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国際品質マネジメント基準（ISQM）と改正品質管理基準委員会報告書第１号

の比較表
注１：本表は、品質管理基準委員会報告書第１号等の改正をご理解頂く際に参考に資するために、便宜的に作成した参考資料であ

って、報告書の一部を構成するものではなく、また、正式な手続を経て取りまとめたものでもない旨ご留意ください。

注２：改正の対象となった品質管理基準委員会報告書第１号の要求事項及び適用指針（字句修正に係るものを除く。）に対応する

「International Standard on Quality Management 1 (Previously International Standard on Quality Control 1), 

Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or 

Related Services Engagements」(2020 年 12 月に IAASB より公表)を記載しています。

ISQM 1 と品質管理基準委員会報告書第１号の比較表

ISQM 1 品基報第 1号

Quality Management for Firms that Perform 
Audits or Reviews of Financial Statements, 
or Other Assurance or Related Services 
Engagements

監査事務所における品質管理

Introduction 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》
Scope of this ISQM 《１．本報告書の範囲》

1. This International Standard on Quality 
Management (ISQM) deals with a firm’s 
responsibilities to design, implement and 
operate a system of quality management for 
audits or reviews of financial statements, or 
other assurance or related services 
engagements. 

１．本報告書は、監査事務所における財務諸表監

査、中間監査及び四半期レビュー並びに内部統

制監査の品質管理に関する実務上の指針を提供

するものである。なお、中間監査及び四半期レ

ビューは財務諸表監査の一環として実施される

ものであり、また、内部統制監査は財務諸表監

査と一体として実施されるものであるため、こ

れらの業務の品質管理は、財務諸表監査の品質

管理の一環として実施する。ただし、それぞれ

の業務の目的に照らして財務諸表監査と取扱い

が異なる点は、関連する適用指針に記載してい

る。

また、本報告書は、日本公認会計士協会が公表

する報告書及び実務指針において、本報告書の

適用が求められている業務における監査事務所

の品質管理において適用される。

1-2JP．本報告書では、国際監査・保証基準審議

会 の公表する ISQM１において規定された、

「本報告書の範囲及び目的」、「要求事項」又

は「適用指針」には含まれていないが、日本公

認会計士協会が本報告書の起草に当たり追加し

た規定については、項番号に「JP」の文字を付

している。

一方、ISQM１において規定されているが、本報

告書において導入されていない規定について

は、「欠番」としている。

また、本報告書には、監査における不正リスク

対応基準（以下「不正リスク対応基準」とい

う。）に準拠して実施される監査業務を行う監

査事務所に遵守が求められる要求事項と関連す

る適用指針（項番号の冒頭に「F」が付されて

いる。）が含まれている。

不正リスク対応基準に準拠して実施される監査

業務を行っていない監査事務所においても、監

参考資料
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査事務所における方針又は手続を定める際に、

当該要求事項と関連する適用指針を参考にする

ことができる。

2. Engagement quality reviews form part of the 
firm’s system of quality management and:

２．審査は、監査事務所の品質管理システムの一

環であり、また、
(a) This ISQM deals with the firm’s 

responsibility to establish policies or 
procedures addressing engagements 
that are required to be subject to 
engagement quality reviews.

(1) 本報告書は、審査の対象とすることが要求

される業務に関する方針又は手続を整備する

監査事務所の責任を扱う。

(b) ISQM 21 deals with the appointment and 
eligibility of the engagement quality 
reviewer, and the performance and 
documentation of the engagement 
quality review.

1 ISQM 2, Engagement Quality Reviews

(2) 品質管理基準委員会報告書第２号「監査業

務に係る審査」は、審査担当者の選任と適格

性及び審査の実施と文書化を扱う。

3. Other pronouncements of the International 
Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB):

３．審査に関する指針は、品質管理基準委員会報

告書第２号に、個々の監査業務における品質管

理に関する指針は、監査基準委員会報告書 220

「監査業務における品質管理」にそれぞれ記載

されている。
(a) Are premised on the basis that the firm 

is subject to the ISQMs or to national 
requirements that are at least as 
demanding;2 and 

(b) Include requirements for engagement 
partners and other engagement team 
members regarding quality management 
at the engagement level. For example, 
ISA 220 (Revised) deals with the 
specific responsibilities of the auditor 
regarding quality management at the 
engagement level for an audit of 
financial statements and the related 
responsibilities of the engagement 
partner. (Ref: Para. A1)

2 See, for example, International Standard 
on Auditing (ISA) 220 (Revised), Quality 
Management for an Audit of Financial 
Statements (Revised), paragraph 3

4. This ISQM is to be read in conjunction with 
relevant ethical requirements. Law, regulation 
or relevant ethical requirements may establish 
responsibilities for the firm’s management of 
quality beyond those described in this ISQM. 
(Ref: Para. A2)

４．本報告書は、関連する職業倫理に関する規定

と併せて適用される。法令等又は関連する職業

倫理に関する規定は、本報告書に記載されてい

る責任を越えて、監査事務所の品質管理に関す

る責任を要求することがある。（A2 項参照）

5. This ISQM applies to all firms performing 
audits or reviews of financial statements, or 
other assurance or related services 
engagements (i.e., if the firm performs any of 
these engagements, this ISQM applies and 
the system of quality management that is 
established in accordance with the 
requirements of this ISQM enables the 

５．本報告書は、本報告書第１項に記載している

業務を行う全ての監査事務所に適用される（す

なわち、監査事務所がこれらの業務のいずれか

を実施する場合、本基準が適用され、また本基

準の要求事項に従って整備された品質管理シス

テムは、監査事務所によるこれらの業務の一貫

した実施を可能にする。）。
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consistent performance by the firm of all such 
engagements).

The Firm’s System of Quality Management 《２．監査事務所の品質管理システム》

6. A system of quality management operates in a 
continual and iterative manner and is 
responsive to changes in the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements. It also does not operate in a 
linear manner. However, for the purposes of 
this ISQM, a system of quality management 
addresses the following eight components: 
(Ref: Para. A3) 

６．品質管理システムは、継続的かつ反復的に運

用され、監査事務所の性質及び状況並びに監査

事務所が実施する業務の内容及び状況の変化に

対応して運用されるべきものであり、一方向で

直線的に運用されるものではない。

本報告書の目的においては、品質管理システム

は、以下の９項目の構成要素を対象としてい

る。（A3項参照）
(a) The firm’s risk assessment process; (1) 監査事務所のリスク評価プロセス
(b) Governance and leadership; (2) ガバナンス及びリーダーシップ
(c) Relevant ethical requirements; (3) 職業倫理及び独立性
(d) Acceptance and continuance of client 

relationships and specific engagements;
(4) 監査契約の新規の締結及び更新

(e) Engagement performance; (5) 業務の実施
(f) Resources; (6) 監査事務所の業務運営に関する資源
(g) Information and communication; and (7) 情報と伝達
(h) The monitoring and remediation 

process.
(8) 品質管理システムのモニタリング及び改善

プロセス

(9) 監査事務所間の引継

7. This ISQM requires the firm to apply a risk-
based approach in designing, implementing 
and operating the components of the system 
of quality management in an interconnected 
and coordinated manner such that the firm 
proactively manages the quality of 
engagements performed by the firm. (Ref: 
Para. A4)

７．本報告書は、品質管理システムの構成要素が

相互に連携することにより、監査事務所が主体

的に業務の品質を管理できるよう、各構成要素

を整備及び運用するために、リスク・アプロー

チを適用することを監査事務所に要求する。

（A4 項参照）

8. The risk-based approach is embedded in the 
requirements of this ISQM through:

８．リスク・アプローチは、以下により本報告書

の要求事項に組み込まれている。
(a) Establishing quality objectives. The 

quality objectives established by the firm 
consist of objectives in relation to the 
components of the system of quality 
management that are to be achieved by 
the firm. The firm is required to establish 
the quality objectives specified by this 
ISQM and any additional quality 
objectives considered necessary by the 
firm to achieve the objectives of the 
system of quality management.

(1) 品質目標の設定

監査事務所が設定する品質目標は、監査事務

所が達成すべき品質管理システムの構成要素

に関連する目標である。監査事務所は、本報

告書が規定する品質目標の他、品質管理シス

テムの目的を達成するために監査事務所が必

要と定めた品質目標を設定することが要求さ

れる。

(b) Identifying and assessing risks to the 
achievement of the quality objectives 
(referred to in this standard as quality 
risks). The firm is required to identify and 
assess quality risks to provide a basis 
for the design and implementation of 
responses.

(2) 品質目標の達成を阻害し得るリスクの識別

と評価（本報告書では品質リスクと記載して

いる。）

監査事務所は、対応をデザインし適用するた

めに、品質リスクを識別し評価することが要

求される。

(c) Designing and implementing responses 
to address the quality risks. The nature, 
timing and extent of the firm’s responses 
to address the quality risks are based on
and are responsive to the reasons for 

(3) 品質リスクに対処するための対応のデザイ

ンと適用

監査事務所の品質リスクへの対応の内容、時

期及び範囲は、品質リスクに対する評価の根
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the assessments given to the quality 
risks.

拠に基づいて決定されるものである。

9. This ISQM requires that, at least annually, the 
individual(s) assigned ultimate responsibility 
and accountability for the system of quality 
management, on behalf of the firm, evaluates 
the system of quality management and 
concludes whether the system of quality 
management provides the firm with 
reasonable assurance that the objectives of 
the system, stated in paragraph 14(a) and (b), 
are being achieved. (Ref: Para. A5)

９．本報告書は、品質管理システムに関する 高

責任者が、少なくとも年に一度、品質管理シス

テムを評価し、品質管理システムが第 14項(1)

及び(2)に規定されている当該システムの目的

を達成しているという合理的な保証を監査事務

所に提供しているかどうかを結論付けることを

要求する。（A5項参照）

F9-2JP．監査事務所は、不正リスクに留意して品

質管理に関する適切な方針及び手続を定めなけ

ればならない。

Scalability 《(1) 適用の柔軟性》

10. In applying a risk-based approach, the firm is 
required to take into account: 

10．リスク・アプローチを適用する際には、監査

事務所は以下を考慮することが要求される。
(a) The nature and circumstances of the 

firm; and 
(1) 監査事務所の性質及び状況

(b) The nature and circumstances of the 
engagements performed by the firm. 

(2) 監査事務所が実施する業務の内容及び状況

Accordingly, the design of the firm’s system of 
quality management, in particular the 
complexity and formality of the system, will 
vary. For example, a firm that performs 
different types of engagements for a wide 
variety of entities, including audits of financial 
statements of listed entities, will likely need to 
have a more complex and formalized system 
of quality management and supporting 
documentation, than a firm that performs only 
reviews of financial statements or compilation 
engagements.

各監査事務所の品質管理システムの設計は、特

にその複雑性や組織化の点において多様なもの

となる。例えば上場企業の財務諸表監査を含

む、多種多様な企業に対して様々な業務を実施

する監査事務所は、財務諸表のレビューや調製

業務のみを実施する監査事務所に比べ、より複

雑で組織化された品質管理システムとそれを支

える文書化が必要となる。

Networks and Service Providers 《(2) ネットワークとサービス・プロバイダー》

11. This ISQM addresses the firm’s 
responsibilities when the firm: 

11．本報告書は、以下の場合の監査事務所の責任

を扱う。
(a) Belongs to a network, and the firm 

complies with network requirements or 
uses network services in the system of 
quality management or in the 
performance of engagements; or 

(1) 監査事務所がネットワークに属し、ネット

ワークの要求事項を遵守する場合又は品質管

理システムや業務の実施において、ネットワ

ーク・サービスを利用する場合

(b) Uses resources from a service provider 
in the system of quality management or 
in the performance of engagements. 

(2) 監査事務所が、品質管理システムや業務の

実施において、サービス・プロバイダーの資

源を利用する場合
Even when the firm complies with network 
requirements or uses network services or 
resources from a service provider, the firm is
responsible for its system of quality 
management.

監査事務所がネットワークの要求事項を遵守す

る場合又はネットワーク・サービスやサービ

ス・プロバイダーからの資源を利用する場合で

あっても、監査事務所は自らの品質管理システ

ムについて責任を負う。
Authority of this ISQM 《３．本報告書の規範性》

12. Paragraph 14 contains the objective of the 
firm in following this ISQM. This ISQM 
contains: (Ref: Para. A6)  

12．第 14項には、本報告書に従った監査事務所

の目的を記載している。本報告書には以下が含

まれる。（A6 項参照）
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(a) Requirements designed to enable the 
firm to meet the objective in paragraph 
14; (Ref: Para. A7)

(1) 監査事務所が第 14項の目的を達成できるよ

うに定められた要求事項（A7 項参照）

(b) Related guidance in the form of 
application and other explanatory 
material; (Ref: Para. A8)

(2) 関連する指針を記載した適用指針（A8 項参

照）

(c) Introductory material that provides 
context relevant to a proper 
understanding of this ISQM; and 

(3) 本報告書を適切に理解するための背景説明

等

(d) Definitions. (Ref: Para. A9) (4) 定義（A9 項参照）

Effective Date 《４．適用時期》

13. Systems of quality management in 
compliance with this ISQM are required to be 
designed and implemented by December 15, 
2022, and the evaluation of the system of 
quality management required by paragraphs 
53–54 of this ISQM is required to be 
performed within one year following 
December 15, 2022.

13．本報告書の適用時期は以下のとおりである。

（省 略）

・本報告書（2022 年６月 16 日）は、2023 年７

月１日以後開始する事業年度に係る財務諸表

の監査及び同日以後開始する中間会計期間に

係る中間財務諸表の中間監査から適用する。

なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外

の監査事務所においては、2024 年７月１日以

後に開始する事業年度に係る財務諸表の監査

及び同日以後開始する中間会計期間に係る中

間財務諸表の中間監査から適用する。本報告

書中、品質管理システムの評価については、

本報告書の適用以後に開始する監査事務所の

会計年度の末日から適用することができる。

ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監

査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中

間監査から適用することを妨げない。なおそ

の場合、品質管理基準委員会報告書第２号

（2022 年６月 16 日）及び監査基準委員会報

告書 220（2022 年６月 16 日）と同時に適用す

る。

Objective 《５．目的》

14. The objective of the firm is to design, 
implement and operate a system of quality 
management for audits or reviews of financial 
statements, or other assurance or related 
services engagements performed by the firm, 
that provides the firm with reasonable 
assurance that: 

14．本報告書における監査事務所の目的は、監査

事務所が実施する本報告書の適用対象業務に関

し、以下の合理的な保証を提供するために、監

査事務所が品質管理システムを整備し運用する

ことである。

(a) The firm and its personnel fulfill their 
responsibilities in accordance with 
professional standards and applicable 
legal and regulatory requirements, and 
conduct engagements in accordance 
with such standards and requirements; 
and

(1) 監査事務所及び専門要員が、職業的専門家

としての基準及び適用される法令等に従って

自らの責任を果たすとともに、当該基準及び

法令等に従って監査業務を実施すること。

(b) Engagement reports issued by the firm 
or engagement partners are appropriate 
in the circumstances.

(2) 監査事務所又は監査責任者が状況に応じた

適切な監査報告書を発行すること。

15. The public interest is served by the consistent 
performance of quality engagements. The 
design, implementation and operation of the 
system of quality management enables the 

15．公共の利益は、より質の高い監査を一貫して

実施することにより実現される。監査事務所が

品質管理システムを整備し運用することで、第

14 項(1)及び(2)に記載されている品質管理シス
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consistent performance of quality 
engagements by providing the firm with 
reasonable assurance that the objectives of 
the system of quality management, stated in 
paragraph 14(a) and (b), are achieved. Quality 
engagements are achieved through planning 
and performing engagements and reporting 
on them in accordance with professional 
standards and applicable legal and regulatory 
requirements. Achieving the objectives of 
those standards and complying with the 
requirements of applicable law or regulation 
involves exercising professional judgment 
and, when applicable to the type of 
engagement, exercising professional 
skepticism.

テムの目的の達成についての合理的な保証を確

保し、より質の高い監査を一貫して実施するこ

とが可能となる。より質の高い監査は、職業的

専門家としての基準及び適用される法令等に従

って、業務を計画し実施し、報告することによ

って達成される。職業的専門家としての基準の

目的を達成し、適用される法令等における要求

事項を遵守するためには、職業的専門家として

の判断を行使し、業務の種類に応じて職業的専

門家としての懐疑心を保持及び発揮することが

必要である。

Definitions 《６．定義》

16. For purposes of this ISQM, the following terms 
have the meanings attributed below:

16．本報告書における用語の定義は、以下のとお

りとする。
(a) Deficiency in the firm’s system of quality 

management (referred to as “deficiency” 
in this ISQM) – This exists when: (Ref: 
Para. A10, A159–A160)

(1) 「監査事務所の品質管理システムの不備

（本報告書において「不備」と表記す

る。）」－不備は、以下のいずれかの場合に

存在する。（A10 項、A159 項及び A160 項参

照）
(i) A quality objective required to 

achieve the objective of the system 
of quality management is not 
established;

① 品質管理システムの目的を達成するため

に必要な品質目標が設定されていない場合

(ii) A quality risk, or combination of 
quality risks, is not identified or 
properly assessed; (Ref: Para. 
A11)

② 品質リスク又は品質リスクの組合せが、

識別されていない又は適切に評価されてい

ない場合（A11 項参照）

(iii) A response, or combination of 
responses, does not reduce to an 
acceptably low level the likelihood 
of a related quality risk occurring 
because the response(s) is not 
properly designed, implemented or 
operating effectively; or

③ 対応又は対応の組合せが、適切に整備又

は有効に運用されていないことにより、関

連する品質リスクの発生可能性が許容可能

な水準まで低減されていない場合

(b) Engagement documentation – The 
record of work performed, results 
obtained, and conclusions the 
practitioner reached (terms such as 
“working papers” or “work papers” are 
sometimes used).

(2) 「監査調書」－実施した監査手続、入手し

た監査証拠及び監査人が到達した結論の記録

をいう。

(c) Engagement partner3 – The partner or 
other individual, appointed by the firm, 
who is responsible for the engagement 
and its performance, and for the report 
that is issued on behalf of the firm, and 
who, where required, has the 
appropriate authority from a 
professional, legal or regulatory body.

(3) 「監査責任者」－監査事務所に選任され

た、監査業務の実施の責任者、すなわち、専

門要員のうち、監査業務とその実施及び発行

する監査報告書に対する責任を負う社員等を

いう。

(d) Engagement quality review – An 
objective evaluation of the significant 
judgments made by the engagement 
team and the conclusions reached 

(4) 「審査」－審査担当者によって監査報告書

日又はそれ以前に実施される、監査チームが

行った重要な判断及び到達した結論について
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thereon, performed by the engagement 
quality reviewer and completed on or 
before the date of the engagement 
report.

の客観的評価をいう。

(e) Engagement quality reviewer – A 
partner, other individual in the firm, or an 
external individual, appointed by the firm 
to perform the engagement quality 
review.

