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「監査役等と会計監査人との連携について」 

～監査役等に対するアンケート結果について 

近畿会 監査会計委員会 

●報告テーマと報告者

項 目 報告者 

Ⅰ 報告のねらい 山添 清昭 

Ⅱ アンケートの概要について 疋田 鏡子 

Ⅲ アンケート結果報告

１．子会社（国内・海外）不正への対応 山添 清昭 

２．不正リスクの把握について 奥村 孝司 

３．会計不正防止のための内部監査部門との連携 渡部 靖彦 

４．監査役等と会計監査人との連携について 柴原 啓司 

インタビュー、アンケート集計担当者 上田耕治、藤村允実、松本尚哲 
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Ⅰ．報告のねらい 

１．共同研究報告と実務指針の改正 

2018年１月25日付けで、日本公認会計士協会と公益社団法人日本監査役協会より、「監査

役等と監査人との連携に関する共同研究報告」（以下「共同研究報告」という。）が改正・

公表されています。また、この共同研究報告の改正を受けて、公益社団法人日本監査役協

会より2018年８月17日付けで、「会計監査人との連携に関する実務指針」（以下「実務指針」

という。）が、改正され、公表されています。共同研究報告は、子会社等を取り巻く不正へ

の対応やリスク情報の把握の重要性など、重要な改正がされています。 

【図表１】共同研究報告と実務指針の全体像 

（2018年１月25日改正） 

●「監査役等と監査人との連携に関する共同研

究報告」公益社団法人日本監査役協会、日本

公認会計士協会 

（2018年８月17日改正） 

●「会計監査人との連携に関する実務指針」公

益社団法人日本監査役協会 

１．はじめに ― 

２．監査役等と監査人との連携と効果 第１．監査人との連携の効果 

 第２．会社法における会計監査人 

 第３．金商法における監査人との連携 

 第４．その他の規範における監査人との連携 

３．監査役等と監査人との連携の方法、時期及

び情報・意見交換事項 

第５．監査役等と監査人との連携の方 

法、時期及び情報・意見交換事項 

４．連携の時期及び情報・意見交換すべき基本

的事項の例示 

第６．連携の時期及び情報・意見交換すべき基

本的事項の例示 

今回の共同研究報告の改正は、前回（平成25年11月）の改正以後行われた以下の法令等

の策定や改正の状況を踏まえて、内容の見直しが行われたことによるものです。これら改

正のうち、共同研究報告で示されている今回の改正に反映された法令等の主な改正の内容

を以下にまとめています。 

なお、共同研究報告では、監査役、監査委員、監査等委員を含め「監査役等」と表現さ

れていますが、本日の報告の「Ⅲ．アンケート結果報告」の回答結果、コメントやまとめ

の記載箇所では、これらを総称して「監査役」と記載しております。 
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【図表２】今回の改正に反映された法令等の改正の主な内容 

今回の改正に反映

された法令等 

改正・策

定の時期 

主な改正の内容 

① 会社法 平 成 26 年

６月改正、

平 成 27 年

５月施行 

●監査役設置会社においても、会計監査人の選解任等に関

する議案の内容を監査役（会）が決定すること、 

●公開会社においては監査役等が会計監査人の報酬等に

ついて同意をした理由を事業報告に記載することなど、 

●会計監査人の独立性確保の観点からの改正が行われた。 

② コーポレート

ガバナンス・

コード 

平 成 27 年

６月策定 

●適正な監査の確保に向け、以下の改正がされた。 

●監査役等による監査人の選定・評価基準の策定のほか、

監査人の十分な監査時間の確保、監査人の経営幹部への

アクセスの確保、監査人による監査役等、内部監査部門、

社外取締役との十分な連携の確保、監査人の指摘等に対

する会社側の対応体制の確立など、 

●監査人の監査環境の整備に対する取締役会及び監査役

等の責務が原則に明記された。 

③ 監査基準委員

会報告書260

「監査役等と

のコミュニケ

―ション」 

平 成 27 年

５月改正 

●このような状況に対応するため、日本公認会計士協会は

平成27年５月に監査基準委員会報告書260「監査役等との

コミュニケーション」の改正を行った。 

 

④ 監査役監査基

準等 

平 成 27 年

７月改正 

●日本監査役協会においても、平成27年７月の「監査役監

査基準」等の改正の一環として上記への対応を行った。 

⑤ 「監査法人の

組織的な運営

に 関 す る 原

則」（監査法人

の ガ バ ナ ン

ス・コード） 

平 成 29 年

６月策定 

●平成28年３月に金融庁に設置された会計監査の在り方

に関する懇談会の提言に基づき、平成29年３月には組織

としての監査の品質確保に向け、大手を中心とした監査

法人の規範となる「監査法人の組織的な運営に関する原

則」（以下「監査法人のガバナンス・コード」という。）

が公表された。 

●その中で、監査法人が被監査会社の経営幹部及び監査役

等と監査上のリスクの認識や理解の共有等を通じた率

直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、会計監査の

品質の持続的な向上に向けた取組みについて、関係者へ

のわかりやすい説明と積極的な意見交換を行うことな

どが規定されている。 
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２．共同研究報告の改正のポイント 

「本研究報告の位置づけ」のところで、「近年では子会社等における不祥事が目立ってき

ており、企業集団の観点からのコーポレート・ガバナンスの考え方が重要となってきてい

る。監査役等と監査人の連携を考える上においても、企業集団の観点は重要であり、本研

究報告記載の連携を行うに際しても同様である。また、本研究報告は監査役等と監査人と

の連携についてまとめているが、監査全般の実効性向上に向けて、内部監査部門等監査に

携わる他の関係者も含めた連携が重要である。」と示されており、企業集団の監査の観点

と、内部監査部門等監査との連携の観点についての見直しがされている点が強調されてい

ます。また、本研究報告の「監査役等と監査人との連携の効果」の箇所には、「特に、グ

ローバル化などにより、企業の活動が大規模かつ複雑になる傾向があるため、全ての活動

を一律に監査するのではなく、リスクが存在すると思われるところを重点的に監査するリ

スク・アプローチの手法が取られてきており、リスクの把握が極めて重要となってきてい

る。監査役等と監査人それぞれが保有するリスク情報を共有し、意見交換をすることによ

り、適切なリスクの把握につなげることが期待される。」と、リスク把握における連携の

重要性が示されています。 

３．アンケート結果を報告 

近畿会の監査会計委員会では、上記の共同研究報告の改正項目は、今後、監査役等と会

計監査人との連携の充実がより一層求められる項目であると考えられることから、「①子

会社（海外・国内）不正」、「②不正リスクの把握」、「③会計不正防止のための内部監

査室との連携」に「④監査役等と会計監査人との連携」を加えた４項目について、日本監

査役協会関西支部の共同研究会の監査役等の皆さまに、具体的な連携の工夫や対応策につ

いて、アンケート（インタビューを含む）を行いました。監査役等と会計監査人との連携

についてのアンケート（インタビューを含む）結果を、「監査役等に対するアンケート結

果」として報告します。 

なお、アンケート項目は、次頁に添付していますので、ご確認ください。 
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●アンケート項目「監査役等と会計監査人との連携」 

 項目 

１ 子会社（海外・国内）不正について、どのような対応をされていますか。 

 ・会計監査人との連携 

 ・ガバナンス（親会社） 

 ・ガバナンス（子会社管理体制） 

 ・監査役会の役割（監査役監査の方針） 

 ・不正対応 

 ・内部通報 

２ 不正リスクの把握について、どのような対応をされていますか。 

 ・不正の要因等の把握 

 ・内部通報制度の利用 

 ・取締役会等との連携 

 ・会計監査人との連携 

３ 会計不正防止のための内部監査室との連携について、どのような対応をされ

ていますか。 

 ・内部監査室の役割 

 ・監査役と内部監査との連携 

 ・三様監査に関して（監査役と会計監査人の関係を含む） 

４ その他、不正にかかわらず、監査役等と監査人との連携について、どのよう

な対応をされていますか。 

 ・計画時 

 ・期末時 

 ・随時 
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Ⅱ．アンケートの概要について 

１．本報告書作成の経緯 

日本公認会計士協会、近畿会、監査会計委員会は、従来よりその活動の一環として、日

本監査役協会関西支部と日本公認会計士協会関西地区三会との共同研究会（年２～３回程

度）を実施しております。 

昨年までは不正事例を研究テーマとして共同研究会で発表しておりましたが、不正に加

えＫＡＭ導入も見据えると監査役等と会計監査人の連携は従来以上に重要となると考え、

今年度は連携を中心に調査研究に取り組むことといたしました。 

本日の発表に至るまでの経緯は以下の通りです。 

●本日の発表に至るまでの経緯 

2018年５月23日 監査会計委員会 連携チーム会議 

（第１回） 

新年度の研究テーマの企画 

2018年７月10日 日本監査役協会関西支部次長兼専

務理事付和田様との打ち合わせ 

実施について打ち合わせ 

2018年７月19日 日本監査役協会関西支部宮脇幹事

及び和田様との打ち合わせ 

実施について打ち合わせ 

2018年８月６日 

 

監査会計委員会 連携チーム会議

（第２回） 

アンケート内容概要案の検討 

2018年８月28日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第３回） 

合宿報告資料の作成 

2018年９月９日 

2018年９月10日 

日本監査役協会関西支部との共同

研究会（黒部合宿） 

発表テーマ「監査役等と監査人

の連携について」 

2018年10月15日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第４回） 

アンケート質問表案の検討 

 

2018年11月１日 

  

日本監査役協会関西支部和田様と

の打ち合わせ 

実施について打ち合わせ 

2018年11月１日～ 

2018年11月22日 

共同研究会メンバーの方へのアン

ケート実施 

 

2018年11月７日 日本監査役協会関西支部 共同研

究会 

発表テーマ｢監査役等と監査人

の連携について｣及びアンケー

ト説明 

2018年11月12日  

 

日本監査役協会関西支部宮脇幹事

及び和田様との打ち合わせ 

第１回インタビュー実施及び

アンケート全体の実施につい

て打ち合わせ 
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2018年11月12日～ 

2018年12月20日 

共同研究会メンバーの方へのイン

タビュー実施 

 

2018年11月21日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第５回） 

第１回及び第２回のインタ

ビューを踏まえてのインタ

ビュー方針の再確認 

2018年12月20日～ 

2018年12月24日 

監査会計委員会 連携チーム アンケート及びインタビュー

結果の総括表作成 

2018年12月28日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第６回） 

総括表の検討 

2019年１月18日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第７回） 

本報告書作成方針検討 

2019年１月23日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第８回） 

本報告書記載内容検討 

2019年２月４日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第９回） 

本報告書（初稿）検討 

2019年２月19日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第10回） 

本報告書（第２稿）検討 

2019年２月24日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第11回） 

本報告書（第３稿）検討 

2019年２月26日～ 

2019年３月５日 

共同研究会メンバーの方への事実

確認 

本報告書（最終稿）作成 

2019年３月13日 

 

日本監査役協会関西支部 共同研

究会 

本報告書の発表 

2019年３月13日 監査会計委員会 連携チーム会議

（第12回） 

本報告書のブラッシュアップ 

2019年３月23日 日本公認会計士協会 中日本五会

研究大会発表 

 

2019年６月21日 日本監査役協会関西支部主催、日

本公認会計士協会近畿会共催  

｢６月特別講演会」で発表（予定) 

 

２．アンケートの対象 

・アンケート対象者：日本監査役協会関西支部と日本公認会計士協会関西地区三会との共

同研究会にご参加の監査役等の皆様（15社16名うち１名は監査役スタッフ） 

・アンケート回答者：14名（うちインタビュー回答者８名） 

・アンケート実施期間：2018年11月１日～2018年11月22日 

・インタビュー実施期間：2018年11月12日～2018年12月20日 
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３．アンケートの方法 

本報告書は、監査役等の皆様から監査役監査の取組について生の声をお聞きし、会計監

査人の立場からベストプラクティスと考えられる事例を共同研究会のメンバーの皆様と広

く共有するとともに、会計監査人として日頃の監査現場において監査役等との連携（コミュ

ニケーション）における反省点も含めた気付き事項の取りまとめを作成することを目的と

しております。 

その一つのテーマとして、子会社（国内・海外）への不正への対応も含めております。 

アンケートは、アンケート項目に対する選択回答と各選択肢に対する自由回答の両方を

紙面にて実施いたしました。また、紙面でのアンケート回答者の中から、一部の監査役等

の皆様にご協力いただきインタビューを実施いたしました。 

インタビューは、監査役等１名に対し、監査会計委員会のメンバー２、３名が会社、所

属監査法人、日本監査役協会関西支部及び日本公認会計士協会近畿会の会議室で１時間か

ら１時間半にわたり実施しました。事前にご回答いただいた紙面アンケート結果の内容を

インタビューにより内容を捕捉しインタビュー議事録を作成しました。 

紙面のアンケート結果とインタビュー議事録をもとに、選択肢の内容ごとに分類した総

括表を作成し、回答結果にコメントとまとめを付記することにより本報告書を作成してお

ります。 
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Ⅲ．アンケート結果報告 

１．子会社（国内・海外）不正への対応 

問１－１ 会計監査人との連携 

●子会社の不正の防止に向けて、会計監査人と子会社（国内・海外）不正に特に焦点を当

てた連携をされていますか。該当する項目に、○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 一般的な連携の中で対応しており、子会社不正に焦点を当て

