（FDA）」の提供を開始しています。利用先企業から寄

せられる多様なニーズに応えて機能拡充するとともに、さまざま

な知見を蓄積し、相互に連携を図ることで、監査業務のさらなる

高度化につなげます。

3C x Iを実現するデジタル人材育成プログラム「Azsa Digital Academy」
急速に進化するテクノロジーとデータを活用し、監査現場
で3C x Iを実現するために、デジタル人材育成プログラム
「Azsa Digital Academy（以下ADA）」を策定しました。

ADAでは、「将来の監査チーム像」と、「デジタル人材の
階層と担う役割」を定義し、階層別の役割と必要とされる 
スキルを明確にした上で、研修やOJTを組織的に実施する
環境を構築しています。

デジタル人材の認定には、専用の研修プログラムの受講に
加え、実務経験等の要件があります。

2021年6月期中には、監査業務に従事するプロフェッショ
ナル全員が「デジタルアシスタント」の要件をクリアする
ことを予定しています。また今後3年間で、「デジタルマイ
スター」以上のデジタル推進の中核となる人材を2,500名
超に育成することを目指しています。

Column

新たなImpacts & Insightsの創造へ －KITとの連携－
あずさ監査法人は、2019年7月、監査のDXを推進する「Digital 

Innovation部（DI部）」を立ち上げるとともに、AI・ブロックチェー

ンといった先端技術の専門家・開発者集団を組織する「KPMG 

Ignition Tokyo」（KIT）を設立しました。DI部とKITは、監査業務

プロセスの変革や監査プラットフォーム・ソリューション開発を、

同じ執務エリアで一体となって取り組んでいます。

デジタル人材の階層と役割

アドバイスコンサル
テーション

プレゼン
テーション デジタルリーダー

データツール理解
アルゴリズム初級

リーダーシップ

法人全体のデジタル化や関連プロジェクトをリードする

デジタルマイスター
問題解決、監査関与先への提案ができる

デジタルアシスタント
ツールを活用し 分析やアウトプットができる

監査事業部 DI部・IT監査部

デジタルフェロー
各テクノロジー領域をリード

デジタルコア
ツールの開発・ソリューションの提供

監査
関与先

認証

認証

相談

19

AZSA Quality 2020/21 監査品質向上への取組　

© 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



市場参加者等からの期待を踏まえ、監査報告書の記載を充実

2018年7月に金融庁／企業会計審議会から公表された「監
査基準の改訂に関する意見書」により、2021年3月決算の
金融商品取引法監査における監査報告書に「監査上の主要
な検討事項（Key Audit Matters：KAM）」の記載が義務
付けられました。KAMの記載は、監査プロセスがブラック
ボックス化しており、監査人の対応が分かりづらいという
市場参加者等からの指摘に応じて導入されたものです。

KAMの記載は、市場参加者等にとって、監査の透明性を向
上させ、監査報告書の情報価値を高めることを目的として

います。これを踏まえ、経営者・監査役等・監査人の間で、監
査上の重要論点や対応について理解が共有され、適切な議
論が行われることで、監査や財務報告の品質のさらなる向
上も期待されています。

また、KAMの導入と並行して、有価証券報告書についても
記載の充実が図られています。2020年3月期から記述情報
記載が拡充されているほか、2021年3月期からは「会計上
の見積りの開示に関する会計基準」が新たに適用されるこ
とになっています。

監査上の主要な検討事項（KAM）の
強制適用に向けた対応

To p i c sTo p i c s  

0 40 4

変化への対応力：法令改正

決定プロセス

監査上の論点

監査の過程で監査役等と協議した事項

特に注意を払った事項

2020年3月期
KAMの早期適用

2021年3月期
KAMの強制適用

2018年7月
監査基準の改訂

考慮事項

KAM の定義

● 特別な検討を必要とするリスクまたは重要な虚偽表示リスクが高いと評価
された領域

● 不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む、経営者の重要な判
断を伴う財務諸表の領域に関連する監査人の判断

● 当年度に発生した重要な事象または取引が監査に与える影響等

「当年度の財務諸表の監査において、 職業的専門家として特に重要であると
判断した事項」

（Key Audit   
Matters:KAM）

監査上の
主要な検討事項 

KAMの概要

KAMの適用スケジュール
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2020年3月期のKAMの早期適用状況
当初、金融庁／企業会計審議会では、「東証一部上場企業
の監査で、KAM記載の早期適用が期待される」とのコメン
トが示されていました。

しかし、COVID-19の感染拡大により、企業の決算や監査
業務が通常とは大きく異なる対応を強いられたことで、
2020年3月期の適用企業数は想定より少ない結果となり
ました。

早期適用事例まとめ

①  早期適用会社は、主に金融機関、大手企業、米国証券取
引委員会（SEC）登録会社であった。

②  KAMの記載は、ほとんどが会計上の見積り（固定資産
やのれんの減損、貸倒引当金の評価）に関する項目で
あった。

③  固定資産やのれんの減損損失の計上の要否に関する
KAMの記載においては、見積りの基礎となる事業計画
等の策定にあたって用いられた仮定の合理性の評価が、
監査上のポイントとされている事例が多かった。

④  個別財務諸表の監査報告書でも「KAMなし」としてい
る事例は極めて限定的で、持株会社の場合に限られて 
いた。

⑤  会社法監査報告書にKAMを記載した事例もあった。

項目 詳細

早期適用 

会社数
47社 （上場会社：44社、非上場会社：3社）

KAMの 
平均個数

・ 連結財務諸表の監査報告書で 2.1個
・ 個別財務諸表の監査報告書で 1.0個

2020年3月期における早期適用事例

2020年3月期における早期適用事例 （監査法人別）

KAM項目 連結財務諸表監査 個別財務諸表監査
1.   固定資産の減損 20 5

2.　関係会社株式の評価 - 15

3.　のれんの減損 16 -

4.　貸倒引当金の評価 10 3

5.　収益認識 9 8

6.　繰延税金資産の評価 6 1

KAMの頻出項目（会社数）　

監査法人 会社数 KAMの平均
個数（連結）

KAMの平均
個数（個別）

KAMなしの
会社数（個別）

あずさ 13 2.4 1.1 3

新日本 14 2.1 0.8 6

トーマツ 12 2.0 1.2 0

あらた 4 1.8 1.0 0

その他 4 2.3 0.8 1

合計 47 2.1 1.0 10
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監査上の主要な検討事項（KAM）の 
強制適用に向けた対応

To p i c sTo p i c s

0 4

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

2019年度の対応：あずさ監査法人の早期適用に向けた取組
－ 監査基準やKPMGのポリシー等を踏まえ、KAMの記載に関する内部向けのガイダンスと記載例を作成
－ 海外の先行事例等も踏まえ、KAMの記載についてワークショップを開催
－ すべてのKAMの文案について、本部担当者が複数回、多面的なレビューを実施

早期適用の経験により得られた教訓 ～KAM導入の成功に向けた4つの鍵～

成功に向けた鍵1  早めの準備

KAMの記載は、監査法人内（監査チーム、本部）および会社
内（例：監査役等、CFO、経理・財務部門）の多くの方の目を 
通ります。

早期適用の事例では、ビジネスにおけるリスクの認識や 
その表現の仕方等についてさまざまな意見が噴出し、最終
化に至るまでに意見の擦り合わせに相当な時間が必要と
なる場合があります。

このため、2021年3月期の決算および監査は、再びコロナ
禍での対応となる可能性もあることから、期末付近まで待
つことなく、できるだけ早期に検討を開始すべきです。

成功に向けた鍵2  監査上の論点についてのさらなる議論

KAMの記載は、「すでに実施されている監査手続を可視化 
するだけのもの」という見解があり、それ自体は大きく
誤っている訳ではありません。

しかし、早期適用の事例では、KAMの記載に関する議論を
契機として、重要な論点に関する監査上の対応についても
深い議論が行われ、監査上の対応がより充実したとの事例
も出ています。

このため、KAMの記載に関する検討は、どの論点を記載す
るかだけでなく、当該論点についてどのような対応をする
かについても併せて検討・議論することが重要です。

成功に向けた鍵3  他の開示情報との整合性の確認

KAMの記載は、監査人が監査において特に重要と判断した 
事項を記載するものですが、通常、将来事象に関する会計
上の見積り（例：減損損失の計上の要否）に関するものであ
ることが多く、有価証券報告書における他の開示情報（財
務諸表注記、事業等のリスク、MD&A（Management 
Discussion & Analysis）の記載、監査役等の主要な検討
事項）等と関連します。

開示の際は、コーポレートガバナンス改革の一環である、
開示情報の充実に向けた動きも十分に意識した上で、どこ
にどのような内容を記載するかについて、戦略的な検討が
必要となります。

最近の報道でも、他の開示情報との関連を意識した記事が
示されており、KAMを記載する際はこうした観点を意識
しながら検討することが不可欠です。

成功に向けた鍵4  株主総会における質問への準備

特に適用初年度においては、メディア関係者や財務諸表を
利用する市場参加者等から、KAMの記載に対して高い関
心を示されることが想定され、場合によっては、株主総会
で質問を受けることも考えられます。

早期適用の会社の事例では、株主総会でKAMについて直接 
聞かれたケースは多くなかったようですが、株主総会で 
質問がされる可能性も踏まえて準備をすべきです。

早期適用事例では、1年前から詳細なレベルで文案の議
論をしていた事例もあり

早期適用事例では、KAMの記載が監査品質の向上にも
寄与することが明らかに 早期適用した会社では、株主総会でKAMについて質問

を受ける事例は多くなかったが、準備は必要

早期適用事例でも、KAMの記載と開示情報との整合性
の確認が最も重要な課題とされていた
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2020年度の対応：
有意義なKAM記載に向けたあずさ監査法人の取組

KAMの記載は、監査報告書の情報価値を高めることの
みならず、「監査の価値そのもの」を高めることにつなが
るものだと、あずさ監査法人は考えています。

このため、KAMの記載を形式的なもので終わらせず、期
待された結果が得られる有意義なものにするよう、これ
まで以上に、財務諸表を利用する市場参加者等との意見
交換を行います。経営者および監査役等の皆様とコミュ
ニケーションを取り、監査関与先の納得感を得ながら対
応していきます。

あずさ監査法人は、早期適用事例で得られた教訓も踏ま
えつつ、以下のような対応を行います。

• KAMの記載の確定に向けた検討を進めるとともに、 
企業内外の関係者から質問を受けた場合に適切に対
応できるよう、KAMの記載に関する情報を前広に提供 
します。

• KAMに該当する可能性のある項目および、それについ
てどのようにリスクに対応した監査手続を実施してい
るかを、より丁寧に説明します。

• KAMの記載によって、有価証券報告書等に追加的な開
示が必要となる場合、財務諸表や記述情報にどのよう
に記載すべきかを協議します。

あずさ監査法人は、こうした取組を通じて、監査品質や
財務報告の有用性を向上させ、寄せられている期待に応
えていきます。

あずさ監査法人は、品質管理本部に、企業開示の高
度化を支援することを目的とした「開示高度化推進
室」を設置しました。

2021年3月期より、監査報告書におけるKAMの記
載が本格的に導入されます。早期適用の経験から、
KAMの導入によって、企業開示の充実も一定程度
必要になることが明らかになっています。また、新た
な会計基準の導入により、企業開示において減損損
失の計上に関する判断を含め、会計上の見積りに関
する説明が一層求められます。さらに、有価証券報告
書における「記述情報」の開示の充実に向けた取組が
進められているほか、監査基準が改訂され、2022年
3月期から記述情報に対する監査人の責任も強化さ
れます。

開示情報の高度化に向けた取組は、国際的にも急速
に進められています。特に欧州では、英国で財務報告
制度の見直しに向けた議論が進められ、欧州委員会
により非財務情報開示指令の改正も行われていま
す。従来、主眼とされていた企業価値評価のための
情報提供に加え、「企業が社会や地球環境の維持等
にどのように貢献しているか」に関する情報開示を
強化すべきとの要請が強くなっています。こうした
背景を踏まえ、2020年9月には、IASBとは異なる
サステナビリティに関する基準設定主体を、IFRS財
団の中に設置するという提案も示されています。

開示高度化推進室は、KPMGジャパンが蓄積して
きたナレッジや、KPMGのグローバルネットワーク
を活かした海外の実例を踏まえ、主に以下の取組を
行っていく予定です。

•  有価証券報告書に含まれる記述情報の質の向上に
寄与するための助言

•  非財務情報に対する保証業務の提供に関する調
査・研究

• 政府等に対する制度設計に関する提言

品質管理本部 会計プラクティス部 
開示高度化推進室 室長

関口 智和

Column 開示高度化推進室の設置
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

監査に対する期待への対応

あずさ監査法人では、社会からの期待
に応え得る監査品質を追求し続ける
ために、「監査品質向上検討プロジェ
クト」を推進し、改めてこれまで以上
に監査品質を高める上での課題に 
ついて根本原因分析を行い、改善策
を講じています。4つのディフェンス 
ラインそれぞれが監査リスクに適時
に適切な対応を図ることにより、社会
から信頼される監査品質を常に実現
できるように、一人ひとりがプロ
フェッショナルとして自律的に考え
る監査を実行していきます。

経営者によるリスク評価への対応

COVID-19は、企業の事業環境への
大きな影響を与えているだけではな
く、社会構造にも大きな変化をもたら
しています。企業はこれまで認識して
いた潜在的なリスクに加えて、新たな
リスクへの対応を求められています。
私たちはそれらのリスクが企業の将
来に与える影響を経営者がどのよう
に評価しているか、という観点を視野
に入れながら監査を行います。

監査プロセスの透明性を向上させる
取組として、2021年 3月期より監査
報告書における監査上の主要な検討
事項（KAM）の記載が必須となりま
す。経営者とのコミュニケーションを
深め、重要なリスクについて経営者が
どのように判断し対応したかを理解
することで適切な監査手続を実施す
る、ストーリー性のある監査のプロセ
スを開示していきます。

変わりゆく監査のニーズへの対応

ビジネスのボーダレス化とデジタル
化が加速する中、企業による不正は
後を絶たず、監査に対するニーズも 
高まっています。私たちは監査の 
デジタル化を推進し、会計と監査の 
プロフェッショナルとして培った知
識と経験を活かすことにより、会計 
リスクにとどまらずビジネス上の 
リスクや内部統制上の問題点をいち
早くキャッチする、Insightsのある
監査を提供できるように取り組んで
いきます。

法人施策としての監査品質向上に向けた継続的な取組

M essage 副理事長（品質管理統轄）からの
メッセージ
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副理事長（品質管理統轄）

金井 沢治

ここからは、あずさ監査法人のマー
ケットにサプライズを与える事案を
生じさせない高品質な監査の実現の
ための取組を、組織基盤・品質管理 
システム・人材開発・KPMGネット 
ワークの4つの観点からご紹介します。
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S評価

59％

いずれの評価結果においても、監査意見の見直しが必要となった
ケースはありません。

不備なしまたは
明らかに重要性
のない不備のみ

P評価
主として

文書化の不備
31%

U評価
主として

監査手続の不備
 10% 0 件

100  %

法人内異動 出向

381 名 68 名4.4 5 点

金融庁による行政処分／JICPAレビューの結果に基づく措置

7 1.9 時間

5段階評価のうち、評価4以上の
肯定的な回答をした人数の割合

法人への自発的な貢献意欲・満足度

 48％ 260名

 70％

プロフェッショナル全体の4.7%

パートナーおよびディレクター

年20.6人692

マネジャー

年12.9人1,239

マネジャー未満の
プロフェッショナル

年4. 5人3,562

1 2. 6 %1 2. 6 %

22. 6 %22. 6 %

64. 8 %64. 8 %

アジア・
太平洋地域 アメリカ地域

約 80  名 約 400  名 約 300  名

マネジャー以上
4名に1名が海外赴任経験者

2020年6月末 2020年6月末

2020年6月末
2020年6月末 2020年6月期

2020年6月期 2020年6月期

2020年6月期 2020年6月期

2020年6月期

2020年6月期

2020年6月期 2020年6月末

過去5年間

累計

2020年6月末

93.6％
    （上場企業）

300  社超
子会社リスク
スコアリング

データ分析適用率

KCCC
（KPMG Centralを含む）

2020年6月期

700  社超

定型仕訳分析を含める場合100％

監査業務に従事する
プロフェッショナル全員の要件クリア

デジタルアシスタント育成

デジタルマイスター育成

2023年6月期までの目標

2021年6月期目標

+
約 229  億円

1,982  時間

2021年6月期
予算

+
90  億円139  億円

いずれも、KPMGジャパンベース、情報システム
関連費用含む

P.16,18

P.74 P.75 P.55

P.77

P.72

P.64 P.57

P.65

P.73

P.49

P.49P.51

P.72

P.70

P.19P.14

あずさ監査法人は、監査品質向上に継続的に取り組んでいます。
その方針決定や成果測定にあたり、
監査品質に影響を及ぼす要因として重視している定量的情報を、
監査品質の指標（AQI:Audit Quality Indicator）としてご紹介します。

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ
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100  %

法人内異動 出向

381 名 68 名4.4 5 点

金融庁による行政処分／JICPAレビューの結果に基づく措置

7 1.9 時間

5段階評価のうち、評価4以上の
肯定的な回答をした人数の割合

法人への自発的な貢献意欲・満足度

 48％ 260名

 70％

プロフェッショナル全体の4.7%

パートナーおよびディレクター

年20.6人692

マネジャー

年12.9人1,239

マネジャー未満の
プロフェッショナル

年4. 5人3,562

1 2. 6 %1 2. 6 %

22. 6 %22. 6 %

64. 8 %64. 8 %

アジア・
太平洋地域 アメリカ地域

約 80  名 約 400  名 約 300  名

マネジャー以上
4名に1名が海外赴任経験者

2020年6月末 2020年6月末

2020年6月末
2020年6月末 2020年6月期

2020年6月期 2020年6月期

2020年6月期 2020年6月期

2020年6月期

2020年6月期

2020年6月期 2020年6月末

過去5年間

累計

2020年6月末

93.6％
    （上場企業）

300  社超
子会社リスク
スコアリング

データ分析適用率

KCCC
（KPMG Centralを含む）

2020年6月期

700  社超

定型仕訳分析を含める場合100％

監査業務に従事する
プロフェッショナル全員の要件クリア

デジタルアシスタント育成

デジタルマイスター育成

2023年6月期までの目標

2021年6月期目標

+
約 229  億円

1,982  時間

2021年6月期
予算

+
90  億円139  億円

いずれも、KPMGジャパンベース、情報システム
関連費用含む

P.16,18

P.74 P.75 P.55

P.77

P.72

P.64 P.57

P.65

P.73

P.49

P.49P.51

P.72

P.70

P.19P.14

あずさ監査法人は、監査品質向上に継続的に取り組んでいます。
その方針決定や成果測定にあたり、
監査品質に影響を及ぼす要因として重視している定量的情報を、
監査品質の指標（AQI:Audit Quality Indicator）としてご紹介します。
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共通の基本理念と開放的な組織風土、強固なガバナンス体制、 

そして4つのディフェンスライン（組織的な品質管理体制）が、

あずさ監査法人の監査品質の基礎となっています。

28 © 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
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1. 基本理念と組織風土

1-1. 監査品質の基礎となる共通の基本理念

あずさ監査法人の監査品質の基礎となっているのは、共通の 
基本理念と開放的な組織風土であると考えています。

Purpose 私たちの存在意義

「社会に信頼を、変革に力を」
I n s p i re C o n f i d e n c e, E m p o w e r C h a n g e.

