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会計／監査

「監査報告書の透明化」への
取り組みの状況について

PwCあらた有限責任監査法人
クオリティー・レビュー部
パートナー　廣川 朝海

はじめに
　2017年 9月 7日に企業会計審議会総会が開催され、監査
部会が招集されました。こうして、わが国においても監査報
告書の透明化についての議論が始まりました。有価証券報
告書や株主総会の招集通知に添付される監査報告書は、特
別なことがなければ、その本文は、会社名と対象年度の記載
以外は、判で押したように同じです。それを各会社の実情に
合わせたKAM（Key Audit Matter ：監査上の主要な事項※1）
を監査報告書に記載する、つまり、会社によって監査報告書
に相当に異なる記載があるようになること、の検討が始まっ
ています。これは、監査報告書を作成する監査人だけではな
く、監査報告書を受け取る会社、利用する投資家（潜在投資
家を含みます）、アナリスト、取引先等々の利害関係者全てに
とって、大きな変革となります。前述のとおり、今までは対象
事業年度に特別なことがなければどこの会社でも同じ監査
報告書となりますので、あまり注意を払う方はいなかったか
もしれませんが、これからは違います。監査報告書を通して、
見えてくる会社の実像があるでしょう。ここでは、今回の変革
の背景、他国の状況、わが国における検討、必要となる対応
などについてお伝えしていきます。
　なお、本稿における意見にわたる部分は、筆者の私見で
あることをあらかじめお断りします。

1 議論の背景と他国の状況

ヨーロッパでは、2007年後半から2009年にかけて金融
不況が起こり、リーマン・ブラザーズの倒産により危機状態
が決定的になりました。そこで出てきたのが、こうした金融
機関に対して、適正意見を表明してきた監査人に対する批
判です。そもそも監査の枠組みそのものが今の時代に合わ
なくなってきているのではないかという批判であり、監査人
の在り方そのものが問われました。すなわち、監査人の役割
とは何か、監査事務所の独立性は担保されているのか、現
在の定型文言の監査報告書すなわち日付と宛先以外は適
正意見なら同一となる報告書は、利用者の情報ニーズを満
たしていないのではないかという議論が起こりました。

こうした批判を受け、IAASB（International Auditing and 
Assurance Standards Board：国際監査・保証基準審議会）
は2014年12月に「監査品質の枠組み」を公表し、欧州議会
および EU理事会は監査法人のローテーションを 2016年 6
月から開始しました。

加えて、IAASB は、監査報告書関連の基準である ISA
（International Standard on Auditing：国際監査基準）700 

“Forming an Opinion and Report ing on Financial 
Statements”を改訂し、ISA 701 “Communicating Key 
Audit Matters in the Independent Auditor’s Report”を創
設することにより、2016年12月15日終了事業年度より、監
査報告書にKAMの記載を要求することとなりました。

主要国における新しい監査報告書の導入状況について
は、図表1をご参照ください。

すでに英国やオランダでは、それぞれの監査の基準の枠
組みの中で KAMの記載が導入されています。また、米国に
おいても PCAOB によって提案された新しい監査基準を
2017 年 10月に SECが承認したため、KAMとほぼ同様の
CAM（Critical Audit Matter）が、大規模早期提出会社につ
いては2019年12月15日以降終了事業年度から記載される
こととなりました（KAM以外の改訂については2017年 12月

※1 KAMの訳語は ISA701  “Communicating Key Audit Matters in the Independent
Auditor’s Report”に対する日本公認会計士協会（JICPA）の仮訳「独立監査人の監査報
告書における監査上の主要な事項のコミュニケーション」による。
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15日以降終了事業年度から適用となりました。）。

2 KAMとは何か

KAMは、ISA 701の定義によれば、「当年度の財務諸表
監査において、監査人が職業的専門家として最も重要であ
ると判断した事項。監査上の主要な事項（KAM）は、監査人
が統治責任者とコミュニケーションを行った事項から選択す
る。」とされています。新しい監査報告書は、従来の定型的
文言（ボイラープレート）ではなく、各社固有の KAMに関す
るリスクやその対応手続きを記載することが求められること
となります。イメージとしては、図表 2（P24）のとおりです。
監査においてはさまざまな論点がありますが、そのなかか
ら、統治責任者（日本においては、監査役等）とコミュニケー
ションを行った事項から、最も重要な事項であると監査人が
判断した項目が KAMとして監査報告書に記載されることと
なります。現在も監査基準委員会報告書の求めに応じて監
査役等と書面をもってコミュニケーションを図っています
が、当該書面は会社との間の内部的なものであり、第三者
に公表されるものではありません。その従来は内部的であっ
たものから、監査上重要と監査人によって考えられた項目
が、形式は変わるものの公表されるイメージと考えればよい
かと思います。

