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日本基準トピックス 
 

「監査における不正リスク対応基準（仮称）の設定 

及び監査基準の改訂について（公開草案）」の公表 
   

■主旨 
2013年1月8日 
第226号 

 
 

 

 2012年12月21日、金融庁の企業会計審議会監査部会は、「監査における不正リスク対応

基準（仮称）の設定及び監査基準の改訂について（公開草案）」を公表しました（意見募集

は、2013年1月25日まで）。 

 本公開草案では、不正による重要な虚偽表示のリスクに対応する監査手続等を規定して

おり、金融商品取引法に基づく監査を念頭に、2014年3月決算の監査からの実施が提案

されています。 

・ 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121221-4.html 

---------------------------------------------------------------------------- 

１．経緯 

昨今生じた不正による有価証券報告書の虚偽記載等の不適切な事例から、結果として公認会

計士監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査を求める指摘があります。 

 

こうした指摘を背景に、2012 年 5 月以降、企業会計審議会監査部会において不正に対応した

監査手続等の検討が行われ、2012 年 12 月 21 日、「監査における不正リスク対応基準（仮称）

の設定及び監査基準の改訂について（公開草案）」が公表されました。 

 

２．不正リスク対応基準の設定 

監査における不正リスク対応基準（仮称、以下「不正リスク対応基準案」）は、不正による重要な

虚偽表示のリスクに対応した監査手続を明確化するとともに、一定の場合には監査手続を慎重

に実施することを求めるとの観点から設けられています。 

 

（1）基本的な考え方 

 

不正リスク対応基準案は、次のような基本的な考え方に基づき策定したものとされています。 

 

 財務諸表監査において対象とする重要な虚偽の表示となる不正を取り扱うものであり、重

要な虚偽の表示とは関係のない不正は対象としていない。 

 不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した監査手続等を規定するものであり、不正摘

発自体を意図するものではない。 

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121221-4.html
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 すべての財務諸表監査に画一的に不正リスクに対応する追加的な監査手続の実施を求

めるものではない。すなわち、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況がない場合

や既に基準案が定める監査手続等が実施されている場合には、現行の監査基準に基づく

監査の実務と基本的には変わらない。 

 財務諸表に重要な虚偽の表示がないことについて、正当な注意を払って監査を行った場

合には、基本的には、監査人は責任を問われることはないものと考えられ、責任のあり方

に変更が生じるというものではない。 

 

（2）適用範囲と位置付け 

 

主として、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）に対する監査において実

施することを念頭に作成されていますが、今後、関係法令により明確化されるものとしています。 

 

また、不正リスク対応基準案は、監査基準及び監査に関する品質管理基準とともに、一般に公

正妥当と認められる監査の基準を構成し、一体となって適用されるものとされています。 

 

（3）主な内容 

 

不正リスク対応基準案は、①職業的懐疑心の強調、②不正リスクに対応した監査の実施、③不

正リスクに対応した監査事務所の品質管理の三つから構成されています。主な内容は以下のと

おりです。 

 

第一 職業的

懐疑心の強調 

 不正リスクに対応するためには、より注意深く、批判的な姿勢で臨むこと

が必要であり、職業的懐疑心が特に重要である。 

 職業的懐疑心を発揮して、不正リスクの評価、対応する監査手続の実

施、監査証拠の評価を行い、職業的懐疑心を高め、不正による重要な

虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断し、当該疑義に対応する

監査手続を実施する必要がある。 

 職業的懐疑心の考え方は、これまでの監査基準と変わらない。 

 

第二 不正リス

クに対応した監

査の実施 

 監査の各段階での不正リスクに対応した監査手続等を規定している。 

（主な規定内容） 

 不正リスクに対応した監査計画の策定 

不正リスク要因（付録 1 で典型的な要因の例示が含められている）の

存在を評価し、評価した不正リスクに応じた監査計画を策定する。 

 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況 

監査実施の過程でこの状況（付録 2で例示が含められている）を識別

した場合、「不正による重要な虚偽の表示の疑義」の有無を判断する

ため、適切な階層の経営者に質問し説明を求めるとともに、追加の監

査手続を実施する。 

 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合の監査手続 

次のいずれかの場合には、当該疑義があると扱い、想定される不正の

態様等に直接対応した監査手続を立案し、監査計画を修正して、監

査手続を実施する。 

(ア) 前述の状況について、関連して入手した監査証拠に基づい

て、経営者の説明に合理性がないと判断した場合 

(イ) 識別した不正リスクに対応して追加的な監査手続を実施しても

なお十分かつ適切な監査証拠が入手できない場合 



 

 
 

3 

＜不正リスクに対応した監査のプロセス（金融庁参考資料からの一部抜粋）＞（注１） 
 

 

 

第三 不正リス

クに対応した監

査事務所の品

質管理 

 監査実施の各段階における不正リスクに対応した監査手続を実施する

ための監査事務所としての品質管理を規定している。 

 新たな品質管理のシステムの導入を求めるものではなく、不正リスクに

対応する観点から特に留意すべき点を明記したもの。 

（主な規定内容） 

 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査 

当該疑義があると判断された場合には、通常の審査に比べて、監査

事務所としてより慎重な審査が行われる必要がある。 

 監査事務所間の引継 

・ 前任監査事務所 交代時に、企業との間の重要な意見の相

違等の監査上の重要な事項（不正リスクへ

の対応状況を含む）を伝達し、また、それら

に関連する監査調書の閲覧要請に応じるよ

うに、引継に関する方針と手続を定める。 

 