(5) 「審査担当者」－審査を実施するために監

査事務所が選任した社員等、監査事務所内の

他の者又は外部の者をいう。

(f) Engagement team – All partners and 
staff performing the engagement, and 
any other individuals who perform 
procedures on the engagement, 
excluding an external expert4 and 
internal auditors who provide direct 
assistance on an engagement. (Ref: 
Para. A13)

(6) 「監査チーム」－個々の監査業務を実施す

る全ての社員等及び専門職員、並びに当該業

務において監査手続を実施する他の全ての者

から構成される。監査人の利用する外部の専

門家（監査基準委員会報告書 620「専門家の

業務の利用」第６項）は含まない。（A13 項

参照）

(g) External inspections – Inspections or 
investigations, undertaken by an 
external oversight authority, related to 
the firm’s system of quality management 
or engagements performed by the firm. 
(Ref: Para. A14)

(7) 「外部の検証」－監査事務所の品質管理シ

ステム又は監査事務所が実施した監査業務に

関連して、外部の監督当局等によって実施さ

れる検証又は調査をいう。これには、公認会

計士・監査審査会による検査及び日本公認会

計士協会による品質管理レビューが含まれ

る。（A14 項参照）
(h) Findings (in relation to a system of 

quality management) – Information 
about the design, implementation and 
operation of the system of quality 
management that has been 
accumulated from the performance of 
monitoring activities, external 
inspections and other relevant sources, 
which indicates that one or more 
deficiencies may exist. (Ref: Para. A15–
A17)

(8) 「発見事項（品質管理システムに関す

る）」－モニタリング活動の実施、外部の検

証及びその他の関連する情報源から蓄積され

た、品質管理システムの整備及び運用に関す

る情報のうち、一つ又は複数の不備が存在す

る可能性を示すものをいう。（A15 項から A17

項参照）

(i) Firm – A sole practitioner, partnership or 
corporation or other entity of 
professional accountants, or public 
sector equivalent. (Ref: Para. A18)

(9) 「監査事務所」－公認会計士法に基づき登

録された個人事務所又は監査法人をいう。

（A26 項参照）

(j) Listed entity – An entity whose shares, 
stock or debt are quoted or listed on a 
recognized stock exchange, or are 
marketed under the regulations of a 
recognized stock exchange or other 
equivalent body.

(10JP) 「大会社等」－

ア．全ての上場会社等

イ．法令により、監査を実施するに当たり、上

場会社等と同じ独立性の要件が求められる事業

体

ウ．独立性に関する指針第１部第 26 項により

追加的に大会社等と同様に扱うこととした事業

体

上記ア及びイについて、我が国においては、公

認会計士法上の大会社等がこれらの要件を満た
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している。
(k) Network firm – A firm or entity that 

belongs to the firm’s network.
(11) 「ネットワーク・ファーム」－ネットワー

クに所属する監査事務所又は事業体をいう。
(l) Network – A larger structure: (Ref: Para. 

A19)
(12) 「ネットワーク」－監査事務所よりも大き

な組織体であって、所属する事業体の相互の

協力を目的としており、かつ以下のいずれか

を備えている組織体をいう。（A19 項参照）
(i) That is aimed at cooperation; and ア．利益の分配又は費用の分担を目的にして

いること。
(ii) That is clearly aimed at profit or 

cost-sharing or shares common 
ownership, control or 
management, common quality 
management policies or 
procedures, common business 
strategy, the use of a common 
brand name, or a significant part of 
professional resources.

イ．共通の組織により所有、支配及び経営さ

れていること。

ウ．品質管理の方針又は手続を共有している

こと。

エ．事業戦略を共有していること。

オ．ブランド名を共有していること。

カ．業務運営に関する資源の重要な部分を共

有していること。
(m) Partner – Any individual with authority to 

bind the firm with respect to the 
performance of a professional services 
engagement.

(13) 「社員等」－監査事務所において、専門業

務の業務執行権を有する全ての個人をいう。

したがって、監査法人の場合は監査法人の社

員をいい、個人事務所及び共同事務所の場合

は業務執行責任者として業務を行っている者

をいう。
(n) Personnel – Partners and staff in the 

firm. (Ref: Para. A20–A21)
(14) 「専門要員」－監査事務所に所属する社員

等及び専門職員全体をいう。（A20 項及び A21

項参照）
(o) Professional judgment – The application 

of relevant training, knowledge and 
experience, within the context of 
professional standards, in making 
informed decisions about the courses of 
action that are appropriate in the design, 
implementation and operation of the 
firm’s system of quality management.

(15) 「職業的専門家としての判断」－監査事務

所の品質管理システムの整備及び運用におけ

る適切な行動について十分な情報を得た上で

判断を行う際に、職業的専門家としての基準

に照らして、関連する研修、知識及び経験を

適用することをいう。

(p) Professional standards – IAASB 
Engagement Standards, as defined in 
the IAASB’s Preface to the International 
Quality Management, Auditing, Review, 
Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements, and relevant ethical 
requirements.

(16) 「職業的専門家としての基準及び適用され

る法令等」－専門業務を実施するに当たって

遵守しなければならない基準及び適用される

法令等をいう。監査基準・不正リスク対応基

準（法令により準拠が求められている場

合）・監査基準委員会報告書・監査に関する

品質管理基準・品質管理基準委員会報告書、

公認会計士法・同施行令・同施行規則、金融

商品取引法、会社法、日本公認会計士協会が

公表する会則・倫理規則・報告書・実務指

針・通達その他から構成される。
(q) Quality objectives – The desired 

outcomes in relation to the components 
of the system of quality management to 
be achieved by the firm.

(17) 「品質目標」－品質管理システムの構成要

素について監査事務所が達成すべき成果

(r) Quality risk – A risk that has a 
reasonable possibility of: 

(18) 「品質リスク」－

(i) Occurring; and ①発生可能性及び
(ii) Individually, or in combination with ②個別に又は他のリスクと組み合わせて、一
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other risks, adversely affecting the 
achievement of one or more 
quality objectives.

つ又は複数の品質目標の達成を阻害する可

能性の双方が合理的に存在するリスク

(s) Reasonable assurance – In the context 
of the ISQMs, a high, but not absolute, 
level of assurance.

(19) 「合理的な保証」－本報告書において、絶

対的ではないが、高い水準の保証をいう。

(t) Relevant ethical requirements –
Principles of professional ethics and 
ethical requirements that are applicable 
to professional accountants when 
undertaking engagements that are 
audits or reviews of financial statements 
or other assurance or related services 
engagements. Relevant ethical 
requirements ordinarily comprise the 
provisions of the IESBA Code related to 
audits or reviews of financial statements, 
or other assurance or related services 
engagements, together with national 
requirements that are more restrictive. 
(Ref: Para. A22–A24, A62)

(20) 「我が国における職業倫理に関する規定」

－監査事務所並びに監査チーム及び審査担当

者が従うべき職業倫理に関する規定をいい、

公認会計士法・同施行令・同施行規則、日本

公認会計士協会が公表する会則、倫理規則及

びその他の倫理に関する規定から構成され

る。なお、「職業倫理に関する規定」と表記

することもある。

(u) Response (in relation to a system of 
quality management) – Policies or 
procedures designed and implemented 
by the firm to address one or more 
quality risk(s): (Ref: Para. A25–A27, 
A50)

(21) 「（品質管理システムに関連する）対応」

－品質リスクに対処するために監査事務所が

デザイン及び適用している方針又は手続（A25

項から A27 項及び A50 項参照）

(i) Policies are statements of what 
should, or should not, be done to 
address a quality risk(s). Such 
statements may be documented, 
explicitly stated in communications 
or implied through actions and 
decisions.

① 方針とは、品質リスクに対処するため

に、すべきこと、又はすべきでないことを

示すものをいい、文書化されていることも

あれば、伝達の中で明示的に述べられてい

ることもあり、行為や意思決定を通じて黙

示的に示されていることもある。

(ii) Procedures are actions to 
implement policies.

② 手続とは、方針を実行するための行為を

いう。
(v) Service provider (in the context of this 

ISQM) – An individual or organization 
external to the firm that provides a 
resource that is used in the system of 
quality management or in the 
performance of engagements. Service 
providers exclude the firm’s network, 
other network firms or other structures or 
organizations in the network. (Ref: Para. 
A28, A105)

(22) 「サービス・プロバイダー」－品質管理シ

ステム又は監査業務の実施において利用され

る資源を提供する監査事務所の外部の個人又

は組織をいう。したがって監査事務所のネッ

トワーク、ネットワーク・ファーム又はその

他形態にかかわらずネットワークに属する組

織はサービス・プロバイダーには含まれな

い。（A28 項及び A105 項参照）「監査に関す

る品質管理基準」における「外部の業務提供

者」と同義である。
(w) Staff – Professionals, other than 

partners, including any experts the firm 
employs.

(23) 「専門職員」－専門業務に従事する社員等

以外の者をいう。監査事務所が雇用する専門

家（会計又は監査以外の分野において専門知

識を有する個人）を含む。
(x) System of quality management – A 

system designed, implemented and 
operated by a firm to provide the firm 
with reasonable assurance that:

(24) 「品質管理システム」－以下の合理的な保

証を提供するために監査事務所が整備及び運

用するシステム

(i) The firm and its personnel fulfill 
their responsibilities in accordance 

① 監査事務所及び専門要員が、職業的専門
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with professional standards and 
applicable legal and regulatory 
requirements, and conduct 
engagements in accordance with 
such standards and requirements; 
and

家としての基準及び適用される法令等に従

って自らの責任を果たすとともに、当該基

準及び法令等に従って監査業務を実施する

こと。

(ii) Engagement reports issued by the 
firm or engagement partners are 
appropriate in the circumstances.

3 “Engagement partner” and “partner” is to 
be read as referring to their public sector 
equivalents where relevant. 

4 ISA 620, Using the Work of an Auditor’s 
Expert, paragraph 6(a), defines the term 
“auditor’s expert.” 

② 監査事務所又は監査責任者が状況に応じ

た適切な監査報告書を発行すること。

Requirements 《Ⅱ 要求事項》
Applying, and Complying with, Relevant 
Requirements

《１．関連する要求事項の適用と遵守》

17. The firm shall comply with each requirement
of this ISQM unless the requirement is not 
relevant to the firm because of the nature and 
circumstances of the firm or its engagements. 
(Ref: Para. A29)

17．監査事務所は、監査事務所の性質及び状況並

びに監査事務所が実施する業務の内容及び状況

により、要求事項が監査事務所に関連しない場

合を除き、本報告書の各要求事項に準拠しなけ

ればならない。（A29 項参照）

18. The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the firm’s 
system of quality management, and the 
individual(s) assigned operational 
responsibility for the firm’s system of quality 
management shall have an understanding of 
this ISQM, including the application and other 
explanatory material, to understand the 
objective of this ISQM and to apply its 
requirements properly.

18．品質管理システムに関する 高責任者、品質

管理システムの整備及び運用に関する責任者

は、本報告書の目的を理解し、要求事項を適切

に適用するために、適用指針を含め、本報告書

を理解しなければならない。

System of Quality Management 《２．品質管理システム》

19. The firm shall design, implement and operate 
a system of quality management. In doing so, 
the firm shall exercise professional judgment, 
taking into account the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements. The governance and 
leadership component of the system of quality 
management establishes the environment that 
supports the design, implementation and 
operation of the system of quality 
management. (Ref: Para. A30–A31)

19. 監査事務所は、品質管理システムを整備し運

用しなければならない。その際、監査事務所

は、監査事務所の性質及び状況並びに監査事務

所が実施する業務の内容及び状況を考慮した上

で、職業的専門家としての判断を行わなければ

ならない。品質管理システムの構成要素である

ガバナンス及びリーダーシップは、品質管理シ

ステムの整備及び運用を支える環境を確立する

ものである。（A30 項及び A31 項参照）

Responsibilities 《責任》

20. The firm shall assign: (Ref: Para. A32–A35) 20．監査事務所は以下の責任を事務所内部で割り

当てなければならない。（A32 項から A35 項参

照）
(a) Ultimate responsibility and accountability 

for the system of quality management to 
the firm’s chief executive officer or the 
firm’s managing partner (or equivalent) 
or, if appropriate, the firm’s managing 

(1) 品質管理システムに関する 高責任。当該

責任は、監査事務所の 高責任者又は監査事

務所の業務執行理事（若しくはそれに相当す

るもの）又は適切と判断される場合、監査事

務所の理事会（若しくはそれに相当するも
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board of partners (or equivalent); の）に割り当てられなければならない。
(b) Operational responsibility for the system 

of quality management; 
(2) 品質管理システムの整備及び運用に関する

責任
(c) Operational responsibility for specific 

aspects of the system of quality 
management, including:

(3) 品質管理システムの特定の側面の運用に関

する責任。これには、以下の運用に関する責

任が含まれる。
(i) Compliance with independence 

requirements; and (Ref: Para. A36)
① 独立性に係る要求事項の遵守（A36 項参

照）
(ii) The monitoring and remediation 

process. 
② モニタリング及び改善プロセス

20-2JP. 監査事務所の 高責任者は品質管理シス

テムに関する説明責任を含む 終的な責任を負

う。なお、監査事務所が品質管理システムに関

する 高責任を監査事務所の 高責任者以外に

割り当てた場合においても、監査事務所の 高

責任者は品質管理システムに関する説明責任を

含む 終的な責任を負う。

21. In assigning the roles in paragraph 20 the firm 
shall determine that the individual(s): (Ref: 
Para. A37)

21．監査事務所は、第 20 項に定める役割を割り

当てる際に、その者が以下の要件を満たすかど

うかを判断しなければならない。（A37 項参

照）
(a) Has the appropriate experience, 

knowledge, influence and authority 
within the firm, and sufficient time, to 
fulfill their assigned responsibility; and 
(Ref: Para. A38)

(1) 適切な経験、知識、影響力及び事務所内の

権限を有し、かつ割り当てられた責任を果た

すための十分な時間を有すること。（A38 項

参照）

(b) Understands their assigned roles and 
that they are accountable for fulfilling 
them.

(2) 割り当てられた役割及び当該役割の遂行に

ついて説明責任を負う旨を理解しているこ

と。

22. The firm shall determine that the individual(s) 
assigned operational responsibility for the 
system of quality management, compliance 
with independence requirements and the 
monitoring and remediation process, have a 
direct line of communication to the 
individual(s) assigned ultimate responsibility 
and accountability for the system of quality 
management.

22．監査事務所は、品質管理システムの運用、独

立性に係る要求事項の遵守の運用並びにモニタ

リング及び改善プロセスの運用について責任を

割り当てられた者が、それぞれ、品質管理シス

テムに関する 高責任者に対して直接報告する

ことを可能とする伝達経路が存在するかどうか

を判断しなければならない。

F22-2JP．監査事務所は、不正リスクに関する品

質管理の責任者を明確にしなければならない。

（FA38-2JP 項参照）

The Firm’s Risk Assessment Process 《３．事務所のリスク評価プロセス》

23. The firm shall design and implement a risk 
assessment process to establish quality 
objectives, identify and assess quality risks 
and design and implement responses to 
address the quality risks. (Ref: Para. A39–
A41)

23．監査事務所は、リスク評価プロセスをデザイ

ンし適用しなければならない。リスク評価プロ

セスは、品質目標を設定し、品質リスクを識別

して評価し、また品質リスクに対処するための

対応をデザインし適用するものである。（A39

項から A41 項参照）

24. The firm shall establish the quality objectives 
specified by this ISQM and any additional 
quality objectives considered necessary by 
the firm to achieve the objectives of the 
system of quality management. (Ref: Para. 

24．監査事務所は、品質管理システムの目的を達

成するために、本報告書により規定された品質

目標及び監査事務所が必要と考える追加の品質

目標を設定しなければならない。（A42 項から

A44 項参照）
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A42–A44)
25. The firm shall identify and assess quality risks 

to provide a basis for the design and 
implementation of responses. In doing so, the 
firm shall: 

25．監査事務所は、品質リスクへの対応の整備及

び運用の基礎を提供するために、品質リスクを

識別し評価しなければならない。その際、監査

事務所は以下を実施しなければならない。
(a) Obtain an understanding of the 

conditions, events, circumstances, 
actions or inactions that may adversely 
affect the achievement of the quality 
objectives, including: (Ref: Para. A45–
A47)

(1) 品質目標の達成を阻害し得る状況、事象、

環境又は行動について理解する。これには以

下が含まれる。（A45 項から A47 項参照）

(i) With respect to the nature and 
circumstances of the firm, those 
relating to:

① 監査事務所の性質及び状況について、以

下に関連する事項

a. The complexity and operating 
characteristics of the firm;

ア．監査事務所の複雑さと運営上の特徴

b. The strategic and operational 
decisions and actions, 
business processes and 
business model of the firm;

イ．監査事務所の戦略及び業務上の意思決

定並びに行動、ビジネスプロセス及びビ

ジネスモデル

c. The characteristics and 
management style of 
leadership;

ウ．リーダーシップの特徴及び経営スタイ

ル

d. The resources of the firm, 
including the resources 
provided by service 
providers;

エ．サービス・プロバイダーから提供され

る資源を含む、監査事務所の資源

e. Law, regulation, professional 
standards and the 
environment in which the firm 
operates; and

オ．法令等、職業的専門家としての基準及

び監査事務所が事業活動を行う環境

f. In the case of a firm that 
belongs to a network, the 
nature and extent of the 
network requirements and 
network services, if any.

カ．ネットワークに属する監査事務所の場

合、ネットワークの要求事項及びネット

ワーク・サービス （該当する場合）の内

容及び範囲

(ii) With respect to the nature and 
circumstances of the engagements 
performed by the firm, those 
relating to: 

② 監査事務所が実施する業務の内容及び状

況について、以下に関連する事項

a. The types of engagements 
performed by the firm and the 
reports to be issued; and

ア．監査事務所が実施する業務の種類及び

発行する報告書

b. The types of entities for 
which such engagements are 
undertaken. 

イ．業務の対象となる企業の種類

(b) Take into account how, and the degree 
to which, the conditions, events, 
circumstances, actions or inactions in 
paragraph 25(a) may adversely affect 
the achievement of the quality 
objectives. (Ref: Para. A48)

(2) 第 25 項(1)に規定される条件、事象、状況

又は行動の有無が、品質目標の達成につい

て、どのように、またどの程度、阻害し得る

かを考慮する。（A48 項参照）

26. The firm shall design and implement 
responses to address the quality risks in a 
manner that is based on, and responsive to, 
the reasons for the assessments given to the 
quality risks. The firm’s responses shall also 

26．監査事務所は、品質リスクの評価の根拠に基

づき、また当該根拠に応じた方法により、品質

リスクに対処するための対応をデザインし適用

しなければならない。監査事務所の対応には、
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include the responses specified in paragraph 
34. (Ref: Para. A49–A51)

第 34 項に規定されている対応も含まれなけれ

ばならない。（A49 項から A51 項参照）

27. The firm shall establish policies or procedures 
that are designed to identify information that 
indicates additional quality objectives, or 
additional or modified quality risks or 
responses, are needed due to changes in the 
nature and circumstances of the firm or its 
engagements. If such information is identified, 
the firm shall consider the information and 
when appropriate: (Ref: Para. A52–A53)

27．監査事務所は、監査事務所の性質及び状況並

びに監査事務所が実施する業務の内容及び状況

の変化を踏まえ、品質目標の追加、品質リスク

や対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報

を識別するための方針又は手続を定めなければ

ならない。そのような情報が識別された場合、

監査事務所は、当該情報を考慮するとともに、

適切な場合には以下を実施しなければならな

い。（A52 項及び A53 項参照）
(a) Establish additional quality objectives or 

modify additional quality objectives 
already established by the firm; (Ref: 
Para. A54)

(1) 追加の品質目標を設定する、又は既に監査

事務所が設定した追加の品質目標を修正す

る。（A54 項参照）

(b) Identify and assess additional quality 
risks, modify the quality risks or 
reassess the quality risks; or

(2) 追加の品質リスクを識別し、評価するほ

か、品質リスクの修正又は再評価を実施す

る。
(c) Design and implement additional 

responses, or modify the responses.
(3) 追加の対応をデザインし適用する、又は対

応を修正する。

Governance and Leadership 《４．ガバナンス及びリーダーシップ》

28. The firm shall establish the following quality 
objectives that address the firm’s governance 
and leadership, which establishes the 
environment that supports the system of
quality management: 

28．監査事務所は、品質管理システムを支援する

環境を確立するために、ガバナンス及びリーダ

ーシップに関する以下の品質目標を設定しなけ

ればならない。

(a) The firm demonstrates a commitment to 
quality through a culture that exists 
throughout the firm, which recognizes 
and reinforces: (Ref: Para. A55–A56)

(1) 監査事務所は、事務所全体の組織風土を通

じて、品質へのコミットメントを示し、以下

を認識し強化すること。（A55 項及び A56 項

参照）
(i) The firm’s role in serving the public 

interest by consistently performing 
quality engagements;

① より質の高い監査を一貫して実施するこ

とにより、公共の利益に資する監査事務所

の役割
(ii) The importance of professional 

ethics, values and attitudes;
② 職業的専門家としての倫理、価値観及び

姿勢の重要性
(iii) The responsibility of all personnel 

for quality relating to the 
performance of engagements or 
activities within the system of 
quality management, and their 
expected behavior; and

③ 業務の実施又は品質管理システムの活動

における品質に対する全ての専門要員の責

任並びに期待される行動

(iv) The importance of quality in the 
firm’s strategic decisions and 
actions, including the firm’s 
financial and operational priorities. 