た特別な連携はしていない。 

１１ １０ 

２ 子会社不正に焦点を当てた連携を工夫している。 １ １ 

３ 子会社往査について、会計監査人に同行して往査するように

している。 

３ ２ 

●「２」または「３」と回答された方は、子会社不正に焦点を当てた連携の工夫について、

具体的な内容について、ご記入ください。（自由記入） 

回答結果（回答結果の会社記号は、アンケートの回答を記載しています。また、会社記号

の後ろに「インタビュー」と記載しているものは、アンケートの回答に加えてインタビュー

による回答を記載しています。） 

・（項目２の回答）海外の売上の比較的大きい子会社において、売上計上プロセス、販促費

の不正プロセスにリスクがあると考えられるため、親会社内部監査室と会計監査人とで、

当該不正リスクについて、分担して見ている会社がある（会社Ｅインタビュー）。 

・（項目３の回答）子会社往査について、監査役が会計監査人に同行して往査するようにし

ているとの回答に関連して、以下の回答があった。 

＊当社は多店舗経営を行っており、店舗での商品盗難、現金事故等は完全には避けられな

い。従って、毎週開催の役員ミーティングの中で、資産数字等に大きく影響するような

案件は報告するよう情報共有を行っている。平時では、四半期ごとにグループリスク・

コンプライアンス委員会を開催し意見交換を行っている。監査役が期末の棚卸実施時に

は、会計監査人が行う棚卸立会に同行している。会計監査人が実施する棚卸立会店舗は、

例年行っており、監査役が同行できない場合も内部監査室か経理担当者を必ず同行させ、

結果報告を提出させることで、状況を把握し、問題や課題が発生した場合は早期に把握

できる体制を築いている（会社Ｊインタビュー）。 

＊海外子会社について、滞留債権・在庫・経費に関して会計監査人に監査を依頼している

（会社Ｍ）。 

・特に子会社不正に焦点を当てた特別な連携はしていないが、子会社において不正が発覚

した場合には、情報の共有を図るとともに、他の子会社に対しても同様の視点で監査し

ていただくように会計監査人に依頼している（会社Ｋインタビュー）。 
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・子会社不正に絞ったテーマでディスカッションすることはないが、会計監査人の海外往

査には同行し、質問書の回答をヒアリングすること等により、常に監査人とコミュニケー

ションが図られている（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・回答結果は、項目１に示すように、大半の会社が、不正の防止に向けて、監査役等が、

会計監査人と子会社（国内・海外）不正に焦点を当てた特別な連携はしていないという

回答でした。 

・子会社等における不祥事が目立ってきていることから企業集団の観点からの監査人と監

査役との連携の重要性が増しているものと思われ、今後、子会社不正に焦点を当てた連

携を考えていくことが必要であると考えます。 

・また、子会社往査について、監査役が会計監査人に同行して往査することは、双方のコ

ミュニケーションに役立つものであると考えます。 

問１－２ ガバナンス（親会社） 

●子会社（国内・海外）の不正の防止に向けて、親会社として、どのような点でガバナン

スを強化することが有効ですか。貴社で実施されている項目に、○印を記入して回答し

てください。複数回答可。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 子会社の経理部を、親会社の経理部又は事業部がコント

ロールしている。 

８ ９ 

２ 親会社の取締役会で、子会社不正の可能性について、リス

ク共有のための議論、意見交換を行うようにする。 

１ １ 

３ 取締役会の機能である「執行に関する監視・監督」を有効に

機能させ子会社不正について、防止・予防させるようにす

る。 

６ ５ 

４ 子会社での現場の課題（不正リスク含む）は、親会社の経営

陣に上がるような企業風土に改善する。 

４ ３ 

●子会社不正に焦点を当てた親会社のガバナンス強化について、有効と考えられる具体的

な改善策があれば、以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・不正に焦点するものではないが、ガバナンス強化には、①グループの共通指針・規程の

策定、②規定等の遵守状況を含めた子会社の管理体制を定期的にモニタリング、③内部

監査の実施、④内部通報制度の活用などがある。海外子会社は、２年に１回往査してい

る。また子会社は、チェックリストに基づく自己チェックを毎年１回実施している。ま

た、怪しいなと思うところは、内部監査の往査で見てもらうようにしている。それらを

組み合わせて、２年に１回で一巡するようにしている（会社Ｎインタビュー）。 

・グループ内通報制度の整備・周知・運用が有効である（会社Ｌ）。 
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・経営全般を管理する部門以外に、経理・労務関係などの専門分野に関しては、親会社に

個別の管理部を設け、助言指導を行うのが有効である（会社Ｋインタビュー）。 

・親会社としてグループ会社での異例事項について、大事故につながる前に、発生時点で

の早期発見と再発防止策が重要である。毎週月曜日に取締役・監査役が参加する朝会で、

グループ全体の情報共有を行っているほか、社長が議長となって、定期的に（四半期ご

と年４回）グループコンプライアンス委員会及びグループリスク管理委員会を開催し、

問題の把握と必要な対応策の検討を行っている。その他グループとして、毎月１回、グ

ループ全ての社長も参加する執行役員会議を開催し、また、毎月１回ブロック長会議を

開催している（会社Ｊインタビュー）。 

・取締役会を有効に機能するには、経理責任者を各子会社に配置するのが有効である（会

社Ｉ）。 

・子会社の経理部を親会社の経理部がコントロールしている。経営陣に対して弁護士等に

よる他社の不正事例研修を実施する。子会社の幹部が親会社の経営陣に本音で話ができ

る風土の醸成が大切である。内部通報制度の充実が重要である。過去はパワハラやセク

ハラ関係の通報が年に２～３回あったが最近は通報が減ってきている。ガバナンス強化

については、監査役協会の英語・日本語対訳の経営理念等のチェック項目（英語文）を

参考にして子会社の通報の仕組み作りに活用している（会社Ｇインタビュー）。 

・親会社の経理部門の担当者が、子会社の月次ベースの財務報告書を把握し分析すること

で、経理サイドからの数字面からの管理を月次ベースで行っている（会社Ｅインタビュー）。 

・不正のチェックは、経理部門が担当している（会社Ｄインタビュー）。 

・子会社監査については、監査部の監査のほか、年に１度は監査役として現地を訪問し、

子会社の状況について確認するようにしている。 

・親会社の監査役を含む経営陣が、子会社との情報交換を密にするのが重要である（会社

Ａインタビュー）。 

コメント 

・回答結果は、子会社の不正防止に向けて、親会社としてのガバナンスの強化としては、

項目１の「子会社の経理部を親会社の経理部又は事業部がコントロールしている」との

回答が一番多く、その次に、項目３の「「執行に関する監視・監督」を有効に機能させ子

会社不正を防止・予防させる」と項目４「企業風土の改善」の回答がそれに続きます。 

・回答に示されている子会社不正に焦点を当てた親会社のガバナンス強化に有効と考えら

れる具体的な改善策は、非常に参考になります。 

＊内部通報制度の活用が子会社不正に焦点を当てた親会社のガバナンス強化に役立つ。 

＊監査役が、業務レベルの会議に積極的に出席することで、リスクや異例事項の発見に 

役立つ。 

＊経営陣に対して弁護士等による他社の不正事例研修を実施する。 

＊子会社の幹部が親会社の経営陣に本音で話ができる風土の醸成が大切である。 
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問１－３ ガバナンス（子会社管理体制） 

●子会社（国内・海外）の不正の防止に向けて、子会社のガバナンス（子会社の管理体制）

でどのような点を強化することが有効ですか。貴社で実施されている項目に、○印を記

入して回答してください。複数回答可。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 各子会社のうち、ガバナンス（取締役会等の運営状況）の弱い

会社の有無を把握する。 

５ 

 

４ 

２ Ｍ＆Ａ等により新たに取得した海外・国内子会社等について、

取締役会等のガバナンス体制が確立しているか確認する。 

４ ４ 

３ 相対的に重要性の乏しい小規模な子会社について、事業環境、

リスクを認識し、子会社の管理体制を管理、把握する。 

３ ５ 

４ 相対的に重要性の乏しい小規模な子会社について、循環的に

内部監査を行う。 

５ ４ 

●子会社不正に焦点を当てた子会社のガバナンス（子会社の管理体制）強化について、有

効と考えられる具体的な改善策があれば、以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・海外子会社には、国内子会社の監査役に相当する役員等がいない場合が多いため、ＣＣ

Ｏ（チーフ・カスタマーオフサー）等の設置を行っている（会社Ｌ）。 

＊CCOは、“Chief Customer Officer”の略です。日本語に翻訳すれば、「最高顧客責任者」となります。 

・重要な子会社には常勤監査役を設置している。また、比較的規模の小さな子会社につい

ても、事業上リスクのある会社には専任監査役（＊）を設置し、週１回程度子会社に赴

き、重要会議へ出席するなど常勤監査役と同様の監査活動ができるようにしている（会

社Ｋインタビュー）。 

（＊）専任監査役：親会社の執行部社員が常勤監査役を設置していない比較的規模の小 

さな子会社の非常勤監査役に就任し監査業務を行うもの（３社程度／人）。 

・会社はＭ＆Ａの頻度も比較的高く、取得した子会社については、ガバナンスの構築には、

特に留意している。社長の考え・想いそのものが会社の風土にもなるため、保守的な考

えをベースにして監査役としても強い意見を述べている。会社買収時には、必要に応じ

て、監査役としてもデュー・デリジェンス資料まで見るようにしている。親会社の取締

役、執行役員、監査役が子会社の役員も兼務することでガバナンスを働かせている。海

外の関係会社には日本人駐在員を置くことで、早期の財務数値の把握や法令順守に努め

ている（会社Ｊインタビュー）。 

・往査、ヒアリング回数を増やすこと。自己監査ができるレベルになれば、チェックシー

トにて実施すること。グループ監査連絡会を実施すること。グループのリスク・コンプ

ライアンス会議を行うこと。グループのコンプライアンス・アンケート調査を実施する

ことなどがある（会社Ｉ）。 

・子会社を管理する本社コーポレート部門（国内子会社＝経営企画部、海外子会社＝海外
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事業室）を年１回面談し、主要子会社に対する本社の管理体制・管理状況、主要子会社

内での内部統制の整備・運用状況を監査している（会社Ｈ）。 

・各子会社の監査役（同等の役職含む）に経理部員を１名兼務させるようにしている（会

社Ｇインタビュー）。 

・子会社の取締役会メンバーには、親会社の管轄部門の執行役員や経理部門のマネー

ジャーが参画しており、管理上の課題が親会社で容易に把握できる体制としている（会

社Ｅ）。 

・親会社の監査役を含む経営陣が、子会社との情報交換を密にすることが重要である。経

営陣が定期的に子会社（海外含む）に出向くことが必要である。海外子会社の主要幹部

は、現地社長を含めて全て日本人であり、日本本社に権限を集中させている。年に２、

３回は、社長若しくは役員が全子会社を訪問し、直接、現地の状況を把握し、現地担当

者とコミュニケーションするようにしている。その際に現地顧客との関係、職務分掌が

徹底されているかを確認している（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・子会社（国内・海外）の不正の防止に向けて、子会社のガバナンス（子会社の管理体制）

でどのような点を強化することが有効ですかの質問については、質問に示した下記の４

つの項目、それぞれに一定の回答をいただきました。 

・これらを進めることで、子会社の管理体制の強化につながるものと考えます。 

＊各子会社のうち、ガバナンス（取締役会等の運営状況）の弱い会社の有無を把握する。 

＊Ｍ＆Ａ等により新たに取得した海外・国内子会社等について、取締役会等のガバナンス

体制が確立しているか確認する。 

＊相対的に重要性の乏しい小規模な子会社について、事業環境、リスクを認識し、子会社

の管理体制を管理、把握する。 

＊相対的に重要性の乏しい小規模な子会社について、循環的に内部監査を行う。 

 

・回答のうち、以下のコメントは、子会社のガバナンス強化につながるものであると考え

ます。 

＊各子会社のうち、ガバナンス（取締役会等の運営状況）の弱い会社の有無の把握につい

ては、事業上リスクのある会社には、専任監査役を設置し、常勤監査役と同様の監査活

動ができるようにする。 

＊子会社往査または、子会社へのヒアリング回数を増やす。子会社で、自己監査が出来る

レベルになれば、チェックシートにて監査を実施する。 

＊グループ会社のリスク・コンプライアンス会議を行うとともに、グループ会社のコンプ

ライアンス・アンケート調査を実施する。 

＊子会社の取締役会メンバーに、親会社の管轄部門の執行役員や経理部門のマネージャー

が参画し、管理上の課題が親会社で容易に把握できるようにする。 
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問１－４ 監査役会の役割（監査役監査の方針） 

●子会社（国内・海外）の不正の防止に向けて、監査役会の役割や監査役監査の方針等で

どのような点を強化することが有効ですか。貴社で実施されている項目に、○印を記入

して回答してください。複数回答可。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 過去に自社グループで発生していた子会社の不正について、対応

策の効果を十分確認する。 

５ ４ 

２ 不正リスクを軽減・防止する観点から、子会社のガバナンス体制

を評価・モニタリングする。 

７ ８ 

３ 不正リスクや事業上のリスクの高い子会社について、重点的に監

査先に選定する。 

６ ４ 

４ 本業でない、または小規模である等のノンコア事業を行っている

子会社を、重点的に往査先に選定する。 

３ １ 

●子会社不正の防止に向けて、監査役会の役割や監査役監査の方針等で有効と考えられる

具体的な改善策があれば、以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・グループ会社は管理方法（整備・運用）が統一化されていることをチェック（取締役会

