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金融庁、監査報告書における「監査上の主要な
検討事項」記載を求める「監査基準の改訂に 
関する意見書」を公表 
 

金融庁は、2018年7月6日、「監査基準の改訂に関する意見書」（以下「本意見書」という）を公表した。 

本意見書は、近時、監査の信頼性を確保するための取組みの1つとして財務諸表利用者に対する監査に関する情報提
供を充実させる必要性が指摘されていることから、「監査上の主要な検討事項」を監査報告書に記載する監査基準の改
訂が国際的に行われてきていること等を踏まえ、2018年5月に企業会計審議会監査部会が公表した「監査基準の改訂
に関する意見書（公開草案）」について寄せられた意見を参考としつつ、公開草案の内容を一部修正して、取りまとめ
られたものである。 

 

ポイント 

 

I.本改訂基準の内容 

（1）「監査上の主要な検討事項」の導入 

①位置付け 

今回改訂された監査基準（以下「本改訂基準」という）では、監査人が実施し
た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で監査の信頼
性を向上させること等を目的として、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」
を記載することとされている。 

我が国では監査基準設定当初より、監査報告書は、監査の結果として、財務諸
表に対する監査人の意見や責任の内容を簡潔明瞭に記載して報告する、いわゆ
る短文式の監査報告書が採用されている。監査報告書における「監査上の主要
な検討事項」の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容
に関する情報を提供するものであり、監査報告書における監査意見の位置付け
を変更するものではなく、監査意見とは明確に区別される。 

 

 

 

 監査の透明性を向上させ、監査の信頼性を確保することを目的とした、
「監査上の主要な検討事項」の導入のほか、国際的な監査基準との整合性
を確保する観点での改訂がされている。 

 「監査上の主要な検討事項」については2021年3月決算から、その他の
改訂事項については2020年3月決算からの適用とされている。ただし、「監査
上の主要な検討事項」については、それ以前の決算に係る財務諸表の監査か
らの早期適用も妨げないとされている。 

 「監査上の主要な検討事項」の適用範囲等については、関係法令において手
当される見込みである。 

 国際的な監査基準で実施された「その他の記載内容」に関する改訂は継
続検討事項とされ、今回の改訂では見送られている。 
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②決定プロセス 

本改訂基準では、監査人は、監査計画の策定段階から監査の過程を通じて監査役等と適切
な連携を図ることが求められており、「監査上の主要な検討事項」は、監査役等との協議を
行った事項の中から絞り込みが行われ、決定されるものであるとされている。 

具体的には、監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から「特に注意を払っ
た事項」を決定し、その中からさらに、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」を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」とし
て決定する。 

 「監査上の主要な検討事項」の決定プロセスイメージ 

 

③記載内容 

本改訂基準では、「監査上の主要な検討事項」であると決定した事項について、監査意見
とは別に監査報告書に独立した区分を設け、以下の記載を行うこととされている。 

 「監査上の主要な検討事項」の内容 

 監査人が当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、「監査上
の主要な検討事項」であると決定した理由 

 監査における監査人の対応 

監査人に対しては、財務諸表の監査の過程を通じて監査役等と適切な連携を図った上で、
監査人が監査役等に対して行う報告内容を基礎として、当該財務諸表の監査に固有の情
報を記載すること、過度に専門的な用語の使用を控えて分かりやすく記載することに留
意する必要があるとしている。 

④無限定適正意見以外の場合の取扱い 

本改訂基準では、監査人が無限定適正意見を表明することができない場合、「監査上の主
要な検討事項」について以下のように取り扱うこととされている。 

 限定付適正意見及び不適正意見の場合、当該意見に至った理由以外の事項を「監査
上の主要な検討事項」として記載するときは、意見の根拠の区分に記載すべき内容
と明確に区別しなければならない。 

 意見不表明の場合、「監査上の主要な検討事項」は記載しない。  

職業的専門家として特に重要であると判断した事項
→「監査上の主要な検討事項」

特に注意を払った事項

監査上の論点

監査の過程で監査役等と協議した事項
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⑤企業による開示との関係 

本改訂基準では、「監査上の主要な検討事項」と企業による開示との関係を以下のように
整理するとされている。 

 「監査上の主要な検討事項」を記載するにあたり、企業に関する未公表の情報を含め
る必要があると判断した場合、監査人は、経営者に追加の情報開示を促すとともに、
必要に応じて監査役等と協議を行う。 