KAMの記載は、上場会社にその記載が求められていま

す。KAMの数については、すでに導入されている英国では
導入2年目で3.9個であり※2 、2016年12月期に導入があっ
たシンガポールでは2.3個となっています※3 。英国のほうが
多いのは、英国は先行適用に当たり、上場会社全部ではな
く、上場会社のうちのプレミアムアカウントという大規模で、
複雑な組織を持った会社が対象となったからだと考えられ
ます。KAMの内容としては、減損や、各種引当金、投資の
評価等経営者による見積りが多くなっており、ある一定時点
における過去財務諸表に対して、将来の予測を織り込むこ
とになる項目について監査人は、重要な論点があると考え
ることが多いと思われます。

3 日本公認会計士協会（JICPA）による
KAMの試行

J ICPA は、企業会計審議会監査部会の開催に先立ち
2017年 6月に金融庁から公表された「『監査報告書の透明
化』について」※ 4で求められたKAMを試行的に作成する取り
組みを2016年8月から10月にかけて実施しました。その取
りまとめを第 39回監査部会で公表しています※ 5。この試行

図表1：主要国における新しい監査報告書の導入状況

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

US PCAOB
2017年6月1日に監査報告に関する最終案公表。
SEC承認
CAMの記載は、大規模早期提出会社は、
2019年6月末以降終了事業年度から適用

英国
2012年10月1日以降
開 始 事 業 年 度 から

（12月末決算は2013
年12月31日終了事
業年度から）

IAASB
2016年12月15日以
降終了事業年度

欧州連合（EU）
2016年6月関連規則
適用開始（2016年6
月17日以降開始事業
年度）

オランダ
2014年12月15日以
降終了事業年度から

早期適用事例あり；
オーストラリア、スイス、シンガポール、
ドイツ、香港、ポーランド、南ア 等

※2 http://frc.org.uk/getattachment/76641d68-c739-45ac-a251-cabbfd2397e0/Report-
on-the-Second-Year-Experience-of-Extended-Auditors-Reports-Jan-2016.pdf

※3 ACCA、ACRA、ISCAおよびNTUの4共同レポート：https://www.acra.gov.sg/
uploadedFiles/Content/Public_Accountants/Professional_Resources/Conference_
Materials/2017/Review_of_implementation_of_EAR.pdf

※4 http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170626.html
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は、すでに公表されている直近の決算期の有価証券報告書
を使って監査人が KAMの選定を行い、監査役等や経営者

（CFOなど）とコミュニケーションを行っているため、実際の
KAM作成のプロセスとは異なるものとなります。また、日本
における基準がなく、ISA 701の仮訳を使用してKAMを策
定し、参加監査先も本格的な検討を行っていないなかで、
監査人と監査先はお互い手探りでコミュニケーションを行っ
ている上に、お盆前に急に実施が決まり、双方ともに変更の
できない海外出張等がすでに予定されている場合もあり、
ミーティングの日程設定は困難を極め、各社の監査チームと
会社は相当の苦労をされたのではないかと容易に想像がつ
きます。しかしながら、そのご苦労の甲斐あって、結果には
今後 KAMを記載するに当たっての多くの示唆があると思わ
れます。誌面の都合上、詳細については、参照先をご覧い
ただくこととして、ごく簡単にまとめると以下のとおりです。

● 参加監査法人は、大手 4法人と準大手法人 3法人であり、
参加監査先は全体で26社です。会計基準は日本基準が17
社で、国際会計基準もしくは米国基準が 9社となっていま
す。

● KAMの個数は、1社当たりの平均が2.61個。
●  選定されたKAMの領域のベスト5は、「資産の減損」、「企

業結合に関する会計処理、のれんの計上及び評価」、「引
当金・資産除去債務・偶発損失」「収益認識」「資産の評価」
となっており、経営者の見積りが重要になる項目が多くなっ

ています。
●  KAMに関する協議に関して、監査人サイドから見た記載ぶ

りが、会社側からすると事業上のリスクをいたずらに高く見
せることにつながる懸念があり、その妥協点を探ることに困
難があると感じています。

● KAMを選定するに当たり、監査人の立場からは、日本基準
で必要とされている開示内容が限定されているため、KAM
の記載が困難でした。

● KAMが導入されるに当たり、会社側からは、KAMは会社が
開示している内容が前提となるため、KAMで事実等を詳細
に記載するためには、会社側の開示内容の充実が必要とな
る、と考えています。

試行に要した時間は、会社側で、平均が 32時間程度（中
央値が18時間）、監査人が要した時間が平均で76時間程度

（中央値で 59時間）となっています。従前から、監査人と会
社との間に深度あるコミュニケーションがある場合には、大
幅な監査時間の増加にはならないかもしれません。しかし
ながら、今回の試行はすでに終了した監査を振り返って
KAMを選んでいること、従って、開示の追加等について検
討する必要がなかったこと、作成された KAMが公表される
ことはないため文言について踏み込んだ検討を行っていな

※5 企業会計審議会第39回監査部会資料：http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/
siryou/kansa/20171117.html
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個々の監査業務において
最も重要な事項に 絞り込む（相対的概念）