④ 財務上及び業務上の優先事項を含む、監

査事務所の戦略的意思決定及び行動におけ

る品質の重要性

(b) Leadership is responsible and 
accountable for quality. (Ref: Para. A57)

(2) 高責任者等は、品質に関して説明責任を

含む責任を負うこと。（A57 項参照）
(c) Leadership demonstrates a 

commitment to quality through their 
actions and behaviors. (Ref: Para. A58)

(3) 高責任者等は、その行動と姿勢を通じて

品質へのコミットメントを示すこと。（A58

項参照）
(d) The organizational structure and 

assignment of roles, responsibilities and 
authority is appropriate to enable the 
design, implementation and operation of 

(4) 監査事務所の品質管理システムの整備及び

運用を可能にするように、組織構造並びに役

割、責任及び権限の分担が適切であること。
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the firm’s system of quality 
management. (Ref: Para. A32, A33, 
A35, A59)

（A32 項、A33 項、A35 項及び A59 項参照）

(e) Resource needs, including financial 
resources, are planned for and 
resources are obtained, allocated or 
assigned in a manner that is consistent 
with the firm’s commitment to quality. 
(Ref: Para. A60–A61)

(5) 財源を含む必要な資源が計画され、監査事

務所の品質へのコミットメントと整合した方

法で資源が入手、配分又は割り当てられてい

ること。（A60 項及び A61 項参照）

Relevant Ethical Requirements 《５．職業倫理及び独立性》

29. The firm shall establish the following quality 
objectives that address the fulfillment of 
responsibilities in accordance with relevant 
ethical requirements, including those related 
to independence: (Ref: Para. A62–A64, A66) 

29．監査事務所は、独立性を含む職業倫理に関す

る規定に従った責任を果たすために、以下のそ

れぞれの者に関する品質目標を設定しなければ

ならない。（A62 項から A64 項及び A66 項参

照）
(a) The firm and its personnel: (1) 監査事務所及びその専門要員

(i) Understand the relevant ethical 
requirements to which the firm and 
the firm’s engagements are 
subject; and (Ref: Para. A22, A24)

① 監査事務所及びその業務が対象となる職

業倫理に関する規定を理解すること。（A22

項及び A24 項参照）

(ii) Fulfill their responsibilities in 
relation to the relevant ethical 
requirements to which the firm and 
the firm’s engagements are 
subject.

② 監査事務所及びその業務が対象となる職

業倫理に関する規定に関連する責任を果た

すこと。

(b) Others, including the network, network 
firms, individuals in the network or 
network firms, or service providers, who 
are subject to the relevant ethical 
requirements to which the firm and the 
firm’s engagements are subject:

(2) 監査事務所及びその業務に適用される職業

倫理に関する規定の対象となるその他の者。

これには、ネットワーク、ネットワーク・フ

ァーム、ネットワーク若しくはネットワー

ク・ファームに所属する者、又はサービス・

プロバイダー等が含まれる。
(i) Understand the relevant ethical 

requirements that apply to them; 
and (Ref: Para. A22, A24, A65)

① 適用される職業倫理に関する規定を理解

すること。（A22 項、A24 項及び A65 項参

照）
(ii) Fulfill their responsibilities in 

relation to the relevant ethical 
requirements that apply to them.

② 適用される職業倫理に関する規定に関連

した責任を果たすこと。

Acceptance and Continuance of Client 
Relationships and Specific Engagements

《６．契約の新規の締結及び更新》

30. The firm shall establish the following quality 
objectives that address the acceptance and 
continuance of client relationships and specific 
engagements:

30．監査事務所は、契約の新規の締結及び更新に

対処するために、以下の品質目標を設定しなけ

ればならない。

(a) Judgments by the firm about whether to 
accept or continue a client relationship 
or specific engagement are appropriate 
based on:

(1) 契約の新規の締結又は更新を行うかどうか

についての監査事務所による判断は、以下に

基づいて適切であること。

(i) Information obtained about the 
nature and circumstances of the 
engagement and the integrity and 
ethical values of the client 
(including management, and, when 
appropriate, those charged with 
governance) that is sufficient to 

① その判断を支えるのに十分な、業務の性

質及び状況、並びに依頼人（経営者及び適

切な場合には監査役等を含む。）の誠実性

及び倫理的価値観に関する情報（A67 項か

ら A71 項参照）
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support such judgments; and (Ref: 
Para. A67–A71)

(ii) The firm’s ability to perform the 
engagement in accordance with 
professional standards and 
applicable legal and regulatory 
requirements. (Ref: Para. A72)

② 職業的専門家としての基準及び適用され

る法令等に従って、業務を実施する監査事

務所の能力（A72 項参照）

(b) The financial and operational priorities of 
the firm do not lead to inappropriate 
judgments about whether to accept or 
continue a client relationship or specific 
engagement. (Ref: Para. A73–A74)

(2) 監査事務所の財務上及び業務上の優先事項

が、契約の新規の締結又は更新についての不

適切な判断につながらないこと。（A73 項及

び A74 項参照）

F30-2JP．監査事務所は、監査契約の新規の締結

及び更新の判断に関する方針及び手続に、不正

リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴

うリスクを評価すること、並びに、当該評価の

妥当性について、新規の締結時、及び更新時は

リスクの程度に応じて、監査チーム外の適切な

部署又は者により検討することを含めなければ

ならない。（FA68-2JP 項参照）

Engagement Performance 《７．業務の実施》

31. The firm shall establish the following quality 
objectives that address the performance of 
quality engagements:

31．監査事務所は、より質の高い監査の実施に対

処するために、以下の品質目標を設定しなけれ

ばならない。

(a) Engagement teams understand and 
fulfill their responsibilities in connection 
with the engagements, including, as 
applicable, the overall responsibility of 
engagement partners for managing and 
achieving quality on the engagement 
and being sufficiently and appropriately 
involved throughout the engagement. 
(Ref: Para. A75)

(1) 監査責任者が監査業務の品質の管理と達

成に対して、監査業務の全過程を通じて十

分かつ適切に関与するという全体的な責任

を含め、監査チームが自らの責任を理解し

果たすこと。（A75 項参照）

(b) The nature, timing and extent of 
direction and supervision of engagement 
teams and review of the work performed 
is appropriate based on the nature and 
circumstances of the engagements and
the resources assigned or made 
available to the engagement teams, and 
the work performed by less experienced 
engagement team members is directed, 
supervised and reviewed by more 
experienced engagement team 
members. (Ref: Para. A76–A77)

(2) 監査チームの指揮及び監督の内容、時期

及び範囲、並びに作業の査閲が、業務の内

容及び状況、監査チームに割り当てられた

資源に基づき適切であること。また、経験

の浅い監査チームのメンバーが行う業務に

ついては、より経験のある監査チームのメ

ンバーが指揮、監督及び作業の査閲を行う

こと。（A76 項及び A77 項参照）

(c) Engagement teams exercise appropriate 
professional judgment and, when 
applicable to the type of engagement, 
professional skepticism. (Ref: Para. 
A78)

(3) 監査チームは、職業的専門家としての適

切な判断を行い、また監査業務の種類に応

じて、職業的専門家としての懐疑心を発揮

すること。（A78 項参照）

(d) Consultation on difficult or contentious 
matters is undertaken and the 
conclusions agreed are implemented. 
(Ref: Para. A79–A81)

(4) 専門性が高く、判断に困難が伴う事項や

見解が定まっていない事項について専門的

な見解の問合せを行い、合意された結論に

従って対処すること。（A79 項から A81 項

参照）
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(e) Differences of opinion within the 
engagement team, or between the 
engagement team and the engagement 
quality reviewer or individuals 
performing activities within the firm’s 
system of quality management are 
brought to the attention of the firm and 
resolved. (Ref: Para. A82)

(5) 監査チーム内の監査上の判断の相違又は

監査チームと審査担当者若しくは事務所の

品質管理システムにおいて活動を実施する

者との監査上の判断の相違は、監査事務所

に報告され、解消されていること。（A82

項参照）

(f) Engagement documentation is 
assembled on a timely basis after the 
date of the engagement report, and is 
appropriately maintained and retained to 
meet the needs of the firm and comply 
with law, regulation, relevant ethical 
requirements, or professional standards. 
(Ref: Para. A83–A85)

(6) 監査調書は監査報告書の提出日後に適時

に整理され、監査事務所自らの必要性を満

たし、また法令等、職業倫理に関する規定

及び職業的専門家としての基準を遵守する

ために適切に維持及び保存されること。

（A83 項から A85 項参照）

F31-2JP．監査事務所は、監査業務の実施におけ

る品質を保持するための方針及び手続におい

て、同一の企業の監査業務を担当する監査責任

者が全員交代した場合、監査の過程で識別した

不正リスクを含む重要な事項が適切に伝達され

るように定めなければならない。

F31-3JP．監査事務所は、不正リスクに適切に対

応できるように、監査業務に係る監督及び査閲

に関する方針及び手続を定めなければならな

い。

F31-4JP．監査事務所は、不正による重要な虚偽

表示を示唆する状況が識別された場合又は不正

による重要な虚偽表示の疑義があると判断され

た場合には、必要に応じ監査事務所内外の適切

な者から専門的な見解を得られるようにするた

めの方針及び手続を定めなければならない。

（FA35-2JP 項参照）

Resources 《８．資源》

32. The firm shall establish the following quality 
objectives that address appropriately 
obtaining, developing, using, maintaining,
allocating and assigning resources in a timely 
manner to enable the design, implementation 
and operation of the system of quality 
management: (Ref: Para. A86–A87)

32．監査事務所は、品質管理システムの整備及び

運用を可能にするために、適切な資源の取得、

開発、利用、維持、配分及び割り当てに適時に

対処する、以下の品質目標を定めなければなら

ない。（A86 項及び A87 項参照）

Human Resources 人的資源
(a) Personnel are hired, developed and 

retained and have the competence and 
capabilities to: (Ref: Para. A88–A90)

(1) 専門要員が雇用、育成及び維持され、かつ

それらの専門要員が以下の適性及び能力を有

していること。（A88 項から A90 項参照）
(i) Consistently perform quality 

engagements, including having 
knowledge or experience relevant 
to the engagements the firm 
performs; or

① 監査事務所が実施する業務に関連する知

識や経験を有することを含め、より質の高

い監査を一貫して実施する。

(ii) Perform activities or carry out 
responsibilities in relation to the 
operation of the firm’s system of 
quality management.

② 監査事務所の品質管理システムの運用に

関連する活動を行う、又は責任を果たす。
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(b) Personnel demonstrate a commitment to 
quality through their actions and 
behaviors, develop and maintain the 
appropriate competence to perform their 
roles, and are held accountable or 
recognized through timely evaluations, 
compensation, promotion and other 
incentives. (Ref: Para. A91–A93)

(2) 専門要員は、その行動と姿勢を通じて品質

へのコミットメントを示し、その役割を果た

すための適切な能力を開発及び維持し、また

適時の査定、報酬、昇進及び他のインセンテ

ィブを通じて責任を負い評価されること。

（A91 項から A93 項参照）

(c) Individuals are obtained from external 
sources (i.e., the network, another 
network firm or a service provider) when 
the firm does not have sufficient or 
appropriate personnel to enable the 
operation of firm’s system of quality 
management or performance of 
engagements. (Ref: Para. A94)

(3) 監査事務所の品質管理システムの運用又は

業務の実施を可能にする、十分な又は適切な

専門要員を有していない場合、人的資源を監

査事務所の外部（すなわち、ネットワーク、

ネットワーク・ファーム又はサービス・プロ

バイダー）から調達すること。（A94 項参

照）

(d) Engagement team members are 
assigned to each engagement, including 
an engagement partner, who have 
appropriate competence and 
capabilities, including being given 
sufficient time, to consistently perform 
quality engagements. (Ref: Para. A88–
A89, A95–A97)

(4) より質の高い監査を一貫して実施するため

の十分な時間が与えられていることを含め、

適性及び適切な能力を有する、監査責任者を

含む監査チームのメンバーが各業務に割り当

てられていること。（A88 項、A89 項及び A95

項から A97 項参照）

(e) Individuals are assigned to perform 
activities within the system of quality 
management who have appropriate 
competence and capabilities, including 
sufficient time, to perform such activities. 

(5) 品質管理システムにおける活動を実施する

ために、十分な時間を含む、適性及び適切な

能力を有する者が割り当てられていること。

Technological Resources テクノロジー資源
(f) Appropriate technological resources are 

obtained or developed, implemented, 
maintained, and used, to enable the 
operation of the firm’s system of quality 
management and the performance of 
engagements. (Ref: Para. A98–A101, 
A104)

(6) 適切なテクノロジー資源は、監査事務所の

品質管理システムの運用及び業務の実施を可

能にするために、取得又は開発され、適用、

維持及び利用されること。（A98 項から A101

項及び A104 項参照）

Intellectual Resources 知的資源
(g) Appropriate intellectual resources are 

obtained or developed, implemented, 
maintained, and used, to enable the 
operation of the firm’s system of quality 
management and the consistent 
performance of quality engagements, 
and such intellectual resources are 
consistent with professional standards 
and applicable legal and regulatory 
requirements, where applicable. (Ref: 
Para. A102–A104)

(7) 適切な知的資源は、監査事務所の品質管理

システムの運用及びより質の高い監査の一貫

した実施を可能にするために、取得又は開発

され、適用、維持及び利用される。また、そ

のような知的資源は、該当する場合、職業的

専門家としての基準及び適用される法令等と

整合的であること。（A102 項から A104 項参

照）

Service Providers サービス・プロバイダー
(h) Human, technological or intellectual 

resources from service providers are 
appropriate for use in the firm’s system 
of quality management and in the 
performance of engagements, taking 
into account the quality objectives in 

(8) 第 32 項(4)、(5)、(6)及び(7)における品質

目標を考慮した上で、サービス・プロバイダ

ーから調達する人的資源、テクノロジー資源

又は知的資源は、監査事務所の品質管理シス

テム及び業務の実施において利用するにあた
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paragraph 32 (d),(e),(f) and (g). (Ref: 
Para. A105–A108)

り、適切であること。（A105 項から A108 項

参照）

F32-2JP. 監査事務所は、専門要員の教育・訓練

に関する方針及び手続を定め、専門要員が監査

業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を

習得し、能力を開発できるよう、監査事務所内

外の研修等を含め、不正に関する教育・訓練の

適切な機会を提供しなければならない。

Information and Communication 《９．情報と伝達》

33. The firm shall establish the following quality 
objectives that address obtaining, generating 
or using information regarding the system of 
quality management, and communicating 
information within the firm and to external 
parties on a timely basis to enable the design, 
implementation and operation of the system of 
quality management: (Ref: Para. A109)

33．監査事務所は、品質管理システムの整備及び

運用を可能にするために、品質管理システム及

び監査事務所内外への適時な情報の発信に関し

て、情報の取得、生成又は利用に対処する、以

下の品質目標を設定しなければならない。

（A109 項参照）

(a) The information system identifies, 
captures, processes and maintains 
relevant and reliable information that 
supports the system of quality 
management, whether from internal or 
external sources. (Ref: Para. A110–
A111)

(1) 情報システムが、内外の情報源を問わず、

品質管理システムを支える、関連性のある信

頼性の高い情報を識別し、捕捉し、処理し、

また維持すること。（A110 項及び A111 項参

照）

(b) The culture of the firm recognizes and 
reinforces the responsibility of personnel 
to exchange information with the firm 
and with one another. (Ref: Para. A112)

(2) 監査事務所の組織風土が、専門要員と監査

事務所との間及び専門要員間で情報を交換す

る責任を認識させ強化するものであること。

（A112 項参照）
(c) Relevant and reliable information is 

exchanged throughout the firm and with 
engagement teams, including: (Ref: 
Para. A112)

(3) 監査チームを含む監査事務所全体で関連性

のある信頼性の高い情報が以下のように交換

されること。（A112 項参照）

(i) Information is communicated to 
personnel and engagement teams, 
and the nature, timing and extent 
of the information is sufficient to 
enable them to understand and 
carry out their responsibilities 
relating to performing activities 
within the system of quality 
management or engagements; and

① 専門要員と監査チームに情報が伝達され

ており、また当該情報の内容、時期及び範

囲は、品質管理システムの活動又は監査業

務の実施に関連する責任を理解し、果たす

上で十分である。

(ii) Personnel and engagement teams 
communicate information to the 
firm when performing activities 
within the system of quality 
management or engagements. 

② 専門要員及び監査チームは、品質管理シ

ステムの活動又は監査業務を実施する際

に、監査事務所に情報を伝達する。

(d) Relevant and reliable information is 
communicated to external parties, 
including:

(4) 関連性及び信頼性の高い情報が以下を含め

外部の者にも伝達されること。

(i) Information is communicated by 
the firm to or within the firm’s 
network or to service providers, if 
any, enabling the network or 
service providers to fulfill their 
responsibilities relating to the 
network requirements or network 

① 監査事務所から監査事務所のネットワー

ク又はサービス・プロバイダーに対して情

報が伝達される。該当がある場合、当該情

報は、ネットワーク又はサービス・プロバ

イダーが、ネットワークの要求事項若しく

はネットワーク・サービス又はそれらによ
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services or resources provided by 
them; and (Ref: Para. A113)

って提供される資源に関する責任を果たす

ことを可能にする。（A113 項参照）
(ii) Information is communicated 

externally when required by law, 
regulation or professional 
standards, or to support external 
parties’ understanding of the 
system of quality management. 
(Ref: Para. A114–A115)

② 法令等若しくは職業的専門家としての基

準により要求される場合又は外部の者の品

質管理システムに対する理解を支援するた

めに、外部にも情報が伝達される。（A114

項及び A115 項参照）

Specified Responses 《10．特定の対応》

34. In designing and implementing responses in 
accordance with paragraph 26, the firm shall 
include the following responses: (Ref: Para. 
A116)

34．監査事務所は、第 26 項に従った対応のデザ

インと適用において、以下の対応を含めなけれ

ばならない。（A116 項参照）

(a) The firm establishes policies or 
procedures for:

(1) 監査事務所は以下の事項に係る方針又は手

続を定める。
(i) Identifying, evaluating and 

addressing threats to compliance 
with the relevant ethical 
requirements; and (Ref: Para. 
A117)

① 職業倫理に関する規定の遵守に関する阻

害要因を識別、評価及び対処すること。

（A117 項参照）

(ii) Identifying, communicating, 
evaluating and reporting of any 
breaches of the relevant ethical 
requirements and appropriately 
responding to the causes and 
consequences of the breaches in a 
timely manner. (Ref: Para. A118–
A119)

② 職業倫理に関する規定の違反を識別、伝

達、評価及び報告し、また当該違反の原因

と結果に適時に対応すること。（A118 項及

び A119 項参照）

(b) The firm obtains, at least annually, a 
documented confirmation of compliance 
with independence requirements from all 
personnel required by relevant ethical 
requirements to be independent.