３か月に１回（国内）、半年１回（海外））しており、予実管理を行っている（会社Ｎイ

ンタビュー）。 

・不祥事が発生すれば、子会社及び親会社の子会社管理部門から報告を受けると共に、他

の子会社監査役とも情報共有する。また、定期的に子会社から内部統制の運用状況につ

いて報告を求め、不正の端緒がないか確認する（会社Ｋ）。 

・監査役の役割として、不正防止の観点から、会計・財務面（売上が正しく計上されてい

るか）及び法令面の確認事項を網羅したチェックリストを作成して、モニタリングを実

施している。一方で、社外監査役からの意見も取り入れ、各監査役間で役割分担も行い

ながら監査を実施しているため、効果的な監査が実施できている。単に監査役として監

査するだけでなく、不正が行われないような明るい環境づくりも重要な役割の１つと考

えている（会社Ｊインタビュー）。 

・子会社への往査、ヒアリング回数を増やす（会社Ｉ）。 

・子会社の非常勤の監査役として、親会社の経理部員を１名兼務させることをしている。

内部監査は、２名体制で、内部監査と分担して、監査役が動いている。問題点を早期に

発見することに努めている。これからは、監査役も英語など外国語を話し、現地子会社

の社員に直接コミュニケーションできるようにする必要がある。子会社の現状報告を会

社でまとめ作らせるようにしている（会社Ｇインタビュー）。 

・監査等委員が、原則年２回は往査することにより、現場の実情把握（現場の声を良く聴

くこと）に努めている（会社Ｅインタビュー）。 

・非連結子会社を１社有するのみである。子会社監査については、内部監査部門の監査の
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ほか、年に１度は、監査役監査も実施し、子会社の状況は確認するようにしている（会

社Ｂインタビュー）。 

・監査役会の役割としては、会社経営を行うにあたり「各子会社部門で変わったことを実

施していない・起こっていない」ことを察知・事前防止することに役割があると考えて

いる。そのため、Ｊ－ＳＯＸをベースに各担当者とコミュニケーションを行うことに重

点をおくとともに、審議案件の役員への説明機会である経営会議や部長会議等の会議に

も参加して、取締役会の付議事項にもなる事案の検討プロセスをも把握するようにして

いる（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・子会社（国内・海外）の不正の防止に向けて、監査役会の役割や監査役監査の方針等で

どのような点を強化することが有効ですかの質問については、項目２の「不正リスクを

軽減・防止する観点から、子会社のガバナンス体制を評価・モニタリングする。」が国内、

海外ともに一番多い回答でした。その次に、「過去に自社グループで発生していた子会社

の不正について、対応策の効果を十分確認する」「不正リスクや事業上のリスクの高い子

会社について、重点的に監査先に選定する」が続きます。 

・回答結果に示されているように、不正リスクや事業上リスクの高い子会社について、重

点的に監査先に選定する。また、会計監査人と連携して、往査先を検討することが必要

であると考えます。 

問１－５ 不正対応 

●子会社（国内・海外）の会計不正や着服等の不正への対応について、どのような点を強

化することが有効ですか。貴社で実施されている項目に、○印を記入して回答してくだ

さい。複数回答可。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 過去に自社グループで発生した子会社の不正について、監査人と

十分情報交換を行う。 

３ ２ 

２ 子会社の不正に関して、不正発生の要因（動機やプレッシャー）

の有無について、監査人と十分情報交換を行う。 

１ ３ 

３ 子会社の不正に関して、子会社の内部統制上の問題点を把握する

（例：子会社の役員・従業員の派遣基準(ローテーションを含む））。 

８ ８ 

●子会社の会計不正や着服の防止に向けて、有効と考えられる具体的な対応策があれば、

以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・子会社の管理体制を定期的に自己チェックさせるととともに、その自己チェックをもと

に、内部監査部門や監査役の往査時に実態を確認している。真面目な会社なので、その

風土が壊れていないかをガバナンスとして確認することが重要と認識している（会社Ｎ

インタビュー）。 
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・不正リスクは、現金不正、商品の横領などにあると考えており、監査役としてモニタリ

ングを実施している。不正が発生した場合には、即座にその原因分析と対応策の検討が

実施される。不正発生時には、会計監査人にも早期に情報提供して連携するようにして

いる（会社Ｊインタビュー）。 

・会計監査人の設置義務のない会社についても、監査法人の任意監査を受けるよう要請し

ている（会社Ｋインタビュー）。 

・海外の子会社のリスクを洗い出すことが重要である。横領などリスクと規模、重要度を

つけて監査できればいいと考えている。リスクの識別が重要で、現地に行けないところ

は、アンケート調査、業績報告等、毎月行うのがいいと考える（会社Ｇインタビュー）。 

・子会社往査時、子会社社長・幹部がいかに不正防止に意を払っているか、に留意しなが

ら面談する。これによって社内の状況を把握すると共に、社長・幹部への牽制効果もあ

るのではないかと思っている（会社Ｈ）。 

・不正対応としては、人事ローテーションが重要である。ただし海外は少人数なので、ロー

テーションをしたいが、実務上は難しい。国内のローテーションは問題ない（会社Ｅイ

ンタビュー）。 

・不正対応としては、子会社監査時に担当者と直接話をすることが重要と考えている（会

社Ｂインタビュー）。 

・Ｊ－ＳＯＸをベースに子会社や業務部門で内部統制が適切に整備・運用されているかを

確かめている。外部の目線も入るため、会計監査人の往査には必ず同行し、早期に問題

点や課題を把握するようにしている（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・回答では、子会社の不正に関して、子会社の内部統制上の問題点を把握するとの回答は

見受けられますが、過去に自社で発生した子会社の不正について、情報交換を行うこと、

不正発生の要因について、十分な情報交換を行うとのことが必要との回答は、比較的少

ない状況です。 

・監査役の回答結果からは、子会社の内部統制の状況の把握やリスクの把握に努められて

いる状況があることがわかります。 

・過去に発生した子会社の不正について、情報交換を行うことは、今後会社で発生しうる

不正への対応にも重要であり、不正発生の要因（動機、機会、姿勢正当化）が生じてい

るか、不正の兆候の有無を把握することが、重要な連携のポイントであると考えます。 

問１－６ 内部通報制度について 

●内部通報制度を有する会社の方にお聞きします。会計不正に関連した通報を受けたこと

がありますか。いずれかに、○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

国内 海外 

１ 会計不正に関連した通報を受けたことがある。 ２ １ 

２ 会計不正に関連した通報は受けたことがない。 ９ ９ 
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●子会社（海外・国内）の会計不正や着服の防止に向けて、内部通報制度を有効なものと

するために考えられる具体的な対応策があれば、以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・通報は、グループ含めて年間40件程度ある。通報は、ＣＳＲ室と外部弁護士事務所が通

報窓口となっている。通報があれば、全件、ＣＳＲ室から監査役が報告を受けるように

なっている。通報の内容としては、パワハラ・セクハラの内容が多い（会社Ｎインタ

ビュー）。 

・海外の子会社には「内部通報制度」がない（会社Ｍ）。 

・グループ内の通報制度の絶えざる周知と運用状況のフィードバックが大切と考えている

（会社Ｌ）。 

・子会社にコンプライアンス相談窓口の設置を要請すると共に、親会社に設置した相談窓

口（社内［法務部門］・社外［弁護士事務所］）では、子会社からの通報も匿名で受け付

けている。内部通報の統括は、法務部が所管しており、法務部は寄せられた通報をフィ

ルタリングすることなく毎月１回、常勤監査役３名に報告することとなっている。従来

は記名式の通報としていたが、匿名式の通報を認めるようになってから、件数が増えた。

通報の内容としては、パワハラ・セクハラが多い（会社Ｋインタビュー）。 

・内部通報制度は設置されており、総務及び弁護士事務所が窓口をしている。毎週開催さ

れている役員が参加する朝会で内部通報の利用実績やその内容を把握できる体制になっ

ているが、通報された実績はほとんどない（会社Ｊインタビュー）。 

・内部通報窓口は、弁護士事務所が窓口となっている。また、人事部管轄の目安箱があり、

メールにて情報収集している。通報内容としては、パワハラ・セクハラがそれなりにあ

る。情報は、監査役と社長で共有している（会社Ｅインタビュー）。 

・内部通報制度は、海外のホットラインがあり、本社に情報が直接来る仕組みになってい

る。これまでの経験の中で、通報内容としては、大きな問題となるものはなかった。内

部往査の際には、職場の雰囲気に気を配るようにしている（会社Ｄインタビュー）。 

・内部通報制度は設けているが、会計不正に関する通報はなく、ハラスメント関係を中心

に年20件程度の通報がある（会社Ｂインタビュー）。 

・内部通報制度は設けており、総務が窓口をしている。内部監査部門も状況を把握してい

る（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・内部通報制度のある会社で、実際に通報を受けたことがあるとの回答は、パワハラ・セ

クハラの回答を受けたというものが大半でした。 

・子会社の会計不正、着服の早期発見、防止のためには、内部通報制度の整備・運用状況

の確認と改善が、役立つものであり重要であると考えます。 
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★まとめ 

・会計監査人と監査役との連携において、今回のアンケートでは、子会社不正に焦点を当

てた特別な連携をされている会社は少なく一般的な連携の中で対応されている状況で

す。近年の状況では、子会社等における不正が目立ってきていることから、企業集団の

観点からの連携の重要性が増しているものと思われます。今後、子会社不正に焦点を当

てた具体的な連携を考えていくことが必要であると思います。また、現状の対応として

は少ないようですが、子会社往査する際に、監査役が会計監査人に同行して往査するこ

とは、双方向のコミュニケーションに役立つものであると考えます。 

・子会社の不正防止に向けて、親会社としてのガバナンス強化を図ることが重要であると

考えます。子会社で発生する可能性のある不正事項を、早期発見できる仕組みの改善と

再発防止に向けた内部統制の改善などが重要になると考えます。そのためには、子会社

の経理部を親会社の経理部又は事業部がコントロールすることやグループ内の通報制度

の充実、また、取締役の機能である「執行に関する監視・監督」を有効に機能させ子会

社不正を防止・予防させることや不正事例の研修を実施するなどを通じた、「企業風土の

改善」も重要であると考えられます。 

・子会社の不正防止に向けた、子会社のガバナンス（子会社の管理体制）の強化としては、

各子会社のうち、ガバナンス（取締役会等の運営状況）の弱い会社の有無を把握するこ

とが、まず重要であると考えます。新たに取得した海外・国内子会社や相対的に重要性

の乏しい小規模な子会社についても、事業環境、リスクを認識し、子会社の管理体制を

管理、把握すること、循環的に内部監査を行うことなどが重要であると考えます。 

・また、業界で発生している不正事例を検討することや不正リスクや事業上リスクの高い

子会社について、重点的に監査先に選定すること。また、会計監査人と連携して、往査

先を検討することなどが今後の対応としては、重要であると考えます。 

・他社で発生した不正事例について、会計監査人と監査役とで、情報交換を行うことは、

今後会社で発生しうる不正への対応にも重要であり、不正発生の要因（動機、機会、姿

勢正当化）が生じているか、不正の兆候の有無を把握することが、重要な連携のポイン

トであると考えます。 
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２．不正リスクの把握について 

問２－１ 不正の要因等の把握 

●不正の防止に向けて、「不正リスク要因」の把握や「不正による重要な虚偽の表示を示唆

する状況」の把握に努められていますか。最も当てはまるものに○印を入れてください。 

 項目 回答結果 

１ 不正リスク要因の把握、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状

況の把握に努めることはしていない。 

３ 

２ 不正リスク要因の把握に努めている。 ５ 

３ 不正リスク要因の把握および不正による重要な虚偽の表示を示唆す

る状況の把握に努めている。 

６ 

●「２」または「３」と回答された方は、「不正リスク要因」の把握や「不正による重要な

虚偽の表示を示唆する状況」の把握について、工夫されている点や対応策についてご記

入ください。（自由記入） 

回答結果 

・項目２の回答では、不正リスク要因を把握するために、グループ全体の視点から、下記

の対応をしている会社がある。 

 *リスクマネジメントシートを利用して半期ごとに管理（会社Ｎ）。 

 *リスク管理システムの運用状況の注視（会社Ｌ）。 

・項目２の回答では、不正リスク要因を把握するために、コミュニケーションの観点から、

下記の対応をしている会社がある。 

 *全取締役・執行役員及び主要部長と年１回面談し、各人の不満・不安の把握をする（会

社Ｈ）。 

 *子会社の中間管理職や担当者レベルの社員と忌憚のない意見交換を実施する（他の社

員や上司の勤務内容を話してくれることもある）（会社Ｇ）。 

・項目３の回答では、不正リスク要因（不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況も含

む）を把握するために、財務数値の観点から、下記の対応をしている会社がある。 

 *月次及び期末の計算書類等の定量・定性的分析（会社Ｆ）。 

 *３か月毎の経理部門との定例連絡会の中で、四半期報告書等をもとに、非合理的な数字

がないかについての確認（会社Ｅ）。 

 *監査役自ら開示書類のチェックの実施（会社Ｄインタビュー）。 

・項目３の回答では、下記の対応をしている会社がある。 

 *重要な会議への出席及び出席しない場合も事後報告を受けることで、経営上の課題や

リスクを把握するよう努めている（会社Ｋ）。 

・項目１の回答では、不正リスク要因（不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況も含

む。以下同じ。）を把握するために、下記の対応をしている会社がある。 

 *ＣＳＲ部門で実施している役員に対するリスクアンケートの結果をもとに役員が懸念

しているリスクを把握し、必要に応じて意見交換を実施する（会社Ｂインタビュー）。 
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 *従業員とのコミュニケーションを重視し、監査役監査時には毎回各部署の責任者と意