私たちは、監査および会計サービスを通じ、情報の信頼性を確立するとともに、 
良き変革を促し、公正な社会の実現と、経済の健全な発展に貢献します。

Values 私たちの行動指針

I n te g r i t y  

誠実に行動する

E xc e l l e n c e  

自己研鑽を重ね、高品質なサービスを
提供し続ける

C o u ra g e  

正しいことを追求し、新たな価値創造
に果敢に挑む

To g e t h e r  

互いに尊重し合い、多様性を強みに 
変える

Fo r B e t te r  

未来を見据え、社会の発展に寄与する

Vision 私たちの目指す姿

「常に選ばれる存在であること」
T h e C l e a r C h o i c e

私たちは、卓越したサービスを提供し続けることにより、
社会、クライアント、関係する人々から、常に選ばれる存在
であることを目指します。

30
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1-2. 多様な出身母体からなる経営陣
あずさ監査法人は、さまざまな監査法人との統合を繰り返
してきており、異なる経験・知識・組織文化を持った人たち
が融合してきた歴史を持っています。

現在の経営陣も、複数の出身母体から構成されており、多
様な経験をベースに経営にあたっています。

経営陣自体が多様性を体現しつつ、出身母体の異なる人
たちが融合して、力を発揮できる環境を整備するために、
定期的・継続的な組織再編を10数年にわたって実施して
います。

1-3.  自由闊達にコミュニケーションできる風土
あずさ監査法人には、自由闊達なコミュニケーションが奨
励される風土があります。

前述のとおり、いくつかの監査法人が統合されて1つに
なった背景に加え、あずさ監査法人は、KPMGインターナ
ショナルのメンバーファームとして「Courage：正しいこ
とを追求し、新たな価値創造に果敢に挑む」、「Together：
互いに尊重し合い、多様性を強みに変える」という行動指
針を掲げているためです。

あずさ監査法人の組織再編の変遷

事業部A

事業部C

事業部B

監査品質の均質化や
グローバル化対応の向上を

目指した組織へ
基本理念のもと
開放的な組織へ

集合体から
事業部制へ

部門A

部門B

部門C

部門D

事業部A

事業部B

事業部C

事業部A

事業部C

事業部B
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社員会

パートナー登用等委員会

監督・評価

公益監視委員会 経営監視委員会
役職候補者
審査委員会

監査委員会

報酬諮問委員会

経営／執行

内部監査室

拠点審査会

上級審査会

理事長

専務理事会

執行理事会

コンプライアンス
委員会

審査サポート室

・ コーポレートガバナンスCoE

東
京
事
務
所
ブ
ロ
ッ
ク

大
阪
事
務
所
ブ
ロ
ッ
ク

名
古
屋
事
務
所

ブ
ロ
ッ
ク

金融事業部
金融監査1部
金融監査2部
金融監査3部
金融アドバイザリー部

東京第1事業部

東京第2事業部
東京第3事業部
東京第4事業部
東京第5事業部

東京第6事業部
東京IT監査部

大阪第1事業部

大阪第2事業部
大阪第3事業部
大阪AAS事業部
大阪 IT監査部
大阪管理部

名古屋事業部

品質管理本部
リスクマネジメント本部
GJP本部
Clients ＆ Markets本部
企画本部
HR本部
経理本部
総務本部
ITS本部
Digital Innovation本部
ファイナンシャルサービス本部
パブリックセクター本部
企業成長支援本部
アドバイザリー本部

本 部

Center of Excellence

事業部

P. 36

P. 34

P. 34

P. 34

品質管理の各部署 P. 50

P. 59 審査体制 P. 61

P. 37

アカウンティング・アドバイザリー・
サービス（AAS）事業部

大阪金融部
神戸事務所

名古屋金融部
名古屋AAS部

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. あずさ監査法人の組織とガバナンス体制

あずさ監査法人は、業務執行権を有する出資者であるパートナー（社員）により 
経営される、有限責任監査法人です。組織体制は、最高決議機関である社員会の 
もと、経営／執行機関と監督・評価機関から成り立っています。

あずさ監査法人 組織図
 （2020年7月1日付）

32
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2-1. 経営／執行機関と監督・評価機関
あずさ監査法人は、業務執行権を有する出資者であるパー
トナー（社員）により経営される、有限責任監査法人です。

あずさ監査法人のガバナンス体制は、最高決議機関である
「社員会」、経営に関する意思決定機関である「専務理事会」、
専務理事会の意思決定に基づき執行を担う「執行理事会」
と、監督・評価機関である「経営監視委員会」により構成さ
れています。さらに、独立性を有する監視機関である「公益
監視委員会」が、公益性の観点から法人経営の監視を行っ
ています。

また、監査・アドバイザリーなどのプロフェッショナル業
務を担う監査・アドバイザリー事業部と、事業部を管理・サ
ポートする本部組織を設けています。

2-2. 最高決議機関である「社員会」
社員会は、パートナー全員で構成され、最高決議機関とし
て、法令または定款に定める事項のほか、あずさ監査法人
の経営に関する重要な事項を決議します。

パートナー登用等委員会

理事長、専務理事および上級審査会長により構成さ
れ、パートナーの登用審査および懲戒処分等の原案
を作成します。

パートナー報酬

各パートナーの報酬は、役職、役割、スキル等に基
づき決定された所属バンドに従って、専務理事会に
て決定されます。毎年「パートナー業務評価規程」に
よって、業績評価および能力査定を行うことでポイ
ントを決定し、ポイント単価に乗じてパートナー報
酬を確定します。

また、理事長、専務理事および上級審査会長の報酬
については、経営監視委員会の小委員会である「報
酬諮問委員会」が、報酬決定プロセスを審査します。

選挙制度

法人の公正な運営のため、経営／執行の役割を担う
理事長、専務理事、執行理事および監督・評価の役割
を担う経営監視委員は、パートナー全員による直接
選挙により選任されます。
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2-3.  経営の意思決定および執行
経営の意思決定機関である「専務理
事会」と、執行機関である「執行理事
会」が、それぞれの役割を担い法人運
営を行っています。

理事長

あずさ監査法人の最高経営責任者で
あり、専務理事会および執行理事会
を主宰します。

専務理事会

理事長と専務理事で構成され、法人
経営に関する方針や重要事項の意思
決定を行い、執行理事に業務の執行
を指示します。また、経営監視委員、
公益監視委員および上級審査会会長
の候補者案を作成します。

（9月1日現在：理事長、専務理事9名）

執行理事会

理事長、専務理事（執行統轄）および
執行理事により構成され、専務理事
会の意思決定事項を適切に執行する
ため、理事長の主宰により開催され
ます。

（9月1日現在：理事長、専務理事9名、
執行理事18名）

理事長 髙波 博之
Digital Innovation統轄

1984 年  アーサーヤング公認会計士事務所 
（現あずさ監査法人）入所

1992-97年 ニューヨーク事務所 赴任 
2002 年 パートナーﾠ就任 
2008 年 理事（現執行理事）ﾠ就任 
2012 年 専務理事ﾠ就任 
2019 年 理事長ﾠ就任

副理事長 金井 沢治
品質管理統轄、リスクマネジメント統轄

1981 年 朝日会計社（現あずさ監査法人）入社 
1985-90年 ニューヨーク事務所ﾠ赴任 
2001 年 パートナーﾠ就任 
2008 年 理事（現執行理事）就任 
2015 年 専務理事 就任 
2016 年 KPMG Asia Pacific,  
  Head of Audit & Assurance 就任 
2019 年 副理事長 就任

副理事長 森 俊哉
KPMGジャパンチェアマン、GJP統轄

1986 年 港監査法人 入所 
1990-93年 ホノルル事務所 赴任 
1999 年 KPMG新日本監査法人 パートナー 就任 
2004 年 あずさ監査法人設立時にパートナー就任 
2010 年 理事（現執行理事）就任 
2015 年 専務理事 就任 
2018 年 KPMGジャパンチェアマン 就任 
2019 年 副理事長 就任
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専務理事 大塚 敏弘
執行統轄、東京事務所長、経理統轄、 
コーポレートガバナンスCoE統轄

1987 年 港監査法人 入所 
1991-95年 ロンドン事務所 赴任 
2003 年  KPMG新日本監査法人 

パートナー 就任
2004 年  あずさ監査法人設立時に 

パートナー就任
2012 年 理事（現執行理事）就任 

2017 年 専務理事 就任

専務理事 知野 雅彦
アドバイザリー統轄、 
パブリックセクター統轄、 
企業成長支援統轄、 

Clients & Markets統轄

1988年  港監査法人 入所 
1993 年 ホノルル事務所 赴任 
1994-97年 ロサンゼルス事務所 赴任 
2001 年  株式会社KPMG FAS設立

時に代表取締役就任
2018 年 あずさ監査法人に入所、 
  パートナー 就任 
  専務理事 就任

専務理事 寺澤 豊
ファイナンシャルサービス統轄

1986 年  朝日新和会計社 
（現あずさ監査法人）入社

1991-92年  ナッシュビル事務所 赴任
2002-03年 ロンドン事務所 赴任 
2006 年 パートナー 就任 
2017 年 理事（現執行理事）就任 
2019 年 専務理事 就任

専務理事 原田 大輔
関西地区統轄、大阪事務所長

1987 年  朝日新和会計社 
（現あずさ監査法人）入社

1997-98年 シカゴ事務所 赴任 
2008 年 パートナー 就任 
2013 年 理事（現執行理事）就任 
2019 年 専務理事 就任

専務理事 宍戸 通孝
東海地区統轄、ダイバーシティ統轄

1986 年  朝日新和会計社 
（現あずさ監査法人）入社

1991-96年 ニューヨーク事務所 赴任 
2007 年 パートナー 就任 
2015 年 理事（現執行理事）就任 
2019年  専務理事 就任

専務理事 山田 裕行
企画統轄、HR統轄

1991 年  朝日新和会計社 
（現あずさ監査法人）入社

2004-05年 ロンドン事務所赴任 
2006 年 パートナー 就任 
2015 年 理事（現執行理事）就任 
2019 年 専務理事 就任

専務理事 土居 貢 
総務統轄、ITS統轄、 

Digital Innovation副統轄

1998 年  国内金融機関、外資系システ
ムコンサルティング企業に
15年在職後、朝日監査法人
（現あずさ監査法人）入所

2009 年 パートナー 就任 
2013 年 理事（現執行理事）就任 
2019 年 専務理事 就任
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2-4.  経営機能の実効性の監督・評価
経営監視委員会は経営機能の実効性を監督・評価し、独立
性を有する外部委員を含む公益監視委員会が公益性の観
点から監視を行っています。

なお、経営監視委員会および公益監視委員会の活動を 
効果的に果たすことができるよう事務局を設置し、必要な
情報の提供や円滑な業務遂行を行うための環境を整備し
ています。

経営監視委員会

経営／執行に携わらないパートナーである経営監視委員
により構成され、経営の監視と監査品質向上のための取組
の実効性を評価します。経営監視委員会には、下記の 3つ
の小委員会を設置し、マネジメントの選任と報酬決定等の
プロセスも監視します。

また、経営／執行の各機関における会議に陪席して意見を
述べるとともに、定期的に公益監視委員会への報告と意見
交換を行います。

必要があれば、社員会の開催を社員会議長に請求し、社員
会に意見を述べる権限が付与されています。

（9月1日現在：経営監視委員5名）

▶ 役職候補者審査委員会

専務理事、執行理事、上級審査会会長、経営監視委員、公
益監視委員の候補者について審査

▶ 監査委員会

会計監査人および内部監査室と連携して、法人（子会社
を含む）の業務監査および会計監査を実施

▶ 報酬諮問委員会

理事長、専務理事、上級審査会会長の報酬等について、
パートナーの報酬等決定制度に則って適切に決定され
ていることを審査

▶  経営監視委員会（小委員会を含む）の開催状況 

月に2回以上開催

▶ 専務理事会等への出席状況

• 専務理事会、執行理事会、KPMGジャパン経営会議等
の主要会議に出席

• パートナー登用等委員会、全国事業部長会議、全国品
質管理責任者協議会、全国HR担当者会議、コンプラ
イアンス委員会等の会議へ出席

▶ 経営監視委員のその他の活動

• 公益監視委員会への報告と意見交換

• 理事長、専務理事、上級審査会会長等へのインタビュー

• 本部各部、監査事業部、地域事務所等への往査

委員長
小野 純司

副委員長
中嶋 歩

委員
上坂 善章

委員
久保田 浩文 

委員
松本 学

経営監視委員
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公益監視委員会

独立性を有する外部委員および内部委員により構成され、
公益性の観点から、法人の経営が健全に行われるように監
視します。

委員会では、外部委員が議長となり会議を進行します。法
人の重要な活動・事案について理事長・専務理事および経
営監視委員会から報告を受けるとともに、外部委員が自ら
テーマを設定し、理事長・専務理事との討議を実施します。

また、役職候補者審査委員会、監査委員会および報酬諮問
委員会を含めた経営監視委員会の監督・評価のプロセスに
ついても監視します。

（9月1日現在：外部委員4名、内部委員2名（経営監視委員
会委員長および副委員長））

▶  公益監視委員会の開催状況

• 原則として月に1回開催

• 経営課題について適宜諮問し、理事長および専務理事
から報告を受け、討議

▶ 外部委員のその他の活動

• 市場参加者等との意見交換会への出席

• 監査委員会の一部の地域事務所往査等へ同行

• 定時社員会への出席

石田 浩二 氏
元日本銀行政策委員会審議委員

上原 治也 氏
三菱UFJ信託銀行株式会社特別顧問

浦野 光人 氏
元株式会社ニチレイ代表取締役社長

阪田 雅裕 氏
弁護士 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問 
元内閣法制局長官

公益監視委員（外部委員）

外部委員の選任方針

あずさ監査法人は、幅広い見識に基づいた多様な意
見を受けることで、ガバナンスを強化し経営の透明
性を高めることができると考えています。

資本市場の参加者としての視点、企業における組織
的な運営の経験、法律専門家としての経験等を有す
る多様な人材を、外部委員として選任しています。

（五十音順）
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2-5. 監査品質向上に向けた取組の実効性評価
経営監視委員会は、専務理事会、執行理事会およびその他
の主要会議に陪席して必要に応じて意見を述べるととも
に、理事長および専務理事等に対してインタビューを行っ
ています。

これらの活動を通じて把握された法人が対処すべき重要
課題等について、経営監視委員会で議論するとともに、公
益監視委員会と定期的に意見交換を行うなどして、理事長、
専務理事等による経営／執行を監督・評価しています。

監督・評価の結果は、社員会で報告されるとともに経営／
執行機関において適宜改善策を検討します。

1
監査法人の 
ガバナンス・コードへの 
対応状況

•  マネジメントによる法人運営に関する活発な議論

•  社員会におけるパートナーの適切な判断に資する情報提供の拡充

•  公益監視委員会および経営監視委員会からマネジメントに対する提言への
取組

• グループガバナンスの強化

•  COVID-19により生じたさまざまな課題への対応

2
4つのディフェンスライン、 
デジタル監査など、 
監査品質向上のための 
継続的な取組の状況

•  「監査品質向上検討プロジェクト」の発足および識別された課題についての改
善策の立案

•  4つのディフェンスラインによる組織的な品質管理体制の強化

• リスクに見合った監査手続の深度化

•  重要な監査領域に対する重点的なリソース投入

•  デジタル監査技術の導入・利用拡大やAIを利用した監査支援ツールの提供
等による監査技術の高度化

3
働き方改革や人材育成など、 
職員が長期的な観点から 
安心して成長できる 
環境の整備状況

•  人材活用や人材育成に関するさまざまなプロジェクトの展開および実施

•  ダイバーシティに関する取組

•  eラーニング不適切受講に関する実態の調査、根本原因の分析、再発防止策
の設定および実行

2020年6月期における経営監視委員会による実効性評価

経営監視委員会は、あずさ監査法人の取組が有効に機能しているものと評価しています。

経営監視委員会の監督・評価における重点項目および経営／執行機関における取組状況
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1 COVID-19への対応と今後
の有事への備え

•  COVID-19に関し、New Normal時代への対応を図る。

•  大災害や新たなパンデミックなど、有事として今後想定される事象に備え、事
前の危機管理の対応方針の見直しを行う。

2 倫理行動規範の遵守

•  職業的専門家として、高い倫理観の保持や弛まざる自己研鑽が信頼のベース 
であることを改めて認識させるべく、構成員一人ひとりに対する意識付けを徹
底する。

•  法人として策定した倫理行動規範遵守のためのさまざまな施策を、着実に実
行する。特に、eラーニング不適切受講に関して設定した、社内管理体制の強
化を含む再発防止策を実行し、再発防止に向けて真摯に取り組む。

3 監査品質向上のための 
継続的な取組

•  「監査品質向上検討プロジェクト」において識別された課題および改善策に
ついて、法人施策に組み込み、実行する。

4 監査のデジタル化

•  デジタル監査の将来像（3C x I）を達成するための具体的なタスクと達成時
期を早急に明確化する。

•  各監査エンゲージメントにおけるデジタル監査の状況のモニタリングを行い、 
必要に応じて改善を図る。

•  高度にデジタル化する社会や監査環境に対応するため、パートナーおよび職員の 
デジタル知識のより一層の拡充を図る。

•  COVID-19に伴う在宅勤務等に対応するためのITインフラの整備を継続的
に進める。

5 ダイバーシティの推進
•  価値観の多様性を受け入れ、広く人材を活用することで競争力を高めるため、 
女性の活躍推進とともに、職種・国籍の違いや年齢等、さまざまな観点から 
ダイバーシティの一層の浸透を図る。

経営監視委員会が注視している今後の経営課題

経営監視委員会は、あずさ監査法人の取組が有効に機能しているものと評価している一方で、
以下については、法人の課題としてのさらなる改善を提言しています。
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3. 4つのディフェンスラインによる品質管理

4つのディフェンスライン

あずさ監査法人の監査品質向上の取組の基礎となるものが、私たちが「4つの 
ディフェンスライン」と呼んでいる組織的な品質管理体制です。

40
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〈ディフェンスラインとしての役割〉

・ 監査品質を自ら向上させる文化の醸成と監査チームへの浸透

・ 品質管理システムおよび人事配置・評価制度の整備・運用と継続的な改善

・ 重要な監査リスクの把握と適時・適切な対応の指示
Defense

line

経営責任者等

・ 監査リスク評価に応じた適切な人員の配置

・ 監査品質向上のための施策やツールを監査チームに周知・徹底

・ 各監査チームの重要な監査リスクや対応状況の把握と組織的な対応Defense
line

監査事業部

・ 職業的懐疑心の発揮による重要な監査リスクの識別と監査手続の実施

・ 上位者による監査調書の査閲・指導と人材育成

・ 審査員との適時なコミュニケーションの実施Defense
line

監査チーム

・ 監査リスクに対応した品質管理およびサポート体制の整備・運用と継続的な改善

・ 監査品質向上のための施策やツールを監査事業部と連携して策定

・ 監査事業部による監査チームのリスク評価およびモニタリング活動を横断的に評価Defense
line

品質管理の
各部署

3-1． 漏れのない組織的な管理体制
「4つのディフェンスライン」とは、経営責任者等（理事長および専務理事）、品質
管理の各部署、監査事業部および監査チームの4つの階層が、それぞれ監査品質
に対する自らの責務を果たす体制のことです。漏れのない組織的な管理体制を
築くことで、監査品質に万全を期すものであり、結果として、マーケットにサプ
ライズを与える事案を生じさせない高品質な監査を効果的に実現することがで
きます。

また、「4つのディフェンスライン」を通して、経営方針を各監査チームまで浸透
させることができます。翻って、現場レベルの情報も、経営責任者等の最上位に
までスムーズに伝達・共有されます。
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審査会22

33

44
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あずさ監査法人では、「4つのディフェンスライン」による組織的な

品質管理体制のもと、監査品質の維持向上に取り組んでいます。

42 © 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



1

審査会22

33

44

43

1. 品質管理に関する責任........................................................44

2. 監査契約 ...........................................................................46

3. ステークホルダーとのコミュニケーション ...........................47

4. 監査メソドロジーと監査チーム編成 ....................................48

5. 高度な専門性の追求と高品質なサービスの提供 ...................50

6. 企業のグローバル化に対応した監査体制 .............................54

7. 不正リスク・不正事案への対応 ............................................56

8. 独立性、誠実性、倫理および客観性 .......................................57

9. コンプライアンスおよび情報セキュリティへの取組 .............59

10. 審査制度 ...........................................................................61

11. 継続的な改善 .....................................................................64

43

AZSA Quality 2020/21 監査品質向上への取組　

© 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

44

1-1. 監査品質の最終責任を担う理事長
品質管理に関する最終責任は理事長にあります。

全般的な品質管理に関する方針の策定および遵守状況の
監視については、理事長の任命に基づき品質管理を統轄す
る専務理事が責任を負っています。

理事長をはじめとする経営責任者等は、監査品質が最重要
課題であることをすべてのパートナーおよび職員に浸透
させるため、以下の4点について、繰り返し強いメッセージ
を発信しています。

• 企業の健全な成長と経済の持続的発展には、資本市場に
おける財務情報の信頼性が不可欠であること

• 企業の財務情報に信頼を付与することが、我々公認会計
士の使命であること

• マーケットにサプライズを与える事案を生じさせないた
めに、企業のビジネスや経営環境を十分に理解した上で、
リスクを的確に見極めることが最も重要であること

• 上記のために、監査上の重要な論点に焦点を当て、必要
かつ十分な監査手続を実施すること。その結果、新たな
論点や問題点を検出した場合は、確実かつ丁寧に監査関
与先の経営者に伝達すること

1-2.  組織的な品質管理体制の整備・運用

4つのディフェンスラインによる組織的な品質管理体制
を有効に機能させるために、理事長および品質管理を統轄
する専務理事が責任をもって、必要な体制を整備・運用し
ています。