(2) 監査事務所は、独立性の保持が要求される

全ての専門要員から、独立性の保持のための

方針又は手続の遵守に関する確認書を、少な

くとも年に一度入手する。

(c) The firm establishes policies or 
procedures for receiving, investigating 
and resolving complaints and allegations 
about failures to perform work in 
accordance with professional standards 
and applicable legal and regulatory 
requirements, or non-compliance with 
the firm’s policies or procedures 
established in accordance with this 
ISQM. (Ref: Para. A120–A121)

(3) 監査事務所は、職業的専門家としての基準

及び適用される法令等に従って監査業務が実

施されなかったこと、又は監査事務所の方針

若しくは手続が遵守されなかったことに関す

る、不服と疑義の申立てを受領し、調査し、

また解決するための方針又は手続を定める。

（A120 項及び A121 項参照）

(d) The firm establishes policies or 
procedures that address circumstances 
when: 

(4) 監査事務所は、以下の場合に対処する方針

又は手続を定める。

(i) The firm becomes aware of 
information subsequent to 
accepting or continuing a client 
relationship or specific 
engagement that would have 
caused it to decline the client 
relationship or specific 
engagement had that information 
been known prior to accepting or 
continuing the client relationship or 

① 契約の新規の締結又は更新の前に監査事

務所が認識していれば契約の締結を辞退す

る原因となるような情報を監査事務所が契

約の新規の締結又は更新の後に知ることと

なった場合（A122 項及び A123 項参照）
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specific engagement; or (Ref: 
Para. A122–A123)

(ii) The firm is obligated by law or 
regulation to accept a client 
relationship or specific 
engagement. (Ref: Para. A123)

② 法令等により、契約の新規の締結又は更

新を行うことが義務付けられている場合

（A123 項参照）

(e) The firm establishes policies or 
procedures that: (Ref: Para. A124–
A126) 

(5) 監査事務所は、以下の事項に関する方針又

は手続を定める。（A124 項から A126 項参

照）
(i) Require communication with those 

charged with governance when 
performing an audit of financial 
statements of listed entities about 
how the system of quality 
management supports the 
consistent performance of quality 
audit engagements; (Ref: Para. 
A127–A129)

① 監査基準委員会報告書 260 第 16 項に記載

した企業等の財務諸表監査を実施する際

に、品質管理システムがより質の高い監査

を一貫して実施することをどのように支援

しているかについて、監査役等とのコミュ

ニケーションを要求する。（A127 項から

A129 項参照）

(ii) Address when it is otherwise 
appropriate to communicate with 
external parties about the firm’s 
system of quality management;
and (Ref: Para. A130)

② ①以外に、外部の関係者と監査事務所の

品質管理システムについてコミュニケーシ

ョンすることが適切な場合（A130 項参照）

(iii) Address the information to be 
provided when communicating 
externally in accordance with 
paragraphs 34(e)(i) and 34(e)(ii), 
including the nature, timing and 
extent and appropriate form of 
communication. (Ref: Para. A131–
A132)

③ コミュニケーションの内容、時期及び範

囲、並びに適切な形式を含む、第 34 項

(5)①及び第 34項(5)②に従って行う外部と

のコミュニケーションの際に提供すべき情

報（A131 項及び A132 項参照）

(f) The firm establishes policies or 
procedures that address engagement 
quality reviews in accordance with ISQM 
2, and require an engagement quality 
review for:

(6) 監査事務所は、品質管理基準委員会報告書

第２号に従って審査に対処し、企業等の財務

諸表の監査について審査を要求するための方

針又は手続を定める。（A135 項及び A135-2JP

参照）
(i) Audits of financial statements of 

listed entities;
(ii) Audits or other engagements for 

which an engagement quality 
review is required by law or 
regulation; and (Ref: Para. A133)

(iii) Audits or other engagements for 
which the firm determines that an 
engagement quality review is an 
appropriate response to address 
one or more quality risk(s). (Ref: 
Para. A134-A137)

34-2JP．監査事務所は、幼稚園のみを設置してい

る都道府県知事所轄学校法人の私立学校振興助

成法に基づく監査又は任意監査（公認会計士法

第２条第１項業務のうち、法令で求められてい

る業務を除く監査）のうち、監査報告の対象と
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なる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監

査報告の利用者が限定されている監査業務につ

いては審査を要しないとすることができる。

ただし、上記に該当する場合であっても、監査

事務所は、以下のようなリスク要因が存在する

監査業務については、審査の必要性を慎重に検

討し、審査を要しない監査業務の範囲につい

て、審査に関する方針又は手続に明確に定めな

ければならない。（A37 項参照）

・ 独立性の阻害要因に対するセーフガードと

して審査を実施する場合

・ 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、監査意見に影響を与

える懸念がある場合（監基報 260 第 14 項(1)

参照）

・ 監査期間中に困難な状況に直面した場合

（監基報 260 第 14 項(2)参照）

・ 監査の過程で発見され、経営者と協議又は

経営者に伝達すべき重要な事項について、監

査意見に影響を与える懸念がある場合（監基

報 260 第 14 項(3)参照）

・ 絶大な影響力を有する関連当事者との重要

な取引が存在する場合（監基報 550 第 18 項参

照）

・ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況がある場合（監基報 570

第 15 項参照）

・ 監査契約締結後に監査の前提条件（特に適

用される財務報告の枠組みの受入可能性）が

満たされていないことを示唆する情報を入手

した場合（監基報 210 第４項及び第 10 項参

照）

・ 特別目的の財務諸表又は個別の財務表若し

くは財務諸表項目等に対する監査契約を新規

に締結する場合において、類似した財務報告

の枠組みに準拠した財務諸表等に対する監査

の経験がないとき（監査基準委員会報告書

800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して

作成された財務諸表に対する監査」及び監査

基準委員会報告書 805「個別の財務表又は財

務諸表項目等に対する監査」参照）

・ 完全な一組の財務諸表に対する監査報告書

に除外事項付意見が表明されている場合又は

強調事項区分若しくはその他の事項区分が含

まれている場合において、個別の財務表又は

財務諸表項目等の監査を行うとき（監基報

805 第 13 項参照）

34-3JP．監査事務所は、審査を実施しない監査業

務に関して、監査意見が適切に形成されている

ことを確認できる他の方法（文書化の方法を含
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む。）を定めなければならない。（A135-2JP 項

参照）

F34-4JP．監査事務所は、不服と疑義の申立てに

関する方針及び手続に、以下の事項に適切に対

処することを合理的に確保するため、監査事務

所内外からもたらされる情報に対処するための

方針及び手続を含めなければならない。

(1) 不正リスクに関連して監査事務所内外から

監査事務所に寄せられた情報を受け付けるこ

と。

(2) 当該情報について、関連する監査責任者へ

適時に伝達すること。

(3) 監査責任者は、監査チームが監査の実施に

おいて当該情報をどのように検討したかにつ

いて、監査事務所の適切な部署又は者に報告

すること。

Monitoring and Remediation Process 《11．モニタリング及び改善プロセス》

35. The firm shall establish a monitoring and 
remediation process to: (Ref: Para. A138)

35．監査事務所は、以下の事項を達成するために

モニタリング及び改善プロセスを定めなければ

ならない。（A138 項参照）
(a) Provide relevant, reliable and timely 

information about the design, 
implementation and operation of the 
system of quality management. 

(1) 品質管理システムの整備及び運用につい

て、関連性及び信頼性が高くかつ適時性を有

する情報を提供すること。

(b) Take appropriate actions to respond to 
identified deficiencies such that 
deficiencies are remediated on a timely 
basis.

(2) 不備が適時に改善されるように、識別され

た不備に対応する適切な措置を講じること。

Designing and Performing Monitoring Activities 《(1) モニタリング活動のデザインと実施》

36. The firm shall design and perform monitoring 
activities to provide a basis for the 
identification of deficiencies.

36．監査事務所は、不備を識別するための基礎を

提供するために、モニタリング活動をデザイン

し、実施しなければならない。

37. In determining the nature, timing and extent of 
the monitoring activities, the firm shall take 
into account: (Ref: Para. A139–A142) 

37．監査事務所は、モニタリング活動の内容、時

期及び範囲を決定する際に、以下の事項を考慮

しなければならない。（A139 項から A142 項参

照）
(a) The reasons for the assessments given 

to the quality risks; 
(1) 品質リスクに対する評価の根拠

(b) The design of the responses; (2) 対応のデザイン
(c) The design of the firm’s risk assessment 

process and monitoring and remediation 
process; (Ref: Para. A143–A144)

(3) 監査事務所のリスク評価プロセス、並びに

モニタリング及び改善プロセスのデザイン

（A143 項及び A144 項参照）
(d) Changes in the system of quality 

management; (Ref: Para. A145)
(4) 品質管理システムの変更（A145 項参照）

(e) The results of previous monitoring 
activities, whether previous monitoring 
activities continue to be relevant in 
evaluating the firm’s system of quality 
management and whether remedial 
actions to address previously identified 
deficiencies were effective; and (Ref: 
Para. A146–A147)

(5) 過去のモニタリング活動の結果、過去のモ

ニタリング活動が監査事務所の品質管理シス

テムの評価において依然として目的適合的で

あるかどうか、及び過去に識別された不備に

対する是正措置が有効であったかどうか。

（A146 項及び A147 項参照）

(f) Other relevant information, including (6) 職業的専門家としての基準及び適用される
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complaints and allegations about failures 
to perform work in accordance with 
professional standards and applicable 
legal and regulatory requirements or 
non-compliance with the firm’s policies 
or procedures established in accordance 
with this ISQM, information from external 
inspections and information from service 
providers. (Ref: Para. A148–A150)

法令等に従って監査業務が実施されなかった

こと、又は監査事務所の方針若しくは手続が

遵守されなかったことに関する、不服と疑義

の申立て、外部の検証からの情報及びサービ

ス・プロバイダーからの情報を含む、その他

の関連情報（A148 項から A150 項参照）

38. The firm shall include the inspection of 
completed engagements in its monitoring 
activities and shall determine which 
engagements and engagement partners to 
select. In doing so, the firm shall: (Ref: Para. 
A141, A151–A154)

38．監査事務所は、モニタリング活動において、

完了した監査業務の検証を含めなければなら

ず、またどの監査業務及びどの監査責任者を選

定するかを判断しなければならない。その際に

は、監査事務所は、以下を実施しなければなら

ない。（A141 項及び A151 項から A154 項参照）
(a) Take into account the matters in 

paragraph 37;
(1) 第 37 項の事項を考慮する。

(b) Consider the nature, timing and extent of 
other monitoring activities undertaken by 
the firm and the engagements and 
engagement partners subject to such 
monitoring activities; and 

(2) 監査事務所が行う他のモニタリング活動の

内容、時期及び範囲、並びにそのようなモニ

タリング活動の対象となる監査業務と監査責

任者を考慮する。

(c) Select at least one completed 
engagement for each engagement 
partner on a cyclical basis determined 
by the firm. 

(3) 監査責任者ごとに少なくとも監査事務所が

定めた一定期間ごとに一つの完了した監査業

務を選定する。

F38-2JP．監査事務所は、監査業務における不正

リスクへの対応状況について、定期的な検証に

より、以下に掲げる項目が監査事務所の品質管

理の方針及び手続に準拠して実施されているこ

とを確かめなければならない。

(1) 監査契約の新規の締結及び更新

(2) 不正に関する教育・訓練

(3) 業務の実施（監督及び査閲、監査事務所内

外からもたらされる情報への対処、専門的な

見解の問合せ、審査、同一の企業の監査業務

を担当する監査責任者が全員交代した場合の

引継を含む。）

(4) 監査事務所間の引継

39. The firm shall establish policies or procedures 
that:

39．監査事務所は、以下の事項に関する方針又は

手続を定めなければならない。
(a) Require the individuals performing the 

monitoring activities to have the 
competence and capabilities, including 
sufficient time, to perform the monitoring 
activities effectively; and 

(1) モニタリング活動を実施する者が、モニタ

リング活動を効果的に行うための十分な時間

を含む適性及び適切な能力を有すること。

(b) Address the objectivity of the individuals 
performing the monitoring activities. 
Such policies or procedures shall 
prohibit the engagement team members 
or the engagement quality reviewer of 
an engagement from performing any 
inspection of that engagement. (Ref: 
Para. A155–A156)

(2) モニタリング活動を実施する者の客観性

当該方針又は手続においては監査チームのメ

ンバー又は審査担当者が当該監査業務の検証

を実施することを禁止しなければならない。

（A155 項及び A156 項参照）
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Evaluating Findings and Identifying Deficiencies 《(2) 発見事項の評価と不備の識別》

40. The firm shall evaluate findings to determine 
whether deficiencies exist, including in the 
monitoring and remediation process. (Ref: 
Para. A157–A162)

40．監査事務所は、モニタリング及び改善プロセ

ス自体に関するものを含め、発見事項を評価

し、不備が存在するかどうかを判断しなければ

ならない。（A157 項から A162 項参照）

Evaluating Identified Deficiencies 《(3) 識別された不備の評価》

41. The firm shall evaluate the severity and 
pervasiveness of identified deficiencies by: 
(Ref: Para. A161, A163–A164)

41．監査事務所は、識別された不備の重大性と広

範性を以下により評価しなければならない。

（A161 項、A163 項及び A164 項参照）
(a) Investigating the root cause(s) of the 

identified deficiencies. In determining the 
nature, timing and extent of the 
procedures to investigate the root 
cause(s), the firm shall take into account 
the nature of the identified deficiencies 
and their possible severity. (Ref: Para. 
A165–A169)

(1) 識別された不備の根本原因を調査する。調

査手続の内容、時期及び範囲を決定する際に

監査事務所は、識別された不備の内容及び想

定される重大性を考慮しなければならない。

（A165 項から A169 項参照）

(b) Evaluating the effect of the identified 
deficiencies, individually and in 
aggregate, on the system of quality 
management.

(2) 識別された不備が品質管理システムに及ぼ

す影響を評価する。この評価は識別された不

備について個別に、及び他の不備との組み合

わせにより実施する。

Responding to Identified Deficiencies 《(4) 識別された不備への対処》

42. The firm shall design and implement remedial 
actions to address identified deficiencies that 
are responsive to the results of the root cause 
analysis. (Ref: Para. A170–A172)

42．監査事務所は、識別された不備に対処するた

めの是正措置を、その根本原因の分析結果に応

じてデザインし、適用しなければならない。

（A170 項から A172 項参照）

43. The individual(s) assigned operational 
responsibility for the monitoring and 
remediation process shall evaluate whether 
the remedial actions: 

43．モニタリング及び改善プロセスの運用に関す

る責任者は、是正措置に関して以下を実施しな

ければならない。

(a) Are appropriately designed to address 
the identified deficiencies and their 
related root cause(s) and determine that 
they have been implemented; and

(1) 是正措置が、識別された不備と関連する根

本原因に応じて適切にデザインされているか

評価し、また、適用されているか判断する。

(b) Implemented to address previously 
identified deficiencies are effective.

(2) 過去に識別された不備に対処するために適

用された是正措置が有効であるか評価する。

44. If the evaluation indicates that the remedial 
actions are not appropriately designed and 
implemented or are not effective, the 
individual(s) assigned operational 
responsibility for the monitoring and 
remediation process shall take appropriate 
action to determine that the remedial actions 
are appropriately modified such that they are 
effective.

44．是正措置が適切にデザイン及び適用されてい

ない、又は有効でないと判断された場合、モニ

タリング及び改善プロセスの運用に関する責任

者は、是正措置が適切に修正され有効であると

判断できるまで、適切に対処しなければならな

い。

Findings About a Particular Engagement 《(5) 特定の業務に関する発見事項》

45. The firm shall respond to circumstances when 
findings indicate that there is an 
engagement(s) for which procedures required 
were omitted during the performance of the 
engagement(s) or the report issued may be 
inappropriate. The firm’s response shall 
include: (Ref: Para. A173)

45．監査業務の実施過程で要求される手続が実施

されていなかった、又は不適切な監査報告書が

発行されたおそれがあることを発見事項が示唆

している場合、監査事務所は以下を含めてその

状況に対処しなければならない。（A173 項参

照）

(a) Taking appropriate action to comply with (1) 関連する職業的専門家としての基準及び適
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relevant professional standards and 
applicable legal and regulatory 
requirements; and 

用される法令等を遵守するための適切な措置

を講じる。

(b) When the report is considered to be 
inappropriate, considering the 
implications and taking appropriate 
action, including considering whether to 
obtain legal advice.

(2) 監査報告書が不適切であると考えられる場

合、法律家に助言を求めるかどうかの検討を

含め、その影響を考慮して適切な措置を講じ

る。

Ongoing Communication Related to Monitoring and 
Remediation

《(6) モニタリング及び改善に関する継続的なコ

ミュニケーション》

46. The individual(s) assigned operational 
responsibility for the monitoring and 
remediation process shall communicate on a 
timely basis to the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management and the 
individual(s) assigned operational 
responsibility for the system of quality 
management: (Ref: Para. A174)

46．モニタリング及び改善プロセスの運用に関す

る責任者は、品質管理システムに関する 高責

任者、並びに品質管理システムの整備及び運用

に関する責任者へ、以下の事項を適時に報告し

なければならない。（A174 項参照）

(a) A description of the monitoring activities 
performed;

(1) 実施したモニタリング活動の内容

(b) The identified deficiencies, including the 
severity and pervasiveness of such 
deficiencies; and

(2) 識別された不備及びその重大性及び広範性

(c) The remedial actions to address the 
identified deficiencies.

(3) 識別された不備に対処するための是正措置

47. The firm shall communicate the matters 
described in paragraph 46 to engagement 
teams and other individuals assigned activities 
within the system of quality management to 
enable them to take prompt and appropriate 
action in accordance with their responsibilities.

