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会計・監査ニュースフラッシュ 

JICPA、監査基準委員会研究報告第4号 
「監査品質の枠組み」を公表 
 

日本公認会計士協会(JICPA)は、2015年5月29日に、監査基準委員会研究報告第4号「監査

品質の枠組み」を公表した。 

本研究報告の公開草案は、2015年2月26日から同年3月27日まで意見募集を行っており、

JICPAは、公開草案に対するコメントの概要及び対応を併せて公表している。 

以下、本研究報告の概要を紹介する。 

 

ポイント 

 

Ⅰ．本研究報告の公表された背景 

本研究報告は、監査人の監査品質の継続的な改善に資するため、国際監査・保証基準審議

会（IAASB）において公表された“A Framework for Audit Quality”を基に、我が国において監査

品質に影響を及ぼす要因を加味して体系的に取りまとめたものである（本研究報告前書文）。 

また本研究報告は、会社法の改正及びコーポレートガバナンス・コードが公表されたことに伴

い、今後、監査品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論の機会が増えることが

想定されることから、そのような監査の利害関係者における議論に資することを期待して

公表された（本研究報告前書文）。 

 会社法 

会計監査人の選解任の議案の決定権が監査役に付与され(会社法第344条)、監査人の

解任又は再任に関する理由の株主総会参考書類への記載（会社法施行規則第81条）や、

監査人の再任の場合には事業報告に報酬額及び監査役等が同意した理由の記載（同施

行規則第126条）が求められていること 

 コーポレートガバナンス・コード 

適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきことが明記され（原則3-2）、さらに監査

役等が監査人を適切に評価するための基準の策定が示されたこと（補充原則3-2①（i）） 

 本研究報告は、監査人の監査品質の継続的な改善に資するため、国際監査・保証基準

審議会（IAASB）において公表された“A Framework for Audit Quality”を基に、我が国に

おいて監査品質に影響を及ぼす要因を加味して体系的に取りまとめたものである。 

 本研究報告は、今後、監査品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論の

機会が増えることが想定されることから、そのような監査の利害関係者における議論

に資することを期待して公表された。 

 本研究報告では、監査品質に影響を及ぼす要因を、「インプット」、「プロセス」、「アウトプ

ット」、「監査の利害関係者間の主な相互作用」及び「背景的要因」に分類している。 
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Ⅱ．本研究報告の概要 

1. 目的 

本研究報告は、監査品質に関して、以下に資することを目的としている（本研究報告第1項）。 

 監査品質に影響を及ぼす重要な要因についての共通認識の醸成 

 監査品質を継続的に改善するための方法の探求 

 監査の利害関係者間の監査品質に関連する有意義な対話の促進 

 

2. 本研究報告における監査品質に対する認識 

監査品質という用語は、監査の利害関係者における議論やコミュニケーションにおいて使用

されるが、次のような理由から、監査品質は多面的で複雑な主題であり、国際的にも確立し

た監査品質の定義は存在しないとされる（本研究報告第4項から第6項）。 

 監査が監査人の能力や資質に依存し、職業的専門家としての自己規律を前提とした業務

であること 

 監査済財務諸表における重要な虚偽表示の存在の有無は、監査品質の部分的側面しか

表さないこと 

 被監査会社の状況は様々であり、監査意見を裏付ける十分かつ適切な監査証拠を入手

したかどうかの判断は、監査人に委ねられること 

 外部者である財務諸表の利用者は、通常、監査品質を直接的に評価する情報を入手す

る機会はないこと 

また、監査品質に対する見方は、監査の利害関係者の立場によって様々である。これは、そ

れぞれの監査への直接の関与度合と、監査に関連する情報の入手可能性が大きく異なるこ

と、監査に求める価値が立場により異なるためである(本研究報告第7項)。 

本研究報告では、これら様々な見方を総合すると、高品質の監査は、有効で、かつ、適時に

効率的に合理的な報酬で実施される監査としている（本研究報告第8項）。しかしながら、「有

効性」、「適時性」、「効率性」及び「報酬の合理性」の判断には主観が存在する。我が国にお

いて監査役等は、会社法上の規定や監査の基準における連携の規定から、これらをバラン

スよく評価する立場にあるとし、監査人が監査役等に対して監査品質に関する情報を提供し、

監査品質の向上に向けて有意義な協議を行う際には、監査業務レベル及び監査事務所レベ

ルで監査品質に影響を及ぼす要因が中心になるとしている（本研究報告第9項）。 

また、本研究報告では、監査の利害関係者（注）間の適切な相互作用及び様々な背景的要

因も監査品質に影響を及ぼすことを示している（本研究報告第10項）。本研究報告の利用に

より、企業の財務報告制度全体における監査の位置付けや役割を再認識し、次の取組みを

通じて、監査品質の向上に資することが期待されている。 

（注）財務諸表が作成・承認され、監査を経て、分析・利用されるまでの全プロセスにおける

関係者をいい、監査人のほか、経営者、監査役等、監査済財務諸表の利用者、規制当局等

が含まれる（本研究報告第11項(2)）。 

 監査事務所（又はネットワーク・ファーム）における監査品質又は監査品質に関するコミュ

ニケーションの改善方法の検討 

 監査の利害関係者間における、監査品質に重要な影響を及ぼす要因に関する認識と理

解の向上、及び監査品質を高めるために優先的に留意すべき要因の識別 
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 監査の利害関係者間の対話及び協力 

 

3. 監査品質に影響を及ぼす要因 

本研究報告では、監査品質に影響を及ぼす要因を、次のように分類している（本研究報告第

14項）。 

 インプット 

 プロセス 

 アウトプット 

 監査の利害関係者間の主な相互作用 

 背景的要因 

さらに、インプット、プロセス及びアウトプットの各要因を、主体別に、監査業務レベル、監査

事務所レベル及び国レベルの3階層に体系化し、それぞれの要因を具体的な項目に展開し

ている。末尾の表は、要因別・主体別に検討項目を整理したものである。 

 