• 変化への対応（P.10）

• 組織基盤の整備・運用（P.28）

• 品質管理システムの整備・運用（P.42）

• 人材開発の推進（P.68）

• KPMGネットワークの活用（P.78）

4つのディフェンスラインの最上位に位置する「経営責任者等」が、あずさ監査法人
の品質管理の責任を負っています。

1. 品質管理に関する責任

理事長情報発信 回12 年

2020年6月期

44

品質管理システム
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1-3. 監査品質向上のための継続的な取組
あずさ監査法人では、「ステークホルダーとのコミュニ
ケーション（P.47参照）」「継続的な改善（P.64参照）」から
得られた課題等について、理事長をはじめとする経営責任
者等のリーダーシップのもと、根本原因を分析し、監査品
質を改善する活動を継続して実施しています。

あずさ監査法人は、「考える監査」に取り組むことにより、
一人ひとりが成長していく組織を目指しています。 「考え
る監査」とは、自律的に考える監査、ストーリーのある監査、
さらにはInsightsのある監査を指しています。

近年、日本全体で働き方改革への取組が強固に推進され、
ビジネスのボーダレス化とデジタル化が加速しています。
また、国際的な監査品質向上に対する要請から、監査に求
められる水準は高まる一方です。しかしながら企業による
不正は後を絶たず、監査に対する不信感の高まる中で、社
会と企業の期待に応えられる監査品質を追求することは、
監査法人にとって最も重要な経営課題となっています。

このような背景を受け、あずさ監査法人では、2019年8月
に「監査品質向上検討プロジェクト」を発足しました。その
後、半年間かけて、法人全体で監査品質に関する課題につ
いて根本原因分析を行い、4つのディフェンスラインの役
割を改めて明確にしました。さらに、 「考える監査」の取組
を十分に浸透させるため、以下の改善策を立案しました。

• 監査リスクの明確化と見える化

• 監査契約の新規受嘱・更新等方針の明確化と、事業部の
監査業務・リソースの再配置

• パートナーの役割・責任の明確化と評価への反映

• 継続的な「考える監査」のための環境整備と各種施策の
モニタリング

今後はこれらの改善策を、優先度を考慮した上で法人施策
に組み込み、実行する予定です。

1-4.  監査関与先からのフィードバックを通じた改善
あずさ監査法人では、ACCESS（AZSA Client Relationship 
Continuous Enhancement Process）委員会を設置し、
監査関与先に提供した業務の品質に関して、フィードバッ
クを求める活動に取り組んでいます。これは、 監査関与先
の期待や不満、改善すべき課題を認識し、品質の向上に活か
すことを目的とするものです。

2018年6月期は601社、2019年6月期は636社から回答
を入手しました。評価平均のスコアを 2017年からの 3年
間で比較したところ、クライアント満足度に大きな変化は
見られなかったものの、個別で評価が悪化した項目につい
ては、監査チームごとに内容を分析し具体的な対策を検討
し改善に努めています。

また、監査役とのコミュニケーションの一層の充実を図る
ため、監査役から直接評価を受ける「監査役ACCESS」を、
2016年6月期から実施しており、2019年6月期は634社
から回答を入手しました。

監査に関する評価では良好だったものの、「情報提供」に関
する評価は全体よりも低い結果となりました。また、「リス
クを勘案した計画を立てたか」、「契約更新時の情報提供」、
「監査役等とのコミュニケーション」、「監査結果報告のタ
イミング」に関する評価項目は、9割以上の方が特に重視さ
れており、「情報提供」に関する評価項目の重要度は低いも
のの、今後さらに有用な情報を提供できるよう、法人全体
で改善に努めています。
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2. 監査契約

2-1. 新規契約および更新時のリスク評価の徹底
監査業務の新規契約および更新にあたっては、契約手続に
先立ち、独立性の遵守の確認を行います。また、受嘱予定の
企業について、経営者の誠実性、ガバナンスの状況、役員等
が反社会的勢力等でないことの背景調査等、会計上・監査
上の論点についてリスク評価を実施したうえで、リスクに
応じた承認プロセスを経て、契約を締結します。

また、最低1年に1度の頻度でリスク評価を見直し、常に最
新のリスク状況を把握しています。監査関与先の経営者や
株主の交代や重大な事件の発生等、リスク要因に変化の兆
候がある場合には、速やかに再評価を行います。

リスク評価に係る情報はデータベースで一元管理しており、
パートナーが交代した場合でも、不正リスクを含む監査上
の重要な事項は次の担当パートナーに適切に伝達されます。

2-2．  適切なパートナーアサイン
あずさ監査法人では、各業務において自らの役割を適切に
果たすための能力、資質、時間および権限を有している業
務執行社員を選任しています。

すべての監査関与先に対し高品質な監査を提供するため、
事業部長が、最低年に1回は、各業務執行社員とディスカッ
ションを実施し、各業務執行社員の監査関与先のポート
フォリオについて検証しています。

検証にあたっては、業務執行社員の能力、資質、資格ならび
に監査関与先の産業、性質およびリスクを考慮しています。

2-3. 監査事務所間の適切な引継
監査人の交代に際して、前任の監査人となる場合または 
後任の監査人となる場合の双方について、監査業務の引継
が適切に行われることを合理的に確保するために、必要に
応じて品質管理の各部署が指示を行い、引継に立ち会って
います。

あずさ監査法人では、契約時のリスク評価を徹底するとともに、適切なパートナー  
アサインによって高品質な監査を提供する体制を整えています。
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3. ステークホルダーとのコミュニケーション

3-1.  経営者とのコミュニケーションによる理解促進
監査関与先の事業内容等を理解し、不正または誤謬による 
重要な虚偽表示リスクを見逃さず、適正な評価を実施 
します。

また、監査関与先の財務諸表に重要な影響を及ぼす経営者
の判断や、意思決定の内容、背景等を理解するため、経営者
とのコミュニケーションを欠かしません。重要な論点につ
いて事前のコミュニケーションで課題を共有し、期末間際
でサプライズを起こさないことを目標としています。

併せて、監査の過程および最終段階において気付事項が発
生し、ガバナンス改善やリスク管理充実に資する情報があ
る場合は、適時に共有します。

監査の実施過程で重要な虚偽表示を発見した場合、不正に
よる重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、内部
統制の開示すべき重要な不備を発見した場合などは、その
対応方針について速やかに協議します。

3-2.  監査役等との双方向のコミュニケーション
コーポレートガバナンスの充実を図るため、監査役等と外
部監査人である監査法人との連携強化が強く求められて
います。

あずさ監査法人では、監査の過程で生じた問題点および監
査役等の業務に資する情報を共有するため、監査役等への
報告および継続的な協議を通じた双方向のコミュニケー
ションを実施しています。

上場会社では、監査または四半期レビューの進捗に応じ、
定期的に書面、面談等により報告または説明を行っていま
す。さらに、適時性が要請される項目があれば、随時コミュ
ニケーションの機会を設けています。

監査役等との双方向コミュニケーション

• 監査計画説明

• 各四半期レビュー結果報告

• 会社法監査結果報告

• 金融商品取引法監査結果報告

• 法令および規制の遵守状況や、不正を含む重要な虚偽表
示リスク等に関する協議

• 不正を識別または不正の疑いを抱いた場合の協議

• 内部統制上の重要な不備等を発見した場合の協議

3-3.  市場参加者等との積極的な対話
監査法人の活動や取組について、より広く社会への情報発
信を行うことは、監査法人としての重要な課題の1つです。
また、社会の変化やニーズを適切に把握し、その期待水準
を満たす監査を実施することも必要だと考えています。

そのため、あずさ監査法人は、機関投資家や市場運営に 
携わっている方々との意見交換会を実施しています。監査
品質向上のための私たちの取組を説明することで、監査 
に対する理解を深めていただくとともに、皆様の意見をお
聞きして、それを組織的な運営のさらなる改善に活用して
います。

あずさ監査法人では、監査関与先の経営者や監査役とのコミュニケーションに 
より、適切なリスク評価と対応を行っています。また、市場参加者等との対話を通
じて、監査品質の維持・向上に努めています。
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4. 監査メソドロジーと監査チーム編成

4-1. グローバル共通の監査メソドロジー
あずさ監査法人は、KPMGメンバーファームが共通に利
用する監査マニュアル（KPMG Audit Methodology）
に従って監査を実施しています。

KPMGの監査マニュアルは、監査の実施時に遵守すべき
監査方針や監査メソドロジーの規範として、国際的な監査
基準の要求事項を満たすものです。さらに、監査の品質を
維持・向上するための追加的な要求事項についても、規定
しています。

あずさ監査法人では、この監査マニュアルに加え、我が国
固有の職業的専門家としての基準および適用される法令
等の要求事項や指針等の内容を追加考慮しています。

また、内部統制監査に対して監査マニュアルをベースとし
た一体監査マニュアル（Combined Audit Manual）を
整備し、財務諸表監査と内部統制監査を効率的かつ一体的
に実施しています。

4-2.  監査マニュアルに基づく電子監査ツールの活用
あずさ監査法人では、電子監査ツールである「eAudIT」に
よる監査調書作成を行っています。

「eAudIT」は、KPMGの監査マニュアルに基づく監査の実
施を支えるツールです。監査チームのメンバーが監査の実
施過程において、常時かつ同時にアクセスできるなど、調
書の作成や上位者によるレビューが適時・適切に行われる
ための一助となります。

現在、KPMGでは、監査メソドロジーおよび監査ツールの
改定・強化のため、大規模な投資を行っています。改定さ
れた監査メソドロジーを採用した監査ツールが、「KPMG 
Clara workflow 」であり、KPMGインターナショナルお
よびあずさ監査法人では、2018年度のパイロット運用後、
2019年度に部分的な展開を行い、 2020年度以降に順次
展開を拡大させる予定です。（P.15参照）

4-3. スキルや経験を考慮した監査チームの編成
事務所・監査事業部等の責任者は、各業務に必要なスキル、
監査関与先の属する業種の経験等を考慮の上、パートナー
および専門職員を指定して、監査チームを編成します。 
一定の条件に該当する、社会的影響力の大きな監査関与先
については、法人として適切なチーム編成となるよう、
パートナーの指定を専務理事会の承認事項としています。

指定されたパートナーは、担当する監査チームが、適用さ
れる法令等や各基準に準拠して監査業務を適切に実施で
きることを確認します。

4-4. パートナーの適切な関与
監査責任者（パートナー）は、監査の過程および結果の全て
について責任を負う立場にあります。パートナーは、監査
関与先に対する十分な理解のもと、リーダーシップを発揮
し、リスク評価、リスク対応手続および監査の取りまとめ
の各段階で、適切に関与します。

特に、監査上の判断を要する重要な領域や、特別な検討を
必要とするリスク等の識別には、十分な関与が不可欠です。
パートナーの適切な関与により、効果的かつ効率的な監査
が実施されることになります。

あずさ監査法人では、高品質かつ効率的な監査を実施するために、監査メソドロ
ジーやツールに継続的な投資を行っています。あわせて、パートナーおよびチームメ
ンバーが十分な執務時間を確保するための仕組みを整備運用しています。

48

品質管理システム
II.

© 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



49

4-5. 必要に応じた IT等の専門家の関与
監査の過程において、ITの複雑なプロセスや、税務・金融・年
金等の専門知識を必要とする取引が生じた場合、あるいは
不正の発生等を認識した場合には、専門家を関与させます。

関与するメンバーは、リスク評価に応じて、あずさ監査
法人内もしくはKPMGメンバーファームのほか、海外
KPMGから選任するケースもあります。

近年は特に、企業の情報システムの高度化・複雑化に対応
するため、情報技術およびシステム監査関連の専門家が求
められています。IT知識を有する専門家が適宜関与できる
体制を整え、2020年6月期は1,515の監査チームに関与
しています。

4-6. 監査チームメンバーの執務時間の確保
リスク評価やリスク対応手続等の本質業務に十分な時間を
取れるよう、監査チームメンバーのアサインを調整してい
ます。また、各種業務の自動化と業務集約を通じて、監査業
務の効率化を進めています。

一方で、社内ネットワークへの接続制限など、過度な長時
間労働を防止する仕組みも設けています。 （P.76参照）

2020年 6月期は、コロナ禍での新しい論点等の検討によ
る頻繁な会議、慣れない在宅勤務環境下での作業時間増な
どにより、平均執務時間が前期に比べて増加しました。

今後、New Normalを見据えた計画的な監査の実施およ
び業務効率化により、業務量の平準化を図っていきます。

4-7. 業務集中化による効率化・均質化の推進
あずさ監査法人では、品質管理本部内にあずさデリバリー
センター（ADC）を設置しています。確認状の発送・回収、
監査契約書や海外子会社へ送付する監査指示書の作成補
助等の業務を集中化することで、作業の効率化・均質化を
図っています。

また、2018年 11月 30日に、国内大手 3監査法人との共
同出資により、会計監査確認センター合同会社（ACC）を
設立し、確認状の発送・回収業務の集中化および効率化を
図っています。

この結果、2020年6月期の法人全体の確認状の集中化率は
48％を達成しました。

今後、さらなる集中化・効率化を推進することで、プロ
フェッショナルが専門性の高い領域に集中できる環境整
備を進めていきます。

上記に加え、ADCは、監査現場で監査チームを直接サポート
する監査アシスタントを、各監査事業部に配属しています。

ADC在籍人員数（兼務者含む）は、2020年 6月末現在、
187名です。

職位 2019年6月期 2020年6月期 年間標準執務時間
パートナー 1,835 1,910

1,680

シニアマネジャー・
マネジャー 1,839 2,001

その他専門職員 1,869 1,991

全職位平均 1,858 1,982

※ 年間標準執務時間は、事務所所定の年間出勤日数を、1日当たり7時間換算すること
により算定しています。

※ 執務時間は、通期にわたり在籍した監査従事者（監査業務への従事が年間35時間未
満の人員を除く）をもとに集計しています。

※ 執務時間には、エンゲージメント業務、管理業務、研修などの時間を含み、具体的な業
務割当のない時間や休暇時間は含んでいません。

監査従事者の職位別年間平均執務時間
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5-1. 2つの本部から構成される品質管理部門
あずさ監査法人における品質管理部門は、品質管理本部と
リスクマネジメント本部から構成されます。

品質管理本部は、監査および会計処理・開示の品質管理に
関する事項を所管しています。リスクマネジメント本部は、
職業倫理・独立性に関する事項や、品質管理の監視に関す
る事項を所管しています。

いずれも、担当分野に関する経験を有するパートナーおよ
び専門職員で構成され、監査事業部や監査チームへ適切な
サポートを提供しています。

また、これらの品質管理部門とは別に、経営責任者等から
独立した立場で審査を実施する「上級審査会」「拠点審査会・
国際審査会」ならびに運営をサポートする「審査サポート
室」を設置しています。

50

5. 高度な専門性の追求と高品質なサービスの提供

あずさ監査法人では、品質管理部門とサポート部門とが連携し、監査チームによる
高品質な監査業務の実施をサポートしています。また、IFRS、米国基準にも対応 
した十分な体制を構築しています。

品質管理の各部署

指示 報告

事業部サポート 問合せ モニター 報告

監査事業部

監査チーム

リスク評価・モニタリング

経営責任者等
理事長および専務理事

審査会 品質管理の
サポート部署

チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 チーム5 …

品質管理本部

● 監査プラクティス部 ● 会計プラクティス部 ● リスクマネジメント部

● 情報セキュリティ部

リスクマネジメント本部
● Digital Innovation部
（DI部）
● GJPネットワーク／
カントリーデスク

● セクター統轄室

上級審査会

拠点審査会

国際審査会

審査サポート室

あずさデリバリーセンター IFRSアドバイザリー室
USキャピタルマーケッツ室
開示高度化推進室

監査モニタリング室
コンプライアンス推進室

品質管理の各部署
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あずさ監査法人の品質管理部門は以下に挙げた部門等と
緊密な連携を図り、監査品質の向上に努めています。

• Digital Innovation部（DI部） ・・・AIやデジタルを活
用した監査手続の、高度化・効率化に関する研究開発を
行う（P.19参照）

• GJPネットワーク、カントリーデスク・・・各国における
会計や税務、政府の規制等を含むリスク情報等の情報収
集、海外子会社等に関する監査をサポートし、グローバ
ルレベルで監査品質の維持・向上をサポートする（P.55 
参照）

• セクター統轄室・・・国内外のインダストリーナレッジを
蓄積し、監査上のリスク評価や監査手続の設計等の精緻
化に寄与する（P.53参照）

5-2. 監査事業部と本部による監査業務モニタリング
監査事業部およびリスクマネジメント本部（監査モニタリ
ング室）は、各監査業務の品質の維持・向上を目的として、
監査業務のモニタリングを実施しています。

モニタリングによって特に重要なリスクのある監査業務
を把握し、監査チームの対応状況をオンゴーイングで確
かめながら、必要に応じて会計上・監査上の課題解決のサ
ポートを行います。監査事業部では、所管する監査業務全
体のリスク、対象年度の固有の会計・監査上の論点などを
考慮して、モニタリング対象会社を選定します。

監査業務のモニタリングは、経験・知見のあるパートナー
により、第三者目線で実施されます。監査の計画段階から
意見形成時まで、監査の進行とともに、立案・実施した監査
手続が必要十分であるか、監査調書への記載が十分かつ明
瞭であるかという視点で執り行われます。

本部では、パートナーの中でも豊富な経験・知見を有する
者が、特に監査リスクの高い監査業務のモニタリングを実
施します。また、3ヵ月に 1回実施する監査事業部とのコ
ミュニケーションにより、各監査事業部のモニタリングの
実施状況を横断的に把握しています。

外部環境の変化を受け、対応すべき留意点や多くの監査業
務に共通する課題などについて、監査事業部に注意を促す
役割を担っています。

監査モニタリング対象会社数 224 社

2020年6月期

品質管理の各部署の人員数（事業部との兼務者を含む）

審査会の人員数

2019年 6 月末 2020年 6 月末
品質管理本部 125 149

リスクマネジメント本部 109 111

合計 234 260

品質管理本部の内室であった次世代監査技術研究室が、2019年7月にDigital  Innovation
部として独立しました。

年度比較をしやすくするため、2019年6月末の品質管理本部の人員数は、次世代監査技
術研究室の人員を除いて再集計しています。

2019年 6 月末 2020年 6 月末
207 212
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5-3. 問合せ対応窓口の設置
監査チームの判断が難しい事項や、法人としての見解がま
だ定まっていない事項をサポートするため、「監査手続」お
よび「会計処理・開示」に関する問合せ対応窓口を設置して
います。

問合せの結果、必要と判断された場合には、監査チームは
速やかに上級審査（P.62参照）を受けることになります。あ
ずさ監査法人では、問合せや上級審査が必須でない場合で
も、前広に監査チームからの相談を受け付け、問合せや審
査の受審を促しています。

また、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別し
た場合、または不正による重要な虚偽表示の疑義があると
判断した場合には、必ず問合せ対応窓口を通して報告する
ことが定められています。（P.56参照）

なお、監査チームからの問合せを類型化して、FAQとして
ウェブサイト上で公開するとともに、AI技術で法人内の知
見を蓄積・共有する会計・監査Q&Aシステム「KOMEI」
（P.17参照）の活用が進んでいます。これらのツールで、専
門的な見解の問合せへの対応においては、より重要性の高
い案件に絞って検討することが可能となりました。

5-4. 会計基準、監査基準の開発への貢献
あずさ監査法人では、会計基準や監査基準の開発主体へ人
材を派遣し、それらの開発にも貢献しています。

問合せフロー

［問合せが必要な取引の例示］
・複雑なスキームの取引に関する会計処理の検討が必要な場合 （不動産・金融商品の流動化、組織再編等）
・実務慣行として定着していない取引に関する会計処理の検討が必要な場合
・監査計画に重要な変更が生じた場合 （COVID-19の影響で予定していた重要な監査手続が実施できず、代替手続を実施する場合等）
・不正（不正の疑いを含む）を識別した場合

上級審査

監査チーム

会計・監査
Q&A システム

 「KOMEI」

データベース化

検索

照会 回答

問合せ対応窓口問合せ対応窓口

必要に応じてエスカレーション

照会 回答 照会 回答

監査手続 会計・開示 不正
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5-5. IFRS適用企業への十分な監査体制の確保
あずさ監査法人は、日本国内外の IFRS適用企業の監査に
ついて、豊富な経験を持つプロフェッショナルを多数有し
ています。

あずさ監査法人では、IFRS設定主体である、国際会計基準
審議会（IASB）やKPMGのIFRS中枢組織（International 
Standards Group・ロンドン）へ多数の職員を派遣してお
り、これらIFRSに関する豊富な知見を有するパートナーを
中心に、日本企業の監査に関する知見を蓄積してきました。