47．監査事務所は、監査チーム及び品質管理シス

テムにおいて活動を実施する者へ第 46 項に記

載された事項を伝達し、各自がその責任に応じ

て迅速かつ適切な措置を講じることを可能にし

なければならない。

Network Requirements or Network Services 《12．ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービス》

48. When the firm belongs to a network, the firm 
shall understand, when applicable: (Ref: Para. 
A19, A175)

48．監査事務所は、ネットワークに属する場合、

該当するときには以下の事項を理解しなければ

ならない。（A19 項及び A175 項参照）
(a) The requirements established by the 

network regarding the firm’s system of 
quality management, including 
requirements for the firm to implement or 
use resources or services designed or 
otherwise provided by or through the 
network (i.e., network requirements); 

(1) 監査事務所の品質管理システムに関してネ

ットワークが定めた要求事項。これには、ネ

ットワークがデザイン又は提供した資源やサ

ービスを、監査事務所が適用又は利用するた

めの要求事項が含まれる。（すなわち、ネッ

トワークの要求事項）

(b) Any services or resources provided by 
the network that the firm chooses to 
implement or use in the design, 
implementation or operation of the firm’s 
system of quality management (i.e., 
network services); and 

(2) 監査事務所が、自らの品質管理システムを

デザイン、適用又は運用する際に、適用又は

利用することを選択した、ネットワークが提

供する全てのサービス又は資源（すなわち、

ネットワーク・サービス）

(c) The firm’s responsibilities for any actions 
that are necessary to implement the 
network requirements or use network 
services. (Ref: Para. A176)

(3) ネットワークの要求事項を適用する、又は

ネットワーク・サービスを利用するために必

要な、全ての措置に対する監査事務所の責任

（A176 項参照）
The firm remains responsible for its system of 
quality management, including professional 

監査事務所は、品質管理システムを整備及び運

用する際の職業的専門家としての判断を含め、
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judgments made in the design, 
implementation and operation of the system of 
quality management. The firm shall not allow 
compliance with the network requirements or 
use of network services to contravene the 
requirements of this ISQM. (Ref: Para. A177)

自らの品質管理システムに対して上記にかかわ

らず責任を負わなければならない。監査事務所

は、本報告書の要求事項に違反するような、ネ

ットワークの要求事項への準拠又はネットワー

ク・サービスの使用を許容してはならない。

（A177 項参照）

49. Based on the understanding obtained in 
paragraph 48, the firm shall: 

49．監査事務所は、第 48 項で得られた理解に基

づき、以下を行わなければならない。
(a) Determine how the network 

requirements or network services are 
relevant to, and are taken into account 
in, the firm’s system of quality 
management, including how they are to 
be implemented; and (Ref: Para. A178)

(1) ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスが、監査事務所の品質管理シス

テムにどのように関連するかを判断し、どの

ように考慮するかを適用方法を含めて決定す

る。（A178 項参照）

(b) Evaluate whether and, if so, how the 
network requirements or network 
services need to be adapted or 
supplemented by the firm to be 
appropriate for use in its system of 
quality management. (Ref: Para. A179–
A180)

(2) ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスを、監査事務所の品質管理シス

テムにおいて適切に利用するために、適応さ

せる、又は補完する必要があるかどうか、ま

たその場合には適応させる、又は補完する方

法を評価する。（A179 項及び A180 項参照）

Monitoring Activities Undertaken by the Network on 
the Firm’s System of Quality Management

《(1) 監査事務所の品質管理システムに関するネ

ットワークのモニタリング活動》

50. In circumstances when the network performs 
monitoring activities relating to the firm’s 
system of quality management, the firm shall: 

50．監査事務所は、ネットワークが監査事務所の

品質管理システムに関するモニタリング活動を

実施する場合、以下を行わなければならない。
(a) Determine the effect of the monitoring 

activities performed by the network on 
the nature, timing and extent of the 
firm’s monitoring activities performed in 
accordance with paragraphs 36–38; 

(1) 第 36 項から第 38項に従って実施される監

査事務所のモニタリング活動の内容、時期及

び範囲に対する、ネットワークのモニタリン

グ活動の影響を判断する。

(b) Determine the firm’s responsibilities in 
relation to the monitoring activities, 
including any related actions by the firm; 
and

(2) ネットワークのモニタリング活動に関す

る、監査事務所の行動を含め、監査事務所の

責任を判断する。

(c) As part of evaluating findings and 
identifying deficiencies in paragraph 40, 
obtain the results of the monitoring 
activities from the network in a timely 
manner. (Ref: Para. A181)

(3) 第 40 項における発見事項の評価及び不備の

識別の一環として、ネットワークからモニタ

リング活動の結果を適時に入手する。（A181

項参照）

Monitoring Activities Undertaken by the Network 
Across the Network Firms 

《(2) ネットワークがネットワーク・ファームを

対象として実施するモニタリング活動》

51. The firm shall: 51．監査事務所は、以下を行わなければならな

い。
(a) Understand the overall scope of the 

monitoring activities undertaken by the 
network across the network firms, 
including monitoring activities to 
determine that network requirements 
have been appropriately implemented 
across the network firms, and how the 
network will communicate the results of 
its monitoring activities to the firm; 

(1) ネットワークがネットワーク・ファームを

対象として実施するモニタリング活動の全体

的な範囲を理解する。これには、ネットワー

クの要求事項がネットワーク・ファームで適

切に実施されていることを判断するためのモ

ニタリング活動及びネットワークのモニタリ

ング活動の結果を監査事務所に伝達する方法

が含まれる。
(b) At least annually, obtain information 

from the network about the overall 
(2) 少なくとも毎年、ネットワークから、ネッ

トワーク・ファームを対象とするモニタリン
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results of the network’s monitoring 
activities across the network firms, if 
applicable, and: (Ref: Para. A182–A184)

グ活動の全体的な結果に関する情報を入手す

る。また、該当する場合には以下を行う。

（A182 項から A184 項参照）
(i) Communicate the information to 

engagement teams and other 
individuals assigned activities 
within the system of quality 
management, as appropriate, to 
enable them to take prompt and 
appropriate action in accordance 
with their responsibilities; and 

① 各自がその責任に応じて迅速かつ適切に

措置を講じることができるように、監査チ

ーム及び品質管理システムにおいて活動を

実施する者に適切に情報を伝達する。

(ii) Consider the effect of the 
information on the firm’s system of 
quality management.

② その情報が監査事務所の品質管理システ

ムに与える影響を検討する。

Deficiencies in Network Requirements or Network 
Services Identified by the Firm

《(3) 監査事務所が識別したネットワークの要求

事項又はネットワーク・サービスの不備》

52. If the firm identifies a deficiency in the network 
requirements or network services, the firm 
shall: (Ref: Para. A185) 

52．監査事務所がネットワークの要求事項又はネ

ットワーク・サービスについて不備を識別した

場合、監査事務所は以下を行わなければならな

い。（A185 項参照）
(a) Communicate to the network relevant 

information about the identified 
deficiency; and

(1) 識別された不備に関連する情報をネットワ

ークに報告する。

(b) In accordance with paragraph 42, design 
and implement remedial actions to 
address the effect of the identified 
deficiency in the network requirements 
or network services. (Ref: Para. A186)

(2) 第 42 項に従って、ネットワークの要求事項

又はネットワーク・サービスについて識別さ

れた不備の影響に対処するために、是正措置

をデザインし適用する。（A186 項参照）

Evaluating the System of Quality Management 《13．品質管理システムの評価》

53. The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management shall evaluate, 
on behalf of the firm, the system of quality 
management. The evaluation shall be 
undertaken as of a point in time, and 
performed at least annually. (Ref: Para. 
A187–A189)

53．品質管理システムに関する 高責任者は、品

質管理システムを評価しなければならない。当

該評価は、特定の基準日において、少なくとも

年に一度実施しなければならない。（A187 項か

ら A189 項参照）

54. Based on the evaluation, the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management shall conclude, on behalf of the 
firm, one of the following: (Ref: Para. A190, 
A195) 

54．前項の評価に基づいて、品質管理システムに

関する 高責任者は、以下のいずれかの結論を

下さなければならない。（A190 項及び A195 項

参照）

(a) The system of quality management 
provides the firm with reasonable 
assurance that the objectives of the 
system of quality management are being 
achieved; (Ref: Para. A191)

(1) 品質管理システムは、当該システムの目的

が達成されているという合理的な保証を監査

事務所に提供している。（A191 項参照）

(b) Except for matters related to identified 
deficiencies that have a severe but not 
pervasive effect on the design, 
implementation and operation of the 
system of quality management, the 
system of quality management provides 
the firm with reasonable assurance that 
the objectives of the system of quality 

(2) 品質管理システムの整備及び運用につい

て、重大ではあるが広範ではない識別された

不備を除き、品質管理システムは、当該シス

テムの目的が達成されているという合理的な

保証を監査事務所に提供している。（A192 項

参照）
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management are being achieved; or 
(Ref: Para. A192)

(c) The system of quality management does 
not provide the firm with reasonable 
assurance that the objectives of the 
system of quality management are being 
achieved. (Ref: Para. A192–A194)

(3) 品質管理システムは、当該システムの目的

が達成されているという合理的な保証を監査

事務所に提供していない。（A192 項から A194

項参照）

55. If the individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management reaches the 
conclusion described in paragraph 54(b) or 
54(c), the firm shall: (Ref: Para. A196)

55．品質管理システムに関する 高責任者が、第

54 項(2)又は第 54 項(3)の結論に達した場合、

監査事務所は以下の事項を実施しなければなら

ない。（A196 項参照）

(a) Take prompt and appropriate action; and (1) 迅速かつ適切な措置を講じる。
(b) Communicate to: (2) 以下の者に伝達する。

(i) Engagement teams and other 
individuals assigned activities 
within the system of quality 
management to the extent that it is 
relevant to their responsibilities; 
and (Ref: Para. A197)

① 監査チーム及び品質管理システムにおい

て活動を実施する者（A197 項参照）

(ii) External parties in accordance with 
the firm’s policies or procedures 
required by paragraph 34(e). (Ref: 
Para. A198)

② 第 34項(5)に記載されている外部の者

（A198 項参照）

56. The firm shall undertake periodic performance 
evaluations of the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management, and the 
individual(s) assigned operational 
responsibility for the system of quality 
management. In doing so, the firm shall take 
into account the evaluation of the system of 
quality management. (Ref: Para. A199–A201)

56．監査事務所は、品質管理システムに関する

高責任者、品質管理システムの整備及び運用に

関する責任者それぞれの定期的な業績評価を実

施しなければならない。その際、監査事務所

は、品質管理システムの評価結果を考慮しなけ

ればならない。（A199 項から A201 項参照）

Documentation 《14．文書化》

57. The firm shall prepare documentation of its 
system of quality management that is 
sufficient to: (Ref: Para. A202–A204) 

57．監査事務所は、以下の要件を満たす品質管理

システムに関する文書を作成しなければならな

い。（A202 項から A204 項参照）
(a) Support a consistent understanding of 

the system of quality management by 
personnel, including an understanding of 
their roles and responsibilities with 
respect to the system of quality 
management and the performance of 
engagements; 

(1) 品質管理システム及び業務の実施における

役割と責任を含む、品質管理システムに関す

る専門要員の一貫した理解を支援すること。

(b) Support the consistent implementation 
and operation of the responses; and

(2) 品質リスクへの対応を一貫して適用し、運

用することを支援すること。
(c) Provide evidence of the design, 

implementation and operation of the 
responses, to support the evaluation of 
the system of quality management by 
the individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management.

(3) 品質管理システムに関する 高責任者によ

る品質管理システムの評価を支援するため、

対応の整備及び運用の裏付けとなる証拠を提

供すること。

58. In preparing documentation, the firm shall 
include: 

58．監査事務所は、品質管理システムに関する文

書に以下の事項を含めなければならない。
(a) The identification of the individual(s) (1) 品質管理システムに関する 高責任者、品
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assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management and operational 
responsibility for the system of quality 
management;

質管理システムの整備及び運用に関する責任

者

(b) The firm’s quality objectives and quality 
risks; (Ref: Para. A205)

(2) 監査事務所の品質目標及び品質リスク

（A205 項参照）
(c) A description of the responses and how 

the firm’s responses address the quality 
risks; 

(3) 対応の説明及びその対応が品質リスクにど

のように対処するか。

(d) Regarding the monitoring and 
remediation process: 

(4) モニタリング及び改善プロセスに関する以

下の事項
(i) Evidence of the monitoring 

activities performed;
① 実施したモニタリング活動の証拠

(ii) The evaluation of findings, and 
identified deficiencies and their 
related root cause(s);

② 発見事項の評価、識別された不備及び関

連する根本原因

(iii) Remedial actions to address 
identified deficiencies and the 
evaluation of the design and 
implementation of such remedial 
actions; and

③ 識別された不備に対する是正措置及び是

正措置のデザイン及び適用の評価

(iv) Communications about monitoring 
and remediation; and

④ モニタリング及び改善に関するコミュニ

ケーション
(e) The basis for the conclusion reached 

pursuant to paragraph 54.
(5) 第 54 項の結論の根拠

59. The firm shall document the matters in 
paragraph 58 as they relate to network 
requirements or network services and the 
evaluation of the network requirements or 
network services in accordance with 
paragraph 49(b). (Ref: Para. A206)

59．監査事務所は、ネットワークの要求事項又は

ネットワーク・サービスに関する第 58 項の事

項及び第 49 項(2)に従った評価結果を文書化し

なければならない。（A206 項参照）

60. The firm shall establish a period of time for the 
retention of documentation for the system of 
quality management that is sufficient to enable 
the firm to monitor the design, implementation 
and operation of the firm’s system of quality 
management, or for a longer period if required 
by law or regulation.

60．監査事務所は、品質管理システムに関する文

書の保存期間を定めなければならない。当該保

存期間は、品質管理システムの整備及び運用を

モニタリングすることを可能にするのに十分な

期間又は法令等によって要求される期間の方が

長い場合にはその期間としなければならない。

《15JP．監査事務所間の引継》

61JP．監査事務所は、監査人の交代に際して、監

査業務の質に重大な影響を及ぼさないようにす

るために、以下の品質目標を設定しなければな

らない。（A207JP 項及び A208JP 項参照）

(1)後任の監査事務所に対して監査上の重要事項

を伝達すること。

(2)前任の監査事務所に対して監査上の重要事項

について問い合わせを実施すること。

62JP．監査事務所は、前項の目標に関連して、以

下の方針又は手続を定めなければならない。

(1) 後任の監査事務所に対して、財務諸表の重

要な虚偽表示に関する情報若しくは状況又は

企業との間の重要な意見の相違等を含め、監

査上の重要な事項を伝達するとともに、後任

の監査事務所から要請のあったそれらに関連
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する調書の閲覧に応じるための方針又は手続

(2) 前任の監査事務所に対して、監査事務所の

交代事由、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問い合わせる

ための方針又は手続

(3) 監査実施の責任者が、実施した引継の状況

を適切な部署又は者に報告するための方針又

は手続

《16JP．共同監査》

63JP．監査事務所が共同監査を実施する場合に

は､監査事務所は、当該監査業務の品質を合理

的に確保するための共同監査に関する方針又は

手続を定めなければならない。この方針又は手

続には、他の監査事務所の品質管理システムが

その監査業務の品質を合理的に確保するもので

あるかどうかを、監査事務所が、監査契約の新

規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて

監査業務の実施の過程において評価し、適切に

対応するための方針又は手続を含めなければな

らない。（A209JP 項参照）

Application and Other Explanatory Material 《Ⅲ 適用指針》
Scope of this ISQM (Ref: Para. 3–4) 《１．本報告書の範囲》（第３項及び第４項参

照）

A1. Other pronouncements of the IAASB, 
including ISRE 2400 (Revised)5 and ISAE 
3000 (Revised),6 also establish requirements 
for the engagement partner for the 
management of quality at the engagement 
level.

5 International Standard on Review 
Engagements (ISRE) 2400 (Revised), 
Engagements to Review Historical 
Financial Statements

6 International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000 (Revised), 
Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial 
Information

A1．保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー

業務」、保証業務実務指針 3000「監査及びレビ

ュー業務以外の保証業務に関する実務指針」及

び専門業務実務指針 4400「合意された手続業務

に関する実務指針」を含む日本公認会計士協会

の他の公表物は、業務レベルでの品質管理にお

ける業務執行責任者に対する要求事項を規定す

る。

A2. The IESBA Code7 contains requirements and 
application material for professional 
accountants that enable professional 
accountants to meet their responsibility to act 
in the public interest. As indicated in 
paragraph 15, in the context of engagement 
performance as described in this ISQM, the 
consistent performance of quality 
engagements forms part of the professional 
accountant’s responsibility to act in the public 
interest.

A2．倫理規則には、日本公認会計士協会の会員が

公共の利益のために行動する責任を果たすこと

を可能にするための要求事項と適用指針が含ま

れている。第 15項にあるように、本報告書に

おける業務の実施の観点から、より質の高い監

査を一貫して実施することは、公共の利益のた

めに行動するという会員の責任の一部を構成す

る。



－ 31 －

ISQM 1 品基報第 1号
7 The International Ethics Standards Board 

for Accountants’ International Code of 
Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence 
Standards) (IESBA Code)

The Firm’s System of Quality Management (Ref: 
Para. 6–9)

《２．監査事務所の品質管理システム》（第６項

から第９項参照）

A3. The firm may use different terminology or 
frameworks to describe the components of its 
system of quality management.

A3．監査事務所は、品質管理システムの構成要素

を説明するために、異なる用語又は枠組みを用

いることがある。

A4. Examples of the interconnected nature of the 
components include the following:

A4．相互に関連する構成要素の例としては、次の

ようなものがある。

· The firm’s risk assessment process sets 
out the process the firm is required to 
follow in implementing a risk-based 
approach across the system of quality 
management.

・ 監査事務所のリスク評価プロセスは、品質

管理システム全体にわたってリスク・アプロ

ーチを適用する際に、監査事務所が従うべき

プロセスを規定する。

· The governance and leadership 
component establishes the environment 
that supports the system of quality 
management.

・ ガバナンス及びリーダーシップの構成要素

は、品質管理システムを支える環境を確立す

る。

· The resources and information and 
communication components enable the 
design, implementation and operation of 
the system of quality management. 

・ 監査事務所の業務運営に関する資源及び情

報と伝達の構成要素は、品質管理システムの

整備及び運用を可能にする。

· The monitoring and remediation process 
is a process designed to monitor the 
entire system of quality management. 
The results of the monitoring and 
remediation process provide information 
that is relevant to the firm’s risk 
assessment process.

・ 品質管理システムのモニタリング及び改善

プロセスは、品質管理システム全体のモニタ

リングを行うためにデザインされたプロセス

である。モニタリング及び改善プロセスの結

果は、監査事務所のリスク評価プロセスに関

連する情報を提供する。

· There may be relationships between 
specific matters, for example, certain 
aspects of relevant ethical requirements 
are relevant to accepting and continuing 
client relationships and specific 
engagements.

例えば、職業倫理及び独立性の特定の側面は、

特定の契約の新規の締結及び更新に関連する

等、具体的な事項について関連することがあ

る。

A5. Reasonable assurance is obtained when the 
system of quality management reduces to an 
acceptably low level the risk that the 
objectives stated in paragraph 14(a) and (b) 
are not achieved. Reasonable assurance is 
not an absolute level of assurance, because 
there are inherent limitations of a system of 
quality management. Such limitations include 
that human judgment in decision making can 
be faulty and that breakdowns in a firm’s 
system of quality management may occur, for 
example, due to human error or behavior or 
failures in information technology (IT) 
applications.

A5．第 14項(1)及び(2)における監査事務所の目

的が達成されないリスクが品質管理システムに

よって許容可能な低いレベルにまで低減される

場合には、品質管理システムの目的が達成され

ているという合理的な保証が得られる。品質管

理システムには固有の限界があるため、合理的

な保証は絶対的な保証水準ではない。そのよう

な限界には、意思決定における判断に誤りが生

じ得ること、また例えば人的ミスや人の行動又

は情報技術（ＩＴ）アプリケーションの不具合

によって、監査事務所の品質管理システムに機

能障害が発生する可能性があることが含まれ

る。

Authority of this ISQM (Ref: Para. 12) 《３．本報告書の規範性》（第 12 項参照）

A6. The objective of this ISQM provides the 
context in which the requirements of this 

A6．本報告書の目的を記載した第 14 項及び第 15

項は、本報告書の要求事項が規定された背景を
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ISQM are set, establishes the desired 
outcome of this ISQM and is intended to 
assist the firm in understanding what needs to 
be accomplished and, where necessary, the 
appropriate means of doing so.