見交換を実施する（会社Ｂインタビュー）。 

 *従業員等とのコミュニケーションの際には性善説で対応しないよう心掛けるとともに

従業員に「いいことだけではなく悪いことを悪いといえる」マインドの醸成を心掛けて

いる（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・回答結果は、大半の会社が不正リスク要因の把握に努めているとの回答となっています。 

・取締役や執行役員のみならず、従業員からも率直な意見を入手できるような日常のコ

ミュニケーションが重要であり、コミュニケーションの方法の確立及びコミュニケー

ションの内容について工夫することが有用と考えられます。 

・財務数値の観点から不正リスク要因を把握するためには、会計監査人との連携の強化が、

有効かつ効果的な手段の一つとなると考えられます。 

問２－２ 内部通報制度の利用 

●不正の防止に向けて、内部通報制度をより実効性のあるものとする対応策として、貴社

で実施されているものに○印を記入して回答してください。複数回答可。 

 項目 回答結果 

１ 内部通報制度を従業員に周知徹底すること。会社内で、通報の制度に

ついての研修を行うこと。 

９ 

２ 通報先に、弁護士事務所等を追加すること。 １１ 

３ 通報先に、監査役等を追加すること。 ４ 

４ 通報者を公表しないこと等、通報者を保護する仕組みを徹底するこ

と。 

１１ 

５ 通報の仕方について、マニュアルを作成し、子会社や海外子会社の従

業員にも通報をしやすくすること。 

４ 

●不正の防止に向けて、内部通報制度を有効なものとするために考えられる具体的な対応

策があれば、以下にご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・匿名による通報を利用するなど、通報者に不利益が被らないように留意している（会社

Ｋ、会社Ｈ）。 

・相談しやすい環境を整備するために、日常的に様々な社員とのコミュニケーションを深

めることが有用である（会社Ｆ、会社Ａインタビュー、会社Ｊインタビュー）。 

・監査役の責任は、内部通報制度が有効に機能しているかを確認することにある（会社Ｂ

インタビュー）。 

・内部通報制度について、全社員に対して、その利用方法も含めてアナウンスしている（会

社Ｂインタビュー）。 

・役員に対する通報については監査役が対処する必要があるため、社内外窓口への通報は、

速やかに直接監査役へ報告するよう定めている（会社Ｋ）。 
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・海外子会社向けのマニュアルは作成できているが、海外での内部通報制度の説明会の実

施については今後の課題である（会社Ｎ）。 

コメント 

・回答結果は、大半の会社が「従業員への周知徹底」「通報窓口に弁護士事務所を追加する

こと」「通報者を保護する仕組みの徹底」を挙げています。 

・一方で内部通報制度は整備されているものの、制度の運用にあたり、「従業員への周知徹底」

や「通報者を保護する仕組みの徹底」が適切に運用されていないという会社もあります。 

・内部通報制度を実質的に機能させるためには、通報者が不利益を被らない制度となって

いることを従業員・社員に実感してもらう必要があり、そのためには日常からコミュニ

ケーションを深めておくことが重要であると考えられます。 

問２－３ 取締役会等とのコミュニケーション 

●不正の防止に向けて、取締役会等と不正リスクに特に焦点を当てたコミュニケーション

をされていますか。いずれかに○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 一般的な連携の中で対応しており、不正リスクに焦点を当てた特別

なコミュニケーションはしていない。 

１３ 

２ 不正リスクに焦点を当てたコミュニケーションを工夫している。 １ 

●「２」と回答された方は、不正リスクに焦点を当てたコミュニケーションについて、具

体的にどのような工夫をされているか、ご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・項目１と回答されている会社の中でも、取締役会（あるいは取締役）とのコミュニケー

ションにおいて次のような工夫をしている。 

 *定期的に代表取締役と監査役とのコミュニケーションを実施している（会社Ａインタ

ビュー、会社Ｂインタビュー）。 

 *定期的に代表取締役と監査役と内部監査部門とのコミュニケーションも実施している

（会社Ａインタビュー）。 

 *取締役毎に監査役会として一人ずつインタビューを実施し、各取締役が抱える課題や

懸念事項の聴取とともに改善に向けたディスカッションも実施している（会社Ｂインタ

ビュー）。 

 *年２回、監査役会と社外取締役（３名）とのディスカッションも実施している（会社Ｂ

インタビュー）。 

 *代表取締役と監査役とコミュニケーションには、内部監査部のメンバーも同席して、経

営陣との意思疎通を図りやすくしている（会社Ａインタビュー）。 

 *役員を対象に、不正事例等に詳しい社外の弁護士による研修も実施している（会社Ｋイ

ンタビュー）。 

 *定期的に開催される取締役や執行役員の会議にオブザーバーとして参加し、情報収集

に努めている（会社Ａインタビュー、会社Ｅインタビュー、会社Ｊインタビュー）。 
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 *リスク認識について、例えば会計上の見積り等で経営者と監査人で目線が異なると考

えられるため、注意が必要である（会社Ｇインタビュー）。 

・今後、ＫＡＭの導入も予定されており、不正リスクに焦点をあてた取締役会とのコミュ

ニケーションの機会は増えていくものと考えている（会社Ｇインタビュー）。 

コメント 

・回答結果は、大半の会社が不正リスクの把握については、一般的な連携の中で対応して

おり、不正リスクに焦点を当てた特別な連携はしていないとの回答となっています。 

・一方で、監査役と代表取締役、各取締役、社外取締役とでディスカッションを実施して

いる会社もあり、不正リスクに焦点をあてていなくとも、会社の課題や懸念事項を把握

することで、潜在的な不正リスクも把握しうると思われることから、取締役とのディス

カッションは有用と考えられます。 

問２－４ 会計監査人との連携 

●不正の防止に向けて、会計監査人と不正リスクに特に焦点を当てた連携をされています

か。いずれかに○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 一般的な連携の中で対応しており、不正リスクに焦点を当てた特別

な連携はしていない。 

１１ 

２ 不正リスクに焦点を当てた連携を工夫している。 ３ 

●「２」と回答された方は、不正リスクに焦点を当てた連携について、具体的にどのよう

な工夫をされているか、ご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・項目２の回答では、不正リスクに焦点を当てた連携の工夫として下記の対応をしている

会社がある。 

 *海外子会社の滞留債権、滞留在庫及び経費など、会社が考える重要論点に焦点を当てた

監査の依頼する（会社Ｍ）。 

 *特別な検討を必要とするリスクに対して、どのような点をリスクと考えているかにつ

いてのコミュニケーションを実施している（会社Ｋインタビュー） 

・項目１と回答をされている会社でも、会計監査人の連携において下記のように工夫され

ている会社がある。 

 *定期的な会計監査人とのディスカッションの機会を確保する（会社Ｂインタビュー、会

社Ｊインタビュー）。 

 *特に監査役として、監査責任者とのコミュニケーションが重要と考えている（会社Ａイ

ンタビュー）。 

 *実地棚卸立会も含め、会計監査人が実施する事業所や子会社往査へ同行する（会社Ａイ

ンタビュー、会社Ｊインタビュー）。 

・会計監査人とは何か不正等の問題が発生すれば、適時適切に連携が取れる関係にあると

考えている（会社Ａインタビュー、会社Ｊインタビュー）。 

22

－ 24 －



  

 

コメント 

・回答結果は、大半の会社が会計監査人との連携については、一般的な連携の中で対応し

ており、不正リスクに焦点を当てた特別な連携はしていないとの回答となっています。 

・会計監査人として監査役会と不正リスクのディスカッションをする場合には、監査重点

項目の説明だけでなく、より具体的な内容でどのような点がリスクと考えられるのか等、

会計監査人の知見及び考えを共有することが重要と考えられます。 

・監査役と会計監査人は、何か不正等の問題が発生すれば、適時適切に連携が取れるよう

に日常からコミュニケーションを築いておくことが重要と考えられます。 

 

★まとめ 

・多くの監査役が不正リスク要因の把握に努められている一方で、取締役（会）あるいは

会計監査人と不正リスクのみに焦点を当てた連携はしていないと回答されています。 

・一方、多くの監査役等は取締役（会）及び会計監査人との日常のコミュニケーションの

中でお互い信頼関係を築き、会社の課題や懸念事項等について率直な意見交換をするこ

とで、特に形式的に不正リスクに焦点をあてなくても、潜在的な不正リスクも把握でき

るため、一般的なコミュニケーションの中で対応可能であると考えられています。 

・監査役会と取締役（会）及び会計監査人とのディスカッションの実施にあたっては、有

効かつ効果的な双方向のコミュニケーションが実施できるように、コミュニケーション

の内容について工夫することも重要であると考えます。 

・例えば、監査役の観点から、ビジネスリスクや業務監査から得られた経験及び知見等に

ついて会計監査人に共有いただく機会を設けることや、会計監査人の観点から、不正リ

スク要因を把握するために、監査重点項目の単なる説明だけでなく、不正リスク要因の

分析手法や他社事例の知見の共有も含め、より具体的な内容でどのような点がリスクと

考えられるのか等、会計監査人の知見及び考えを共有することも考えられます。 

・このような良好な関係を日常から築いておくことにより、不正等の事案や問題が発生し

た場合でも、監査役と会計監査人、そして取締役（会）とも適時適切に良好な連携が図

られると考えられます。 
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３．会計不正防止のための内部監査部門との連携 

問３－１  

●貴社の内部監査部門の監査の対象について、以下に示す項目のうち、最も当てはまる項

目に、○印を入れて回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 業務監査、会計監査、経営監査全てを対象として監査している。 ４ 

２ 業務監査、会計監査を行うが、経営監査は行わない。 ６ 

３ 業務監査、経営監査を行うが、会計監査は行わない。 １ 

４ 会計監査、経営監査を行うが、業務監査は行わない。 ０ 

５ 業務監査を行うが、会計監査、経営監査は行わない。 ３ 

６ 会計監査を行うが、業務監査、経営監査は行わない。 ０ 

７ 経営監査を行うが、業務監査、会計監査は行わない。 ０ 

８ その他（                   ） ０ 

回答結果 

１．内部監査部門の監査対象について、インタビューした会社の状況は以下のとおり。 

項目１（業務監査、会計監査、経営監査全て対象）４社 

・業務監査、会計監査、経営監査の全てを内部監査室の業務範囲としている。内部監査室

のメンバーは３人（専任）である。内部監査室長は内部統制室の室長も兼ねており、内

部監査室メンバーがコンプライアンスも含め、関連する監査全般を取り仕切っている。

内部監査は２年間で全店舗往査できるように計画されており、監査結果に指摘事項がな

い店舗も増えてきている。店舗の内部監査は一人で実施、１日２店舗に往査するイメー

ジである個所を店舗の内部監査は一人で実施、１日１店舗の往査である（会社Ｊインタ

ビュー）。 

項目２（業務監査、会計監査を行うが、経営監査は行わない）６社 

・監査部は上半期と下半期の年２回、事業拠点の監査を実施しており、１回目は業務監査

中心で、２回目は業務監査と会計監査(内部統制含む)を実施しているため、監査部の実

施する監査手続数は業務監査の方が多く、その役割(責任)も大きくなっている（会社Ｂ

インタビュー）。 

・経営監査は行っていない。ガバナンス体制の監査は、特段していない（会社Ｇインタビュー）。 

・内部監査室の結果報告は経営会議に提出されるが、事前に社長、監査役へ報告されてお

り、部門にまたがる案件等は監査役が事前に内容を確認し改善提案をしている。 

経営会議・・・取締役、社長、 

内部監査・・・毎週１回  

監査連絡会・・・内部監査と監査役、月１回(内部監査とＪ－ＳＯＸ) （会社Ｅインタ

ビュー）。 
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項目３（業務監査、経営監査を行うが、会計監査は行わない）１社 

・経営監査室は内部統制監査も担当しており、経営監査室の監査では、法令遵守等の一般

的な業務監査だけでなく、業務プロセスに関する改善についても意見を伝えている。（会

社Ｋインタビュー） 

項目５（業務監査を行うが、会計監査、経営監査は行わない）３社 

・業務監査が基本、海外子会社は対象外（将来の課題)（会社Ｄインタビュー）。 

・業務監査のみを実施している（会社Ａ）。 

コメント  

・内部監査部門の監査対象としては、項目２「業務監査、会計監査を行うが、経営監査は

行わない。」とのアンケート結果が６社と一番多く、以下、項目１の「業務監査、会計監

査、経営監査全てを対象として監査している。」が４社、次に項目５「業務監査を行うが、

会計監査、経営監査を行わない。」が３社、最後に項目３「業務監査、経営監査を行うが、

会計監査は行わない。」が１社でした。 

・会計不正の要因は、経営者の姿勢や意識欠如、コーポレート部門の体制整備等に問題が

ある場合が多く、一般的に経営者に直属している内部監査部門は、自社のガバナンス体

制を考慮しながら監査対象が決められており各社様々です。 

・業務監査、会計監査のみでなく、意思決定プロセスや経営管理に関する監査（経営監査） 

も内部監査部門の監査対象としている会社もありました。  

 

アンケート結果及びインタビュー結果としては、会社の規模・事業内容等の違いはある 

ものの、以下のような取組等がなされています。          

① 14社全てが業務監査を対象としている。 

② 業務監査の監査手続が会計監査よりも多い。                    

③ 内部監査室がコンプライアンスも含め監査全般を取り仕切っている。 

④ 法令遵守等の一般的な業務監査だけでなく、業務プロセスに関する改善についても意 

見を伝えている。 

⑤ 業務監査が基本、海外子会社は対象外。 

・昨今の企業を取り巻く環境が大変複雑化しており、企業は様々な不確実性（リスク）に

さらされる機会が増大しているものと考えます。内部監査部門の経営監査と監査役監査

の業務監査の両者が連携できれば、監査役監査の実効性を高めることができるようにな

ると考えます。 
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問３－２ 

●会計不正防止に関して、監査役等と内部監査部門は、それぞれの監査に際し連携してい

ますか。いずれかに○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 両者は連携している。 ９ 

２ 特に連携していない。 ５ 

●「１」と回答された方は、会計不正防止に関して、監査役等と内部監査部門において、

連携の工夫をされている点や対応策についてご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

項目１の「両者は連携している。」という主なアンケート結果では①報告型②ヒアリング・

意見交換会・情報交換会型③内部監査部門に同行する連携型の３パターンに類型化する

ことができる。 

 