あずさ監査法人では、これらの知見をもとに、日本企業の
決算・監査における IFRSの解釈や適用に関する論点につ
いて、自ら判断できる体制を構築しており、日本企業の実
務に即した迅速で適切な解釈や判断の提供を可能として
います。

また、日本特有の論点を分析する「IFRSアドバイザリー室」
を設置し、IFRSの最新動向の情報収集・発信、書籍・記事執
筆、セミナー開催等を行っています。

さらに、 IFRS適用企業のさらなる増加を見据え、実務・研
修等による継続的な人材育成により、 IFRS対応体制を整
えています。

5-6. 米国基準に関する高い専門性の発揮
会計プラクティス部では、日本基準、IFRSだけでなく、米
国基準の最新動向の情報収集・発信を行っています。

日本企業の決算・監査で生じる米国基準関連の論点につい
て、会計プラクティス部に設置している「USキャピタル
マーケッツ室」が、日本企業の実務に即した解釈を行い、監
査チームの判断をサポートします。

「USキャピタルマーケッツ室」は、KPMG米国の品質管理
部（Department of Professional Practice・ニューヨー
ク）への駐在経験者を中心に組織しており、米国基準に関
する高い専門性を発揮しています。

なお、USキャピタルマーケッツ室の室長は、AsPac（Asia 
Pacific）地域のDPP責任者を兼任しており、グローバル
な活動を行う日本企業の実態に即した適切な判断を可能
とする高度な知識・専門性を有しています。

5-7. 国内外のインダストリーナレッジの蓄積
あずさ監査法人は、「セクター統轄室」を設置し、各国
KPMGのメンバーファームと連携しながら、国内外のイン
ダストリーナレッジを蓄積しています。（P.84参照）

蓄積されたインダストリーナレッジは、社内研修などを通
じて法人内で共有され、監査上のリスク評価や監査手続の
設計に有効に活用されます。

変化が激しい現在の環境下であっても、最新の事業状況を
理解し、監査の品質維持・向上に役立てています。
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6. 企業のグローバル化に対応した監査体制

世界的なCOVID-19の影響で、グローバルビジネスの在り方に大きな変化が 
起こりつつあります。あずさ監査法人は、企業のグローバル化に対応すべく、国を
越えた監査体制・サポート体制を整えています。

6-1. 重要性に応じたグループ監査の実施
グループ監査においては、親会社監査チームが、連結子会
社等の財務的重要性やリスクの程度を評価し、重要性に応
じて各会社で実施すべき監査手続を計画します。

子会社監査チームは、親会社監査チームの指示に基づき、
監査を実施します。親会社監査チームは、子会社監査チー
ムから監査結果の報告を受け、連結財務諸表に対して意見
表明を行います。

6-2. 親会社監査チームによるイニシアティブの発揮
グループ監査を円滑に実施するためには、親会社監査チーム
がイニシアティブを執って、子会社監査チームと密接に連携
することが重要です。

会計慣行やビジネススタイルが大きく異なる海外拠点に
おいて、重要な会計・監査上の課題が生じた場合は、�現地
まかせ�にせず、日本の親会社監査チームが強いオーナー
シップをもって問題解決に取り組むことが肝要です。

あずさ監査法人では、オンライン会議システム等を利用し
た適宜のコミュニケーションと、リモートによる監査調書
レビューにより課題の把握を行います。また、親会社監査
チームの監査責任者が、親会社、海外子会社、現地監査チーム
と緊密にコミュニケーションを図ることで、スムーズな問
題解決を実現します。

情
報
共
有・見
解
の
統
一

結
果
報
告

作
業
指
示

情
報
共
有

監査関与先

監査関与先
海外子会社

海外KPMG
構成単位の
監査人

親会社
監査チーム

あずさ監査法人

検討状況の報告
KPMG統一見解の提示

監査実施・情報共有

全体の情報・
課題の共有および
問題解決

四者コミュニケーション

グループ監査におけるコミュニケーション

グループ監査のスコーピング

連結子会社等 監査上の
位置付け 監査手続

財務的重要性の高い
会社

重要な
構成単位

各社の財務諸表の監査 
またはリスクに対応する
監査手続

連結財務諸表における 
特別な検討を必要とする
リスクを有する会社

上記以外の会社 それ以外の
構成単位

リスクに応じて、財務諸表
の監査、リスクに対応
する監査手続、もしく
は、親会社監査人による 
グループレベルでの分析
的手続を実施
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6-3. グローバルレベルでの均質な監査水準の確保
すべてのKPMGメンバーファームは、共通の品質管理の
フレームワークや監査メソドロジーのもと、所定の手続を
遵守しています。

そのため、KPMGメンバーファームが監査関与先の海外
連結子会社等を監査することで、グローバルレベルでの均
質な監査水準の確保が可能となります。

6-4. グローバルレベルでの監査品質向上に貢献
あずさ監査法人は、グローバルレベルでのKPMGの監査
品質向上において、重要な役割を果たしています。

あずさ監査法人の副理事長（品質管理統轄）が、AsPac 
（Asia Pacific）の監査部門のトップとしてAsPacを代表・
リードする立場であるとともに、世界のトップ10ヵ国によ
る会議（GASG）のメンバーを務めており、グローバルレベ
ルでの方針・対応決定に強く関与しています。

6-5. KPMGメンバーファームとの連携による対応
あずさ監査法人は、KPMGグローバルボードの主要国と
して会議に参加し、各国KPMGと緊密な情報交換を行い、
連携を強化しています。

これにより、グループ監査で課題が発生した場合でも、
KPMGメンバーファームと連携して必要な対応を適時に
講じることができます。

6-6. 現地で日系企業を支える「GJPネットワーク」

GJPネットワーク（Global Japanese Practice Network） 
は、KPMGメンバーファームが、日系企業に対して最大限
のサービス提供ができるようサポートする組織です。

南北アメリカ、ヨーロッパ・中東・アフリカ、アジア・太平洋
の各地域、全91都市に、駐在員を含む日本語対応可能な専
門家を配置しています。

このネットワークを通じて、 高品質なグループ監査とアド
バイザリー業務を実施します。また、現地最新情報を日本
語で提供し、日系企業の海外進出を支えています。

6-7. 日本国内からも現地駐在員をサポート
あずさ監査法人は、日系企業の戦略的重要性の高い4地域
（中国、インド、中東・アフリカ、ASEAN）に関する事業室
と、約30ヵ国の駐在経験者で構成する「カントリーデスク」
を設置しています。

カントリーデスク担当者は、日本から現地駐在員をサポー
トし、KPMGメンバーファームと連携して、各地域に関す
る情報の取りまとめをするとともに、グループ監査におけ
る円滑なコミュニケーションを実現しています。

ヨーロッパ・中東・
アフリカ地域

アジア・太平洋地域 アメリカ地域

各地域の数字は日本語対応人員数  

（2020年6月末現在）

80名約 400名約 300 名約

Europe, Middle East 
and Africa Asia Pacific

Americas

GJPネットワーク
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7-1. 不正リスク対応のための体制強化
「監査における不正リスク対応基準」が公表された後も、い
わゆる会計不祥事は後を絶ちません。

監査計画の策定にあたっては、この基準に従って不正リス
クを識別・評価し、リスクに応じた時間の確保や、専門家の
配置等の対応を行います。

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場
合、または不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断
した場合には、品質管理本部の問合せ対応窓口を通して必
ず報告し、実施すべき監査手続や上級審査の受審の要否に
ついて、本部より指示を受けます。

なお、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合には、
上級審査の受審も義務付けています。

また、あずさ監査法人では、監査業務に関与するすべての
パートナーおよびマネジャーに、不正に関する研修受講を
義務付け、リスク想定力の強化に努めています。これらの
研修では、日本公認会計士協会の公表する「監査提言集」
の事例等を利用して、具体的な不正事例および監査上の留
意点を解説する等、日常の監査業務に活かせる内容として
います。

7-2. 不正事案が発生した場合の迅速な対応
万一、不正事案が発生した場合には、迅速な対応が求めら 
れます。

企業は、その事実関係を明確にして発生原因を究明し、会
計的な影響を把握するとともに、他に同様の事実がないか
調査する必要があります。その上で、再発防止策を策定し、
内部統制の是正措置を講ずるとともに、過年度の財務諸表
について訂正の要否を検討する必要があります。

こうした企業の対応に対して、監査チームは、適時・適切な
助言を行いつつ、企業の調査や内部統制の是正措置の十分
性および遡及修正の要否を検討します。また、事案によっ

ては、不正調査・不祥事調査に知見を有する専門家を関与
させ、必要な手続を実施します。

なお、海外子会社で不正事案が発生した場合には、各国の
ビジネス・会計・監査の慣行の違い等により、コミュニケー
ション不足が生じやすいため、特に留意が必要となります。

あずさ監査法人は、親会社監査チームとして、構成単位の監査
人と連携して対応を行います。情報収集して不正リスクを識
別・評価するとともに、現地での監査が効率的に実施されるよ
うに、構成単位の監査人に必要な情報提供や指示を行います。
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7. 不正リスク・不正事案への対応

あずさ監査法人では、不正リスクを識別・評価し、リスクに応じた監査計画を 
策定しています。また、監査業務に関わるすべての職員に不正に関する研修受講
を義務付け、知見を深めています。

※  事案の性質や金額的な影響によっては、社内調査にとどまらず、第三者委員会の設置
が必要になる場合もあります。

監査関与先 あずさ監査法人
•  内部通報により不正の疑惑が発
覚（不正による重要な虚偽表示
を示唆する状況）

•  内々の調査により不正の事実を
確認

•  監査法人に報告、今後の対応協議 
 

•  事実関係の明確化、発生原因の究
明、他の同様の事実の有無について
調査依頼

• 協議審査員との協議
• 品質管理本部への問合せ、協議
• 不正に関する専門家の関与

• 正式な社内調査の実施※

•  過年度財務諸表の遡及修正の要
否検討、必要な場合修正の実施

• 調査結果の報告

•  社内調査結果のレビュー、一部独
自調査の実施

•  過年度財務諸表の遡及修正の要
否検討

• 協議審査員との協議
• 品質管理本部への問合せ、協議
• 上級審査の受審

•  コンプライアンス委員会での検
討、処分の決定

• 内部統制の是正措置

• 内部統制の是正状況の検証
• 協議審査員との協議

不正発生時の対応例
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8. 独立性、誠実性、倫理および客観性

8-1. 独立性の保持に関する倫理規則内規の制定
あずさ監査法人では、「KPMGの独立性に関する方針」、「公
認会計士法その他の関連法令」、「日本公認会計士協会の
倫理規則・独立性に関する指針」等を反映した独立性の保
持に関する倫理規則内規により、法人の独立性、個人レベ
ルでの独立性、退職後の関係、パートナーおよび監査補助
者のローテーション、監査と非監査業務の承認等に関する
方針および手続を定めています。

また、すべてのパートナーおよび職員に対して、以下の事
項を実施しています。

• 独立性に関する研修の受講や宣誓を義務付け、周知・徹
底を図る。

• 個人の経済的独立性に関する調査を行い、独立性の遵守
状況を監視する。

また、監査関与先に対する法人の独立性は、全世界の
KPMGが提供するすべての業務で担保される必要があり
ます。このためKPMGでは、監査・非監査を問わずすべて
の業務の契約にあたって、監査責任者であるエンゲージメ
ントパートナーが、独立性に関する職業倫理の規程に照ら
して業務提供の可否を確認しています。

8-2. パートナーおよび監査補助者のローテーション
あずさ監査法人のパートナーは、監査関与先に関する関与
年数（社会的影響度が特に高い会社は、業務執行社員就任
前の期間を含む）に制限が設けられています。

この制限は、「公認会計士法その他の関連法令」、「日本公
認会計士協会の倫理規則等の諸規則」、さらにあずさ監査
法人（KPMGインターナショナルの方針を含む）が定める
「監査証明業務に関与するパートナーの最長関与期間に係
る制限」に準ずるものです。

当該パートナーは、関与を終了した後のクーリングオフ期
間中、下記の行動が制限されます。

• 従前の監査関与先で引き続き監査に携わること

• 審査員への就任

• 専門的な見解の問合せ等への関与

• 監査の結果に影響を及ぼすこと

• 監査関与先での専門業務の指揮および調整

• 法人と監査関与先との関係の監視

• 監査関与先の経営陣・監査役等との重要または頻繁な交流

また、社会的な影響度が特に高い会社の監査では、長期の連
続関与から生じる馴れ合い等により、独立性が損なわれる
恐れがあります。これを防ぐため、パートナー、監査補助者、
チーム全体の独立性に関する追加ルールを設定しています。

監査業務の提供にあたっては、厳格な独立性が求められます。あずさ監査法人で
は、独立性に関する規定や制度を整備するとともに、研修やモニタリングを実施 
しています。

100%

4 8

100%
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8-3. 非監査業務の提供方針の明確化

KPMGジャパンは、あずさ監査法人を中核とするアカウ
ンティング・ファームです。

資本市場に対する信頼性および社会インフラとしての公
益性を確保する観点から、利潤追求のみを目的とすること
なく、企業の健全な成長や変革に与し、社会の信頼に足る
業務を提供する方針としています。

また、監査関与先へ非監査業務を提供する際は、監査関与
先の経営の代行や自己監査となることのないよう、監査の
独立性を堅持できる範囲に限定しています。

グループ会社に対するガバナンス

あずさ監査法人では、アドバイザリー業務を提供するグ
ループ会社を、完全子会社化しています。さらに監査法人
の専務理事等が各社の取締役に就任し、経営に参画するこ
とで、グループガバナンスを強化しています。

また、KPMGジャパンのメンバーファーム代表で構成さ
れるKPMGジャパン経営会議（P.82参照）を設置し、アド
バイザリー各社の運営方針の統一を図っています。

独立性および利益相反の確認システム

KPMGメンバーファームでは、監査・非監査業務を問わず、
すべての業務開始にあたって、グローバルの独立性・利益
相反確認システム「センチネル」に、業務内容を登録するこ
とが義務付けられています。

センチネル手続では、監査対象会社および企業グループに
対する世界中のすべての提供予定業務が登録されており、
管理責任を有する監査エンゲージメントパートナーによ
る独立性の確認およびリスクマネジメント部による利益
相反について確認が行われ、監査法人として、独立性違反
や利益相反が生じる業務の契約受嘱を回避しています。

グループガバナンスと独立性および利益相反の確認システム
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9. コンプライアンスおよび情報セキュリティへの取組

9-1. コンプライアンス体制の整備・運用
構成員のコンプライアンス意識を高め、「倫理行動規範」の
遵守を徹底するために、コンプライアンス体制を整備・運
用しています。

2020年7月1日現在、法人内委員17名、外部委員（弁護士）
1名の、計18名からなるコンプライアンス委員会を設置し、
下記の活動に積極的に取り組んでいます。

• 同規範の改定
• コンプライアンス研修の実施
• メールマガジン発行による啓発活動
• 「コンプライアンス・ホットライン」の設置

また、法令等の違反行為または違反する恐れのある行為（不
正・粉飾、公認会計士の独立性違反、インサイダー取引等）
に関する情報を、法人内外から広く収集するため、「通報窓
口」を設置しています。

コンプライアンスや情報セキュリティの遵守について、社会全般から求められる 
厳しさが年々増しています。あずさ監査法人は、コンプライアンス体制および 
情報セキュリティ体制の整備・運用に真摯に取り組みます。

eラーニングの不適切な受講

公認会計士法等により、公認会計士は継続的に研修
を受講し、必要な単位を取得することが義務付けら
れています。今般、当法人の一部のパートナーおよ
び職員が、法人内のeラーニングにおいて不適切な
受講を行い、結果として必要な単位を充足していな
かった事実が判明しました。

職業的専門家として保持すべき倫理観の欠如による
行為であること、さらに社内管理体制が十分に機能
しなかったことにより本事態に至ったものであると
厳粛に受け止め、コンプライアンス教育を徹底する
とともに社内管理体制を強化し、再発防止に向けて
真摯に取り組みます。

▶ 再発防止へ向けての取組

Tone at the topによる周知徹底

• 法人トップによる倫理・コンプライアンスに
関するメッセージの発信

• 不適切受講者向け個別研修の実施

• コンプライアンス研修による倫理観の浸透

社内管理体制の強化

• 定期的なアサイン状況の見直しによる研修
時間の確保

• コンプライアンス推進室（新設）によるモニ
タリングの強化

• 受講履歴の定期的なモニタリングによる不
適切受講の発見

• システム変更時の包括的かつ網羅的な
チェックの徹底
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9-2. インサイダー取引の防止
監査チームのメンバーは、監査の過程で重要な未開示情報
に接する機会が多く、高い倫理観をもって業務に臨むこと
が求められます。

あずさ監査法人では、インサイダー取引監視委員会を設置
するほか、パートナーおよび職員に対して研修の受講を義
務付け、インサイダー取引の発生を防止しています。さら
に、法令等への遵守に関する誓約書の提出と、保有有価証
券等のオンラインツールへの登録を義務付け、 監査関与先
への投資を禁止・制限しています。

9-3. 情報セキュリティ対策の徹底
監査関与先の機密情報を扱う監査法人にとって、情報セ
キュリティを保持することは重要な課題の1つです。あず
さ監査法人では、リスクマネジメント本部内に情報セキュ
リティ部を設置するとともに、幅広い情報セキュリティ領
域について、明確な方針を定めています。

倫理行動規範に関する研修の受講および年次での宣誓書
等の確認プロセスを通じて、全職員に対して監査関与先の
機密情報を保持することの重要性を伝達しています。

監査調書その他の業務に関連する記録の取扱いは、関連す
る倫理規定、その他の規制機関の基準、法令等に従って、調
書保存の期間・方法等に関する方針を定めています。

個人情報の取扱いを管理する「データ・プライバシー」に関
する方針は、個人情報保護法に準拠して定められ、パート
ナーおよび全職員の研修受講が要求されています。

また、社内外の通信は、KPMGのGloba l Secu r i t y 
Operation Center（GSOC）のセキュリティスペシャリ
ストにより、リアルタイムに解析されています。

仮想デスクトップ（VDI）を導入

業務の性質上、PCを外部に持ち運ぶ機会が多いため、セ
キュリティ対策として仮想デスクトップ（VDI）を導入し
ています。

VDI環境下では、eAudITやKPMG Clara workflow（P.15
参照）を含む監査関与先の情報等は、PCのローカルディス
ク上ではなく、法人管理のデータセンターのサーバ上に保
存されるため、情報セキュリティがより強化されています。
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10. 審査制度

上級審査会

社員会で決定された会長および専務理事会で選任された
副会長により構成されます。

役割

• 審査の基本方針の策定

• 拠点審査会会長・副会長の選任

• 拠点審査会の審査状況のモニタリング

• 重要な監査上の論点についての最終判断

拠点審査会

監査事業部単位で構成されるものと、全国エリアで業種の
専門性・特殊性に対応して設置されるものがあります。

役割

• 監査責任者の相談事項への対応

• 拠点審査員の選任および指導

• 監査上のリスクの把握と拠点審査のモニタリング

• 上級審査会への審査結果の報告

10-1. 重要度に応じた2階層の審査体制
あずさ監査法人では、すべての監査業務において拠点審査
を実行し、重要な監査上の判断が必要な場合は上級審査を
行う、2階層の審査体制を敷いています。

あずさ監査法人では、重要度に応じて2階層で審査を実施することで、監査品質
の維持・向上を図っています。また、風通しのよい組織文化を活かして前倒しで問
合せや審査を行い、サプライズを抑制しています。

61

10-2. すべての監査で実施される拠点審査
すべての監査業務で監査報告書を発行する際は、各拠点審
査会において、監査チームから独立した立場にあるパート
ナーによる審査が義務付けられています。

特に上場会社等の監査では、契約の受嘱段階から監査計画
の作成、監査意見の形成に至るまで、監査チームが行った
判断に対して厳格な審査を実施します。

上場会社等の拠点審査は、3月決算会社の場合、下図のよ
うなスケジュールで実施されます。監査リスクが高い場合
や重要な検討課題がある場合には、これに加えて都度必要
な審査が実施されます。

審査体制

上級審査会

監査事業部

監査チーム審査員

拠点審査会

・審査の基本方針の
策定
・拠点審査会会長等
選任
・審査状況のモニタ
リング

・監査上のリスク情報の報告
・審査の実施状況の報告

・すべての監査業務で審査を実施
・上場会社等の監査業務については、
監査の各段階において審査を実施

・監査責任者の相談事項への対応

・審査員の選任・指導

・重要な監査上の判断が必要として法人内
規程で受審が必要となる場合

上級審査の受審

審査の受審

企業にとってグローバル化は不可避です。
AbcdeFGHI

審査スケジュール（3月決算会社の場合）  
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10-5. 適時で円滑なコミュニケーション
適時かつ円滑なコミュニケーションが図れる風通しのよ
い組織文化が、あずさ監査法人の強みです。