提供するとともに、本報告書の望ましい成果を

示しており、さらに何が達成されるべきか及び

必要であればそのための適切な方法を監査事務

所が理解することを支援するものである。

A7. The requirements of this ISQM are expressed 
using “shall.” 

A7．本報告書の要求事項は「～しなければならな

い」を用いて表現されている。

A8. Where necessary, the application and other 
explanatory material provides further 
explanation of the requirements and guidance 
for carrying them out. In particular, it may:

A8．適用指針は、必要に応じて、要求事項の詳細

な説明及びその実施のための指針を提供してお

り、特に以下について記載していることがあ

る。
· Explain more precisely what a 

requirement means or is intended to 
cover; and

・ 要求事項の意味又は対象とすべき範囲に関

するより詳細な説明

· Include examples that illustrate how the 
requirements might be applied. 

・ 要求事項がどのように適用されるのかを説

明するための例示
While such guidance does not in itself impose 
a requirement, it is relevant to the proper 
application of the requirements. The 
application and other explanatory material 
may also provide background information on 
matters addressed in this ISQM. Where 
appropriate, additional considerations specific 
to public sector audit organizations are 
included within the application and other 
explanatory material. These additional 
considerations assist in the application of the 
requirements in this ISQM. They do not, 
however, limit or reduce the responsibility of 
the firm to apply and comply with the 
requirements in this ISQM.

これらの指針は、それ自体が要求事項を定める

ものではないが、要求事項を適切に適用するた

めに有用なものである。また、適用指針は、本

報告書が扱う事項に関する背景を記載している

こともある。

A9. This ISQM includes, under the heading 
“Definitions,” a description of the meanings 
attributed to certain terms for purposes of this 
ISQM. These definitions are provided to assist 
in the consistent application and interpretation 
of this ISQM, and are not intended to override 
definitions that may be established for other 
purposes, whether in law, regulation or 
otherwise. The Glossary of Terms relating to 
International Standards issued by the IAASB 
in the Handbook of International Quality 
Management, Auditing, Review, Other 
Assurance, and Related Services 
Pronouncements published by IFAC includes 
the terms defined in this ISQM. The Glossary 
of Terms also includes descriptions of other 
terms found in the ISQMs to assist in common 
and consistent interpretation and translation.

A9．本報告書の定義には、本報告書で使用される

用語の説明が含まれる。これらは、本報告書を

一貫して適用し解釈するために記載されている

ものであり、法令等の他の目的で規定された定

義に優先することを意図するものではない。な

お、他の品質管理基準委員会報告書や監査基準

委員会報告書には、本報告書で定義している用

語が含まれているが、それ以外の用語の定義も

含まれている。

Definitions 《４．定義》

Deficiency (Ref: Para. 16(a)) 《(1) 不備》（第 16項(1)参照）

A10. The firm identifies deficiencies through 
evaluating findings. A deficiency may arise 
from a finding, or a combination of findings. 

A10．監査事務所は、発見事項の評価を通じて不

備を識別する。不備は、一つの発見事項又は発

見事項の組合せから識別される。
A11. When a deficiency is identified as a result of a 

quality risk, or combination of quality risks, not 
A11．品質リスク又は品質リスクの組合せが識別
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being identified or properly assessed, the 
response(s) to address such quality risk(s) 
may also be absent, or not appropriately 
designed or implemented. 

されていない、又は適切に評価されていないこ

とにより不備が識別された場合、当該品質リス

クに対処するための対応も、欠如している、又

は適切にデザイン若しくは適用されていないこ

とがある。

A12. The other aspects of the system of quality 
management consist of the requirements in 
this ISQM addressing:

A12．第 16 項(1)④に記載されている不備が生じ

得る品質管理システムの側面とは、本報告書の

以下の要求事項に関連するものである。

· Assigning responsibilities (paragraphs 
20–22);

・ 責任の割当（第 20項から第 22 項参照）

· The firm’s risk assessment process; ・ 監査事務所のリスク評価プロセス

· The monitoring and remediation 
process; and

・ モニタリング及び改善プロセス

· The evaluation of the system of quality 
management.

・ 品質管理システムの評価

Examples of deficiencies related to other 
aspects of the system of quality management

上記の品質管理システムの側面に関する不備の

例

· The firm’s risk assessment process fails 
to identify information that indicates 
changes in the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements and the need to establish 
additional quality objectives, or modify 
the quality risks or responses.

・ 監査事務所の性質及び状況の変化並びに監

査事務所が実施する業務の内容及び状況の変

化及び追加の品質目標を設定すること、又は

品質リスク若しくは対応を修正することの必

要性を示す情報を監査事務所の評価プロセス

が識別できない。

· The firm’s monitoring and remediation 
process is not designed or implemented 
in a manner that:

・ 監査事務所のモニタリング及び改善プロセ

スが、以下のようなデザイン又は適用となっ

ていない。
o Provides relevant, reliable and 

timely information about the 
design, implementation and 
operation of the system of quality 
management. 

－ 品質管理システムの整備及び運用に関し

て、目的適合性、信頼性及び適時性を有す

る情報を提供する。

o Enables the firm to take 
appropriate actions to respond to 
identified deficiencies such that 
deficiencies are remediated on a 
timely basis.

－ 不備が適時に改善されるように、監査事

務所が、識別された不備に対応する適切な

措置を講じることを可能にする。

· The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management does not 
undertake the annual evaluation of the 
system of quality management.

・ 品質管理システムに関する 高責任者が、

品質管理システムの年次評価を実施しない。

Engagement Team (Ref: Para. 16(f)) 《(2) 監査チーム》（第 16 項(6)参照）

A13. ISA 220 (Revised)8 provides guidance in 
applying the definition of engagement team in 
the context of an audit of financial statements.

8 ISA 220 (Revised), paragraphs A15–A25

A13．監査基準委員会報告書 220 の A15 項から A25

項は、財務諸表監査の観点から、監査チームの

定義を適用する際の指針を提供している。

External Inspections (Ref: Para. 16(g)) 《(3) 外部の検証》（第 16 項(7)参照）

A14. In some circumstances, an external oversight 
authority may undertake other types of 
inspections, for example, thematic reviews 
that focus on, for a selection of firms, 
particular aspects of audit engagements or 

A14．状況によっては、外部の監督当局等は、例

えば、選定した監査事務所に対して、監査業務

又は監査事務所全体の実務の特定の側面に焦点

を当てた、テーマ別レビューのような検証を実
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firm-wide practices. 施することがある。

Findings (Ref: Para. 16(h)) 《(4) 発見事項》（第 16 項(8)参照）

A15. As part of accumulating findings from 
monitoring activities, external inspections and 
other relevant sources, the firm may identify
other observations about the firm’s system of 
quality management, such as positive 
outcomes or opportunities for the firm to 
improve, or further enhance, the system of 
quality management. Paragraph A158 
explains how other observations may be used 
by the firm in the system of quality 
management. 

A15．監査事務所は、モニタリング活動、外部の

検証及びその他の関連する情報源から発見事項

を集約する過程で、品質管理システムに関する

発見事項以外の所見を識別することがある。例

えば、品質管理の有効性の観点からの好事例、

若しくは品質管理システムを改善又は更に強化

する機会である。A158 項は、そのような所見を

監査事務所がどのように品質管理システムにお

いて活用することができるかを説明している。

A16. Paragraph A148 provides examples of 
information from other relevant sources. 

A16．A148 項は、その他の関連する情報源からの

情報の例を示している。

A17. Monitoring activities include monitoring at the 
engagement level, such as inspection of 
engagements. Furthermore, external 
inspections and other relevant sources may 
include information that relates to specific 
engagements. As a result, information about 
the design, implementation and operation of 
the system of quality management includes 
engagement-level findings that may be 
indicative of findings in relation to the system 
of quality management.

A17．モニタリング活動には、監査業務の検証等

の業務レベルでのモニタリングが含まれる。さ

らに、外部の検証及びその他の関連する情報源

には、個別の監査業務に関する情報が含まれる

ことがある。したがって、品質管理システムの

整備及び運用に関する情報には個別の監査業務

レベルの発見事項が含まれるが、そのような発

見事項は品質管理システムに関する発見事項を

示唆することがある。

Firm (Ref: Para. 16(i)) 《(5) 監査事務所》（第 16 項(9)参照）

A18. The definition of “firm” in relevant ethical 
requirements may differ from the definition set 
out in this ISQM.

A18．職業倫理に関する規定における「監査事務

所」の定義は、本報告書に規定されている定義

とは異なることがある。

Network (Ref: Para. 16(l), 48) 《(6) ネットワーク》（第 16 項(12)及び第 48項

参照）

A19. Networks and the firms within the network 
may be structured in a variety of ways. For 
example, in the context of a firm’s system of 
quality management: 

A19．ネットワーク及びネットワークに属する監

査事務所の構成は多様である。例えば、監査事

務所の品質管理システムに関して以下の提供方

法がある。

· The network may establish requirements 
for the firm related to its system of 
quality management, or provide 
services that are used by the firm in its 
system of quality management or in 
the performance of engagements;

・ ネットワークが、品質管理システムに関す

る監査事務所の要求事項を定める、又は品質

管理システムや業務の実施において監査事務

所が利用するサービスを提供することがあ

る。

· Other firms within the network may 
provide services (e.g., resources) that 
are used by the firm in its system of 
quality management or in the 
performance of engagements; or 

・ ネットワークに属する他の事務所が、品質

管理システム又は業務の実施において監査事

務所が利用するサービス（例えば、資源）を

提供することがある。

· Other structures or organizations within 
the network may establish 
requirements for the firm related to its 
system of quality management, or 
provide services. 

・ ネットワークに属する他の組織が、品質管

理システムに関する監査事務所の要求事項を

定める、又はサービスを提供することがあ

る。

For the purposes of this ISQM, any network 
requirements or network services that are 
obtained from the network, another firm within 

本報告書においては、ネットワーク及びネット

ワークに属する他の事務所や他の組織から提供

される要求事項又はサービスが、「ネットワー
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the network or another structure or 
organization in the network are considered 
“network requirements or network services.”

クの要求事項又はネットワーク・サービス」で

あると考えられる。

Personnel (Ref: Para. 16(n)) 《(7) 専門要員》（第 16 項(14)参照）

A20. In addition to personnel (i.e., individuals in the 
firm), the firm may use individuals external to 
the firm in performing activities in the system 
of quality management or in the performance 
of engagements. For example, individuals 
external to the firm may include individuals 
from other network firms (e.g., individuals in a 
service delivery center of a network firm) or 
individuals employed by a service provider 
(e.g., a component auditor from another firm 
not within the firm’s network). 

A20．監査事務所は、専門要員（すなわち監査事

務所内の者）に加えて、品質管理システムにお

ける活動の実施又は業務の実施において、監査

事務所外の者を利用することがある。例えば、

監査事務所外の者には、ネットワーク・ファー

ムの者（例えば、ネットワーク・ファームのサ

ービス・デリバリー・センターの者）又はサー

ビス・プロバイダーによって雇用されている者

（例えば、ネットワーク外の監査事務所が構成

単位の監査人である場合）を含む。

A21. Personnel also includes partners and staff in 
other structures of the firm, such as a service 
delivery center in the firm.

A21．専門要員には、監査事務所のサービス・デ

リバリー・センターなど、監査事務所内の他の

組織における社員や専門職員も含まれる。

Relevant Ethical Requirements (Ref: Para. 16(t), 
29) 

《(8) 我が国における職業倫理に関する規定》

（第 16 項(20)及び第 29項参照）

A22. The relevant ethical requirements that are 
applicable in the context of a system of quality 
management may vary, depending on the 
nature and circumstances of the firm and its 
engagements. The term “professional 
accountant” may be defined in relevant ethical 
requirements. For example, the IESBA Code 
defines the term “professional accountant” 
and further explains the scope of provisions in 
the IESBA Code that apply to individual 
professional accountants in public practice 
and their firms.

A22．品質管理システムにおいて適用される職業

倫理に関する規定は、監査事務所及びその業務

の性質及び状況によって異なることがある。

「会員」という用語は、職業倫理に関する規定

において定義されることがある。例えば、倫理

規則は、「会員」という用語を定義し、また

個々の会員とその事務所に適用される倫理規則

が規定する範囲を更に説明している。

A23. The IESBA Code addresses circumstances 
when law or regulation precludes the 
professional accountant from complying with 
certain parts of the IESBA Code. It further 
acknowledges that some jurisdictions might 
have provisions in law or regulation that differ 
from or go beyond those set out in the IESBA 
Code and that professional accountants in 
those jurisdictions need to be aware of those 
differences and comply with the more 
stringent provisions, unless prohibited by law 
or regulation.

A23．倫理規則は、法令等により倫理規則の特定

の部分を会員が遵守することができない状況に

対処している。さらに、一部の法域では倫理規

則の規定と異なる、又は範囲を越えた規定があ

る場合があり、会員はそのような差異を把握す

るとともに、法令等により禁止されている場合

を除き、より厳格な規定を遵守する必要がある

ことも認めている。

A24. Various provisions of the relevant ethical 
requirements may apply only to individuals in 
the context of the performance of 
engagements and not the firm itself. For 
example: 

A24．職業倫理に関する規定の様々な定めのう

ち、業務の実施において個人のみに適用され、

監査事務所そのものには適用されないものがあ

る。例えば、以下が挙げられる。

· Part 2 of the IESBA Code applies to 
individuals who are professional 
accountants in public practice when they 
are performing professional activities 
pursuant to their relationship with the 
firm, whether as a contractor, employee 
or owner, and may be relevant in the 

・ 倫理規則のパート２は、業務委託契約者、

従業者若しくは所有者のいずれであるかを問

わず、その監査事務所等との関係に従って専

門業務を実施する際に会員である個人に適用

され、またそれは業務の実施に関連すること

がある。
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context of the performance of 
engagements.

· Certain requirements in Parts 3 and 4 of 
the IESBA Code also apply to 
individuals who are professional 
accountants in public practice when they 
are performing professional activities for 
clients. 

・ 倫理規則のパート３及びパート 4A 及び 4B

の特定の要求事項についても、依頼人に専門

業務を提供する際に会員である個人に適用さ

れる。

Compliance with such relevant ethical 
requirements by individuals may need to be 
addressed by the firm’s system of quality 
management. 

このような個人としての職業倫理に関する規定

の遵守は、監査事務所の品質管理システムによ

って対処される必要があることがある。

Example of relevant ethical requirements that 
are applicable only to individuals and not the 
firm, and which relate to the performance of
engagements

監査事務所ではなく個人のみに適用され、業務

の実施に関連する職業倫理に関する規定の例

Part 2 of the IESBA Code addresses pressure 
to breach the fundamental principles, and 
includes requirements that an individual shall 
not:

倫理規則のパート２は、基本原則への違反のプ

レッシャーを扱っており、個人が次のことを行

うことを禁止する要求事項を含んでいる。

· Allow pressure from others to result in a 
breach of compliance with the 
fundamental principles; or

・ 他者からのプレッシャーにより基本原則に

違反すること。

· Place pressure on others that the 
accountant knows, or has reason to 
believe, would result in the other 
individuals breaching the fundamental 
principles.

・ 他者に対してプレシャーを与えることによ

り、他者が基本原則に違反することが明らか

な場合又はそのように信じるに足る理由があ

る場合に、会員がそのようなプレッシャーを

他者に与えること。
For example, circumstances may arise when, 
in performing an engagement, an individual 
considers that the engagement partner or 
another senior member of the engagement 
team has pressured them to breach the 
fundamental principles.

例えば、業務を実施する際に、監査チームの監

査責任者又はその他の上位の管理者メンバーに

基本原則に違反するようプレッシャーをかけら

れたとある個人が考える場合に、このような状

況が生じる可能性がある。

Response (Ref: Para. 16(u)) 《(9) 対応》（第 16項(21)参照）

A25. Policies are implemented through the actions 
of personnel and other individuals whose 
actions are subject to the policies (including 
engagement teams), or through their restraint 
from taking actions that would conflict with the 
firm’s policies. 

A25．方針は、専門要員やその他の者（監査チー

ムを含む。）の行動によって、又は当該方針に

反する行動を抑制することによって適用され

る。

A26. Procedures may be mandated, through formal 
documentation or other communications, or 
may result from behaviors that are not 
mandated but are rather conditioned by the 
firm’s culture. Procedures may be enforced 
through the actions permitted by IT 
applications, or other aspects of the firm’s IT 
environment.

A26．手続は、正式な文書又はその他のコミュニ

ケーションによって義務付けられることがある

が、個別に義務付けられなくとも、事務所の組

織風土によって実質的に定められることもあ

る。また、手続は、ＩＴアプリケーションの仕

様又は監査事務所のＩＴ環境の他の側面によっ

て実施されることがある。

A27. If the firm uses individuals external to the firm 
in the system of quality management or in the 
performance of engagements, different 
policies or procedures may need to be 
designed by the firm to address the actions of 
the individuals. ISA 220 (Revised)9 provides 
guidance when different policies or 

A27．監査事務所は、品質管理システム又は業務

の実施において監査事務所外の者を利用する場

合、当該者の行動に対処するために異なる方針

又は手続を整備する必要があることがある。監

査基準委員会報告書 220 の A23 項から A25 項

は、財務諸表監査において、監査事務所外の者
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procedures may need to be designed by the 
firm to address the actions of individuals 
external to the firm in the context of an audit of 
financial statements.

9 ISA 220 (Revised), paragraphs A23–A25 

の行動に対処するために、監査事務所が異なる

方針又は手続を整備する必要がある場合の指針

を提供している。

Service Provider (Ref: Para. 16(v)) 《(10) サービス・プロバイダー》（第 16 項(22)

参照）

A28. Service providers include component auditors 
from other firms not within the firm’s network. 

A28．サービス・プロバイダーには、構成単位の

監査人である場合のネットワーク外の監査事務

所が含まれる。

Applying, and Complying with, Relevant 
Requirements (Ref: Para. 17)

《５．関連する要求事項の適用と遵守》（第 17

項参照）

A29. Examples of when a requirement of this ISQM 
may not be relevant to the firm

A29．本報告書の要求事項が事務所に関連しない

場合の要求事項の例

· The firm is a sole practitioner. For 
example, the requirements addressing 
the organizational structure and 
assigning roles, responsibilities and 
authority within the firm, direction, 
supervision and review and addressing 
differences of opinion may not be 
relevant.

・ 監査事務所が個人事務所の場合。例えば、

組織構造への対処並びに監査事務所におけ

る、役割、責任及び権限の分担、指揮、監督

及び査閲、並びに監査上の判断の相違に対処

するための要求事項は関連しないことがあ

る。

· The firm only performs engagements 
that are related services engagements. 
For example, if the firm is not required to 
maintain independence for related 
services engagements, the requirement 
to obtain a documented confirmation of 
compliance with independence 
requirements from all personnel would 
not be relevant.

・ 監査事務所が合意された手続業務又は調製

業務のみを実施する場合。例えば、監査事務

所が当該業務について独立性を維持すること

を要求されていない場合、全ての専門要員か

ら独立性に関する要求事項の遵守を文書で確

認する要求事項は関連しないことになる。

System of Quality Management 《６．品質管理システム》

Design, Implement and Operate a System of 
Quality Management (Ref: Para. 19)

《(1) 品質管理のデザイン、適用及び運用》（第

19 項参照）

A30. Quality management is not a separate 
function of the firm; it is the integration of a 
culture that demonstrates a commitment to 
quality with the firm’s strategy, operational 
activities and business processes. As a result, 
designing the system of quality management 
and the firm’s operational activities and 
business processes in an integrated manner 
may promote a harmonious approach to 
managing the firm, and enhance the 
effectiveness of quality management.