① 報告型 

・内部監査部門(経営監査室)が実施した、業務監査及び財務報告に関する内部統制監査の

実施状況について、四半期毎に報告を受けている（会社Ｋインタビュー）。 

・内部監査室とは直接連携して監査手続を実施していない。また、定例的な会議も実施し

ていないが、内部監査室が実施した監査結果について情報を入手している。「運営マニュ

アルに準拠していれば、その責任は会社にある」ことを従業員に伝えることで、不正防

止に向けた啓蒙を実施している（会社Ｊインタビュー）。 

② ヒアリング・意見交換会・情報交換会型 

・四半期に一度打ち合わせの場を持ち、その間の監査につきヒアリング・意見交換を行っ

ている(会社Ｈ)。 

・内部監査部門から部門長や経営陣が関係する可能性がある課題・問題点が提起される時

に、監査等委員は、別途関係者からのヒアリングなどにより実態を把握することに努め

る。会長と監査役 ２か月に１回、定例的にコミュニケーション、社長と監査役 定期

実施時期の定めはないが、結果的に月に２、３回、社外の監査等委員等を含めた社長と

の会議年２回実施している（監査計画時と春）（会社Ｅインタビュー）。 

・監査役・内部監査部門・会計監査人による定期的な情報交換の機会を設けている。定例

的なものとして年12回程度、監査計画や監査結果について情報共有・情報交換を行い、

互いに有効かつ効率的に監査が実施できるように努めている（会社Ｂインタビュー）。 

③ 内部監査部門に同行する連携型 

・内部監査部門に同行し、月次連絡会を開催している（会社Ｍ）。 

 

項目２の「両者は連携していない」と回答されている場合のコメントは以下のとおり。 

・会計不正を双方ともに認識しているが、特に焦点にはしていない。なお、内部監査部門

とは、往査先に対する監査項目の事前打合わせを行い、往査結果の報告を受けて意見交

換を行っている。内部監査部門はグループ全体を見る。経営的な視点からリスクテーマ
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を設けてほしいと感じているが、規程等と照らしたチェックにとどまっているところが

課題と感じている（会社Ｎインタビュー）。  

・監査手続の実施にあたり、内部監査部門と直接連携することはないが、会長・社長向け

の内部監査部門作成の報告資料(内部監査報告書)は毎月、回付されてくるため、状況把

握はできている。その他、「財務報告に係る内部統制委員会」（委員長はＣＦＯ）が設置

されており、年３～４回、部長クラス以上をメンバーとして委員会が開催され、状況把

握ができている(会社Ａインタビュー)。 

コメント 

・アンケート結果では、項目１に示すように、９社が、不正の防止に向けて、監査役が、

内部監査部門と会計不正防止に焦点を当てた連携（①報告型２社②ヒアリング・意見交

換会・情報交換会型４社③同行型１社④不明２社）をしているとの回答でした。また、

「連携していない」とのアンケート結果でありましたが、その内インタビューした２社

は、会計不正については双方とも認識しているものの、いずれも内部監査部門の報告は

受け入れており情報共有はされて提携しているものと考えます。何らかの形で、多くの

会社で定期的に情報交換が行われており、最低でも四半期に一回程度の頻度で情報交換

されているように考えます。 

・会計不正防止の観点では、内部監査部門の役割は不可欠であり、会社の規模・事業内容

などの違いにより違いはあるものの①から⑦のような取組がなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果及びインタビュー結果は、以上のとおりですが、次のような工夫や対応 

策は参考になります。 

＊不正防止に関する運営マニュアルを作成し、これに準拠していれば問題が発生したとし

ても従業員は救われる、との不正防止に向けた啓発を実施している。 

＊監査役が内部監査部門と、往査先に対する監査項目の事前打合わせを行い、往査結果の

報告を受けて意見交換を行っている。 

・監査役監査とのテーマの分担あるいは補完にもつながり、可能な限り一体感ある運用に

より積極的な情報交換となります。 

＊会長と監査役 ２か月に１回、定例的にコミュニケーション、社長と監査役 定期実施

時期の定めはないが、結果的に月に２、３回、社外の監査役を含めた社長との会議年２

① 四半期毎に内部統制監査の実施状況について報告を受けている。 

② 直接連携して監査手続を実施せず、定期的な会議も実施しないが、監査結果につい

て情報を入手している。 

③ 四半期毎に、ヒアリング・意見交換を実施している。 

④ 内部監査部門から部門長や経営陣が関係する可能性がある課題・問題点が提起され

た時に、監査等委員は、別途関係者とのヒアリング等により実態を把握する。 

⑤ 監査役・内部監査部門・会計監査人による定期的な情報交換の機会を設けている。 

⑥ 定例的なものとして年に12回程度、監査計画や監査結果の情報共有・情報交換を行

う。 

⑦ 内部監査に同行し、月次連絡会を開催している。 
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回実施している。 

・会計不正防止の観点からは、監査役と経営陣（会長及び社長等）との定期的な会合等を

もつことは何よりも経営者のリスク認識及び経営陣の姿勢も認識することができ、統制

環境に綻びがないかどうかの評価に役立つものであると考えます。 

・内部監査部門の監査が、規程等に照らしたチェックにとどまっているが、経営的な視点

から経営環境や業務プロセスに潜む目標達成のための阻害要因（リスク）を洗い出して

いくテーマの方に改善していってほしいというリスクアプローチを志向する方法への転

換を求める貴重な意見も頂きました。 

・日本監査役協会の監査役監査基準37条では、監査役に対して、内部監査部門と密接な連

携を保ち、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活

用することが規定されていますが、アンケート結果及びインタビュー結果からは、連携

が進んでいるように思われます。 

問３－３    

●監査役会等と会計監査人と内部監査部門の三者による連携の方法や内容に関して、以下

に示す項目のうち、最も当てはまる項目に、○印を入れて回答してください。 

 項目 回答結果 

１ それぞれの監査計画について意見交換を行うとともに監査の実施状

況についても必要の都度意見交換を行い、全体として効率性、実効性

の高い監査が実現するよう連携している。 

１１ 

 

２ 全体として、効率性、実効性の高い監査が実現するようそれぞれの監

査計画について意見交換を行っているが、監査の実施状況について

は、特に意見交換はしていない。 

― 

 

３ 定期的に意見交換をしているが、都度テーマを設定しており、特に監

査計画や実施状況に焦点を当てているわけではない。 

２ 

４ 意見交換の機会は、不定期で、都度テーマを決めている。   １ 

問３－４  

●監査役会等と会計監査人と内部監査部門の三者が一同に会する情報交換・コミュニケー

ションは実施されていますか。以下に示す項目のうち、最も当てはまる項目に、○印を

入れて回答してください。実施されている場合は、回数もご回答ください。 

 項目  回答結果 

１ 実施している。  ３ 

 実施している場合の、年間の回数は、いかがですか。  年２回  

年４回  

 年13回 

２ 今後、実施予定である。 ０ 

３ 実施していない。  １１ 
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問３－５  

●問３－４で「１」を選択した方にお聞きします。監査役会等と会計監査人と内部監査部

門の三者による会合の進め方に関して、以下に示す項目のうち、最も当てはまる項目に、

○印を入れて回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 監査役等が主体となって会合を進めている。 １ 

２ 内部監査部門が主体となって会合を進めている。 ０ 

３ 会計監査人に会合を進めてもらっている。 ２ 

４ 特に主体となる者を決めずにその都度協議しながら進めている。 ０ 

●監査役会等と会計監査人と内部監査部門の三者による連携について、連携で工夫されて

いる点や対応策についてご記入ください。（自由記入） 

回答結果（問３－３から問３－５） 

・三者連携については、その方法は異なるが、三者が一同に会する情報交換・コミュニケー

ションを実施している会社、その他、二者ずつが連携することで、三者間での情報共有

を図っている会社も多く見られる。 

 

問３－３の項目１回答11社の内８社は以下のとおり。 

＜三者が一同に会する情報交換・コミュ二ケーションを実施している会社＞ 

・四半期毎に会計監査人から報告を受ける中で、特に監査役は重点を社外の目線において

発信している(会社Ｆ)。 

・年初の計画段階で会計監査人と監査等委員の監査重点項目のすり合わせを行っている。

また、三者による定例情報交換会を毎月１回開催し相互の情報共有に努めている。(連絡

会の議題は会計監査人に任せており、必要とされる情報を提供している）。会計監査人は

必ずパートナー１名出席、監査役からは事業の状況の報告も実施している。監査等委員

メンバー全員と会計監査人で年２回の懇親会も実施している（会社Ｅインタビュー）。 

・往査を含めできる限り顔を合わせ、雑談を含め意見交換している。日常のコミュニケー

ションに加え、会計監査人との正式な(定例の)報告会が年３回(計画時、中間報告時、期

末報告時)あり、計画時と中間報告会時には、監査役だけではなく内部監査部門メンバー

も参加しているため、三者間でお互いに情報共有できている。特に、計画時のコミュニ

ケーションでは、会計監査人から具体的な年間スケジュールの提示があるため、監査役

の監査スケジュール立案に当たり、有効に活用できている。監査役は会計監査人が把握

している問題点や課題を適時に把握でき、監査役監査を有効かつ効率的に進めることが

できる(会社Ａインタビュー)。 

 

 

＜二者ずつが連携することで、三者間で情報共有を図っている会社＞  

・監査役と会計監査人、監査役と内部監査部門はそれぞれ定期的に意見交換を行っている。

但し、三者が一同に会した意見交換は行っていない。それぞれの監査目的は異なり、監
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査範囲や監査対象に差があるため、一同に会して連携する必要はないと考えている。た

だし、監査の実効性を高めるためには常勤監査役（監査役会）が中心になって、それぞ

れの情報共有を図れば良いと考える(会社Ｎインタビュー)。 

・監査役から会計監査人に対しては、今期の監査役監査の重点項目を説明している。また、

経営監査室は内部統制監査の計画や進捗状況等について会計監査人とやり取りしている

(会社Ｋインタビュー)。  

・会議室での打合わせに加え、半年に１回程度は懇親会を行い、円滑なコミュニケーショ

ンを図るよう心がけている（会計監査人とは原則割り勘）(会社Ｈ)。   

・四半期毎の報告はある。取締役会がある時に、１時間程度、取締役と経理担当者に対し

て監査の状況等について説明を行っている（会社Ｇインタビュー）。 

・３期前までは監査役会等と会計監査人と内部監査部門の三者による連携（情報共有の機

会の設置）をしていたが、あまりにも参加者が多くなり、実のある議論ができないため

三者が集まる会議はやめて①監査役⇔会計監査人(年10回)、②監査部⇔会計監査人(年

４回)、③監査役⇔監査部(年12回及び都度実施)のコミュニケーションを強化する方向

に変更し、全体として三様監査を取りまとめるような方法に変更している。各々監査計

画、監査実施時、その他必要に応じて、全体として実効性の高い監査が効果的に実施で

きるように留意している（会社Ｂインタビュー）。 

 

問３－３の項目３の回答２社のうち１社は以下のとおり。 

・会計監査人の監査計画説明及び監査結果報告時には、監査役(会)のほか、財務経理担当

取締役、内部監査部門メンバーも参加して一同に会することはあるが、三者間で特別な

連携(会議等)は実施しない（会社Ｊインタビュー）。 

 

問３－３の項目４の回答の１社は以下のとおり。 

・不定期（何かあれば実施）。規模が小さいので随時コミュニケーションは容易である（会

社Ｄインタビュー）。 

コメント（問３－３から問３－５） 

・三者間の連携について、「それぞれの監査計画について意見交換を行うとともに監査の実

施状況についても必要に応じて意見交換を行い、全体として効率性、実効性の高い監査

が実現するよう連携している。」とのアンケート結果が11社ありました。 

・三者が一同に会する情報交換・コミュニケーションを実施している会社が３社で、二者

ずつが連携することで、三者間での情報共有を図っているとの会社も見られます。一同

に会して連携することに越したことはありませんが、常勤監査役が中心となってむしろ

二者ずつが連携することによりそれぞれ情報共有を図り実効性の高い監査が効果的に実

施されている報告もされています。                         

・三者が一同に会する情報交換会等を実施している会社の内、監査役が主体になって会合 

を進めている会社が１社、会計監査人が主体となっている会社が２社となっています。 

最後に、三者が一同に会する情報交換・コミュニケーションのその回数は年３回（会社 

Ａ）、年４回（会社Ｆ）、年13回（会社Ｅ）です。 
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 アンケート結果及びインタビュー結果に示されている次のような工夫や対応策は参考に

なります。 

 