監査チームが判断に迷った場合は、随時相談を受け付け、
前倒しでの問合せや審査の受審を促しています。

こうした事前対応により、期末近くになって新たな論点や
予見しない結論が発生するリスク（サプライズ）を抑えて
います。

10-6. IFRS・米国基準に精通した審査員の配置

IFRS適用企業および米国基準適用企業の監査においては、
それぞれの監査の経験があり、十分な能力を有した審査員
による拠点審査を実施しています。

上級審査においても同様で、それぞれの監査に精通した
パートナーが審査員となり、複雑・高度な論点にも対応し
ます。

また、SECファイリングに際しては、日本人のSECレ
ビューイング・パートナーが関連書類のレビュー・承認を
行い、法人内で監査を完結します。極めて高度な論点を扱
う場合などは、必要に応じてKPMG米国の品質管理部門
と協議し、迅速に対応します。

10-3. 重要な監査上の論点を最終判断する上級審査
監査チームと審査員との意見が異なるなど、重要な監査上
の判断が必要とされた場合には、拠点審査から上級審査に
エスカレーションし、法人としての最終判断が行われます。

なお、2020年6月期の上級審査実施件数は371件でした。

10-4. 調査票によるリスク情報の網羅的な把握
監査関与先が上場会社である等、一定の条件に該当する監
査チームは、年に 2回リスク調査票を作成し、拠点審査会
に提出します。

拠点審査会は、リスク調査票のレビューと監査チームおよ
び拠点審査員へのヒアリングにより、監査リスク情報を網
羅的に把握します。

リスクの内容は、上級審査会にも報告され、必要と認めら
れた場合には、上級審査が実施されます。

問合せおよび審査の状況

事前対応件数 最終対応件数
審査に関する事項 298 371

会計に関する事項 515 93

監査に関する事項 250 98

合計 1,063 562

※  審査については、上級審査実施の申請のうち、審査会を開催したものを「最終」、主に
書面により対応したものを「事前」に区分しています。

［期間：2019年7月～2020年6月］
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Message

「求められる先見性と対応力」
COVID-19の感染拡大により、今まで誰も経験したことがないような

状況が続いています。このような状況下にあっても、監査の品質を維持・

向上させるため、我々は監査手続についてさらなる工夫が必要となり

ます。

また、企業にとっても、新たな課題が浮かび上がり、それが監査論点に

つながるケースが多くなると考えられます。すなわち、企業の経営者は

有事に即応した柔軟な経営姿勢が求められるとともに、監査人は経営

者の視点を持ってリスクを分析し対応していく先見性と対応力が、一

層求められることになります。

監査チームから独立した審査員も、監査計画から監査意見の表明まで、

監査チームが上記のような視点を持って監査関与先の経営者と十分な

コミュニケーションを取り、監査リスクを適切に把握した上で監査手

続を設計し、十分かつ適切な監査証拠を入手できているかを確認する

ことがとても重要です。

あずさ監査法人および上級審査会では、審査機能を健全に機能させ、重

要な監査領域における重要な不備を防ぐべく、世の中の変化を意識し

つつ監査品質の維持・向上に継続して取り組んでいます。

具体的には、毎年、審査の基本方針・重点審査項目を設定し法人内に徹

底するとともに、各拠点審査会が管轄する被監査会社の監査リスクに

関する定期的なヒアリング、タイムリーに審査上の留意点を周知する

ことを目的にした通達の発信、審査担当者連絡会の開催による情報共

有など、監査チーム－拠点審査会－上級審査会の相互のコミュニケー

ションを密に保つことでリスクに対する早期対応を図っています。

上級審査会会長からのメッセージ

上級審査会会長

水谷 英滋  
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11. 継続的な改善

11-1. 自主的な品質監視プログラムの結果を品質改善に活用

KPMGは、品質管理に関する方針、手続の目的適合性、妥当性、運用状況の有効
性を評価する統合的な監視プログラムを、すべてのメンバーファームに義務付
けています。

あずさ監査法人では、この監視プログラムに基づき、業務レベルでの品質管理レ
ビューと、事務所レベルでのリスク・コンプライアンス・レビューを実施しています。

これらの品質監視プログラムにより発見された改善事項は、専務理事会に報告
され、必要な措置が講じられます。

品質管理レビュー

すべてのパートナーに対し、少なくとも3年に1回の頻度
で実施します。その結果は、他国のKPMGファームによる
2次レビューを受け、最終的な評価が確定します。

また、レビュー結果を品質改善により積極的に活用するた
め、 2019年6月期に評価方針の見直しを行いました。

直近2年間の評価結果は、下記の通りです。なお、いずれの
評価結果においても、監査意見の見直しが必要となった
ケースはありません。

リスク・コンプライアンス・レビュー

KPMGメンバーファームは毎年、品質管理の遵守状況を
自己評価しています。

KPMGインターナショナルの品質管理レビューチームが、
3年に1回の頻度で、各法人の自己評価結果をレビューし
ます。自己評価に係る手続の実施状況や、判断の妥当性を
レビューし、グローバルベースでの実施手続や判断基準の
均質化を図ります。

直近のレビューにおいて、あずさ監査法人の自己評価結果
に対する異議はありませんでした。

あずさ監査法人は、自主的な品質監視プログラムの結果および外部機関による 
検査結果を継続的な品質改善に活用し、監査品質の維持・向上に努めています。

2019年6月期 2020年6月期

S評価 不備なしまたは明らかに重要性のない不備のみ
70

（61%）
55

（59%）

P評価 主として文書化の不備 32
（28%）

29
（31%）

U評価 主として監査手続の不備 12
（11%）

9
（10%）

合計 実施件数 114 93
パートナーカバー率 47.0% 43.8%

品質管理レビュー結果
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11-2. 品質管理状況を担保する外部機関による検査
あずさ監査法人は、日本公認会計士協会（JICPA）や公認会計士・監査審査会
（CPAAOB）、公開会社会計審査委員会（PCAOB）による外部検査を受けています。

監査上の不備が特定された場合には、その原因を究明し、それを是正するための措置
を講じる体制を整えています。

日本公認会計士協会（JICPA）による品質管理レビュー

JICPAによる品質管理レビュー（通常レビュー）は、上場
会社等の監査を実施している監査事務所を対象として、大
手監査法人では通常2年に1回実施されます。このほか、監
査に対する社会的信頼が損なわれるおそれが発覚した場
合は、レビュー対象先を限定する等の「特別レビュー」が
実施されることがあります。

品質管理レビュー（通常レビュー）の結果は、監査事務所
に通知されます。その改善勧告事項に対する改善状況に応
じて、注意、厳重注意、監査業務の辞退勧告といった措置が
講じられることがあります。

措置の内容に応じて、「上場会社監査事務所名簿」※での限
定事項等の開示または名簿への登録の取消を行うことが
あります。

あずさ監査法人は、過去の品質管理レビューにおいて、「上
場会社監査事務所名簿」での限定事項等の開示または名簿
への登録の取消が行われるような措置を受けたことはあ
りません。
※   JICPAは、上場会社を監査する監査事務所の登録制度を運用しており、品質管理の 
システムの概要等を記載した「上場会社監査事務所名簿」を、ウェブサイト上で公開し
ています。

公認会計士・監査審査会（CPAAOB）による検査

CPAAOBは、JICPAからの品質管理レビューに関する報
告を受け、 審査を行います。品質管理レビュー制度が適切
に運営されているか、監査事務所の監査業務が適切に行わ
れているかを、独立した公益的立場で審査します。必要に
応じて、監査事務所等への立入検査も実施します。

J ICPAによる品質管理レビューが適切に行われていな
かったことが明らかになった場合や、監査事務所において
監査の品質管理が著しく不十分である場合、監査業務が
法令等に準拠していないことが明らかになった場合には、
CPAAOBは業務の適正な運営を確保するために必要な行
政処分その他の措置を金融庁長官に勧告します。

金融庁は、 CPAAOBの勧告を受けて、業務改善命令、業務
の全部もしくは一部の停止、課徴金等の行政処分（懲戒処
分）を実施します。

あずさ監査法人は、過去5年間において金融庁による行政
処分を受けたことはありません。

公開会社会計審査委員会（PCAOB）による検査

SEC登録会社の監査を行う会計事務所は、PCAOBへの
登録が義務付けられています。

登録事務所は、PCAOB基準に準拠して、品質管理システ
ムおよび、個別監査業務の品質の検査を定期的に受けます。

これまでのPCAOBによる検査報告書は、PCAOBのウェ
ブサイトで公表されています。

JICPAによる品質管理レビューとCPAAOBによる検査　

①  品質管理レビュー／ J I C PAが監査事務所の
業務運営の状況を調査

②  品質管理レビューの報告／JICPAがレビューの
結果をCPAAOBに報告

③  審査／CPAAOBが、主に品質管理レビュー制度
の運営の適切性および監査事務所の監査業務の
適切性について審査

④  検査／CPAAOBがJICPA、監査事務所また
は監査関与先を検査

⑤  勧告／CPAAOBが、行政処分その他の措置に
ついて金融庁に勧告

金融庁による行政処分

0
0
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監査契約

監査関与先との
コミュニケーション

内部統制

四半期レビュー

実証手続

審査

品質管理システムの
監視

協議審査員の選任

契約リスクの評価・契約締結　

監査チームの編成

監査計画概要説明

内部統制の経営者評価
結果の把握と協議

1Qレビュー審査

計画審査1

独立性の確認

経営者ディスカッション

監査役等ディスカッション

2Qレビュー審査

計画審査2

～6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

上級
審査

3Qレビュー  
審査

内部統制の運用状況評価

実証手続

内部統制の整備状況評価

1Qレビュー

1Qレビュー報告 2Qレビュー報告 3Qレビュー
報告

2Qレビュー 3Qレビュー

タイトル-
テキスト間
12ｍｍ
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4月 5月 6月 7月～ 参照ページ

： 年間を通し必要に応じて随時実施

内部統制の経営者評価結果の
把握と協議

会社法監査報告

監査関与先からの
フィードバック

品質管理レビュー

金商法監査報告

3Qレビュー  
審査 会社法監査審査

金商法監査審査

内部統制の運用状況評価

開示書類の検討

4.  監査メソドロジーと監査チーム編成 > P.48　

5.  高度な専門性の追求と高品質なサービスの提供 > P.50　

6. 企業のグローバル化に対応した監査体制 > P.54　

7. 不正リスク・不正事案への対応 > P.56　

8. 独立性、誠実性、倫理および客観性 > P.57　

9.  コンプライアンスおよび情報セキュリティへの取組 > P.59　

3.  ステークホルダーとのコミュニケーション > P.47　

2. 監査契約 > P.46

11. 継続的な改善 > P.64　

10. 審査制度 > P.61　

3Qレビュー
報告
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あずさ監査法人では、監査品質の根幹は人材にあるとの理解から、

高品質なプロフェッショナル業務を提供するための専門知識 

およびスキルの習得が可能な環境を整備しています。
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タイトル-
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1. あずさ監査法人のプロフェッショナル人材

1-1. 高品質な監査を担う多様なプロフェッショナル
昨今の高品質な監査サービスには、会計以外の専門家の関
与が不可欠です。

あずさ監査法人のプロフェッショナル人材は、公認会計士
だけでなく、IT専門家やデータサイエンティスト、アドバ
イザリー業務を推進するコンサルタントなど、さまざまな
分野の専門家で構成されています。

テクノロジーがいかに進化しても、高品質な監査や付加価値の高いサービスを 
提供する原資となるのは、人材です。あずさ監査法人では、監査法人へのさまざま
なニーズに迅速に対応できるよう、人や組織の多様性を高めています。

1-2. 多様なバックグラウンドを持つ人材を積極採用
あずさ監査法人では、法人の経営方針および人員計画に基
づき、採用を実施しています。

公認会計士試験合格者を対象とした定期採用を実施する
とともに、多様な専門知見およびバックグラウンドを持つ
人材の採用も積極的に行っています。

採用にあたっては、書類審査、能力・職務適性検査等の選考
を経て、最終的にパートナーが直接インタビューを行いま
す。あずさ監査法人の経営方針に従って、適切に業務を遂
行できる人材かどうかの見極めに努めています。

1-3. 監査品質向上を重視した評価制度
業務の成果を適切に評価してフィードバックすることは、
個々人の成長を促し、ひいては監査品質の向上につながる
と考えています。

あずさ監査法人の評価は、倫理観・誠実性をベースに、高い
理解力・論理構成力・問題解決力により、専門スキルを駆使
して適切な判断ができることを重視しています。

パートナー（監査責任者）の評価では、品質管理の評価項目
が最重視され、「品質・コンプライアンス項目」ガイダンス
に基づいた総合評価を実施しています。なお、監査関与先
に対する非監査業務の提供は評価の対象外となります。

パートナーおよびディレクター

年20.6人692

マネジャー

年12.9人1,239

マネジャー未満のプロフェッショナル

年4. 5人3,562

%69.9

%12.2

%17. 9

パートナー・職員の職種別人員構成
（2020年6月末）

常勤プロフェッショナルのクラス別人員構成、平均経験年数
（2020年6月末）
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Message

グローバル化やデジタル化が急速に進展し、会計士に求められるスキル

の幅が広がるとともに、データサイエンティスト等、会計領域以外を専門

とするプロフェッショナルの活躍の場も拡大しています。変化する環境

に柔軟に対応し、プロフェッショナルとして高付加価値のサービスを 

提供できるよう、あずさ監査法人ではグローバルスキル研修、デジタル

研修、ヒューマンスキル研修等の幅広い人材育成施策を展開しています。

変化の中にあっても、我々の根幹を成すものは、プロフェッショナル

としての高い倫理観や誠実性であり、それによって社会やクライアン

トからの信頼を得ることが不可欠です。その点、2020年 9月に当法人 

が公表しました、一部のパートナーおよび職員が公認会計士法で履修義

務が定められる継続的専門研修の単位を不適切に取得していた事実は、 
あずさ監査法人に対する信頼を揺るがすものであり、極めて厳粛に受け

止めております。再発防止に全力で取り組むとともに、プロフェッショ

ナルとしての高い倫理観の醸成、コンプライアンス教育の徹底に努めて

まいります。

あずさ監査法人のプロフェッショナルが自己研鑽に励み、新しい価値創

造に果敢に挑むこと、さまざまなバックグランドを持つ仲間を尊重して 

多様性を受け入れること、高い倫理観や誠実性を持ってクライアント

と真摯に向き合うことが、あずさ監査法人のサービスの品質を支えて

いると考えています。

COVID-19の感染拡大によって、あずさ監査法人の働き方も大きな 

変換点を迎えましたが、プロフェッショナルとしての自覚、倫理観の 

重要性を強調し、今後も継続して高品質なサービスを提供していくため

に、各人が考え、学び、成長していくことのできる機会と仕組みを提供し

ていきます。

HR統轄専務理事からのメッセージ

専務理事（HR統轄）

山田 裕行
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2-1. 社会に貢献する真のプロフェッショナルの育成
あずさ監査法人では、監査品質の根幹は人材にあるとの理
解から、以下の「人財育成理念」を掲げています。

「法人は、基本理念を実現し、社会の公器としての責務
を果たすため、構成員が高品質な業務を提供するにあ
たって必要な専門知識およびスキルの習得を可能にす
る環境を組織的に構築・維持し、以て社会に貢献する真
のプロフェッショナルを育成する」

真のプロフェッショナルとは、単に専門知識とスキルを兼
ね備えるのみではなく、高い倫理観・誠実性と責任感を有
し、理解力と論理構成力に基づき問題解決を実現できる人
物と定義しています。

こうした真のプロフェッショナルの育成は、本人の自己研鑽
と向上心が土台となりますが、前述の人財育成理念に沿っ
て、OJTを充実させ、Off-JTで実務的な専門知識やヒュー
マンスキルなどを補完し、またさまざまなOpportunityを
提供することで実現できるものと考えています。

2-2. 「3つのO」による人材育成

OJT ｜実務経験を通じたスキル・能力向上

OJTは人材育成の基本です。上位者の指導、監査関与先と
の協議等の実務経験を通じて、プロフェッショナルとして
のスキル・能力を学びます。

あずさ監査法人では、人材育成のためのPDCAサイクルの導
入により、法人レベルおよび事業部レベルで計画的・持続的
なOJTに取り組んでいます。OJTに関するディスカッショ
ンの実施や好事例の紹介による人材育成マインドの醸成、
チューター制度による若手職員の指導などを行っています。

いかなる環境においてもOJTにより人材を育成できるよう、環
境変化に適応したチームマネジメントの浸透を図っています。

Off-JT ｜実務的・実践的な研修の実施

Off-JTのうち、監査従事者の必須知識に関する研修や、法人
課題に対応する研修は、本部が主催しています。加えて、事業
部主催により、監査現場におけるニーズに応えOJTを補完
するため、専門知識と実務に沿った研修を実施しています。

また、デジタルスキルの習得や、オンライン環境での業務
に対応する研修も取り組んでいます。

2020年6月期では、1人当たり研修受講時間は71.9時間で
した。なお、テクニカル研修を中心に、研修後に学習目的の
理解や達成度等についてのアンケートを実施し、継続的な
研修の改善に役立てています。

2. あずさ監査法人の人材育成

あずさ監査法人では、監査品質の根幹は人材にあると理解し、人材育成を重視し
ています。OJT、Off-JT、Opportunityの「3つのO」により、社会に貢献する真の
プロフェッショナルを育成しています。

人材育成の概念図

1人当たりの年間平均研修時間

研修に関するアンケート結果

企業にとってグローバル化は不可避です。

AbcdeFGHIabcd

2019年6月期
69.7 時間

2020年6月期
71.9 時間

外部のオンライン研修の受講時間
を含めて再計算したため「A ZSA 
Quality 2019」に記載した65.1時
間より増加しています。

4.4
2019年6月期

5点
2020年6月期

4.4 5点

※ 
※ 
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Opportunity ｜幅広い業務機会の提供

監査のプロフェッショナル人材を育成するには、多様な
業種・業態の監査に従事し、知見を広げることが重要です。 
各監査事業部の専門職員は、定期的に規模や業種の異なる
監査チームへ異動します。

また監査事業部内に限らず、品質管理部門やアドバイザ
リー部門への異動や、事務所間の異動、公的外部機関・事業
会社への出向等も積極的に推進しています。

このような幅広い業務機会の提供により、多様な経験を経
た、真のプロフェッショナルの育成を図っています。

パ
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ネ
ジ
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ー

ア
シ
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ト

マ
ネ
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ャ
ー

シ
ニ
ア

ス
タ
ッ
フ

テクニカル研修 デジタル研修グローバルスキル研修

監査の有効性・
効率性レベル
アップ

国内短期
MBA

グローバル
インターン ※4

インチャージ
不正事例

事業部主催
研修 ※1

ロジカル
シンキング

プロダクティビティ
＆プロジェクト
マネジメント ※2

ロジカル
コミュニケーション

※2

リーダーシップ※2

女性リーダー
育成研修

面談・
フィードバック

外部有識者の
講演会

プロダクティビティ＆
タスクマネジメント

メンタル
タフネス

チームマネジメント
フィードバック ※2

プロジェクト
マネジメント ※2

マイルストン研修

ニュー
パートナー

Global
New Partner 
Conference

ニュー
マネジャー

AsPac
New Manager
 Workshop ※4

ニュー
アシスタント
マネジャー

ニューシニア

新人

ビジネススキル研修

監査・品質管理
アップデート

会計基準
アップデート

IFRS

不正対応

税務

国内英語
（オンライン含）

海外KPMG
メンバー

  ファーム ※3

デジタルITスキル
（オンライン含）

データ処理
基礎・応用

分析ツール
基礎・応用

海外
短期留学 ※3

※1 例：内部統制監査演習、法人税・税効果演習
※2 マイルストン研修で実施

職業倫理・
コンプライアンス

ヒューマンスキル
オンライン

トップダウンニーズ
会計・税務、監査など監査従事者の必須知識の習得｜法人の品質管理やリスクマネジメントなど、法人全体への周知｜法人の課題への対応

ボトムアップニーズ
監査現場における課題への対応｜OJTの補完

※3 2021年6月期はCOVID-19の影響によりオンライン研修に代替
※4 2021年6月期はCOVID-19の影響により中止

国内異動区分 2019年6月期 2020年6月期

本部（品質管理本部等）にかかる異動 70 124

事業部・事務所間異動 190 189

アドバイザリー部門にかかる異動 126 68

合計 386 381

出向先 2019年6月末 2020年6月末

JICPA、財務会計基準機構等 27 28

その他（一般） 41 40

合計 68 68

法人内異動者数

出向者数

研修体系（概要）
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3-1. 異文化・多様性を理解できるグローバル人材
あずさ監査法人では、グローバル人材を「異文化・多様性を
理解し、一定の語学力を有して、グローバルなフィールド
で業務を行うプロフェッショナル」と定義し、継続的な育
成に努めています。