監査上の論点

監査上特に
注意を払った事項

最も
重要な

事項

統治責任者にコミュニケーションを
行うことが求められている

重要事項（ISA 260等）

監査上の
主要な事項（KAM）

監査意見
・・・・

監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、当事業年度の財務
諸表監査において監査人の職業的専門家と
しての判断によって最も重要であると判断さ
れた事項のことをいう。監査上の主要な事項
は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及
び監査意見の形成において検討した事項で
あり、私たちは、監査意見と別に、これらの事
項に対して個別に意見を表明しない。

xxx （KAMの内容を表す見出し）
財務諸表に関連する記載がある場合は当該
情報に参照を付したうえで、以下を記載
当該事項をKAMであると判断した理由
当該事項に対する監査上の対応

xxx （KAMの内容を表す見出し）
xxxxx

独立監査人の監査報告書

KAM

の
性
質
の
説
明

個
々
のKAM

の
記
述

図表2：KAMの決定プロセスと監査報告書の記載（ISA 701）
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いことなどを考えると、本番ではより詳細な検討と時間が必
要になると考えられます。

4 今後の課題

上述のとおり、JICPAにおけるKAMの試行や、当法人に
おける試行を通して見えてきた課題と対応は以下のように
考えられます。

● KAMに対する十分な理解が必要となります。KAMの記載
は、会社のリスクを高めるためにあるものではありません。
国際監査基準上は、除外事項付意見の表明がある場合に
は、当該事項について、KAMは記載してはならないことに
なっています。翻って考えれば、KAMの記載があるというこ
とは、仮にその対象となる事象のリスクが高いと読者が
思っても、会社は財務諸表上適切な対応をしていると行間
から読むこともできるかもしれません。ただし、監査人は
KAMに対して個別意見を述べることはしません。あくまで
KAMは追加の情報提供として捉える必要があることに留意
が必要です。

● 監査人と会社との十分なコミュニケーションが必要となりま
す。とりわけ監査人は、監査役等との深度あるコミュニケー
ションが必要ですが、早い時期からの討議と年間を通して
のスケジュールのすり合わせが実務的に必要となります。

● 開示書類に個別具体的な内容の注記がない事項をKAMと
して選定した場合に、注記事項との整合性をどのように記
載するかは大きな問題となります。当該課題については、
監査人と会社との関係だけで調整できることではなく、開示
制度についての調整も必要になるかもしれません。金融
庁、ASBJ、JICPA、経団連、アナリスト等の連携が必要とな
ります。適切な開示をすることにより、企業の外部報告や、
コーポレートガバナンスに好ましい影響があることを考える
必要があると思います。

● ボイラープレート（定型的な文言）にならないように配慮す
る必要があります。会社も取り巻く環境も変化していきま
す。どのような変化があったのか、監査人は把握する力が
必要となります。監査人は、監査報告書の利用者に対する
情報提供の役割も担っていることを強く意識する必要があ
ります。

● 一義的には、監査人と会社がKAMを深く理解することが上
述のとおり必要ですが、監査報告書を利用するその他の利
害関係者（アナリスト、投資家、取引先等）、これから資本市
場で仕事をしていく人は全て、KAMを読み解く力が必要に
なります。これは、単にKAMに書いてある会計処理や、監
査で何をしたかを理解するということだけではなく、KAMを

通して、その会社の実力や業界を含めた将来性を理解する
ということを含むと考えます。

● KAMは、今までなかった記載事項です。従って、監査人や
監査役等の責任の範囲や、対象となる監査（金商法監査だ
けなのか、連結財務諸表だけなのか、単体も含むのか、会
社法監査は含まれるのか等）や、対象となる監査次第に
よっては、監査スケジュールの制度的な変更が必要なのか
どうか、その他いろいろな懸念事項を一つずつ潰していくこ
とがこれから必要となります。

現時点で、わが国における監査報告書の透明化に伴う
KAMの記載の適用時期は明確になっていません。しかしな
がら、米国におけるPCAOB基準によるCAMの記載が大規
模早期提出会社については2019年6月30日以降終了事業
年度であることを考えると、日本においても3月決算であれ
ば、2020年 3月末終了事業年度からの適用が相当であると
考えられます。

現在、企業会計審議会監査部会では、KAMの導入に関す
る議論が続いています。全ての利害関係者にとって、大き
な影響があることは、間違いがありませんので、当該議論を
注意深く見守ることが必要です。同時に、繰り返しになりま
すが、監査人と会社のみならず、全ての利害関係者が KAM
の趣旨を理解し、従前以上の深度あるコミュニケーションを
それぞれの関係性のなかで取っていくことが、必要です。

なお、本稿では KAMについて取り扱いましたが、ISA 700
においては、監査報告書の構成や内容について KAM以外
の改訂も行っていますので、ご留意ください。

最後に KAMの記載の導入は、今までブラックボックスと
言われていた監査の透明性を向上させることにより、監査に
よる情報提供能力を高めます。会社にとっても、会社が直面
している状況と対応について、利害関係者に前向きに説明
するチャンスとなります。新しい制度はその導入には困難を
伴いますが、日本の株式市場の価値の向上にもつながる変
革であり、積極的に取り組んでいくことが望まれます。
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