＊会計監査人の計画段階での監査リスクと監査等委員としての監査計画の監査重点項目の

すり合わせを行っている。 

＊監査役から会計監査人へ今期の監査役監査の重点項目の説明を行っている。また、グルー

プ監査に重点を置く経営監査室からは、内部統制監査の計画や進捗状況についてやり取

りする。 

・連携においては一般に、会計監査人から監査役への一方通行になっている傾向が見られ

ますが、前向きな取組みと考えます。 

＊日常のコミュニケーションに加え、会計監査人との正式な(定例の)報告会が年３回(計

画時、中間報告時、期末報告時)あり、計画時と中間報告会時には、監査役だけではなく

内部監査部門メンバーも参加しているため、三者間でお互いに情報共有できている。 

・内部監査部門メンバーが三者会議に参加することで、監査役や会計監査人が何を重要と

考えているかを知り、リスクや内部管理の状況や変化を把握できるようになり、それに

より内部監査に必要な情報が得られ、内部監査の実施に貢献し機能発揮にとって重要と

考えます。 

・内部監査部門・監査役会等・会計監査人がそれぞれの監査の実効性を高めるためには、

何よりもリスク把握が重要であり、それぞれの情報共有が有用という点では一致してい

るものと考えられます。三者が連携しリスクをシェアすることが重要と考えます。 

問３－６  

●問３－４で「１」を選択した方にお聞きします。監査役会等と会計監査人と内部監査部

門の三者による会合で、会計不正の防止策について、情報交換・コミュニケーションは

実施されていますか。いずれかに○印を記入して回答してください。 

 項目 回答結果 

１ 会計不正の防止策について、情報交換等を行っている。 １ 

２ 会計不正の防止策については、情報交換等を行ったことがない。 ２ 

回答結果＆コメント  

・会計不正の防止策について、情報交換等を行っている会社は、１社のみであった。 

問３－７ 

●監査役会等と会計監査人と内部監査部門による連携の強化に向けて、必要と考える事項

や、連携の在り方についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記入） 

回答結果 

・会計監査人が忙しく、決算（監査）報告、四半期レビューや会計監査人監査計画以外で

の連携を取るのが難しい（会社Ｉ）。 
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・事業年度の監査計画を作成する前に三者が意見交換して共通重点項目を決め、年度終了

後に結果について報告し意見を交換する（会社Ｇ）。 

・監査役及び内部監査部門は会計監査人に対して会社の実態を出来るだけオープンにす

る。逆に会計監査人は形式的・定量的な監査に偏らない（会社Ｆ）。 

・相互のコミュニケーションの機会・場所を出来るだけ多く設定することが、お互いの理

解を深めるためには、最も重要なことと考える（会社Ｅ）。 

・２回の会合は定例のもので、適宜情報交換をしている。現状の対応方法（コミュ二ケー

ション）で問題ないと考えている（会社Ａインタビュー）。   

コメント 

・事業年度の監査計画を作成する前に三者が意見交換して共通重点項目を決め、年度終了

後に結果について報告し意見を交換するというのは、コミュニケーションの機会が増え

大変重要と考えます。 

・連携が十分であるとの回答がある一方で、監査計画時以外で会計監査人の時間が取れな

いので十分な連携ができていない、また、もっとコミュ二ケーションの機会を確保すべ

きとの指摘も上がっています。会計監査人側の時間確保の努力が必要であります。 

・監査役及び内部監査部門は会計監査人に対して、オープンに情報を伝達すべきとの意見

もあります。 

・三者間の日程調整の点から一同に会する機会を設けやすい会社では、監査役、会計監査

人、内部監査部門との連携は十分であるとの意見もあります。 
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★まとめ 

・今回のアンケート結果及びインタビュー結果では、内部監査部門は、主として業務監査・

会計監査を監査対象とされている状況ですが、業務監査・会計監査のみでなく、意思決

定プロセスや経営管理に関する監査（経営監査）も内部監査部門の監査対象とされてい

る会社もありました。 

・監査役と内部監査部門の監査連携では、態様は様々でありますが、両者の連携は進んで

いるように思われます。また、監査役から内部監査部門に経営的な視点からのリスクの

洗い出しを求める貴重な意見も頂きました。 

・会計不正防止の観点では、内部監査部門の役割は不可欠であり、監査役と内部監査部門

との連携により効果的な取組がなされている会社もありました。監査役は、経営陣（会

長及び社長等）との定期的な会合等をもつことで、経営者のリスク認識及び姿勢を認識

し、内部監査部門と緊密な連携することにより、経営環境の理解に基づく内部監査の充

実を図ることができると考えます。また、内部監査部門の重要性を認識するだけでなく、

必要に応じて内部監査部門の充実について経営陣に改善を求めることも重要であると考

えます。 

・監査役会と会計監査人と内部監査部門による連携では、三者が一同に会する連携、また、

二者ずつが連携することで、監査計画及び監査結果について三者間での議論を深め情報

共有を図り実効性の高い監査が実施され、上場会社であれば概ね四半期に一度の頻度で

情報交換がされていることから、三者の連携は進んでいるものと思われます。 

・リスクアプローチによる監査のため、リスクの把握が極めて重要となっています。監査

役、内部監査部門及び会計監査人が、それぞれリスク情報を提供・共有し、意見交換す

ることが適切なリスク把握に繋がるものと考えます。経営環境や業務プロセスに潜む目

標達成のための阻害要因（リスク）を洗い出して改善していく三様監査の連携の深化が

必要であると考えます。 

・監査役と内部監査部門並びに会計監査人がそれぞれ担う監査の実効性を確保し、有効性

と効率性を高める観点からも、監査計画、監査方法及び監査結果について共有し、相互

の気づきについて随時意見交換や相互理解することは大変意義があるものと考えます。

会計不正防止のためには、監査役、内部監査部門及び会計監査人との間で双方向のコミュ

ニケーションを図り、一層、議論を深めていくことが不可決であると考えます。 
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４．監査役等と会計監査人との連携について 

その他、不正にかかわらず、監査役等と会計監査人との連携の強化に向けて、必要と考

えられる事項や、連携の在り方について、以下の問にお答えください。 

問４－１ 監査役等と会計監査人との連携について（１）計画時 

●監査役等と会計監査人との「監査計画時」の連携について、共同研究報告では、以下の

項目が基本的事項の例示として示されています。現状連携が不十分で、連携の強化が必

要と考えられる項目は、以下のうちいずれですか。該当するもの５つを選び、○印をご

記入ください。項目の網掛け部分が、共同研究報告の改正箇所です。 

 項目 回答結果 

１ 監査人による監査計画（四半期レビュー計画及び内部統制監査計画）  

 ・監査に関する監査人の責任 ０ 

 ・経営環境、事業内容や利用している情報技術（ＩＴ）等の変化が監

査計画に与える影響 

２ 

 ・監査上の重要課題 １ 

 ・特別な検討を必要とするリスク（識別し評価した重要な虚偽表示

リスクの中で、特別な監査上の検討が必要と監査人が判断したリ

スクをいう。）の状況とその対応 

５ 

 ・前期からの会計・監査上の検討事項及び内部統制上の重要な不備 ２ 

 ・新たな会計基準の適用についての情報  ６ 

 ・重要な会計方針（連結範囲を含む。）や会計処理に関する事項 １ 

 ・グループ監査（旧：連結財務諸表の監査）に関する事項 ４ 

 － 子会社等の構成単位の財務情報について実施する作業の種類の

概要  
０ 

 － 重要な構成単位の財務情報について構成単位の監査人が実施す

る作業に関して親会社の監査人が予定している関与の概要 
０ 

 － 親会社監査人から子会社監査人に対する指示の状況を含む、グ

ループ内の監査人間の情報共有の頻度や方法 
７ 

 ・往査先（事業所・子会社等）、往査時期及び日数、監査従事者数 １ 

 ・内部統制（グループを含む。）の評価の方法及び実施時期  ５ 

 ・重要な実証手続の内容及び実施時期 １ 

 ・監査スケジュール（特に期末監査期間）、監査時間の見積り及び監

査報酬額に関する事項 
５ 

２ 監査役等による監査方針及び監査計画  

 ・監査役等の監査体制  １ 

 ・企業集団としての監査体制（企業集団の構成会社のリスク評価並

びに内部統制の整備及び運用状況、企業集団内の情報共有などの

連携体制等） 

５ 

 ・監査役等監査の要点（監査方針、重点監査項目等）  １ 

 ・監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項（監査

役等は、その責任の範囲内において説明） 
０ 
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●「監査計画時」の連携において、連携の在り方についてご意見があればご記入ください。

（自由記入） 

回答結果 

・監査計画時の連携について、連携の強化が必要と回答があった項目は、以下のとおり。 

○特別な検討を必要とするリスクの状況とその対応 

 ○新たな会計基準の適用についての情報 

 ○親会社会計監査人から子会社会計監査人に対する指示の状況を含む、グループ内の会

計監査人間の情報共有の頻度や方法 

 ○内部統制（グループを含む）の評価の方法及び実施時期 

 ○監査スケジュール（特に期末監査期間）、監査時間の見積り及び監査報酬額に関する事

項 

 ○企業集団としての監査体制 

・監査計画時の連携の項目については、ほぼ意見交換ができていると考えている。ただし、

各項目毎にどこまでを深掘りすべきかは、議論があるところだと思われる。海外子会社

における監査法人は、すべて親会社と同一監査法人グループでモニターしてもらってい

る。また、親会社側と現地側との情報共有等の連携については、監査役監査の往査時に

現地監査法人を訪問して問題がないことを確認している。しかし、日本の会計監査人と

の連携（指示）がどこまでできているかが良く見えていないところがある。例えば、親

会社会計監査人による子会社監査への関与の程度や会計的な事以外についての報告が少

ないと感じている（会社Ｎインタビュー）。 

・グループ監査については、親会社会計監査人から子会社会計監査人にインストラクショ

ンが送付されており、子会社で発見された監査上の問題も報告されていると認識してい

る。従来は決算発表が連休後だったが、決算早期化により連休前に発表することになっ

てから、監査スケジュールがかなりタイトになったのではないかと思う。会社法の監査

報告はかなり大部の資料で説明してもらっており、監査役監査は業務監査（企業価値向

上の検討議論等）が中心であり、監査役からはあまり情報提供できていないのではない

かとの思いがある。一方で、会計監査人の再任・不再任の決定は４月に説明を受けて判

断しなければならず、そのためのコミュニケーションの時間が限られていると感じてい

る（会社Ｋインタビュー）。 

・会計監査人の監査計画の説明を受けるだけでなく、監査役監査計画の説明（共有）も実

施して、状況に応じて必要な情報交換をしている。監査役監査のポイント（重点項目）

は①財務数値のチェック、②新店の業績の予実比較、③ロス率の管理にある。今後、業

界の競争がますます激しくなっていくことが予想される中で、当社のコスト構造が課題

であり、現状で競合が少ないと考えられる分野のＭ＆Ａが増加していくことも想定され

ていることから、財務会計に関するトピックス事項については、会計監査人とタイムリー

に意見交換を実施することが重要となってくると考えている（会社Ｊインタビュー）。 

・減損等大きな事項についての報告が主体で、細部の項目も加えてほしい（会社Ｉ）。 

・計画時、監査役と会計監査人との役割分担に関する協議があっていいのではないか（会

社Ｇインタビュー）。 
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・監査法人の品質管理体制に関する情報を、計画段階で極力入手するように心掛けている

（会社Ｅ）。 

・自分（監査役）自身の会計監査人との連携・意思疎通につき、問題はない。但し、監査

役等が社内の問題点を発見しそれを会計監査人に報告するような場合、監査役等からの

伝え方、会計監査人の受け止め方次第で、会計監査人の監査計画に重大な影響を及ぼす

ような場合もあり得る。会計監査人が使用する会計・監査の用語や監査の規則の考え方

が「壁」になって、監査役等と会計監査人の意思疎通に齟齬が生じるリスクに関して、

連携を考えるうえで非常に懸念している。例えば、「特別な検討を要するリスク」「グルー

プ監査」「会計監査人の監査報酬の見積方法」等の内容に関して具体的イメージを持ちに

くいと考える（会社Ｄ）。 

・当社の場合、５つの〇をつけたが、現状、連携が不十分とは考えておらず、会計監査人

の監査計画作成までに、監査役より方針を述べ、それを加味した計画（案）の提出を受

け、内容を検討後、監査役意見も加味してもらっている。具体的には、会計監査人の監

査計画作成までに監査役としての監査計画や方針を伝えるとともに、その結果が反映さ

れているかどうかを毎年６月末ごろに事前に聴取し、必要に応じて監査計画の見直しを

依頼するなど、監査役会としての目的を達成できるよう働きかけている。そのため、７

月中旬には監査計画の説明と監査報酬（監査時間）の同意までスムーズにできている（財

務本部主導ではなく監査役主導が実現できている。）。業種や会社組織・風土に影響する

ものとは理解しているが、収益認識や経営者の無効化リスク等の推定されるリスク（特

別な検討を必要とするリスク）以外で考えられるリスクについても、もっとディスカッ

ションして、監査計画に織り込んでほしいと考えている（会社Ｂインタビュー）。 

コメント 

・監査役の監査計画において、会計監査人の監査計画で重要と考えている事項、例えば、

グループ監査計画について把握したいという回答が多くなっています。 

・会計監査人の監査計画立案時において、監査役等から会社の事業リスクや重点ポイント

を会計監査人に提供することが有用であるとの多くの意見がありました。会計監査人と

して監査役からの情報を反映させるためには、双方向かつ適時な意見交換の場の設定が

必要と考えられます。 

・監査役の監査計画（年間監査計画）と会計監査人の監査計画（リスクアプローチ）は守

備範囲が異なるため、両者の違いを認識したうえで連携を図ることが重要と考えられま

す。 

・監査計画の具体的内容は、監査報酬の同意に影響を与えるため、十分な時間をかけて納

得いくまで議論したいという意見がありました。計画説明会は数回に分けて、例えば、

前期の監査報告時点、監査計画案の作成時点、第１四半期のレビュー結果報告時点等、

数回に分けた双方向の協議が有効と考えられます。 
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問４－２ 監査役等と会計監査人との連携について（２）期末時 