育成方法には、語学研修や短期留学を含む「グローバル
スキル研修」や、海外駐在等の「海外派遣プログラム」があ
ります。グローバルスキル研修および海外派遣プログラ
ム等を通じて育成したグローバル対応人材数（累計）は、
2,295名です。

なお2020年度は、コロナ禍により海外派遣や留学等の実
施が困難なため、オンライン研修を充実させています。

グローバルスキル研修

あずさ監査法人では、語学としての英語力にとどまらず、
幅広いグローバルスキルを醸成することを目的として、各
種プログラムを導入しています。

国内での英語研修プログラムのほか、海外短期留学や海外
KPMGが主催するニューマネジャー研修など、多岐にわ
たります。また、北京市の中央財経大学との友好関係を基
礎に、将来の中国駐在員の育成を目的としたプログラムを
実施しています。

3. 変化への対応力

あずさ監査法人では、常に変化する企業・社会にスピード感を持って対応する力
（レジリエンス／Resilience）こそが、真の成長であると考えています。近年加速 
しているデジタル化、グローバル化に対応できる人材の育成に注力しています。

グローバル対応人材数（累計）

（TOEIC 730点以上、海外赴任経験者、外国籍、その他言語習熟者
等をグローバル対応人材と定義）

参加人員

国内研修 888

海外研修 131

海外KPMG主催 60

海外ビジネススクール短期プログラム 6

その他 5

合計 1,090

グローバルスキル研修参加人員数
（2020年6月期）
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3-2. デジタルリテラシーの向上
あずさ監査法人では、プロフェッショナルのデジタルリテ
ラシー向上に力を入れています。

急速に進化するテクノロジーとデータを活用し、監査現場
で3C x Impacts & Insightsを実現するため、2020年度
から新たに、デジタル人材育成プログラム「Azsa Digital 
Academy（以下ADA）」を策定しました。 （P.19参照）

海外派遣プログラム

海外KPMGメンバーファームへの派遣を積極的に推進し、
海外での業務経験を通し、語学スキルとグローバルマイン
ドを有する人材を育成しています。

海外派遣プログラムには、主に次の2つがあります。

• GJP駐在派遣… KPMGのグローバル・ジャパニーズ・
プラクティス（GJP）の各拠点に、主にマネジャー以上
を約3年間、駐在員として派遣

• シニア海外KPMG派遣…主にシニアスタッフを対象と
して、英語圏にあるKPMG海外事務所に18～22ヵ月
派遣。現地の監査メンバーとして海外の監査実務を経験

なお、主にマネジャー以上を対象として、KPMGインター
ナショナルの研究機関であるKPMG Global Solutions 
Group（KGSG）ならびに会計基準の解釈や適用のガ
イダンスを策定する機関であるU.K.のInternational 
Standards Group（ISG）およびU.S.のDepartment 
of Professional Practice（DPP）へ従来より多数の 
派遣を行っています。

これらのプログラムを利用した海外赴任経験者数（累計）
は625名です。また、パートナーおよびマネジャーに占める
海外赴任経験者の割合は28.2％で、4人に1人となって
います。

国内研修 888 名

海外修学 131 名

海外KPMG主催 60 名

短期MBA 6 名

その他 5 名

研修参加人員数
（2020年6月期）

グローバルスキル研修

1,090 名合計

私は2018年7月から、 Digital Innovation部（以下DI部）

と監査事業部を兼務しています。

DI部での私の業務は大きく分けて2つあります。

1つ目は、監査チームに対してデータ分析やソリュー

ションを提供すること。マネジャーとしてプロジェク

トをリードしつつ、デジタル技術者と監査チームの間に

立って、最適なアウトプットを促進する�カタリスト�と

しての役割を担っています。

2つ目は、法人全体のデジタル戦略、取組についての 

企画・マーケティングです。 クライアントの期待の変

化を一早く捉え、ダイナミックな視点と、スピード感

を持って対応することが求められます。この業務では、 
�ストーリーテラー�として、相手に刺さるメッセージや

説得力のあるコンテンツを組み立てることが肝要です。

これからの監査法人は、従来の会計士を中心とした組織 

から大きく変容し、より多様な人材からなるチームで仕事

をすることが当たり前になってきます。異なる専門性を

持つ者同士が融合していくという意味で、DI部はあずさ

監査法人の将来を先取りした部署であると思います。

監査経験を活かしつつ、「監査のデジタル化」という新し

いステージを切り拓くことは刺激的で、私のキャリア形

成の中でも大きな財産となっています。

職員の声Voice

Digital Innovation部
シニアマネジャー

三宅 美樹

経験者 割合

パートナー、ディレクター 247 35.3％
シニアマネジャー、マネジャー 306 24.3％
合計 553 28.2％

パートナーおよびマネジャーに占める海外赴任経験者数
（2020年6月末）

利用人員

GJP駐在 147

シニア海外KPMG派遣 53

KPMG主要機関への派遣 13

その他 13

合計 226

海外派遣プログラム利用人員数
（2020年6月期）
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4. 働きやすい職場環境の整備

人材開発を効果的に進めるには、働きやすく、成果を出しやすい職場環境が重要です。 
あずさ監査法人では、コロナ禍における在宅勤務の促進を含む働き方改革、イン
クルージョン&ダイバーシティの推進、意識調査等により、職場環境改善に取り
組んでいます。

4-1. ワークもライフも充実「あずさワークスタイル」
あずさ監査法人では、「働き方改革」の目的を「プロフェッ
ショナルとしての成長」と「心身の健康」と捉え、監査業務・
制度・カルチャーの3つのフレームワークからなる改革を
進めています。

また、プロフェッショナルとしての意識、生産性、コミュニ
ケーションを体現する働き方として、「あずさワークスタイ
ル」を展開しています。各事業部での朝夕会議、カエル会議、
効率化のための各種マニュアル整備、自己研鑽推進のため
の学びの場の提供など、さまざまな取組を実施してきまし
た。最近では、コロナ禍による環境変化に適した働き方への
再構築が進み、在宅勤務も促進されたため、ワークスタイル
がさらに充実しました。

「あずさワークスタイル」が私たちのカルチャーとして根
付き、ワークもライフも充実する働き方が当たり前になる
ような組織を目指して、改革を推進していきます。

働き方改革の主な制度と取組

• 変形労働時間制の採用

• 夜間および休日の社内ネットワークへの接続制限

• 在宅勤務を交えた勤務形態の継続および、在宅勤務効率
を高めるための最新デジタル技術を活用した監査手法
の推進

• 時差勤務制度の拡充

4-2.  多様性を重視「インクルージョン＆ダイバーシティ」
デジタル、サイバー、金融、不動産等のさまざまな専門家や、
外国人等の異なる価値観を持つ人材、育児や介護で時間的
制約がある職員等、あずさ監査法人は多様な人材によって
構成されています。

それぞれが互いの違いを認め合い、個人を尊重しながら切
磋琢磨できる環境こそが、人材の能力を最大限に高めると
いえるでしょう。インクルーシブな環境が多様なものの見
方を生み、監査やアドバイザリー業務の品質向上や競争力
の強化につながる重要な基盤であると考えています。

あずさ監査法人では、「高品質なサービスの提供をもって
クライアント・社会に貢献する」という共通の目標に向か
い、インクルージョン&ダイバーシティの推進に取り組ん
でいます。

インクルージョン&ダイバーシティの主な取組

• 女性活躍推進の評価指標（KPI）を設定。女性管理職比率
は13%に（2023年までの目標値：15％）

• あずさ監査法人で働く女性職員によるネットワーク
『Working Women�s Network』の活動

•  勤務形態を選択できる「フレキシブル・ワーク・プログラム」

• 出産・育児・介護に係る職員への定期的な面談を通じた
キャリア形成サポート

• コンソーシアム型保育施設との提携による復職支援

• 配偶者出産休暇の日数および利用対象期間の拡大

•  『倫理行動規範』において、性的指向や性自認による差別
等も含め、いかなる人権侵害行為も許さないことを明確化

•  女性活躍推進に関する取組が
優良な企業として「えるぼし」
認定の最高位を獲得

• 高水準な子育てサポート企業
の証「プラチナくるみん」を大
手監査法人で初めて取得

えるぼし

プラチナくるみん
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4-3. 職員の声を実現する仕組み「VOICE」
「VOICE（Valuable Opinions and Ideas to Change 
Effectively）」は、業務上の課題・要望および改善案を職
員から広く募るための、イントラネット上のツールです。

既存業務の見直しや標準化を図り、効率的な業務基盤の構
築に寄与すること、および職員と法人マネジメントとのコ
ミュニケーションの機会を設けることで、職員からの声を
法人運営に活かすことを目的としています。

職員から投稿された案件については、各部署が実現へ向け
た検討を行い、その結果を公開します。

最近では、「VOICE×監査改革」として意見募集を行い、オ
ンラインコミュニケーションツールを全面導入し、業務効
率化を実現しました。

4-4. 組織の継続的な改善のための意識調査「GPS」
「GPS（Global People Survey）」は、より良い組織を目指
す取組の一環として、世界各国のKPMGメンバーファーム
で働くすべての構成員を対象としている意識調査です。

調査内容には、リーダーシップやコミュニケーションに関
する項目に加え、構成員のキャリア開発、待遇や就業環境
等に関する項目が含まれています。

構成員から寄せられた回答は、KPMGの他地域やプロ
フェッショナルサービス提供企業等との比較分析が行わ
れます。

調査結果は全構成員に公表され、各事務所・事業部と本部
が協働して、組織の継続的な改善につなげています。

なお、あずさ監査法人のGPS最重要指標である「Engagement 
Index（法人への自発的な貢献意欲・満足度）」は、肯定的
な回答※をした人の割合が2017年6月期から10%増加し
70%となっています。
※ 5段階評価のうち、評価4以上の肯定的な回答をした人の割合

2020年
6月期

69％

2019年
6月期

64％

2018年
6月期

60％

2017年
6月期

Engagement肯定的回答率推移
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あずさ監査法人は、世界約 150ヵ国で展開するK P M Gの 

グローバルネットワークや、幅広いインダストリーナレッジを 

活用し、価値あるサービスを提供しています。
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1-1. 各々独立した組織体であるメンバーファーム
KPMGの各メンバーファームは、法律上独立した別の組
織体です。

KPMGインターナショナル※は、世界中のいずれでも統一
したサービスを提供する仕組みを構築し、メンバーファーム 
による高品質な監査、税務およびアドバイザリーサービス 
の提供をサポートしています。
※  KPMGインターナショナル（KPMG International Limited）は英国の保証有限
責任会社（private Engl ish company l imited by guarantee）です。KPMG 
International Limited及びその関連事業体は、クライアントに対していかなるサー
ビスも提供していません。

1-2. 主要ガバナンス機関に日本が関与
KPMGインターナショナルの主要なガバナンスおよびマ
ネジメント機関は、「グローバルカウンシル」、「グローバル
ボード」、「グローバルマネジメントチーム」です。

「株主総会」に相当するグローバルカウンシル

59のメンバーファーム代表により構成される会議体で、一
般事業会社の「株主総会」に相当します。年次決算、定款改正、
グローバルチェアマンとグローバルボードメンバーの選任
を行う、最高決議機関として位置付けられています。

日本はグローバルカウンシルのメンバー国となってい 
ます。

 「取締役会」に相当するグローバルボード

20のメンバーファーム代表、グローバルチェアマン、リー
ジョナルチェアマン（3地域の代表）により構成される会議
体で、一般事業会社の「取締役会」に相当します。

長期戦略の承認、ブランドの保護・向上、ネットワークに
対するリスクの対応および防御、リーダーシップの選任・ 
評価等、実質的な議論と決議を行います。

2020年 9月末日現在、グローバルボードのメンバー
として日本からは森俊哉（副理事長、K P M Gジャパン  

チェアマン）が出席し、KPMGインターナショナルの経営
の一翼を担っています。

計画実行状況を監視するグローバルマネジメントチーム

グローバルチェアマン、グローバルCOO、グローバルファ
ンクションヘッド（監査、税務、アドバイザリー）、品質、 
リスク、人事、マーケティング、テクノロジー&ナレッジ、
広報等のグローバルヘッドによって構成され、計画の実行
状況のモニタリング等を行っています。

また、グローバルマネジメントチームの監督下には、より
実質的な議論や決定事項を推進する10のステアリンググ
ループがあり、日本からはすべてのステアリンググループ
に積極的に参画しています。

1-3. 3つの地域からなるリージョン制
KPMGはAmericas、EMA（Europe, Middle East 
and Africa）、AsPac（Asia Pacific）の3つの地域からな
るリージョン制をとっており、日本はAsPacに所属して
います。各リージョナルチェアマンの下に、決議機関とし
てボードが置かれています。
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2020年9月末、KPMG AsPacの運営には、あずさ監査法人の次のメンバー
が参画し、グローバルネットワークにおける貢献を果たしています。

日本の実情を伝達・議論した上で、 KPMGの各種メソドロジー等を、我が国の
監査実務に適用できる体制となっています。

1. KPMGインターナショナル

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する、プロフェッショナル
ファームのグローバルネットワークです。世界約150ヵ国のメンバーファームに、 
約219,000名の人員を擁し、サービスを提供しています。

Board Member 
森 俊哉 
副理事長、
KPMGジャパンチェアマン

Head of DPP
藤田 英一
USキャピタルマーケッツ室長

AAS Leader
足立 純一
AAS事業部長

Head of Energy& Natural
Resources
関口 美奈
エネルギー・インフラストラクチャー
 事業室長

Head of Audit & Assurance

金井 沢治
副理事長、品質管理統轄、リスクマ
ネジメント統轄

Audit Quality Leader

Simon Dobbins
パートナー
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COVID-19の出現は、私たちの働き方やコミュニケーションのあり方を大きく変え、将来的
にも私たちの経済やコミュニティにさらなる大きな変化をせまることが想定されていま
す。すべてのKPMGメンバーファームでは、 “社会に信頼を、変革に力を”との目的意識を
改めて意識し、今まで以上に一体となりさまざまな課題に取り組んでいます。

私はグローバルチェアマンとして、KPMGジャパンの最大の強みの1つであるGJPネッ
トワークを通じて、グローバルおよびAsPac地域における戦略的投資を推し進めていま
す。これは、日本のクライアントとステークホルダーがビジネスを展開するすべての地域
において、KPMGが変革の最前線にあり続けるためです。

私は、質の高いサービスを提供しながら、社会の信頼を守るべくリーダーシップを発揮し
ているあずさ監査法人の経営陣に、全幅の信頼をおいています。New Realityへの対応と
いうチャレンジに取り組むにあたり、すべての日本のクライアントがKPMGとの協働に 
より最高の成果を得られるよう、KPMGジャパンとあずさ監査法人を全力でサポートし 
続けていくことを約束します。

KPMGインターナショナル
グローバルチェアマン

Bill Thomas

Message グローバルチェアマンからのメッセージ

ヵ国150 219,000

人員数KPMG
メンバーファーム

約約 名

297.5 111.8 66.2 119.5

 （2019年9月30日付）

81

AZSA Quality 2020/21 監査品質向上への取組　

© 2020 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



82

2. KPMGジャパン

KPMGジャパンは、監査、税務、アドバイザリーの3分野、8つのプロフェッショ
ナルファームに、約8,900名の人員を擁しています。各分野のプロフェッショナ
ルが連携し、KPMGグローバルネットワークを活用してサービスを提供します。

2-1. 主要メンバーファームでKPMGジャパンの経営を協議

KPMGジャパンでは、あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティ
ング、KPMG FASなど、主要なKPMGジャパンのメンバーファームの代表で構
成されるKPMGジャパン経営会議を設置し、 KPMGジャパンの経営の重要事項
について協議しています。企業の経営課題に対してKPMGが有するリソースを集
結し、KPMGジャパンが最善のサービスを提供するための、ファーム間の協働体
制、人材育成、サービス品質管理について議論します。

また、あずさ監査法人の専務理事などがアドバイザリー子会社の取締役に就任
することで、運営方針の統一を図っています。なお、これらアドバイザリー子会
社も、経営監視委員会および内部監査室の監視・監査対象としています。

チェアマン： 森 俊哉 CEO： 髙波 博之

KPMGコンサルティング株式会社KPMG税理士法人有限責任 あずさ監査法人

KPMGジャパン

株式会社 KPMG Ignition Tokyo

理事長：髙波 博之

監査・保証業務や各種証明業務をはじめ、財務
関連アドバイザリーサービス、株式上場支援
などを提供しています。

代表：駒木根 裕一 代表取締役社長 兼 CEO：宮原 正弘

株式会社 KPMG FAS
KPMG社会保険労務士法人

代表取締役：知野 雅彦、松下 修、岡田 光

M&Aおよび事業再生アドバイザリー、経営戦略
コンサルティング、不正調査などを提供しています。

代表者：小川 真弓

国内企業および外資系企業の日本子会社等に
対して、各専門分野に精通した税務専門家チーム
により、多様なニーズに対応した的確な税務アド
バイスを提供しています。

事業戦略策定、業務効率の改善、収益管理能力
の向上、ガバナンス強化やリスク管理など経営
管理全般の改善をサポートしています。

日本に進出する外資系企業や日系企業の子会
社等に対して、その設立時のサポートから日々
の人事等の管理部門業務のアウトソーシング
サービスまでをワンストップで提供しています。

KPMGジャパンの監査・税務・アドバイザリーに関連する
デジタルテクノロジーソリューションを開発しています。

KPMGヘルスケアジャパン株式会社

代表取締役：大割 慶一、松田 淳

医療・介護を含むヘルスケア産業に特化した
ビジネスおよびフィナンシャルサービスを提供
しています。

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

代表取締役：足立 純一、斎藤 和彦

非財務情報の信頼性向上のための第三者保証
業務などを提供しています。

代表取締役社長 兼CEO：茶谷 公之

Audit Tax Advisory

1 ,6 4 5

人員数 名

億円

8,983

監査

827億円
税務

175億円
アドバイザリー

642億円

（2020年6月末現在）
※税務の業務収入は2019年12月末時点

業務収入
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2-2. さまざまな活動により構成員の一体感を醸成

KPMGジャパンとして、すべての構成員が基本理念を 
理解し、一体感を醸成するため、さまざまな活動に取り組
んでいます。

KPMGジャパン キックオフミーティング

KPMGジャパンの構成員が一堂に会す「KPMGジャパン
キックオフミーティング」を、隔年で開催しています。

監査、税務、アドバイザリーのそれぞれのファンクション
を越え、一体感を醸成する貴重な機会となっています。

KPMGジャパン パートナーズミーティング

パートナー、ディレクターを対象にした「KPMGジャパン
パートナーズミーティング」を隔年で開催しています。

KPMGジャパン全体や監査、税務、アドバイザリーそれぞ
れの方向性について、情報共有とディスカッションを行い、
パートナー、ディレクター間の相互理解を深めています。

2020年はオンラインで開催し、COVID-19によるマーケッ
ト変化にどう向き合っていくのか、そして今パートナーに
何が求められているのかについて共有しました。

表彰制度（Chairman Award）

社員ならびに職員を対象に、年に1度、キックオフミーティン
グやパートナーズミーティングにおいて表彰を行っています。

業務上の成果・貢献等に広く報い、その労を適時にねぎら
うとともに、社内周知による業務達成感の醸成とモチベー
ションの向上を図ります。

2-3. 知識や経験を活かしたCSR活動で社会に貢献
プロフェッショナルファームとしての業務を通じて培っ
た知識や経験を活かしながら、社会との共通価値を創造し、
持続的社会の実現に貢献します。

教育分野への社会貢献

KPMGジャパンは、持続可能な開発目標であるSDG4（教
育）に焦点をあて、大学生や小中高生を対象に、未来に向け
た次世代リーダー育成活動を行っています。

会計知識が社会で役立つことを実感できる「会計監査教
室」や、社会課題をビジネスで解決したいと願う若い世代
をサポートする「起業力教室」を開催しています。

専門知識を活かした支援

日本財団パラリンピックサポートセンターが、各競技団体
に交付する助成金の内部監査サポートを行っています。

また、公益財団法人米日カウンシル－ジャパンへの無償監
査の提供など、業務で培ったスキルや経験を活かした社会
課題の解決に取り組んでいます。

環境への配慮

KPMGは気候変動問題への責任を果たすため、各国の
KPMGとともに、CO2排出量削減に取り組んでいます。日
本でも、CO2排出量の集計を行い、事業活動に伴うCO2排出
量の実態を把握するとともに、削減に向けた努力を続けてい 
ます。