・ 後任監査事務所 交代理由のほか、不正リスクへの対応状

況、企業との間の重要な意見の相違等の

監査上の重要な事項について質問するよう

に引継に関する方針と手続を定める。 
 

不正リスクに 

対応する監査手続 

ある 

監査計画 

必要と判断した 

追加的な監査手続を実施 

十分かつ適切な監査証拠

を入手したか 

不正による重要な虚偽の表示の疑義 

想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正 

（不正による重要な虚偽の表示の疑義に関する十分な検討を含む） 

 
 

関連して入手した監査証拠に基づいて

経営者の説明に合理性があるか 

監査調書に

結論及び 

理由を記載 

不正による重要な虚偽の表示を 

示唆する状況 

経営者に質問し説明を求めるとともに、

追加的な監査手続を実施 

他のリスク 

対応手続 

・ 想定される不正の態様等に直接対応した監査手続の実施 

・ 監査事務所としての審査等 

はい 

いいえ 

（イ） 

 

ない （ア） 

 

ある 
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３．監査基準の改訂 

今回の公開草案では、監査基準についても審査と監査役等との連携について、改訂が提案さ

れています。具体的には以下の点が明記されています。 

 

 監査の各段階において、監査役等と協議する等、連携を図らなければならないこと 

 品質管理の方針及び手続において、審査に代わる他の方法が定められている場合には、

審査を受けないことができること（※） 

 
※ 特定の目的のために監査が義務付けられているもので、社会的影響も小さく、監査報告の利用者

も限定されている場合が想定されています。 

 

４．適用時期 

不正リスク対応基準案及び改訂監査基準は、2014年 3月決算に係る財務諸表の監査からの実

施とされています。ただし、不正リスク対応基準案の「第三 不正リスクに対応した監査事務所の

品質管理」については、2013 年 10 月 1 日から実施するとされています。 

 

５．今回の公開草案に含められなかった論点 

企業会計審議会監査部会の審議では、次の論点の検討も行われましたが、解決すべき論点が

多いことや、今後の国際的な議論の動向等も踏まえるため、今回の公開草案には含められず、

継続して検討を行うこととされました。 

 

 循環取引等への対応（監査手続としての取引先企業の監査人との連携） 

 監査報告書の記載内容の見直し 

 特別目的の財務報告に対する監査の位置づけの明確化 
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（参考）不正リスク対応基準案の付録  

 

不正リスク対応基準案には、以下の付録が含まれています。 

 

 付録１ 不正リスク要因の例示 

 付録２ 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示 

 

このうち付録 2 の「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」は、以下の表のとおり

です。ただし、あくまで例示であり、その有無を網羅的に監査証拠をもって確かめるというもので

はなく、チェックリストとして取り扱うことを意図したものではないとされています。 

 

項目 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示 

１．不正に関

する情報 

 社内通報制度を通じて企業に寄せられ、監査人に開示された情報に、財務諸表に

重要な影響を及ぼすと考えられる情報が存在している。 

 監査人に、不正の可能性について従業員や取引先等からの通報がある（監査事務

所の通報窓口を含む）。 

２．留意すべ

き通例でない

取引等 

（１）不適切な売上計上の可能性を示唆する状況  

 次の取引が存在する。 

 企業の通常の取引過程から外れた重要な取引 

 企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らし

て通例ではない重要な取引 

 企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な重要な取引 

（２）資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況  

 次の企業の事業内容に直接関係の無い又は事業上の合理性が明らかでない重要

な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。 

（３）その他  

 関連当事者又は企業との関係が不明な相手先（個人を含む）との間に、事業上の合

理性が明らかではない重要な資金の貸付・借入契約、又は債務保証・被保証の契

約がある。 

３．証拠の変

造、偽造又は

隠蔽の可能

性を示唆する

状況 

 変造又は偽造されたおそれのある文書が存在する。 

 重要な取引に関して、重要な記録等に矛盾する証拠が存在する、又は証拠となる重

要な文書を紛失している。 

 重要な取引に関して、合理的な理由なく、重要な文書を入手できない、又は重要な

文書のドラフトのみしか入手できない。 

４．会計上の

不適切な調整

の可能性を示

唆する状況 

 次の取引が存在する。 

 期末日近くまで網羅的もしくは適時に記録されていない重要な取引 

 金額、会計期間、分類等が適切に記録されていない重要な取引 

 （根拠資料等による）裏付けのない又は未承認の重要な取引や勘定残高が存在する。 

 期末日近くに経営成績に重要な影響を与える通例でない修正が行われている。  

 重要な取引に関連する証憑、又は会計帳簿や記録（総勘定元帳・補助元帳・勘定明

細等）において、本来一致すべき数値が不一致でその合理的な説明がない。  

 企業が合理的な理由がなく重要な会計方針を変更しようとしている。  

 経営環境の変化がないにもかかわらず、重要な会計上の見積りを頻繁に変更する。 

５．確認結果  企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある。 

 特定の取引先に対する確認状が、合理的な理由なく監査人に直接返送されないと

いう事態が繰り返される。 
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項目 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示 

６．経営者の

監査への対

応 

 合理的な理由がないにも関わらず、監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意

先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを企業が拒否する、

又は、変更を主張する。  

 合理的な理由がないにも関わらず、企業が確認依頼の宛先の変更や特定の相手先

に対する確認の見合わせを主張したり、他の確認先に比べて著しく準備に時間がか

かる残高確認先がある。 

７．その他  企業が、財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して、明らかに専門家としての能

力又は客観性に疑念のあると考えられる専門家を利用している。  

 重要な投資先や取引先、又は重要な資産の保管先に関する十分な情報が監査人

に提供されない。 

 

 
注 

（１） 金融庁から公表された参考資料「不正リスクに対応した監査プロセス」の図を参考に、抜粋のうえ

一部加工して作成したものであり、詳細は、参考資料本文を参照ください。 

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121221-4/03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされ

たり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範

囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  
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