●監査役等と会計監査人との「期末時」の連携について、共同研究報告では、以下の項目

が基本的事項の例示として示されています。現状連携が不十分で、連携の強化が必要と

考えられる項目は、以下のうちいずれですか。該当するもの５つを選び、○印をご記入

ください。項目の網掛け部分が、共同研究報告の改正箇所です。 

 項目 回答結果 

１ 監査人による監査（グループ監査を含む。）の実施状況（当初の監査

計画と相違する場合は、相違点と監査時間等に与える影響等を含む） 

６ 

２ 年度の監査計画（随時更新を含む。）で特定した特別な検討を必要と

するリスクの状況とその対応 

５ 

３ 監査人の会計・監査上の検討事項（審査の状況を含む。）及び内部統

制の開示すべき重要な不備（内部統制監査を実施している場合）又は

重要な不備の内容（改善状況を含む。） 

４ 

４ 監査人の状況及び品質管理体制 ４ 

５ 未修正の虚偽表示の内容とそれが個別に又は集計して監査人の監査

意見に与える影響 

３ 

６ 監査人が要請した経営者確認書の草案 ２ 

７ 監査人が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

載内容に修正が必要であるが、経営者が修正することに同意しない

事項 

 

８ 監査人の監査報告書の記載内容 

○監査意見 

○追記情報（協調事項又はその他の事項）に関する事項 

 

９ 会社法監査終了時点での財務報告に係る内部統制に関する監査人の

監査の状況 

３ 

１０ 有価証券報告書に関する事項  

１１ 内部統制監査報告書に関する事項 

○監査意見 

○追記事項（強調事項又はその他の事項）に関する事項 

３ 

１２ 監査役等の企業集団を含む監査の実施状況 ４ 

１３ 監査役等の監査報告書の記載事項 ２ 

１４ 監査役等の財務報告に係る内部統制の監視の状況 ２ 

●「期末時」の連携において、連携の在り方についてご意見があればご記入ください。（自

由記入） 

回答結果 

・期末時の連携について、連携の強化が必要と回答があった項目は、以下のとおり。 

○会計監査人による監査（グループ監査を含む）の実施状況 

○年度の監査計画（随時更新を含む）で特定した特別な検討を必要とするリスクの状況 
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とその対応 

・未修正の虚偽表示について会計監査人から報告を受けることはほとんどないが、重要性

の無いものであっても、次に同じような誤りが起こる可能性があり仕組みを変えておく

必要がある場合もあるので、できるだけ報告してほしい。会計監査人に対する監査役の

監査計画の説明は単体ベースであり、グループ監査に関するリスクを会計監査人に伝達

できていないのではないかとの思いがある（会社Ｋインタビュー）。 

・期末決算時の重点項目やトピックス項目（直近であれば資産除去債務の見直しやロス率

の検討結果）についての情報交換のほか、内部統制の整備状況（特に経理レベルや決算

体制）についての状況、評価を確認するようにしている（会社Ｊインタビュー）。 

・期末時、会計監査人と監査役で、従来は親睦会を年１回行っていた。現在は、経理部門

のみが会計監査人と親睦会を行っている。経理部門と会計士のコミュニケーションは

行っているが、監査役と会計監査人とのコミュニケーションをさらに行う必要があると

考えている。会計士にもっとコミュニケーション力をつける必要があると考える（会社

Ｇインタビュー）。 

・当社としては、特に、監査上の検討事項について、事前に情報提供を依頼のうえ、最終

報告の前に必要な協議を済ませられるように心掛けている（会社Ｅ）。 

・当社の場合、５つの〇をつけたが、現状、連携が不十分とは考えておらず、四半期レビュー

の都度、監査役より現状の会社が抱える課題について十分に伝えている。また、年度末

に向けては毎年２月に監査役より「監査上特に検討を必要とする財務リスク項目」を会

計監査人に伝え、期末監査にて必要な対応を実施してもらうよう促している（会社Ｂイ

ンタビュー）。 

コメント 

・アンケート結果からは、監査時間や、特別な検討を必要とするリスクについて、監査計

画時点からどのように変化したのかを知りたいという回答が多く見られました。会計監

査人としては、変化した点のみを伝達するのではなく、その原因や今後必要となるアク

ションについて丁寧に説明することが重要であると考えます。 

・監査上の検討事項について、結果のみを共有するのではなく、意見形成に至るプロセス

や細かな論点まで知りたいという回答が多くありました。未修正の虚偽表示の取り扱い

や内部統制上の取り扱いについて、丁寧に説明することが重要であると考えます。 

・会計監査上のテクニカルなトピックだけでなく、ビジネスや一般常識に関する知識もコ

ミュニケーションを円滑にするために必要なスキルであり、これらの能力の向上が会計

士に求められているという意見もありました。 
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問４－３ 監査役等と会計監査人との連携について（３）随時 

●監査役等と会計監査人との「随時」の連携について、共同研究報告では、以下の項目が

基本的事項の例示として示されています。以下の項目が生じている場合において、現状

連携が不十分で、連携の強化が必要と考えられる項目は、以下のうちいずれですか。該

当するもの５つを選び、○印をご記入ください。項目の網掛け部分が、共同研究報告の

改正箇所です。 

 項目 回答結果 

１ 監査人が監査の実施過程で発見した違法行為又はその疑いに関連す

る事項 
２ 

２ 監査人が会社に影響を与える不正を発見したか、疑いを抱いた事項

（不正リスク対応基準の「不正による重要な虚偽の表示の疑義」を

含む。） 

０ 

 ・経営者による不正、不正による財務諸表の重要な虚偽表示、又は

それらの疑い 
１ 

 ・内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は

不正の疑い 
２ 

 ・前二者以外の者による財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があ

る不正又は不正の疑い 
１ 

 ・監査を完了するために必要となる監査手続の種類、時期及び範囲 ０ 

 ・不正に関連するその他の事項（監査役等の責任に関連するもの） ０ 

３ 監査人が把握する会計上の変更及び誤謬の訂正に関する事項 ２ 

４ １から３までのほか、監査上の発見事項（軽微なものは除く。）  

 ・会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、企業の会

計実務の質的側面のうち重要なものについての見解 
３ 

 ・監査期間中に困難な状況に直面した場合、その状況 １ 

 ・監査の過程で発見し、経営者と協議したか経営者に伝達した重要

な事項 
５ 

 ・監査人が把握する関連当事者に関連する重要な事項 ２ 

 ・事業所・子会社への監査人の往査結果等（往査時等に子会社の監

査人から報告を受けた内容を含む。） 
５ 

５ 監査人の監査計画（グループ監査計画を含む。）の重要な修正に関す

る事項（実施済及び実施予定の監査で当初の監査計画と相違する場

合は、相違点と相違が監査時間等に与える影響等を含む。） 

３ 

６ 上記１から５への監査役等の対応 ０ 

７ 監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項（監査

役等は、その責任の範囲内において説明） 
０ 

 ・会社及び企業集団の経営環境の変化、業務執行方針・組織の変

更、その他監査の過程で把握した情報 
３ 

 ・監査役等が把握している不正、違法行為及びそれらの疑い ０ 

 ・監査役等が監査の過程で改善が必要と判断した事項 ２ 

 ・監査人からの照会に対する、取締役会での議論の内容や、代表取

締役などの経営トップと監査役等の意見交換の内容 
３ 
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 ・事業所・子会社への監査役・監査委員・監査等委員の往査結果等

（往査時等に子会社の監査人から報告を受けた内容を含む。） 
４ 

 ・監査役等が注視している、監査人が必要な監査情報を入手できる

監査環境の整備状況 
０ 

●「随時」の連携において、連携の在り方についてご意見があればご記入ください。（自由

記入） 

回答結果 

・随時の連携について、連携の強化が必要と回答があった項目は、以下のとおり。 

 ○監査の過程で発見し、経営者と協議したか経営者に伝達した重要な事項 

 ○事業所・子会社への会計監査人の往査結果等 

・問４は回答に苦慮しました。全ての項目について必要と考えられる（会社Ｍ）。 

・経営者ディスカッションについては、監査人と経営者がどのような意見交換をしたか、

項目だけでなく内容についても詳しく監査役に情報提供してほしい。会計監査人の監査

に影響を及ぼすと判断した事項について、監査役が会計監査人に具体的な内容について

聞く機会が無いように感じる。例えば世間で起こっている不正事例等について、自社の

弱みに照らしてどのような点に留意すればよいかなど、ディスカッションできる場が

あっても良いのではないか。今は、会計監査人から監査役に対して情報共有いただける

場は設定されているが、時間が限られており、一方通行で終わっているように感じてい

る。監査法人のローテーションが言われているが、事業に対する理解やリスクに対する

認識等を考えると、交代により品質のレベルはかなり落ちるのではないかと危惧してい

る（会社Ｋインタビュー）。 

・早期に情報のキャッチアップできるように、情報交換のために密にコミュニケーション

をもつことが重要と考える。昨今、監査役の責任が重くなってきており、社外監査役も

含めた各監査役の自覚も必要な状況である。自覚をもって監査役業務を前向きに取り組

んでいくためには、他社監査役との交流も重要と考えるが、監査役のスキルの向上のた

め、会計監査人との連携により、会計知識も高めていくことが必要と考えている（会社

Ｊインタビュー）。 

・随時の連携は今までできていない。今後の課題かと考える（会社Ｇインタビュー）。 

・内部統制の導入以降、長年の経緯の中で各業務の精度が高まっているにもかかわらず、

リスクフォーカスした監査の実施になっていない。ＣＳＲ推進本部主導でキーコント

ロールの絞り込みも考慮に入れながら検討し、内部統制評価の３点セットの抜本的な見

直しを進めているが、順調には進んでいない。会計監査人は内部統制の監査に約４割程

度の時間を要しているが、今やリスクが軽減されているところに時間を費やしすぎてい

ると感じている。一方で、ＩＴ化が大幅に進み従来の財務報告に係る内部統制では本来

のリスクとかけ離れてきているが、会計監査人は従前の管理・証跡を求める傾向にある

ように感じる。例えば、ＩＴ監査の高度化を推進していく中で、システム専門家（責任

者含む）の関与を増やすなど、監査時間も有効に使ってほしい。ＩＴ監査の推進とＩＴ

監査ポイントについての監査役の理解と会計監査人の今後の取り組み方向の理解が重要

であると考えている。この点については、会計監査人と相談しながら、抜本的に見直し
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を進めている。課題や懸念事項があれば、会社としても会計監査人に相談はしているも

のの、昨今、業況もいいことから、会計に関する課題は少なくなっており、会計監査人

としても監査報告の際には単なる指摘ではなく、前向きな改善に向けた提案（提言）に

まで踏み込んでもらいたいと常々考えている（会社Ｂインタビュー）。 

・会計監査人との連携は十分に実施できていると考えており、現状連携が不十分で、連携

の強化が必要と考えられる項目はない。日常から会計監査人とコミュニケーションをと

り、問題点や課題についてタイムリーに把握しておくことが重要である。そのコミュニ

ケーションは監査チームメンバーではなく、監査責任者と直接コミュニケーションをと

ることがポイントである。この対応は弊社ではできていると自負しているが、弊社と監

査法人の規模から対応できているものであり、通常、監査責任者がほとんど往査されな

い状況下において、大会社や４大監査法人・中規模監査法人では対応が困難と思われる

（会社Ａインタビュー）。 

コメント 

・監査役としては、会計監査人が経営者とどのようなディスカッションを行ったか共有し

てほしいとの回答がありました。 

・監査役のスキルアップのために会計監査人との連携が必要との回答もあり、当該ニーズ

を満たすためには、会計監査人からの一方的な情報提供ではなく、監査役と共同で勉強

会を開催するなど、双方向の連携が重要であると考えます。 

・内部統制監査について、制度の導入から10年以上経過し、開示すべき重要な不備等は増

加していない一方で、不正や不適切会計の事例は後を絶ちません。会計不正防止に関す

る連携において、監査役と会計監査人はより効果的な監査計画について議論する必要が

ありますが、それが監査計画として合意されて実際の監査現場に落とし込まれているか

という点では、課題が多いと思われます。 

・ＡＩやＩＯＴの活用により、監査をめぐる環境が激変していることは、監査役にとって

も同じであるため、監査役が企業のＩＴリスク等をどのように理解されているかを把握

するとともに、ＩＴを使った監査の最新動向についても、相互に情報共有する機会を持

つことが重要であると考えます。 
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★まとめ 

・アンケート結果では、監査役と会計監査人の連携について、連携の強化が必要と認識さ

れている項目は、以下のとおりでした。 

○特別な検討を必要とするリスク 

○グループ監査（往査計画、往査結果の共有を含む） 

○監査スケジュール（期中の修正、計画と実績の差異を含む） 

○経営者との協議 

 以下、それぞれの項目の課題解決の方向性について考察したいと思います。 

 