A30．品質管理は、監査事務所において単独で機

能するものではなく、品質に対するコミットメ

ントを示す組織風土、監査事務所の戦略、事業

活動及び業務プロセスを統合したものである。

このため、品質管理システムと監査事務所の事

業活動及び業務プロセスを統合的にデザインす

ることによって、監査事務所の業務運営をより

調和の取れたものにするとともに、品質管理の

有効性を高めることができる。

A31. The quality of professional judgments 
exercised by the firm is likely to be enhanced 
when individuals making such judgments 
demonstrate an attitude that includes an 
inquiring mind, which involves: 

A31．監査事務所が行使する職業的専門家として

の判断の質は、その判断を行う者が懐疑心を含

む態度を示すときに高まる可能性が高い。懐疑

心を含む態度は、以下の双方を伴うものであ

る。

· Considering the source, relevance and 
sufficiency of information obtained about 
the system of quality management, 

・ 品質管理システムに関して入手される情報

（監査事務所の性質及び状況並びに監査事務

所が実施する業務の内容及び状況に関連する
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including information related to the 
nature and circumstances of the firm 
and its engagements; and 

情報を含む。）の情報源、適合性及び十分性

を考慮すること。

· Being open and alert to a need for 
further investigation or other action.

・ 追加の調査又はその他の行動の必要性につ

いて予断を持たず、注意を払うこと。

Responsibilities (Ref: Para. 20–21, 28(d)) 《(2) 責任》（第 20項、21 項及び第 28 項(4)参

照）

A32. The governance and leadership component 
includes a quality objective that the firm has 
an organizational structure and assignment of 
roles, responsibilities and authority that is 
appropriate to enable the design, 
implementation and operation of the firm’s 
system of quality management.

A32．ガバナンス及びリーダーシップの構成要素

には、監査事務所の品質管理システムの整備及

び運用を可能にするために、監査事務所が適切

な組織構造を有し、適切に役割及び責任並びに

権限を割り当てなければならないという品質目

標が含まれる。

A33. Notwithstanding the assignment of 
responsibilities related to the system of quality 
management in accordance with paragraph 
20, the firm remains ultimately responsible for 
the system of quality management and 
holding individuals responsible and 
accountable for their assigned roles. For 
example, in accordance with paragraphs 53 
and 54, although the firm assigns the 
evaluation of the system of quality 
management and conclusion thereon to the 
individual(s) assigned ultimate responsibility 
and accountability for the system of quality 
management, the firm is responsible for the 
evaluation and conclusion.

A33．第 20 項に従った品質管理システムに関連す

る責任の割当にかかわらず、監査事務所は品質

管理システムについて 終的な責任を負う。ま

た、割り当てられた役割について各者に説明責

任を含む責任を負わせることに関しても、同様

である。例えば、監査事務所は、第 53 項及び

第 54 項に従って、品質管理システムを評価し

結論付けることを品質管理システムに関する

高責任者に割り当てるが、監査事務所は当該評

価及び結論について責任を負う。

A34. An individual(s) assigned responsibility for the 
matters in paragraph 20 is typically a partner 
of the firm so that they have appropriate 
influence and authority within the firm, as
required by paragraph 21. However, based on 
the legal structure of the firm, there may be 
circumstances when an individual(s) may not 
be a partner of the firm but the individual(s) 
has the appropriate influence and authority 
within the firm to perform their assigned role 
because of formal arrangements made by the 
firm or the firm’s network.

A34．第 20 項に記載される事項について責任を割

り当てられる者は、典型的には監査事務所の社

員である。これは、当該者が、第 21 項によっ

て要求されるように、監査事務所内で適切な影

響力と権限を有する必要があるためである。し

かしながら、監査事務所の法的構造によって

は、当該者が監査事務所の社員ではない状況が

あり得る。こうした場合でも、監査事務所又は

監査事務所のネットワークによる正式な取決め

により、当該者は割り当てられた役割を果たす

ために監査事務所内での適切な影響力と権限を

有している必要がある。

A35. How the firm assigns roles, responsibilities 
and authority within the firm may vary and law 
or regulation may impose certain 
requirements for the firm that affect the 
leadership and management structure or their 
assigned responsibilities. An individual(s) 
assigned responsibility for a matter(s) in 
paragraph 20 may further assign roles, 
procedures, tasks or actions to other 
individuals to assist them in fulfilling their 
responsibilities. However, an individual(s) 
assigned responsibility for a matter(s) in 
paragraph 20 remains responsible and 
accountable for the responsibilities assigned 

A35．監査事務所が事務所内で役割、責任及び権

限を割り当てる方法は事務所ごとに異なる可能

性があるほか、 高責任者等及び経営組織体又

はそれらに割り当てられた責任に影響を与える

要求事項が法令等によって事務所に課されてい

ることがある。第 20 項に記載される事項につ

いて責任を割り当てられた者は、自らがその責

任を果たすことができるように、さらに他の者

に一定の役割、手続又は業務を割り当てること

がある。

しかしながら、第 20 項に記載される事項の責

任を割り当てられた者は、割り当てられた責任

について、自ら説明責任を含む責任を負う。
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to them.
Scalability example to demonstrate how 
assigning roles and responsibilities may be 
undertaken

規模等によって役割と責任の割当がどのように

異なり得るかを示す例

· In a less complex firm, ultimate
responsibility and accountability for the 
system of quality management may be 
assigned to a single managing partner 
with sole responsibility for the oversight 
of the firm. This individual may also 
assume responsibility for all aspects of 
the system of quality management, 
including operational responsibility for 
the system of quality management, 
compliance with independence 
requirements and the monitoring and 
remediation process.

・ 複雑でない監査事務所では、品質管理シス

テムに関する 高責任は、監査事務所の監督

について全責任を持つ一人の経営担当の社員

に割り当てられることがある。また、この者

が、品質管理システムの整備及び運用に関す

る責任、独立性に関する要求事項の遵守、並

びにモニタリング及び改善プロセスを含む、

品質管理システムの全ての側面に対して責任

を負うことがある。

· In a more complex firm, there may be 
multiple levels of leadership that reflect 
the organizational structure of the firm, 
and the firm may have an independent 
governing body that has non-executive 
oversight of the firm, which may 
comprise external individuals. 
Furthermore, the firm may assign 
operational responsibility for specific 
aspects of the system of quality 
management beyond those specified in 
paragraph 20(c), such as operational 
responsibility for compliance with ethical 
requirements or operational 
responsibility for managing a service 
line.

・ より複雑な監査事務所では、監査事務所の

組織構造を反映してリーダーシップに複数の

階層が存在することがある。また、こうした

事務所では、外部の者から構成される業務執

行に関与せずに監督を行う独立したガバナン

ス機関が存在することがある。さらに、監査

事務所によっては、第 20 項(3)で規定されて

いる事項以外にも、職業倫理に関する規定の

遵守に関する運用責任やサービスラインの経

営に関する運用責任など、品質管理システム

の特定の側面に関する運用責任を特定の者に

割り当てることがある。

A36. Compliance with independence requirements 
is essential to the performance of audits, or 
reviews of financial statements, or other 
assurance engagements, and is an 
expectation of stakeholders relying on the 
firm’s reports. The individual(s) assigned 
operational responsibility for compliance with 
independence requirements is ordinarily 
responsible for the oversight of all matters 
related to independence so that a robust and 
consistent approach is designed and 
implemented by the firm to deal with 
independence requirements.

A36．独立性に関する要求事項の遵守は、財務諸

表の監査若しくはレビュー又はその他の保証業

務の実施において不可欠であり、また事務所が

発行する報告書に依拠する利害関係者が期待し

ていることでもある。独立性に関する要求事項

の遵守に係る運用上の責任を割り当てられた者

は、独立性に関する要求事項に対処するために

強固で一貫性のあるアプローチを監査事務所が

整備するように、通常、独立性に関連する全て

の事項について監督する責任を有する。

A37. Law, regulation or professional standards may 
establish additional requirements for an 
individual assigned responsibility for a 
matter(s) in paragraph 20, such as 
requirements for professional licensing, 
professional education or continuing 
professional development.

A37．法令等又は職業的専門家としての基準にお

いて、第 20 項に記載される事項の責任を割り

当てられた者に対して、専門家の資格、専門教

育又は継続的な専門性の向上に関する要求事項

など、追加の要求事項が設定されていることが

ある。

A38. The appropriate experience and knowledge 
for the individual(s) assigned operational 
responsibility for the system of quality 

A38．品質管理システムの整備及び運用に関する

責任者に必要とされる適切な経験と知識には、

通常、監査事務所の戦略的意思決定と行動の理
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management ordinarily includes an 
understanding of the firm’s strategic decisions 
and actions and experience with the firm’s 
business operations. 

解及び事務所の事業運営に関する経験が含まれ

る。

FA38-2JP． 高責任者等により任命された品質管

理システムの整備及び運用に関する責任者は、

不正リスクに関する品質管理の責任者を兼ねる

ことがある。

The Firm’s Risk Assessment Process (Ref: Para. 
23)

《７．事務所のリスク評価プロセス》（第 23 項

参照）

A39. How the firm designs the firm’s risk 
assessment process may be affected by the 
nature and circumstances of the firm, 
including how the firm is structured and 
organized. 

A39．監査事務所のリスク評価プロセスのデザイ

ンの方法は、事務所の性質及び状況（事務所が

どのような構造及び組織かを含む。）によって

影響を受ける可能性がある。

Scalability examples to demonstrate how the 
firm’s risk assessment process may differ

規模等によって監査事務所のリスク評価プロセ

スがどのように異なり得るかを示す適用の柔軟

性の例

· In a less complex firm, the individual(s) 
assigned operational responsibility for 
the system of quality management may 
have a sufficient understanding of the 
firm and its engagements to undertake 
the risk assessment process. 
Furthermore, the documentation of the 
quality objectives, quality risks and 
responses may be less extensive than 
for a more complex firm (e.g., it may be 
documented in a single document).

・ 複雑でない監査事務所では、品質管理シス

テムの整備及び運用に関する責任者は、リス

ク評価プロセスを実施するために監査事務所

及び監査事務所が実施する業務を十分に理解

していることがある。また、品質目標、品質

リスク及び対応の文書化は、より複雑な監査

事務所の場合よりも簡潔となることがある

（例えば、一つの文書で全てを文書化できる

ことがある。）。

· In a more complex firm, there may be a 
formal risk assessment process, 
involving multiple individuals and 
numerous activities. The process may 
be centralized (e.g., the quality 
objectives, quality risks and responses 
are established centrally for all business 
units, functions and service lines) or 
decentralized (e.g., the quality 
objectives, quality risks and responses 
are established at a business unit, 
function or service line level, with the 
outputs combined at the firm level). The 
firm’s network may also provide the firm 
with quality objectives, quality risks and 
responses to be included in the firm’s 
system of quality management.

・ より複雑な監査事務所では、複数の担当者

と多数の活動を含む正式なリスク評価プロセ

スが存在することがある。当該プロセスは、

本部に集中化されることもあれば（例えば、

品質目標、品質リスク及び対応は、全ての事

業部門、機能及びサービスラインについて本

部で一律に設定されている。）、分散化され

ることもある（例えば、品質目標、品質リス

ク及び対応は、事業部門、機能及びサービス

ラインのレベルで設定され、それぞれのアウ

トプットが事務所レベルで集約される。）。

また、監査事務所のネットワークが、事務所

の品質管理システムに含まれるべき品質目

標、品質リスク及び対応を事務所に対して提

供することがある。

A40. The process of establishing quality objectives, 
identifying and assessing quality risks and 
designing and implementing responses is 
iterative, and the requirements of this ISQM 
are not intended to be addressed in a linear 
manner. For example: 

A40．品質目標の設定、品質リスクの識別と評価

及び対応のデザインと適用のプロセスは反復的

であり、本報告書の要求事項は一方向で直線的

に対処することを意図したものではない。例え

ば、以下が挙げられる。

· In identifying and assessing quality risks, 
the firm may determine that an 
additional quality objective(s) needs to 

・ 品質リスクを識別し評価する際に、監査事

務所は、追加の品質目標を設定する必要があ

ると判断することがある。



－ 41 －

ISQM 1 品基報第 1号

be established. 
· When designing and implementing 

responses, the firm may determine that 
a quality risk was not identified and 
assessed.

・ 対応をデザインし適用する際に、監査事務

所は、ある品質リスクが識別及び評価されて

いなかったと判断することがある。

A41. Information sources that enable the firm to 
establish quality objectives, identify and 
assess quality risks and design and 
implement responses form part of the firm’s 
information and communication component 
and include: 

A41．監査事務所が品質目標を設定し、品質リス

クを識別して評価し、対応をデザインし適用す

ることを可能にする情報源は、事務所の情報と

伝達の構成要素の一部である。また、情報源に

は、以下が含まれる。

· The results of the firm’s monitoring and 
remediation process (see paragraphs 42 
and A171).

・ 監査事務所のモニタリング活動及び改善プ

ロセスの結果（第 42 項及び A171 項参照）

· Information from the network or service 
providers, including:

・ 以下を含む、ネットワーク又はサービス・

プロバイダーからの情報
o Information about network 

requirements or network services 
(see paragraph 48); and

－ ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスに関する情報（第 48項参照）

o Other information from the 
network, including information 
about the results of monitoring 
activities undertaken by the 
network across the network firms 
(see paragraphs 50–51).

－ ネットワークからのその他の情報（ネッ

トワーク・ファームに対するネットワーク

が実施したモニタリング活動の結果に関す

る情報も含む。）（第 50 項及び第 51 項参

照）

Other information, both internal or external, 
may also be relevant to the firm’s risk 
assessment process, such as: 

事務所内外からのその他の情報は、以下のよう

に、監査事務所のリスク評価プロセスに関連す

ることがある。

· Information regarding complaints and 
allegations about failures to perform 
work in accordance with professional 
standards and applicable legal and
regulatory requirements, or non-
compliance with the firm’s policies or 
procedures established in accordance 
with this ISQM.

・ 職業的専門家としての基準及び適用される

法令等に従って監査業務が実施されなかった

こと、又は本報告書に従って設定された事務

所の方針若しくは手続が遵守されなかったこ

とに関する、不服と疑義の申立てに関する情

報

· The results of external inspections. ・ 外部の検証プログラムの結果

· Information from regulators about the 
entities for whom the firm performs 
engagements which is made available to 
the firm, such as information from a 
securities regulator about an entity for 
whom the firm performs engagements 
(e.g., irregularities in the entity’s financial 
statements or non-compliance with 
securities regulation).

・ 監査事務所が業務を実施する対象の企業に

関する証券監督当局から得た情報 （例えば、

企業の財務諸表における非違行為又は証券規

制の不遵守）など、監査事務所が業務を実施

する対象の企業に関する情報で、規制当局か

ら提供されたもの

· Changes in the system of quality 
management that affect other aspects of 
the system, for example, changes in the 
firm’s resources.

・ 品質管理システムのその他の側面に影響を

与えるシステムの変更（例えば、監査事務所

の資源についての変更）

· Other external sources, such as 
regulatory actions and litigation against 
the firm or other firms in the jurisdiction 
that may highlight areas for the firm to 
consider.

・ その他外部の情報源（例えば、当該監査事

務所又はその管轄区域内の他の事務所に対す

る規制上の措置及び訴訟など、監査事務所が

検討すべき分野を明らかにする可能性のある

もの）

Establish Quality Objectives (Ref: Para. 24) 《(1) 品質目標の設定》（第 24 項参照）
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A42. Law, regulation or professional standards may 
establish requirements that give rise to 
additional quality objectives. For example, a 
firm may be required by law or regulation to 
appoint non-executive individuals to the firm’s 
governance structure and the firm considers it 
necessary to establish additional quality 
objectives to address the requirements.

A42．法令等又は職業的専門家としての基準にお

いて、追加で品質目標を設定する必要のある要

求事項が定められていることがある。例えば、

法令等において、監査事務所に対して、業務執

行に関与しない者を事務所のガバナンス組織の

メンバーに選任することが義務付けられている

ことがある。これを踏まえ、監査事務所は当該

要求事項に対処するために追加的な品質目標を

設定することが必要であると考えることがあ

る。

A43. The nature and circumstances of the firm and 
its engagements may be such that the firm 
may not find it necessary to establish 
additional quality objectives.

A43．監査事務所の性質及び状況並びに監査事務

所が実施する業務の内容及び状況によっては、

監査事務所が追加の品質目標を設定する必要が

ないと判断することがある。

A44. The firm may establish sub-objectives to 
enhance the firm’s identification and 
assessment of quality risks, and design and 
implementation of responses.

A44．監査事務所は、品質リスクの識別と評価及

び対応のデザインと適用を強化するため、補助

的な品質目標を設定することができる。

Identify and Assess Quality Risks (Ref: Para. 25) 《(2) 品質リスクの識別と評価》（第 25 項参

照）

A45. There may be other conditions, events, 
circumstances, actions or inactions not 
described in paragraph 25(a) that may 
adversely affect the achievement of a quality 
objective. 

A45．第 25 項(1)に記載されていない他の状況、

事象、環境又は行動の有無が、品質目標の達成

を阻害することがある。

A46. A risk arises from how, and the degree to 
which, a condition, event, circumstance, 
action or inaction may adversely affect the 
achievement of a quality objective. Not all 
risks meet the definition of a quality risk. 
Professional judgment assists the firm in 
determining whether a risk is a quality risk, 
which is based on the firm’s consideration of 
whether there is a reasonable possibility of the 
risk occurring, and individually, or in 
combination with other risks, adversely 
affecting the achievement of one or more 
quality objectives. 

A46．リスクは、状況、事象、環境又は行動の有

無がどのように、またどの程度品質目標の達成

を阻害し得るかによって生じる。全てのリスク

が品質リスクの定義を満たすわけではない。リ

スクが品質リスクに該当するかどうかを監査事

務所が決定する際に職業的専門家としての判断

が役立つ。当該判断は、リスクが発生する合理

的な可能性があるかどうか、並びに個別に又は

他のリスクと組み合わせて、一つ又は複数の品

質目標の達成を阻害し得るかどうかという監査

事務所の検討に基づくものである。

Examples of quality risks that may arise 発生する可能性のある品質リスクの例
In the context of governance and leadership, 
this may give rise to a number of quality risks 
such as:
· Resources are allocated or assigned in a 

manner that prioritizes the services not 
within the scope of this ISQM and may 
negatively affect the quality of 
engagements within the scope of this 
ISQM. 

· Decisions about financial and 
operational priorities do not fully or 
adequately consider the importance of 
quality in the performance of 
engagements within the scope of this 
ISQM.

ガバナンス及びリーダーシップに関して、こう

した状況は以下のような多くの品質リスクが生

じる可能性がある。

・ 資源が本報告書が対象としない業務を優先

するように配分又は割り当てられる。これに

より、本報告書が対象とする業務の品質に悪

影響を及ぼすことがある。

・ 財務上及び業務上の優先事項に関する意思

決定において、本報告書が対象とする業務の

実施における品質の重要性が十分に又は適切

に考慮されない。
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In the context of governance and leadership, 
this may give rise to a number of quality risks 
such as:
· Leadership’s responsibilities and 

accountability for quality are not clearly 
defined and assigned.

· The actions and behaviors of leadership 
that do not promote quality are not 
questioned.