「ブラインドサッカー」協賛

NPO法人日本ブラインドサッカー協会とパートナーシッ
プ契約を締結し、2016年より「KPMGカップブラインド
サッカークラブチーム選手権」を開催しています。また、
2020年1月よりブラインドサッカー男子日本代表のスポ
ンサーを務めています。
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3. インダストリーナレッジ

KPMGジャパンの知見をもとにサービスを提供する主なインダストリー

KPMGジャパンでは、各国のKPMGメンバーファームと連携し、さまざまな 
インダストリーナレッジを集約・蓄積しています。そこで得た知見を活用し、業界
に精通したプロフェッショナルサービスを提供しています。

※1：PFI（Private Finance Initiative）：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間に任せること
※2：CPS（Cyber-Physical System）：現実世界（フィジカル空間）で得た観測データなどをサイバー空間で数値化・分析し、より高度な社会を実現するシステム
※3：DX to CX：DX（デジタルトランスフォーメーション）を用いてCX（カスタマーエクスペリエンス）を向上させる施策
※4：OTT（ Over-The-Top ）サービス：動画配信などインターネット上の大容量通信サービスを、通信事業者やプロバイダ企業と無関係の会社が運用すること
※5：CASE： Connected（接続性）、Autonomous（自動運転）、Shared＆Services（シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字をとった用語で、自動車業界が目指す姿を現す

金融
デジタル技術の発展、金融プラットフォーマーの台頭、国内外にお
ける金融規制強化、マイナス金利、グローバル化、人口構造の変化
など、金融機関を取り巻く環境は急激に変化しています。
KPMGは、高度化・複雑化した金融機関の経営課題に対し、専門的
な知見を活かした包括的なサービスを提供します。
グローバル金融規制対応、金融インフラ規制対応、金融犯罪対策、
フィンテックへの対応、組織・事業再編、海外進出、ビジネスプロセス
改革、リスク管理体制構築などを広範囲にサポートします。

消費財・小売
人口動態や経済の変化、テクノロジーの進化に伴う消費者のニー
ズや行動の変化は、市場と競合状況を劇的に変えつつあります。
KPMGは、海外市場へのアクセスや、顧客至上主義と最新のテクノ
ロジーをミックスしたビジネスモデルへの変革等の経営課題に対し、
グローバルネットワークを活用してサポートします。

テクノロジー・メディア・通信
デジタルトランスフォーメーション（DX）が進むテクノロジー・メディ
ア企業では、過去に類を見ないスピードで、業界構造が破壊されてい
ます。また通信業界では、OTT※4サービスの提供と、安全で信頼でき
る5Gネットワークの提供という、二重の課題に直面しています。
KPMGは、これらの業界に対して、グローバルな視点からTOM
（Target Operating Model）やAI等を活用したソリューションを
提供し、豊富な知見を活かしたアドバイスを行います。さらに、新会
計基準適用に伴う各種課題の解決をサポートします。

パブリックセクター
官公庁や非営利組織体は、近年、説明の義務・責任の強化や、民営
化、PFI※1の導入など、さまざまな変化への対応を迫られています。
KPMGは、このような課題に対応するため、監査、企業会計手法の導
入・活用、ディスクロージャーの高度化、組織再編、業務の効率化など、 
幅広いニーズに応える体制を整えています。KPMGのグローバルでの 
実績・ノウハウに基づいて、新しいサポートを提供していきます。

エネルギー
エネルギー界では、化石燃料主体の経済から、脱炭素化社会へ
の移行（エネルギートランジション）に伴うビジネス戦略の転換と、 
デジタルインフラを活用した業務プロセスの再設計が求められて
います。さらに、気候変動リスクや、デジタライズ化に伴う大規模な 
企業内改革が不可欠です。
KPMGは、グローバルネットワークを活用し、これらの経営課題へ
の対応と目的達成をサポートします。

ライフサイエンス
ライフサイエンス業界では、医療コストの増加や薬価引下げなどの
課題を抱え、環境コンプライアンスの徹底と効率性追求が求められ
ています。
KPMGは、豊富な経験と専門的な知見に基づき、監査、移転価格
税制を含む税務領域の支援、海外展開を含むM&A支援、デジタル
トランスフォーメーション（DX）、コスト削減、リスク＆コンプライ
アンス対応、 IT導入等のアドバイスを提供します。

製造
製造業界は、グローバルな競争に立ち向かうことを前提とした
デジタル化が、急速に進んでいます。オペレーションを監視・制御
するための技術と、ITの融合による「Industry4.0」や、CPS※2を 
実現するための変革が、引き続き業界の重点テーマとなってい 
ます。
KPMGは、10年先を見据えた「DX to CX※3」に至るインサイトを提
供し、企業のチャレンジを強力にサポートします。

自動車
自動車業界は、環境規制やCASE※5への対応など、技術革新のた
めの多額投資を強いられています。同時に、異業種からの参入企業
との協業・競争に加え、With/Afterコロナ（New Normal）における
モビリティニーズの急激な変化への対応も求められています。
KPMGは、グローバルネットワークを活用しながら、ESG、サプライ
チェーン、デジタル化、セキュリティなどの重要な経営課題について、
豊富な知見をもつ専門家チームが顧客企業の変革をサポートします。
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事務所
本部　東京都新宿区津久戸町1番 2号　　　　　　　　　　　　　　　　　

拠点事務所 ： 東京／大阪／名古屋
地域事務所 ： 札幌／仙台／北陸／北関東／横浜／京都／神戸／広島／福岡

構成人員
（常勤者）

公認会計士 3,146名 （うち代表社員28名・社員530名）
会計士試験合格者　 1,238名
監査補助職員 1,120名 （うち特定社員34名（うち代表社員1名））
その他事務職員 764名

関与先
監査証明業務 3,635社
金商法会社法 785／金商法34／会社法 1,386／学校法人 46／労働組合16／その他の法定監査 568／その他の任意監査 800

その他証明業務 2,133社 ※その他証明業務は、2020年6月期における契約社数です。

沿革

1969年  7月 監査法人朝日会計社設立
1985年  7月 監査法人朝日会計社と新和監査法人（昭和49年12月設立）が合併し、監査法人朝日新和会計社設立
1993年10月 監査法人朝日新和会計社と井上斎藤英和監査法人（昭和53年4月設立）が合併し、朝日監査法人発足 

2003年  2月 KPMGの監査部門が新日本監査法人より独立し、あずさ監査法人を設立
2003年  4月 朝日監査法人がKPMGのメンバーファームに正式加入
2004年  1月 朝日監査法人とあずさ監査法人が合併し、法人名をあずさ監査法人として発足
2010年   7月 有限責任監査法人に移行し、法人名を「有限責任 あずさ監査法人」に変更

計12ヵ所

合計 6,268名

（2020年6月末現在）

あずさ監査法人の2019年6月期および2020年6月期の
財務状況は以下のとおりです。なお、あずさ監査法人の財
務諸表は、他の監査法人による監査を受けています。

2019年6月期 2020年6月期

業務収入 100,493 105,970

業務費用 98,688 103,517

営業利益 1,805 2,452

営業外収益 1,057 1,086

営業外費用 911 1,163

経常利益 1,950 2,374

 （単位：百万円）要約損益計算書

2019年6月末 2020年6月末

流動資産 49,911 54,650

固定資産 19,315 22,464

資産合計 69,226 77,115

流動負債 24,546 29,997

固定負債 16,628 18,973

負債合計 41,175 48,971

社員資本 28,052 28,144

評価・換算差額等 △0 △0

純資産合計 28,051 28,144

負債及び純資産合計 69,226 77,115

 （単位：百万円）要約貸借対照表

法人概要

1. 法人概要

2. 財務情報
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3. 主要監査関与先一覧

水産・農林業、鉱業
• マルハニチロ㈱
• ㈱サカタのタネ
• K&Oエナジーグループ㈱

建設業
• ㈱ミライト・ホールディングス
• ベステラ㈱
• ㈱ダイセキ環境ソリューション
• ㈱安藤・間
• ㈱髙松コンストラクショングループ
• 大成建設㈱
• ㈱不動テトラ
• 鉄建建設㈱
• 大豊建設㈱
• 東鉄工業㈱
• ㈱ピーエス三菱
• 前田道路㈱
• 若築建設㈱
• 日本リーテック㈱
• ㈱トーエネック
• 住友電設㈱
• 日揮ホールディングス㈱
• ㈱ヤマト
• 高砂熱学工業㈱
• 三晃金属工業㈱
• ダイダン㈱
• 日比谷総合設備㈱
• OSJBホールディングス㈱
• ㈱竹中工務店

食料品
• 東洋精糖㈱
• 日本甜菜製糖㈱
• 名糖産業㈱
• カルビー㈱
• 丸大食品㈱
• エスフーズ㈱
• 伊藤ハム米久ホールディングス㈱
• アサヒグループホールディングス㈱
• キリンホールディングス㈱
• ダイドーグループホールディングス㈱
• ㈱伊藤園
• ジャパンフーズ㈱
• 不二製油グループ本社㈱
• 味の素㈱
• 東洋水産㈱
• ㈱大冷
• ケンコーマヨネーズ㈱
• 理研ビタミン㈱ 

繊維製品、パルプ・紙
• 東洋紡㈱
• 帝人㈱
• 住江織物㈱
• 日本フエルト㈱
• ダイニック㈱
• ㈱ソトー
• 小松マテーレ㈱
• ㈱TSIホールディングス
• ㈱三陽商会
• ㈱デサント
• 特種東海製紙㈱
• 北越コーポレーション㈱
• ㈱巴川製紙所
• レンゴー㈱

化学
• 昭和電工㈱
• 住友化学㈱
• 住友精化㈱
• 東ソー㈱
• エア・ウォーター㈱
• 東邦アセチレン㈱
• 戸田工業㈱
• ㈱カネカ
• JSR㈱
• 住友ベークライト㈱
• ダイキョーニシカワ㈱
• 森六ホールディングス㈱
• 第一工業製薬㈱
• 日華化学㈱
• 大日本塗料㈱
• 日本ペイントホールディングス㈱
• 関西ペイント㈱
• 神東塗料㈱
• サカタインクス㈱
• 富士フイルムホールディングス㈱
• ㈱資生堂
• 高砂香料工業㈱
• コニシ㈱
• OATアグリオ㈱
• 大成ラミック㈱
• 日東電工㈱
• 三光合成㈱
• 東リ㈱
• ㈱ニフコ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医薬品
• 協和キリン㈱
• 武田薬品工業㈱
• 大日本住友製薬㈱
• 中外製薬㈱
• 久光製薬㈱
• 参天製薬㈱
• 日医工㈱
• 富士製薬工業㈱
• 沢井製薬㈱
• ゼリア新薬工業㈱
• 第一三共㈱
• 大幸薬品㈱
• ダイト㈱
• ペプチドリーム㈱

石油・石炭、ゴム、ガラス・土石
• 富士石油㈱
• コスモエネルギーホールディングス㈱
• TOYO  TIRE㈱
• 住友ゴム工業㈱
• 住友理工㈱
• AGC㈱
• 日本山村硝子㈱
• 日本電気硝子㈱
• 太平洋セメント㈱
• ㈱ノリタケカンパニーリミテド
• 日本特殊陶業㈱
• ㈱MARUWA
• 品川リフラクトリーズ㈱
• 黒崎播磨㈱
• イソライト工業㈱
• ニチハ㈱

鉄鋼
• 日本製鉄㈱
• ㈱神戸製鋼所
• ㈱中山製鋼所
• 合同製鐵㈱
• 東京製鐵㈱
• 共英製鋼㈱
• 東京鐵鋼㈱
• 大阪製鐵㈱
• 丸一鋼管㈱
• 日本高周波鋼業㈱
• 山陽特殊製鋼㈱
• 大平洋金属㈱
• 日亜鋼業㈱ 
人

2020年6月末現在の、東証一部上場企業等および自治体・国立大学法人等の監査関与先は次のとおりです（569法人）。
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非鉄金属、金属製品
• 三井金属鉱業㈱
• 三菱マテリアル㈱
• 住友金属鉱山㈱
• 住友電気工業㈱
• ㈱アルファ
• ㈱RS Technologies
• 信和㈱
• ㈱コロナ
• 高田機工㈱
• 三協立山㈱
• アルインコ㈱
• ㈱ノーリツ
• 三洋工業㈱ 
 

機械
• ㈱タクマ
• ㈱滝澤鉄工所
• ㈱FUJI
• ㈱ディスコ
• NCホールディングス㈱
• ㈱イワキ
• 平田機工㈱
• ナブテスコ㈱
• 三井海洋開発㈱
• ホソカワミクロン㈱
• ㈱技研製作所
• オカダアイヨン㈱
• ㈱小松製作所
• 住友重機械工業㈱
• 日工㈱
• ㈱北川鉄工所
• ㈱タカキタ
• オルガノ㈱
• 大同工業㈱
• サムコ㈱
• 理想科学工業㈱
• ダイコク電機㈱
• サンデンホールディングス㈱
• マックス㈱
• セガサミーホールディングス㈱
• ㈱ツバキ・ナカシマ
• 前澤給装工業㈱
• 日本ピラー工業㈱
• ㈱マキタ
• 日立造船㈱
• 三菱重工業㈱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気機器
• イビデン㈱
• コニカミノルタ㈱
• ミネベアミツミ㈱
• 三菱電機㈱
• シンフォニアテクノロジー㈱
• ㈱明電舎
• トレックス・セミコンダクター㈱
• ダブル・スコープ㈱
• ㈱ダイヘン
• ヤーマン㈱
• 日新電機㈱
• 日東工業㈱
• ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション
• 日本電気㈱
• 岩崎通信機㈱
• ㈱ジャパンディスプレイ
• 日本信号㈱
• 能美防災㈱
• パナソニック㈱
• アンリツ㈱
• TDK㈱
• 日本電波工業㈱
• ㈱日本トリム
• ㈱ヨコオ
• ティアック㈱
• ヒロセ電機㈱
• スミダコーポレーション㈱
• 日本電子材料㈱
• ㈱堀場製作所
• ㈱メガチップス
• コーセル㈱
• スタンレー電気㈱
• 岡谷電機産業㈱
• ㈱図研
• カシオ計算機㈱
• 太陽誘電㈱
• ㈱SCREENホールディングス
• 象印マホービン㈱
• 東京エレクトロン㈱

輸送用機器
• 芦森工業㈱
• ㈱三井E&Sホールディングス
• 川崎重工業㈱
• サノヤスホールディングス㈱
• 近畿車輛㈱
• ㈱エフテック
• レシップホールディングス㈱
• 日信工業㈱
• KYB㈱
• プレス工業㈱
• マツダ㈱
• ㈱今仙電機製作所
• 本田技研工業㈱
• ㈱SUBARU
• ㈱TBK
• 盟和産業㈱
• 日本プラスト㈱

精密機器
• テルモ㈱
• クリエートメディック㈱
• ㈱ジェイ・エム・エス
• マニー㈱
• ㈱エー・アンド・デイ
• 大研医器㈱
• ㈱シンシア
• セイコーホールディングス㈱

その他製品
• ㈱トランザクション
• 永大産業㈱
• ㈱バンダイナムコホールディングス
• ㈱タカラトミー
• 凸版印刷㈱
• ㈱ツツミ
• ㈱オリバー
• ㈱キングジム
• ㈱イトーキ
• 三菱鉛筆㈱
• コクヨ㈱
• ㈱オカムラ

電気・ガス業
• 中部電力㈱
• 中国電力㈱
• ㈱レノバ
• 東京瓦斯㈱
• 大阪瓦斯㈱
• 東邦瓦斯㈱
• 広島ガス㈱

陸運業、海運業、空運業
• 東武鉄道㈱
• 相鉄ホールディングス㈱
• 京王電鉄㈱
• 東日本旅客鉄道㈱
• 近鉄グループホールディングス㈱
• 阪急阪神ホールディングス㈱
• 南海電気鉄道㈱
• 神戸電鉄㈱
• 名古屋鉄道㈱
• ニッコンホールディングス㈱
• 日本石油輸送㈱
• 福山通運㈱
• セイノーホールディングス㈱
• ㈱エスライン
• ㈱商船三井
• 飯野海運㈱
• 日本航空㈱
• ㈱パスコ

2020年6月末現在
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

倉庫・運輸関連業
• ㈱日新
• 三菱倉庫㈱
• 三井倉庫ホールディングス㈱
• ㈱住友倉庫
• 東陽倉庫㈱
• 日本トランスシティ㈱
• ㈱宇徳
• ㈱サンリツ
• ㈱近鉄エクスプレス
• 東海運㈱
• ㈱エーアイテイー  

情報・通信業
• NECネッツエスアイ㈱
• ㈱システナ
• 日鉄ソリューションズ㈱
• ㈱エイジア
• ㈱コーエーテクモホールディングス
• ㈱電算
• ㈱ブロードリーフ
• ㈱システム情報
• ㈱メディアドゥ
• ㈱ブイキューブ
• エンカレッジ・テクノロジ㈱
• ㈱フィックスターズ
• ㈱ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
• テクマトリックス㈱
• ㈱ザッパラス
• ㈱インターネットイニシアティブ
• ㈱アイル
• マークラインズ㈱
• ㈱モバイルファクトリー
• ㈱テラスカイ
• パイプドＨＤ㈱
• アイビーシー㈱
• ㈱ネオジャパン
• ㈱アカツキ
• ㈱カナミックネットワーク
• ㈱オロ
• ㈱ニーズウェル
• サインポスト㈱
• ㈱プロトコーポレーション
• インフォコム㈱
• トレンドマイクロ㈱
• ㈱東計電算
• ㈱エックスネット
• サイボウズ㈱
• ㈱電通国際情報サービス
• ㈱ACCESS
• ㈱CIJ
• ㈱マーベラス
• ㈱東京放送ホールディングス
• ㈱テレビ朝日ホールディングス
• ㈱ビジョン
• ㈱クロップス
• 日本電信電話㈱
• ㈱光通信
• ㈱NTTドコモ

• ㈱ファイバーゲート
• ㈱エヌ・ティ・ティ・データ
• ピー・シー・エー㈱
• ㈱カプコン
• SCSK㈱
• ㈱NSD
• ㈱朝日新聞社

卸売業
• ㈱カワニシホールディングス
• ㈱JALUX
• 東京エレクトロン デバイス㈱
• 双日㈱
• アルフレッサ ホールディングス㈱
• 神栄㈱
• 八洲電機㈱
• ジューテックホールディングス㈱
• ㈱Cominix
• ウイン・パートナーズ㈱
• シップヘルスケアホールディングス㈱
• 明治電機工業㈱
• 富士興産㈱
• 佐鳥電機㈱
• 伯東㈱
• ㈱メディパルホールディングス
• 萩原電気ホールディングス㈱
• スズデン㈱
• ㈱ドウシシャ
• 橋本総業ホールディングス㈱
• シークス㈱
• 高島㈱
• 椿本興業㈱
• 住友商事㈱
• ㈱内田洋行
• 佐藤商事㈱
• 菱洋エレクトロ㈱
• 東京産業㈱
• 神鋼商事㈱
• 阪和興業㈱
• 岩谷産業㈱
• 昭光通商㈱
• 極東貿易㈱
• 三愛石油㈱
• 稲畑産業㈱
• ㈱ミツウロコグループホールディングス
• ㈱モスフードサービス
• ソーダニッカ㈱
• ㈱PALTAC
• 三谷産業㈱
• コーア商事ホールディングス㈱
• 加藤産業㈱
• 蔵王産業㈱ 
 
 
 