・特別な検討を必要とするリスクについて、従来は、会計監査人がリスクアプローチに基

づき考慮すべき特殊な位置づけがされていましたが、ＫＡＭの導入を契機として、監査

役の関心が高まり、会計監査人としても監査役の知見を取り入れながら、実態に即した

リスク認識を行う必要があることから、より一層の連携が重要であると考えます。 

・グループ監査に関して、Ｍ＆Ａや海外子会社の増加により、ノンコアビジネスや企業風

土や文化の異なる子会社における不正に対する関心が高まっています。会計監査人はグ

ローバルネットワークを通じて、子会社との情報連携を円滑に行うことができるため、

監査役からの期待が大きいと考えられます。監査役のニーズを理解し、会社が把握して

いるノウハウを活用しながら、監査資源を効率的に配分することが重要であると考えま

す。監査役としては海外子会社に駐在している日本人との人的ネットワークや当該子会

社を所管する事業部門のビジネスリスク等に関する知見を会計監査人と共有することに

より、相互連携することが重要であると考えます。 

・会計監査人による計画時、四半期、期末時における報告会は、スケジュールの設定や報

告様式等を考慮すると、その場において双方向の連携を行うことは難しいと考えておら

れる監査役が多いと思われます。監査役には、会社のビジネスリスクや豊富な業務経験

の裏付けられたノウハウが蓄積されていると思われます。両者の連携の観点からは、監

査役が事業経験や業務監査を通じて得られた知見等を、会計監査人に共有いただく場を

設定することが重要であると考えます。 

・アンケートの結果、会計監査人は経営者等との協議に際し、専門用語を多用するのでは

なく、幅広い教養や会社の属する業界に対する知識を持ち、経営者から有益な情報を引

き出せるようにスキルを磨いておくことが重要であるという意見がありました。また、

会計監査人は、経営者とのディスカッションの内容について監査役と共有し、意見を聴

取しておくことが重要であるとの意見もありました。 

・今回、連携の強化が必要と認識されていた項目は、共同研究報告の改正箇所と重なって

いました。その意味で、監査役が自社において相互連携が足りていないと感じておられ

る項目と社会的なニーズが一致しているということであり、今後共同研究報告を活用し

ながら両者の連携を高めていくことが改めて重要であると考えます。 

 

以 上 
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●共同研究報告と実務指針の改正点について 

１．監査役等と監査人との連携の時期（共同研究報告・実務指針） 

 共同研究報告と実務指針には、それぞれ、最後に「連携の時期及び情報・意見交換すべ

き基本的事項の例示（以下「監査役等と監査人との連携の時期」という）」が添付されて

います。今回、改正のねらいを受けて、共同研究報告と実務指針の８つの連携の時期のう

ち、１～６の連携の項目が改正されています。 

【図表】監査役等と監査人との連携の時期（共同研究報告・実務指針） 

 

改正前 改正後 

【図表４】に改

正点を紹介して

います。 

１ ○監査契約の新規締結時 ●監査契約の新規締結時  

２ ○監査契約の更新時 ●監査契約の更新時  

３ ○監査計画の策定時 ●監査計画の策定時 ★ 

４ ○四半期レビュー時 ●四半期レビュー時 ★ 

５ ○期末監査時 ●期末監査時 ★ 

６ ○随時 ●随時 ★ 

７ ○不正リスク対応基準に基づく対 

応 

●不正リスク対応基準に基づ

く対応 

 

８ ○会社法第397条第１項及び金商

法第193条の３その他法令等に

基づく対応 

●会社法第397条第１項及び金

商法第193条の３その他法令

等に基づく対応 

 

＊今回改正された部分は、上記の内、下線網掛け部分です。 

２．「監査計画の策定時」「四半期レビュー時」「期末監査時」「随時」の連携の

ポイント 

改正された「監査役等と監査人との連携の時期」のうち、「３．監査計画の策定時」、「４．

四半期レビュー時」、「５．期末監査時」と「６．随時」の連携のポイントを、次頁の【図

表】に示しています。 
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【図表】「監査計画の策定時」｢四半期レビュー時」｢期末監査時｣と｢随時｣

の連携（改正箇所は、下線網掛け部分です。） 

３ 監査計

画の策

定時 

① 監査人による監査計画（四半期レビュー計画及び内部統制監査計画を含

む。） 

〇監査に関する監査人の責任 

〇経営環境、事業内容や利用している情報技術（ＩＴ）等の変化が監査計画

に与える影響  

〇監査上の重要課題 

〇特別な検討を必要とするリスク（識別し評価した重要な虚偽表示リスクの

中で、特別な監査上の検討が必要と監査人が判断したリスクをいう。）の

状況とその対応（新 設） 

 

（実務指針Ｐ３４に、以下の記載が追加されています。） 

○ 監査人は、不正による重要な虚偽表示のリスク（不正リスク）を特別な検

討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。そして、不正リ

スクを識別・評価した場合、当該リスクを特別な検討を必要とするリスク

として取り扱うとともに、当該リスクに関連する内部統制・コントロール

（不正の防止、発見に有効なコントロール又はリスク軽減コントロール）

を識別し、その整備状況を理解することが求められている（監基報240「財

務諸表監査における不正」第26項、監基報315「企業及び企業環境の理解を

通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」第28項）。 

事業がグローバルかつ複雑化した今日、個社の監査において網羅的な監

査を行うことは現実的ではなく、リスク・アプローチによりリスクが識別

される領域を中心に監査を行う場合が多い。したがって、監査計画時はも

ちろんのこと、その後も適宜にリスクを識別するために監査人と情報交換・

意見交換を行うべきである。 

〇前期からの会計・監査上の検討事項及び内部統制上の重要な不備 

〇新たな会計基準の適用についての情報  

〇重要な会計方針（連結範囲を含む。）や会計処理に関する事項 

〇グループ監査（旧：連結財務諸表の監査）に関する事項 

－ 子会社等の構成単位の財務情報について実施する作業の種類の概要  

－ 重要な構成単位の財務情報について構成単位の監査人が実施する作業に

関して親会社の監査人が予定している関与の概要 

－ 親会社監査人から子会社監査人に対する指示の状況を含む、グループ内の

監査人間の情報共有の頻度や方法（新 設） 
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（実務指針Ｐ３６に、以下の記載が追加されています。） 

子会社がネットワークファーム以外の監査人を起用する場合は、親会社

監査人に子会社監査人の監査内容の評価の報告を求めるとともに、親会社

監査役等や親会社監査人が現地を訪問して面談し、子会社監査人若しくは

子会社監査人候補者の評価を行うことが望ましい。また、マネジメント・

レターを積極的に活用することで、課題等を共有し、リスクの把握を図る

ことも望ましい（「会計不正防止における監査役等監査の提言－三様監査

における連携の在り方を中心に－」(平成28年11月24日 日本監査役協会会

計委員会）21頁参照）。 

〇往査先（事業所・子会社等）、往査時期及び日数、監査従事者数 

〇内部統制（グループを含む。）の評価の方法及び実施時期  

〇重要な実証手続の内容及び実施時期 

〇監査スケジュール（特に期末監査期間）、監査時間の見積り及び監査報酬

額に関する事項  

（実務指針Ｐ３７に、以下の記載が追加されています。） 

なお、監査人が適切な期末監査期間を確保できるよう、四半期レビュー

時等、期中の段階から期末監査に向けた監査テーマをピックアップして準

備を進めることなども、監査の品質を確保するためには重要である。 

② 監査役等による監査方針及び監査計画 

〇監査役等の監査体制  

〇企業集団としての監査体制（企業集団の構成会社のリスク評価並びに内部

統制の整備及び運用状況、企業集団内の情報共有などの連携体制等）（新 

設） 

（実務指針Ｐ３８に、以下の記載が追加されています。） 

企業集団の監査に関しては、親会社監査役等は、企業集団において統制

環境が整備されているかを常に把握し、子会社の事業内容、規模、リスク

評価等に基づき有効な企業集団としての監査体制が整備されているのかを

確認し、親会社及び子会社それぞれの三様監査間の連携を含めた企業集団

監査の体制を構築すべきである（「会計不正防止における監査役等監査の

提言－三様監査における連携の在り方を中心に－」(平成28年11月24日 日

本監査役協会会計委員会）20頁参照）。 

〇監査役等監査の要点（監査方針、重点監査項目等）  

〇監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項（監査役等は、

その責任の範囲内において説明） 
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４ 四半期

レ

ビュー

時 

①  監査人による四半期レビュー（グループ四半期財務諸表のレビューを含

む。）の実施状況（当初の四半期レビュー計画と相違する場合は、相違点

と四半期レビューの時間数並びに年度の監査計画及び時間等に与える影

響等を含む。）（改訂） 

②  年度の監査計画（随時更新を含む。）で特定した特別な検討を必要とす

るリスクの状況と四半期レビュー計画に与える影響（新 設） 

③  必要に応じて、未修正の虚偽表示の内容とそれが個別に又は集計して監

査人の四半期財務諸表に対する結論に与える影響 

④  必要に応じて、監査人が要請した経営者確認書の草案（前期又は前四半

期からの変更箇所に限ることも考えられる。） 

⑤  監査人の会計・レビュー上の検討事項（審査の状況を含む。）及び内部

統制の重要な不備（改善状況を含む。） 

⑥ 監査人の四半期レビュー報告書の記載内容 

○ 四半期財務諸表に対する結論 

○ 追記情報（強調事項又はその他の事項）に関する事項 

例えば、継続企業の前提に関する事項、重要な後発事象 

⑦ 四半期報告書に関する事項 

⑧ 監査役等の企業集団を含む監査の実施状況 

（実務指針Ｐ４０に、以下の記載の「なお書き」が追加されています。） 

監査役等の監査の実施状況及び具体的事項について、監査人の監査の参

考となる情報を提供する。 

なお、親会社単体だけでなく、企業集団の観点から情報交換・意見交換

することが必要である。 

５ 期末監

査時 

特に、会社法監査においては、会計監査人の監査方法及び結果の相当性を

判断するに必要とされる十分な情報提供と説明・意見交換が必要となる。な

お、中間監査の場合、以下の基本的事項の例示を参考に適宜対応する。 

① 監査人による監査（グループ監査を含む。）の実施状況（当初の監査計画

と相違する場合は、相違点と監査時間等に与える影響等を含む。） 

② 年度の監査計画(随時更新を含む。)で特定した特別な検討を必要とするリ

スクの状況とその対応（新設） 
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（実務指針Ｐ４２に、以下の記載が追加されています。） 

期初の監査計画時に識別したリスクが期中にどのように変化したかを確

認するとともに、最終的な監査の結果について監査人から説明を受け、十

分な意見交換を行う。 

③ 監査人の会計・監査上の検討事項（審査の状況を含む。）及び内部統制の

開示すべき重要な不備（内部統制監査を実施している場合）又は重要な不

備の内容（改善状況を含む。） 

④ 監査人の状況及び品質管理体制（上記(1)①に挙げられている事項につい

ての変更点及び留意すべき点） 

⑤ 未修正の虚偽表示の内容とそれが個別に又は集計して監査人の監査意見

に与える影響 

⑥ 監査人が要請した経営者確認書の草案 

⑦ 監査人が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

容に修正が必要であるが、経営者が修正することに同意しない事項 

⑧ 監査人の監査報告書の記載内容 

○監査意見 

○追記情報（強調事項又はその他の事項）に関する事項 

例えば、継続企業の前提に関する事項、重要な後発事象 

⑨ 会社法監査終了時点での財務報告に係る内部統制に関する監査人の監査

の状況 

⑩ 有価証券報告書及び内部統制報告書に関する事項 

⑪ 内部統制監査報告書に関する事項 

○監査意見 

○追記情報（強調事項又はその他の事項）に関する事項 

⑫ 監査役等の企業集団を含む監査の実施状況 

⑬ 監査役等の監査報告書の記載内容 

⑭ 監査役等の財務報告に係る内部統制の監視の状況 

６ 随時 ① 監査人が監査の実施過程で発見した違法行為又はその疑いに関連する事

項 
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② 監査人が会社に影響を与える不正を発見したか、疑いを抱いた事項（不正

リスク対応基準の「不正による重要な虚偽の表示の疑義」を含む。） 

○ 経営者による不正、不正による財務諸表の重要な虚偽表示、又はそれら

の疑い 

○ 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正

の疑い 

○ 前二者以外の者による財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不

正又は不正の疑い 

○ 監査を完了するために必要となる監査手続の種類、時期及び範囲 

〇 不正に関連するその他の事項（監査役等の責任に関連するもの） 

③ 監査人が把握する会計上の変更及び誤謬の訂正に関する事項 

④ ①から③までのほか、監査上の発見事項（軽微なものは除く。） 

○ 会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、企業の会計実務

の質的側面のうち重要なものについての見解 

○ 監査期間中に困難な状況に直面した場合、その状況 

○ 監査の過程で発見し、経営者と協議したか経営者に伝達した重要な事項 

○ 監査人が把握する関連当事者に関連する重要な事項 

○ 事業所・子会社への監査人の往査結果等（往査時等に子会社の監査人か

ら報告を受けた内容を含む。）（新設） 

⑤ 監査人の監査計画（グループ監査計画を含む。）の重要な修正に関する事

項（実施済及び実施予定の監査で当初の監査計画と相違する場合は、相違

点と相違が監査時間等に与える影響等を含む。） 

⑥ 上記①から⑤への監査役等の対応 

⑦ 監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項（監査役等

は、その責任の範囲内において説明） 

○ 会社及び企業集団の経営環境の変化、業務執行方針・組織の変更、その

他監査の過程で把握した情報 

○ 監査役等が把握している不正、違法行為及びそれらの疑い 
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（実務指針Ｐ４７に、以下の記載が追加されています。） 

例えば、内部通報で得られた会計や内部統制等に影響のある情報に関し

て情報交換することなども有用である。 

○ 監査役等が監査の過程で改善が必要と判断した事項 

○ 監査人からの照会に対する、取締役会での議論の内容や、代表取締役な

どの経営トップと監査役等の意見交換の内容 

○ 事業所・子会社への監査役・監査委員・監査等委員の往査結果等（往査

時等に子会社の監査人から報告を受けた内容を含む。） 

○ 監査役等が注視している、監査人が必要な監査情報を入手できる監査環

境の整備状況 
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