 追加的な情報開示を促しても経営者が情報を開示しない場合、監査人が正当な注意
を払って職業的専門家としての判断において当該情報を「監査上の主要な検討事項」
に含めることは、監査基準に照らして守秘義務が解除される正当な理由に該当する。
ただし、この場合にも、企業が開示していない情報を不適切に提供することとなら
ないように留意する必要がある。 

 

（2）報告基準に関わる「監査上の主要な検討事項」以外の改訂 

本改訂基準では、財務諸表利用者の監査及び財務諸表への理解を深めるとともに、国際
的な監査基準との整合性を確保する観点から、主に以下の改訂を行っている。また、中間
監査基準及び四半期レビュー基準についても、今後、同様の観点からの改訂を検討する
ことが必要である旨、言及されている。 

 「監査人の意見」を監査報告書の冒頭に記載し、新たに「意見の根拠」区分を設ける。 

 「経営者の責任」を「経営者及び監査役等の責任」と変更し、監査役等の財務報告に
関する責任を記載する。 

 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、監査報告書に追記する
としていた継続企業の前提に関する事項について、独立した区分を設けて記載する。
併せて、継続企業の前提に関する評価及び開示に関する経営者の責任、監査人の当該
評価及び開示を検討する責任の記載をそれぞれ追加する。 

 

Ⅱ. 実施時期等 

本改訂基準では、「監査上の主要な検討事項」について、2021年（平成33年）3月決算に
係る財務諸表の監査から適用する一方、それ以前の決算に係る財務諸表の監査から適用
することを妨げないとされている。 

他方、報告基準に関わるその他の改訂事項については、2020年（平成32年）3月決算に係
る財務諸表の監査から適用するとされている。 

また、関係法令において、「監査上の主要な検討事項」の適用範囲その他の基準の改訂に
伴う所要の整備を行うことが適当とされているほか、日本公認会計士協会において実務
の指針を作成することが要請されている。 

ここで「監査上の主要な検討事項」の適用範囲については、2018年4月24日に開催された
企業会計審議会監査部会の議論を踏まえると、以下のような方向性になるものと考えら
れる。 

 主として、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引
法に基づいて開示を行っている企業（非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上
高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除く）の財務諸表の監査報告書
において記載を求める。
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 当面、金融商品取引法上の監査報告書においてのみ記載を求め、会社法上の監査報
告書には記載を求めない。 

 連結財務諸表の監査報告書及び個別財務諸表の監査報告書を作成する場合には、個
別財務諸表の監査報告書においても、「監査上の主要な検討事項」の記載を求める
（連結財務諸表の監査報告書において同一内容の「監査上の主要な検討事項」が記載
されているときには、個別財務諸表の監査報告書において当該事項の記載を省略す
ることができる）。 

 

Ⅲ. 継続検討事項 

日本公認会計士協会監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類に
おけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」では、監査人は監査した財務諸表及
び監査報告書が含まれる開示書類のうち、財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣
行に基づき作成された財務情報及び非財務情報と定義される、「その他の記載内容」につ
いて、監査した財務諸表との重要な相違を識別した場合には、監査報告書にその内容を
追記することが求められている。 

この点、2015年4月に、国際監査・保証基準審議会（IAASB）は、監査基準委員会報告書
720に対応する国際監査基準（ISAs）であるISA720「監査した財務諸表及び監査報告書
が含まれる又はそれに付随する開示書類に含まれるその他の記載内容に対する監査人の
責任」の改訂を行い、財務諸表の表示に加え監査人が監査の過程で得た知識と「その他の
記載内容」との間に重要な相違があるか検討を行い、監査報告書に独立した区分を設け
てその結果を記載する旨を定めていた。 

このため、企業会計審議会監査部会において、ISA720の改訂内容を我が国の監査基準に
反映すべきかについて審議がなされたが、監査意見の対象でない非財務情報に関する監
査人の責任範囲について慎重な検討が必要であること等により、今回の監査基準の改訂
に含めることは見送られている。 

一方、非財務情報の重要性が高まる中で、監査人が、財務諸表の表示及び監査の過程で得
た知識に照らして非財務情報も含む「その他の記載内容」を検討することは、非財務情報
に対する信頼性を高める効果も期待されること等から、引き続き検討を行うものとされ
ている。 
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