4. 本研究報告の利用 

監査人が監査役等に対して監査品質に関する情報を提供し、監査品質の向上に向けて有

意義な協議を行う際には、前述のとおり、監査業務レベル及び監査事務所レベルで監査品

質に影響を及ぼす要因が中心になると考えられる（本研究報告第9項）。 

ただし、監査品質に与える影響を検討するに当たって、各項目の相対的な重要度は個々の

状況によって異なるため、評価に用いる項目を適宜選択することが想定される。 
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インプット、プロセス及びアウトプットの各要因の、監査業務レベル、監査事務所レベル及び国レベル別の具体的な項目 

インプット 

 監査業務レベル 監査事務所レベル 国レベル 

価値観、

倫理及び

姿勢 

 監査チームの監査が公共の利益

のために実施されること及び職

業倫理に関する規定を遵守する

ことの重要性の認識 

 監査チームの公正性・誠実性 

 監査チームの独立性 

 監査チームの職業的専門家とし

ての能力及び正当な注意 

 監査チームの職業的専門家とし

ての懐疑心 

 適切な「経営者の気風」（tone at 

the top）を確立し、監査事務所の

独立性を遵守するガバナンス体

制の構築 

 監査品質を高めるような人事評

価及び報酬制度を通じた、社員

等と専門職員の必要な適性及び

能力の向上 

 財務的理由による、監査品質を

損なう行動や意思決定の防止 

 専門的能力の継続的な向上の機

会及び専門的な見解を入手する

機会 

 判断が困難な問題に関する他者

への相談 

 監査契約の新規の締結又は更

新に関する方針及び手続 

 基本原則及び職業倫理に関する

要求事項の明確化 

 日本公認会計士協会及び監査監

督当局による、公認会計士法及

び職業倫理に関する規定の理解

及び統一的適用のための取組み 

 監査人交代時における監査事務

所間の引継義務の明確化 

知識、技

能、経験、

及び時間 

 チーム全体としての必要な能力 

 被監査会社の事業の理解 

 合理的な判断 

 監査責任者による、リスク評価、

リスク対応手続の立案、作業の

監督及び査閲における積極的な

関与 

 監査手続の適切な指揮、監督、

査閲、及びチームメンバーの継

続性 

 効果的な監査を実施するのに必

要な時間の割当 

 監査責任者及び監査チームの上

位メンバーの経営者及び監査役

等との適時のコミュニケーション 

 困難な問題に対処するための十

分な時間の確保 

 監査チームの適切なメンバーに

よる構成 

 経験の浅い専門職員への適時の

評価、及び適切な指導又は実地

研修(OJT)の実施 

 監査、会計及び必要な場合は業

種別の論点に関する、十分な研

修の実施 

 公認会計士及び監査法人の日本

公認会計士協会への登録、上場

会社を監査する場合の、上場会

社監査事務所としての日本公認

会計士協会への登録及び登録内

容の開示 

 公認会計士試験制度の整備、及

び効果的な実務補習の実施 

 継続的専門研修（CPE）制度の

整備 

 監査専門職の、適切な資質を備

えた人材を確保し得る魅力ある

職業としての位置付け 
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プロセス 

 監査業務レベル 監査事務所レベル 国レベル 

監査プロ

セス及び

品質管理

手続 

 関連法令、監査の基準及び監査

事務所の品質管理手続の遵守 

 ITの適切な活用 

 監査の利害関係者との、相互に

効果的なコミュニケーションの実

施 

 効果的かつ効率的な監査を実施

するための、被監査会社との監

査の進め方の調整 

 職業的専門家としての基準、及

び適用される法令等の改正並び

に内部の品質管理レビューの結

果及び外部の品質管理レビュー

又は検査の指摘事項の反映 

 個々の監査チームのメンバーの

職業的専門家としての懐疑心の

保持・発揮、及び適切な判断の

行使の促進  

 監査業務の効果的な監督と査閲  

 適切な監査調書の作成  

 厳格な品質管理手続の設定、品

質管理システムの監視、適切な

対応措置 

 適格性を備えた審査担当者によ

る審査の効果的な実施 

 一般に公正妥当と認められる監

査の基準及び品質管理の基準、

並びに職業倫理に関する規定に

おける、監査の目的及び具体的

な要求事項の明確な定め 

 日本公認会計士協会の品質管理

レビュー及び公認会計士・監査審

査会の審査及び検査における、

監査事務所レベル及び監査業務

レベルの監査品質に影響を及ぼ

す要因の考慮 

 監査人が職業的専門家としての

正当な注意を払って監査を実施

したか否かについて調査し、必要

に応じて懲戒処分を行う仕組み 

 

アウトプット 

 監査業務レベル 監査事務所レベル 国レベル 

有用性と

適時性 

監査人が作成 

 監査済財務諸表の利用者に対す

る監査報告書 

 監査役等に対する報告 

 経営者に対する報告 

 規制当局に対する報告 

被監査会社が作成 

 監査済財務諸表 

 監査役等の監査報告書 

日本公認会計士協会又は公認会計

士・監査審査会が作成 

 個々の監査業務に係る情報 

監査事務所が作成 

 業務の状況に関する説明書類 

 その他の開示書類 

日本公認会計士協会又は公認会計

士・監査審査会が作成 

 監査事務所の品質管理に係る

情報 

日本公認会計士協会又は公認会計

士・監査審査会が作成 

 品質管理レビュー又は検査の全

般的な見解 

（出典）本研究報告に基づきあずさ監査法人作成。 
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は、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りでは

ありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提

案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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