 小売業

• アスクル㈱
• ㈱パルグループホールディングス
• ㈱ハローズ
• ㈱アルペン
• クオールホールディングス㈱
• ㈱ドトール・日レスホールディングス
• ㈱ブロンコビリー
• ㈱トレジャー・ファクトリー
• ㈱エー・ピーカンパニー
• ㈱鳥貴族
• ㈱ヨシックス
• ㈱あさひ
• ㈱セブン&アイ・ホールディングス
• ㈱ツルハホールディングス
• ㈱トリドールホールディングス
• ㈱クスリのアオキホールディングス
• ㈱スシローグローバルホールディングス
• ㈱ライトオン
• ㈱良品計画
• ㈱G-7ホールディングス
• マルシェ㈱
• SRSホールディングス㈱
• ㈱東天紅
• ㈱島忠
• ㈱ライフコーポレーション
• テンアライド㈱
• 青山商事㈱
• ㈱しまむら
• ㈱髙島屋
• エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
• ㈱近鉄百貨店
• ㈱イズミ
• ㈱ケーズホールディングス
• ㈱ヤマダ電機
• 愛眼㈱
• ㈱サガミホールディングス
• ㈱サックスバー ホールディングス 
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銀行業
• ㈱島根銀行
• ㈱ゆうちょ銀行
• ㈱三十三フィナンシャルグループ
• ㈱第四北越フィナンシャルグループ
• 三井住友トラスト・ホールディングス㈱
• ㈱三井住友フィナンシャルグループ
• ㈱筑波銀行
• ㈱岩手銀行
• ㈱大垣共立銀行
• ㈱福井銀行
• ㈱清水銀行
• ㈱南都銀行
• ㈱百五銀行
• ㈱紀陽銀行
• ㈱広島銀行
• ㈱中国銀行
• ㈱伊予銀行
• ㈱阿波銀行
• ㈱セブン銀行
• ㈱高知銀行
• ㈱山口フィナンシャルグループ
• ㈱名古屋銀行
• ㈱北洋銀行
• ㈱愛知銀行
ション
証券業、保険業、その他金融業
• ㈱マーキュリアインベストメント
• ㈱大和証券グループ本社
• 東洋証券㈱
• 光世証券㈱
• マネックスグループ㈱
• 藍澤證券㈱
• ㈱かんぽ生命保険
•  MS&ADインシュアランスグループ 
ホールディングス㈱

• 第一生命ホールディングス㈱
• ㈱ジャックス
• オリックス㈱
• NECキャピタルソリューション㈱
• アフラック生命保険㈱
• 住友生命保険相互会社
• 明治安田生命保険相互会社 
ション㈱ 

\不動産業
• スター・マイカ・ホールディングス㈱
• ㈱THEグローバル社
• ㈱サンセイランディック
• ㈱テンポイノベーション
• 三井不動産㈱
• 平和不動産㈱
• ダイビル㈱
• 住友不動産㈱
• サンネクスタグループ㈱ 

サービス業
• ㈱中広
• ㈱タケエイ
• E・Jホールディングス㈱
• ㈱アルトナー
• GCA㈱
• クックパッド㈱
• セントケア・ホールディング㈱
• ディップ㈱
• ㈱デジタルホールディングス
• ㈱新日本科学
• ㈱ツクイ
• ㈱ブラス
• ㈱博報堂DYホールディングス
• ㈱ぐるなび
• ㈱ファンコミュニケーションズ
• ライク㈱
• ㈱電通グループ
• ㈱テイクアンドギヴ・ニーズ
• 日本空調サービス㈱
• ㈱オリエンタルランド
• リゾートトラスト㈱
• ㈱ユー・エス・エス
• ㈱インターワークス
• KeePer技研㈱
• ㈱三機サービス
• ジャパンマテリアル㈱
• ライクキッズ㈱
• キャリアリンク㈱
• ERIホールディングス㈱
• ㈱アビスト
• ㈱ウィルグループ
• ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン
• 日本郵政㈱
• ㈱ストライク
• ㈱ソラスト
• ㈱GameWith
• ソウルドアウト㈱
• RPAホールディングス㈱
• ㈱スプリックス
• ㈱フォーラムエンジニアリング
• ㈱東祥
• ㈱東京ドーム
• ㈱乃村工藝社
• KNT-CTホールディングス㈱
• セコム㈱
• ㈱ダイセキ
ション㈱ 
自治体
• 東京都
• 仙台市
• 川崎市
• 静岡市
• 浜松市
• 岡崎市
• 大津市 
 

国立大学法人
• 北海道大学
• 弘前大学
• 宮城教育大学
• 茨城大学
• 筑波大学
• 宇都宮大学
• 埼玉大学
• 東京外国語大学
• 新潟大学
• 福井大学
• 浜松医科大学
• 愛知教育大学
• 豊橋技術科学大学
• 東海国立大学機構
• 静岡大学
• 三重大学
• 滋賀医科大学
• 京都教育大学
• 京都工芸繊維大学
• 大阪大学
• 大阪教育大学
• 兵庫教育大学
• 神戸大学
• 奈良教育大学
• 奈良女子大学
• 奈良先端科学技術大学院大学
• 和歌山大学
• 岡山大学
• 広島大学
• 山口大学
• 徳島大学
• 鳴門教育大学
• 高知大学
• 九州工業大学
• 大分大学
• 宮崎大学
• 鹿児島大学
• 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
• 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
• 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

独立行政法人等
•  郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネット 
ワーク支援機構

• 日本貿易振興機構
• 水資源機構
• 国立印刷局
• 造幣局
• 中小企業基盤整備機構
• 理化学研究所
• 新エネルギー・産業技術総合開発機構
• 日本赤十字社

2020年6月末現在

※東証一部上場企業については、証券コード順で掲載しています
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

あずさ監査法人は「監査法人のガバナンス・コード」を採用しています。
資本市場を支える社会的使命を果たし、監査品質を継続的に向上させて 
いくために、ガバナンスのさらなる改善に向けて取り組んでいます。

原則・指針 対応状況 AZSA Quality 2020/21

原則

2
監査法人 は 、会計監査 の品質の持続的 な向上 に向 けた法人全体 の組織的 な運営を実現 するため、実効的 に経営（ マネジメント ）機能 を発揮 
すべきである。

指針
2-1

監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、
組織的な運営が行われるようにすべきである。

専務理事会を意思決定機関、執行理事会を執行機関とし、
経営に対する役割を明確にしています。
法人規模の拡大・外部環境の変化等に対応しうる経営組織
基盤の強化に努めています。

P.33

P.34

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営の意思決定および
執行

【組織体制】

監査法人のガバナンス・コードへの対応

【監査法人が果たすべき役割】

原則・指針 対応状況 AZSA Quality 2020/21

原則

1
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与
する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮
させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

指針
1-1

監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査
の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管
理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ
自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に
果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。

資本市場を支える社会的使命を果たすために、「マーケットに
サプライズを与える事案を生じさせない高品質な監査」を品質
管理の最重要課題として掲げ、理事長からパートナーおよび全
職員に向けて、監査品質の維持・向上への継続的な取組に関す
るメッセージをイベント・ビデオ等により定期的に発信してい
ます。また、4つのディフェンスラインである各階層がそれぞれ監
査品質に対する責任を果たすことで、組織的な品質管理体制を
構築しています。

P.40

 
P.44

4つのディフェンス  
ラインによる品質管理

品質管理に関する責任

指針
1-2

監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観
を示すとともに、それを実践するための考え方や行動
の指針を明らかにすべきである。

Purpose（存在意義）、Values（価値）およびVision（目
指す姿）の基本理念を共有し、組織としての一体感を強固な
ものとしています。

 さらなる強化ポイント
eラーニングの不適切受講事案の発生を踏まえて、公認会計
士・監査法人として高い倫理観を持ち続けるよう、さまざまな
施策の着実な実行とともに構成員に対する意識付けの徹底を
図ります。

P.30 

P.59 

監査品質の基礎となる
共通の基本理念

コンプライアンス体制
の整備・運用

指針
1-3

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的
懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・
発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。

人財育成理念に基づき真のプロフェッショナルを育成する
とともに、監査品質への取組やパフォーマンスに重点を置いて
適切に評価しています。また、パートナーの評価にあたっては、
品質および品質管理の評価項目が最重要視され、監査
関与先に対する非監査業務の提供は評価の対象外となり
ます。

P.68 人材開発

指針
1-4

監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題
や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的
な組織文化・風土を醸成すべきである。

過去 3度の大規模組織再編を繰り返し、出身組織を越えて
理念を共有する開放的な組織風土を形成しています。
開放的な組織文化・風土を法人のすべての構成員に対して
広く浸透し、しっかりと定着させることは継続的な課題です。
法人内コミュニケーションやナレッジ共有の高度化等に
より、組織的な対応を進めています。

P.31

多様な出身母体から
なる経営陣

自由闊達にコミュニ
ケーションできる風土

指針
1-5

監査法人は、法人の業務における非監査業務（グルー
プ内を含む。）の位置付けについての考え方を明らか
にすべきである。

非監査業務の提供にあたっては、あずさ監査法人だけでは
なくアドバイザリー業務を提供する子会社を含むグループの
ガバナンスを強化するとともに、独立性や利益相反を適切に
監視する仕組みを構築しています。

P.58 

P.82

非監査業務の提供方針
の明確化

主要メンバーファーム
でK PMGジャパンの
経営を協議
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指針
2-2

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、
組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、
重要な業務運営における経営機関の役割を明らか
にすべきである。
監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響
を及ぼし得るような重要な事項について、監査法人 
としての適正な判断が確保されるための組織体制の
整備及び当該体制を活用した主体的な関与

4つのディフェンスラインである各階層がそれぞれ監査品質に
対する責任を果たすことで、組織的な品質管理体制を構築
しています。品質管理システムに関する最終的な責任は理事長
にありますが、理事長の任命に基づき、品質管理・リスクマネ
ジメントを統轄する専務理事が、全般的な品質管理およびリ
スクマネジメントに関する方針の策定および遵守状況の監視
についての責任を担っています。

P.40

 
P.44

4つのディフェンス  
ラインによる品質管理

監査品質の最終責任を
担う理事長

監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するた
めの、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、
被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換
を行う環境の整備

監査役等との双方向のコミュニケーションや、監査関与先か
らの提供した業務の品質に関するフィードバックを受けること
で、率直かつ深度ある意見交換を可能としています。

P.45  
 

P.47  

監 査 関 与先 からの
フィードバックを通じ
た改善

ステークホルダーとの 
コミュニケーション

法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての
能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人
事管理・評価等に係る体制の整備

人財育成理念に基づき真のプロフェッショナルを育成すると
ともに、監査品質への取組やパフォーマンスに重点を置いて
適切に評価しています。また、パートナーの評価にあたっては、
品質および品質管理の評価項目が最重要視され、監査関与
先に対する非監査業務の提供は評価の対象外となります。

P.68 人材開発

監査に関する業務の効率化及び企業においてもIT化
が進展することを踏まえた深度ある監査を実現する
ためのITの有効活用の検討･整備

電子監査ツールを導入するとともに、高度な統計解析、AI /
RPA、インフラ技術などの最先端のデジタル技術を活用し
た監査手法の開発・導入に取り組んでいます。

 さらなる強化ポイント
COVID-19に伴う在宅勤務等に対応するためのITインフラの整
備を継続的に進めます。

P.14  

P.48  

あずさ監査法人の考え
るデジタル監査

監査マニュアルに基づく
電子監査ツールの活用

指針
2-3

監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通
しているかを勘案するだけではなく、経営機関として、
法人の組織的な運営のための機能が十分に確保
されるよう、経営機関の構成員を選任すべきである。

法人の組織的な運営のための機能が確保されるよう、理事長、
専務理事、執行理事は、パートナー全員による直接選挙に
より選任されます。 P.33 選挙制度

原則

3
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保
すべきである。

指針
3-1

監査法人は、経営機関による経営機能の実効性
を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援
する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、そ
の役割を明らかにすべきである。

経営に携わらないパートナーによる「経営監視委員会」を
設置しています。

P.33  

P.36

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営機能の実効性の
監督・評価

指針
3-2

監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割
を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応す
るため、監督・評価機関の構成員に、独立性を有する
第三者を選任し、その知見を活用すべきである。

独立性を有する監視機関として「公益監視委員会」を設置し
ています。

P.33  

P.36

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営機能の実効性の
監督・評価

指針
3-3

監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任され
た独立性を有する第三者について、例えば以下の業
務を行うことが期待されることに留意しつつ、その
役割を明らかにすべきである。
組織的な運営の実効性に関する評価への関与
経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定
過程への関与 
法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針
の策定への関与
内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整
備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評
価への関与
被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との
意見交換への関与

公益監視委員会は、法人の重要な活動および事案について
経営監視委員会から報告を受けるとともに、理事長および
専務理事との討議を実施しています。また、役職候補者審査
委員会および報酬諮問委員会による監督・評価のプロセスが
適切に運用されているか、公益性の観点から監視しています。

P.33  

P.36

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営機能の実効性の
監督・評価

指針
3-4

監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果
たすことができるよう、監督・評価機関の構成員に対し、
適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に
当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。

経営監視委員会と公益監視委員会の活動を効果的に果たす
ことができるよう事務局を設置し、必要な情報の提供や円滑
な業務遂行を行うための環境を整備しています。

P.36  経営機能の実効性の
監督・評価

原則・指針 対応状況 AZSA Quality 2020/21

【組織体制】 続き
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タイトル-
テキスト間
12ｍｍ

【業務運営】

原則

4
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間に
おいて会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

指針
4-1

監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な
情報等を適時に共有するとともに経営機関等の
考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、
業務運営に活用すべきである。また、法人内において
会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を
積極的に行うべきである。

4つのディフェンスラインによる法人組織内の相互コミュニケー
ションを通じて、経営方針を浸透させ、現場情報を共有していま
す。また、各パートナーに対して経営施策が必要となった環境や
背景を適時かつ詳細に説明し、組織全体に浸透させるとともに、
職員に対しても経営方針を広く浸透させるため、各階層のカス
ケード機能の強化を進めています。

 さらなる強化ポイント
「監査品質向上検討プロジェクト」において識別された課題お
よび改善策について、法人施策に組み込み、実行します。

P.40 

P.44

4つのディフェンス  
ラインによる品質管理

品質管理に関する責任

指針
4-2

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的
専門家としての能力を保持・発揮させるために、法人
における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る
方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の
構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分
に評価されるべきである。

人財育成理念に基づき真のプロフェッショナルを育成する
とともに、監査品質への取組やパフォーマンスに重点を置い
て適切に評価しています。また、パートナーの評価にあたって
は、品質および品質管理の評価項目が最重要視され、監査
関与先に対する非監査業務の提供は評価の対象外となり
ます。

P.68 人材開発

指針
4-3

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を 
適切に発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、バ
ランスのとれた法人の構成員の配置が行われること

4つのディフェンスラインである各階層がそれぞれ監査品質に
対する責任を果たすことで、組織的な品質管理体制を構築して
います。監査事業部は、適切に人材を配置する責任を負って
います。

 さらなる強化ポイント
価値観の多様性を受け入れ、広く人材を活用することで競
争力を高めるため、性別・職種・国籍・年齢等、さまざまな観
点からダイバーシティの一層の浸透を図ります。

P.40 

P.46

4つのディフェンス  
ラインによる品質管理

監査契約

法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や
事業会社等への出向などを含め、会計監査に関連 
する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられる
こと
法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や
経験を、適正に評価し、計画的に活用すること

人財育成理念に基づき真のプロフェッショナルを育成しています。
人材育成にあたっては多様な経験を積むことができるよう、
監査法人内での異動にとどまらず、公的外部機関・事業会社
への外部出向等を積極的に進めています。

 さらなる強化ポイント
高度にデジタル化する社会や監査環境に対応するため、パー
トナーおよび職員のデジタル知識のより一層の拡充を図り 
ます。

P.68

P.19

人材開発

3 C x Iを実現するデ
ジタル人材育成プロ
グラム「Azsa Digital 
Academy」

指針
4-4

監査法人は、被監査会社のCEO・CFO 等の経営陣
幹部及び監査役等との間で監査上のリスク等につい
て率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監
査の現場における被監査会社との間での十分な意見
交換や議論に留意すべきである。

監査関与先経営者や監査役等とのディスカッションの機会を
十分に確保しています。

P.47 ステークホルダーとの
コミュニケーション

指針
4-5

監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針
や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた
情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、
不利益を被る危険を懸念することがないよう留意
すべきである。

コンプライアンス・ホットラインおよび通報窓口を、外部の法
律事務所および法人内部にそれぞれ設けています。

P.59
コンプライアンスおよび
情報セキュリティへの
取組

原則・指針 対応状況 AZSA Quality 2020/21
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原則

5
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。 
また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組に対する内外の評価を活用すべきである。

指針
5-1

監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場
の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、
会計監査の品質の向上に向けた取組について、
一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」と
いった形で、わかりやすく説明すべきである。

毎年「AZSA Quality」を発行し、監査品質向上の取組を
ご案内しています。

AZSA Quality 
2020/21

指針
5-2

監査法人は、併せて以下の項目について説明すべき
である。
会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び
法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たす
ためのトップの姿勢

監査品質の維持・向上への継続的な取組に関するメッセージ
をAZSA Qualityなどを通じて繰り返し発信しています。
また、4つのディフェンスラインである各階層がそれぞれ監
査品質に対する責任を果たすことで、組織的な品質管理
体制を構築しています。

P.40 

P.44

4つのディフェンス  
ラインによる品質管理

品質管理に関する責任

法人の構成員が共通に保持すべき価値観及び 
それを実践するための考え方や行動の指針

Purpose（存在意義）、Values（価値）およびVision（目指す
姿）の基本理念を共有し、組織としての一体感を強固なもの
としています。

P.30
監査品質の基礎となる 
共通の基本理念

法人の業務における非監査業務（グループ内を
含む。）の位置付けについての考え方

非監査業務の提供にあたっては、あずさ監査法人だけで
はなくアドバイザリー業務を提供する子会社を含むグルー
プのガバナンスを強化するとともに、独立性や利益相反を
適切に監視する仕組みを構築しています。
独立性の維持等、コンプライアンスの観点だけに留まらな
いグループとしての一体感の醸成を引き続き進めていき
ます。

P.58 

P.82

非監査業務の提供方
針の明確化

主要メンバーファーム 
でK PMGジャパンの
経営を協議

経営機関の構成や役割 専務理事会を意思決定機関、執行理事会を執行機関とし、
経営に対する役割を明確にしています。

P.33 

P.34

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営の意思決定および
執行

監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機関の構成
員に選任された独立性を有する第三者の選任理由、
役割及び貢献

経営に携わらないパートナーによる「経営監視委員会」を
設けるとともに、独立性を有する監視機関として「公益監視
委員会」を設置しています。

P.33 

P.36

経営／執行機関と監督・
評価機関

経営機能の実効性の 
監督・評価

監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質
の向上に向けた取組の実効性の評価

経営監視委員会は、理事長および専務理事等による経営
／執行を監督・評価し、その結果を社員会で報告するととも
に、A Z S A Q u a l i t y等を通じて投資家等にご案内して
います。

P.36

P.38

経営機能の実効性の 
監督・評価

監査品質向上に向け
た取組の実効性評価

指針
5-3

監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組な
どについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の
参加者等との積極的な意見交換に努めるべきであ
る。その際、監督・評価機関の構成員に選任された独
立性を有する第三者の知見を活用すべきである。

監査関与先とのコミュニケーションの充実に努め、広報活
動・セミナー等を通じた情報発信を実施するとともに、定
期的に投資家等との意見交換を実施しています。その際
には、公益監視委員（独立性を有する外部委員）も同席し、
第三者の立場から助言を受けています。

P.47
ステークホルダーとの
コミュニケーション

指針
5-4

監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の 
向上に向けた取組の実効性を定期的に評価すべき
である。

経営監視委員会は、理事長および専務理事等による経営／
執行を監督・評価し、その結果を社員会で報告します。これを
受けて、次年度以降、経営／執行機関において改善が検討さ
れます。

P.36

P.38

経営機能の実効性の 
監督・評価

監査品質向上に向け
た取組の実効性評価

指針
5-5

監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から
得た有益な情報や、本原則の適用の状況などの評価
の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきで 
ある。

市場参加者等との意見交換会を実施しています。ここで得ら
れた監査法人に対する資本市場からの期待に関する意見を、
組織的運営の改善に向け活用しています。今後も、市場参加
者等との積極的な意見交換に努めていきます。

P.47
市場参加者等との積
極的な対話

【透明性の確保】 

原則・指針 対応状況 AZSA Quality 2020/21
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あずさ監査法人では、「AZSA Quality 監査品質向上への取組」のほか、
KPMGの監査品質のフレームワークをご紹介する「Transparency 
Report」を発行しています。

本冊子および関連冊子のご紹介

AZSA Quality 2020/21

あずさ監査法人の監査品質の「今」について
理解を深めていただくため、
監査品質向上への取組を説明しています。

home.kpmg / jp/azsa-quality

発行月｜2020年10月

Transparency Report 2020/21

あずさ監査法人の監査品質の基礎となっている
KPMGの監査品質のフレームワークを説明しています。

home.kpmg/ jp / transparency-report

発行月｜2020年10月
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報告対象期間

実績については2019年7月から2020年6月までを2020年6月期
として報告しています。一部の内容は、当該期間以前もしくは以降
の内容も含んでいるほか、今後に向けた考え方や取組についても説
明しています。

発行月

2020年10月

お問い合わせ窓口

有限責任 あずさ監査法人
〒100 - 8172　東京都千代田区大手町1丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

JP- FM- AZSA -Quality@ jp. kpmg.com
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