ガバナンス及びリーダーシップに関して、以下

のような多くの品質リスクが生じることがあ

る。

・ 品質に関する 高責任者等の説明責任を含

む責任が明確に定義されておらず、また割

り当てられていない。

・ 品質を重視しない 高責任者等の行動や姿

勢が疑問視されない。

In the context of resources, this may give rise 
to a number of quality risks including:
· Technological resources used by the two 

merged firms may be incompatible. 
· Engagement teams may use intellectual 

resources developed by a firm prior to 
the merger, which are no longer 
consistent with the new methodology 
being used by the new merged firm.

資源に関して、以下のような多くの品質リスク

が生じる可能性がある。

・ 合併した二つの監査事務所が利用するテク

ノロジー資源に互換性がないことがある。

・ 監査チームが、合併前の監査事務所によっ

て開発された知的資源を利用しているが、こ

れが合併後の新たな監査事務所が利用する新

しい手法とは整合的でない。

Examples of the firm’s understanding of the 
conditions, events, circumstances, actions or 
inactions that may adversely affect the 
achievement of the quality objectives

品質目標の達成を阻害し得ると監査事務所が理

解する状況、事象、環境又は行動の有無につい

ての例

· The strategic and operational decisions and 
actions, business processes and 
business model of the firm: The firm’s 
overall financial goals are overly 
dependent on the extent of services 
provided by the firm not within the scope 
of this ISQM.

・ 監査事務所の戦略的意思決定及び業務上の

意思決定、行動、ビジネスプロセス並びにビ

ジネスモデルとして監査事務所の全体の財務

目標が、本報告書が対象としない業務に過度

に依存している。

· The characteristics and management style 
of leadership: The firm is a smaller firm 
with a few engagement partners with 
shared authority.

・ リーダーシップの特徴及び経営スタイルと

して、権限を共有する少数の監査責任者によ

り運営される小規模な監査事務所である。

· The complexity and operating 
characteristics of the firm: The firm has 
recently completed a merger with 
another firm.

・ 監査事務所の複雑さと業務上の特徴として

他の監査事務所との合併が 近完了した。

A47. Given the evolving nature of the system of 
quality management, the responses designed 
and implemented by the firm may give rise to 
conditions, events, circumstances, actions or 
inactions that result in further quality risks. For 
example, the firm may implement a resource 
(e.g., a technological resource) to address a 
quality risk, and quality risks may arise from 
the use of such resource.

A47．品質管理システムは絶えず変化していくも

のであることを踏まえると、監査事務所によっ

てデザインされ適用される対応によって、更な

る品質リスクをもたらす状況、事象、環境又は

行動が生じることがある。例えば、品質リスク

に対処するために監査事務所が新たに資源（例

えば、テクノロジー資源）を導入し、品質リス

クが当該資源の利用から生じることがある。

A48. The degree to which a risk, individually, or in 
combination with other risks may adversely 
affect the achievement of a quality objective(s) 
may vary based on the conditions, events, 
circumstances, actions or inactions giving rise 
to the risk, taking into account, for example:

A48．リスクが個別に又は他のリスクと組み合せ

て、品質目標の達成を阻害し得る程度はリスク

を生じさせる状況、事象、環境又は行動の有無

に応じて異なることがある。また、その程度

は、例えば、以下のような点によっても相違す

る。

· How the condition, event, circumstance, 
action or inaction would affect the 
achievement of the quality objective.

・ 状況、事象、環境又は行動の有無が品質目

標の達成にどのような影響を与えると考えら

れるか。
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· How frequently the condition, event, 
circumstance, action or inaction is 
expected to occur.

・ 状況、事象、環境又は行動の有無がどの程

度頻繁に発生することが見込まれるか。

· How long it would take after the 
condition, event, circumstance, action or 
inaction occurred for it to have an effect, 
and whether in that time the firm would 
have an opportunity to respond to 
mitigate the effect of the condition, 
event, circumstance, action or inaction. 

・ 状況、事象、環境又は行動の有無が影響を

与えるまでにどの程度の期間を要すると考え

られるか。また、その時点で、監査事務所が

状況、事象、環境又は行動の有無の影響を緩

和するために対応する機会を有していると考

えられるか。

· How long the condition, event, 
circumstance, action or inaction would 
affect the achievement of the quality 
objective once it has occurred.

・ 仮に状況、事象、環境又は行動が一旦生じ

た場合、どの程度の期間にわたって品質目標

の達成に影響を与え続けるか。

The assessment of quality risks need not 
comprise formal ratings or scores, although 
firms are not precluded from using them.

品質リスクの評価に当たって、正式な評点付け

や点数付けによることが妨げられているわけで

はないが、品質リスクの評価はこうした方法に

よらなければならないということでもない。

Design and Implement Responses to Address the 
Quality Risks (Ref: Para. 16(u), 26)

《(3) 品質リスクに対処するための対応のデザイ

ンと適用》（第 16 項(21)及び第 26 項参照）

A49. The nature, timing and extent of the 
responses are based on the reasons for the 
assessment given to the quality risks, which is 
the considered occurrence and effect on the 
achievement of one or more quality 
objectives.

A49．対応の内容、時期及び範囲は、品質リスク

に対する評価の根拠、すなわち想定される発生

可能性及び一つ又は複数の品質目標の達成に与

える影響に基づいている。

A50. The responses designed and implemented by 
the firm may operate at the firm level or 
engagement level, or there may be a 
combination of responsibilities for actions to 
be taken at the firm and engagement level. 

A50．監査事務所がデザインし適用する対応は、

監査事務所レベル又は業務レベルのいずれかで

運用されることがある。他方、そのような対応

に関する責任が監査事務所レベル及び業務レベ

ルの双方で共有されることもある。
Example of a response designed and 
implemented by the firm that operates at both 
the firm and engagement level

監査事務所レベル及び業務レベルの両方のレベ

ルで運用する対応を監査事務所がデザインし適

用する例
The firm establishes policies or procedures for 
consultation which include with whom 
consultation should be undertaken by 
engagement teams and the specific matters 
for which consultation is required. The firm 
appoints suitably qualified and experienced
individuals to provide the consultations. The 
engagement team is responsible for 
identifying when matters for consultation occur 
and initiating consultation, and implementing 
the conclusions from consultation.10

10 ISA 220 (Revised), paragraphs 35

監査事務所は、監査チームが誰に対して専門的

な見解の問合せを実施すべきか、及び専門的見

解の問合せの実施が必要となる具体的な事案を

含む、専門的な見解の問合せの実施に関する方

針又は手続を定める。監査事務所は、専門的な

見解の問合せを提供するために、適切な資質と

経験を有する者を選任する。監査チームは、専

門的な見解の問合せを実施すべき事項が発生し

た際にそれを識別し、専門的な見解の問合せを

実施し、当該問合せにより合意した結論に従っ

て業務を実施する責任を負う。（監基報 220 第

35 項参照）

A51. The need for formally documented policies or 
procedures may be greater for firms that have 
many personnel or that are geographically 
dispersed, in order to achieve consistency 
across the firm.

A51．多くの専門要員を有する、又は地理的に分

散している監査事務所の方が、監査事務所全体

での一貫性を達成するために正式に文書化され

た方針又は手続を整備する必要性が高いことが

ある。
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Changes in the Nature and Circumstances of the 
Firm or its Engagements (Ref: Para. 27)

《(4) 監査事務所の性質及び状況又は監査事務所

が実施する業務の内容と状況の変化》（第 27 項

参照）

A52. Scalability example to demonstrate how 
policies or procedures for identifying 
information about changes in the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements may vary

A52．規模等によって、監査事務所の性質及び状

況又は監査事務所が実施する業務の内容及び状

況の変化に関する情報を識別するための方針又

は手続がどのように異なり得るかを示す適用の

柔軟性に関する例

· In a less complex firm, the firm may 
have informal policies or procedures to 
identify information about changes in the 
nature and circumstances of the firm or 
its engagements, particularly when the 
individual(s) responsible for establishing 
quality objectives, identifying and 
assessing quality risks and designing 
and implementing responses is able to 
identify such information in the normal 
course of their activities. 

・ 複雑でない監査事務所では、特に品質目標

の設定、品質リスクの識別と評価、並びに対

応のデザイン及び適用に責任を有する者が、

その活動の通常の過程において当該情報を識

別することができる場合、監査事務所の性質

及び状況又は監査事務所が実施する業務の内

容及び状況の変化に関する情報を識別するた

めの非公式な方針又は手続を有しているとい

えることがある。

· In a more complex firm, the firm may 
need to establish more formal policies or 
procedures to identify and consider 
information about changes in the nature 
and circumstances of the firm or its 
engagements. This may include, for 
example, a periodic review of 
information relating to the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements, including ongoing 
tracking of trends and occurrences in the 
firm’s internal and external environment.

・ より複雑性な監査事務所では、監査事務所

の性質及び状況又は監査事務所が実施する業

務の内容及び状況の変化を識別し検討するた

めに、正式な方針又は手続を設定する必要が

あることがある。例えば、監査事務所の内部

及び外部環境におけるトレンド及び発生した

事象を継続的に追跡すること等により、監査

事務所の性質及び状況並びに監査事務所が実

施する業務の性質及び状況に関する情報につ

いて定期的なレビューを実施することがあ

る。

A53. Additional quality objectives may need to be 
established, or quality risks and responses 
added to or modified, as part of the remedial 
actions undertaken by the firm to address an 
identified deficiency in accordance with 
paragraph 42.

A53．第 42 項に従って識別された不備に対処する

ために監査事務所が実施する是正措置の一部と

して、追加の品質目標を設定する、又は品質リ

スク及び対応を追加する若しくは変更すること

が必要となることがある。

A54. The firm may have established quality 
objectives in addition to those specified by this 
ISQM. The firm may also identify information 
that indicates that additional quality objectives 
already established by the firm are no longer 
needed, or need to be modified.

A54．監査事務所は、本報告書によって規定され

たものに追加して品質目標を設定することがあ

る。また、監査事務所は、以前に設定した追加

の品質目標が不要になった、又は修正する必要

があることを示す情報を識別することがある。

Governance and Leadership 《８．ガバナンス及びリーダーシップ》

Commitment to Quality (Ref: Para. 28(a)) 《(1) 品質へのコミットメント》（第 28(1)参

照）

A55. The firm’s culture is an important factor in 
influencing the behavior of personnel. 
Relevant ethical requirements ordinarily 
establish the principles of professional ethics, 
and are further addressed in the relevant 
ethical requirements component of this ISQM.
Professional values and attitudes may include:

A55．監査事務所の組織風土は、専門要員の行動

に影響を与える重要な要素である。職業倫理に

関する規定は、通常、職業倫理の原則を規定

し、また本報告書の職業倫理及び独立性の構成

要素においてさらに対処している。専門家とし

ての価値観や姿勢には以下が含まれる。

· Professional manner, for example, 
timeliness, courteousness, respect, 

・ 専門家としての行動、例えば、適時性、礼

儀正しさ、敬意、説明責任、即応性及び信頼
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accountability, responsiveness, and 
dependability.

性

· A commitment to teamwork. ・ チームワークへのコミットメント

· Maintaining an open mind to new ideas 
or different perspectives in the 
professional environment.

・ 職業的専門家としての業務の環境におい

て、新しいアイデアや異なる視点に対する柔

軟性の維持

· Pursuit of excellence. ・ 卓越性の追求

· A commitment to continual improvement 
(e.g., setting expectations beyond the 
minimum requirements and placing a 
focus on continual learning). 

・ 継続的な改善へのコミットメント（例え

ば、 低限の要求事項を越える期待水準を設

定し、継続的な学習に重点を置く。）

· Social responsibility. ・ 社会的責任

A56. The firm’s strategic decision-making process, 
including the establishment of a business 
strategy, may include matters such as the 
firm’s decisions about financial and 
operational matters, the firm’s financial goals, 
how financial resources are managed, growth 
of the firm’s market share, industry 
specialization or new service offerings. The 
firm’s financial and operational priorities may 
directly or indirectly affect the firm’s 
commitment to quality, for example, the firm 
may have incentives that are focused on 
financial and operational priorities that may 
discourage behaviors that demonstrate a 
commitment to quality.

A56．事業戦略の策定を含む監査事務所の戦略的

意思決定プロセスには、財務及び業務上の事項

に関する事務所の意思決定、事務所の財務目

標、財務的な資源の管理方法、事務所の市場シ

ェアの拡大、業界の特定又は新サービスの提供

等の事項が含まれることがある。このような監

査事務所の財務上及び業務上の優先事項は、品

質に対するコミットメントに直接的又は間接的

に影響を与える可能性がある。例えば、監査事

務所における財務上及び業務上の優先事項に焦

点を当てたインセンティブが、品質へのコミッ

トメントを示す行動を妨げる可能性がある。

Leadership (Ref: Para. 28(b) and 28(c)) 《(2) リーダーシップ》（第 28 項(2)及び第 28

項(3)参照）

A57. The responses designed and implemented by 
the firm to hold leadership responsible and 
accountable for quality include the 
performance evaluations required by 
paragraph 56.

A57． 高責任者等に品質に対する説明責任を含

む責任を負わせるために監査事務所がデザイン

し適用する対応には、第 56 項で要求される業

績評価が含まれる。

A58. Although leadership establishes the tone at 
the top through their actions and behaviors, 
clear, consistent and frequent actions and 
communications at all levels within the firm 
collectively contribute to the firm’s culture and 
demonstrates a commitment to quality. 

A58．監査事務所の 高責任者等は、その行動と

振る舞いを通じてトップとしての姿勢を示す。

また、監査事務所内のあらゆるレベルにおけ

る、明確で一貫性のある頻繁な行動とコミュニ

ケーションの組み合わせにより、監査事務所の

組織風土が醸成され、品質に対するコミットメ

ントが示される。

Organizational Structure (Ref: Para. 28(d)) 《(3) 組織構造》（第 28 項(4)参照）

A59. The organizational structure of the firm may 
include operating units, operational 
processes, divisions or geographical locations 
and other structures. In some instances, the 
firm may concentrate or centralize processes 
or activities in a service delivery center, and 
engagement teams may include personnel 
from the firm’s service delivery center who 
perform specific tasks that are repetitive or 
specialized in nature. 

A59．監査事務所の組織構造は、事業単位別、業

務プロセス別、部門別又は所在地別及びそれら

以外の形態を取ることがある。監査事務所は、

場合によっては、サービス・デリバリー・セン

ターにプロセス又は業務を集中化することがあ

る。その場合、監査チームには、反復的な又は

特定の性質の業務を実施するサービス・デリバ

リー・センターの者が含まれることがある。

Resources (Ref: Para. 28(e)) 《(4) 資源》（第 28項(5)参照）

A60. The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability or operational 

A60．品質管理システムに関する 高責任者又は

品質管理システムの整備及び運用に関する責任
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responsibility for the system of quality 
management is in most cases able to 
influence the nature and extent of resources 
that the firm obtains, develops, uses and 
maintains, and how those resources are 
allocated or assigned, including the timing of 
when they are used. 

者は、通常、監査事務所が入手、開発、利用及

び維持する資源の内容及び範囲、並びに利用時

期を含む資源の配分方法又は割当方法に影響を

与えることができる。

A61. As resource needs may change over time it 
may not be practicable to anticipate all 
resource needs. The firm’s resource planning 
may involve determining the resources 
currently required, forecasting the firm’s future 
resource needs, and establishing processes 
to deal with unanticipated resource needs 
when they arise.

A61．資源の必要性は時間とともに変化する可能

性があるため、全ての資源の必要性を予測する

ことは現実的ではないことがある。監査事務所

の資源に関する計画には、現在必要な資源の決

定、将来における資源の必要性の予測及び予期

せぬ資源の必要性が生じた場合に対処するため

のプロセスの確立が含まれることがある。

Relevant Ethical Requirements (Ref: Para. 16(t), 
29)

《９．職業倫理及び独立性》（第 16 項(20)及び

第 29 項参照）

A62. The IESBA Code sets out the fundamental 
principles of ethics that establish the 
standards of behavior expected of a 
professional accountant and establishes the 
International Independence Standards. The 
fundamental principles are integrity, 
objectivity, professional competence and due 
care, confidentiality and professional behavior. 
The IESBA Code also specifies the approach 
that a professional accountant is required to 
apply to comply with the fundamental 
principles and, when applicable, the 
International Independence Standards. In 
addition, the IESBA Code addresses specific 
topics relevant to complying with the 
fundamental principles. Law or regulation in a 
jurisdiction may also contain provisions 
addressing ethical requirements, including 
independence, such as privacy laws affecting 
the confidentiality of information. 

A62．倫理規則は、会員に期待される質の高い倫

理的行動基準を定めている。本規則は、職業的

専門家としての公共の利益に関する責任に対す

る会員の認識を反映し、その倫理上の基本原則

を定めている。これらの基本原則は、会員に期

待される行動の基準を規定している。基本原則

とは、誠実性、客観性、職業的専門家としての

能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専

門家としての行動の各原則である。さらに、倫

理規則は、会員が基本原則の遵守に対する阻害

要因の識別、評価及び対処を行うために適用す

べき概念的枠組みを定めている。倫理規則は、

各トピックに対して概念的枠組みを適用する上

で会員の利用に供するため、様々な事案に関す

る要求事項及び適用指針を定めている。

A63. In some cases, the matters addressed by the 
firm in its system of quality management may 
be more specific than, or additional to, the 
provisions of relevant ethical requirements. 

A63．監査事務所が品質管理システムにおいて対

処する事項は、職業倫理に関する規定の定めよ

りも具体的又は追加的な場合もある。

Examples of matters that a firm may include in 
its system of quality management that are 
more specific than, or additional to, the 
provisions of relevant ethical requirements

職業倫理に関する規定の定めよりも具体的又は

追加的な事項を監査事務所が品質管理システム

に含めている例

· The firm prohibits the acceptance of gifts 
and hospitality from a client, even if the 
value is trivial and inconsequential.

・ 監査事務所は、たとえ重要ではない場合で

あっても、関与先からの贈答及び接待を受け

ることを禁じている。

· The firm sets rotation periods for all 
engagement partners, including those 
performing other assurance or related 
services engagements, and extends the 
rotation periods to all senior 
engagement team members.

・ 監査事務所は、監査責任者の関与期間の上

限を設定し、またそれを監査チームの全ての

上位者に適用する。

A64. Other components may affect or relate to the 
relevant ethical requirements component. 

A64．その他の構成要素が職業倫理及び独立性の

構成要素に影響を及ぼす、又は関連することが
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ある。
Examples of relationships between the 
relevant ethical requirements component and 
other components 

職業倫理及び独立性とその他の構成要素との関

係の例

· The information and communication 
component may address the 
communication of various matters 
related to relevant ethical requirements, 
including:

・ 情報と伝達の構成要素は、職業倫理及び独

立性に関連する様々な事項のコミュニケーシ

ョンに対処することがある。これには以下を

含む。

o The firm communicating the 
independence requirements to all 
personnel and others subject to 
independence requirements.

－ 監査事務所は、独立性に関する要求事項

の対象となる全ての専門要員及びその他の

者に独立性に関する要求事項を伝達する。

o Personnel and engagement teams 
communicating relevant 
information to the firm without fear 
of reprisals, such as situations that 
may create threats to 
independence, or breaches of 
relevant ethical requirements.

－ 独立性に対する阻害要因又は職業倫理違

反が生じる可能性がある状況等について、

専門要員及び監査チームは報復を恐れるこ

となく、監査事務所に関連する情報を伝達

する。

· As part of the resources component, the 
firm may: 

・ 監査事務所の業務運営に関する資源の構成

要素において、監査事務所は、以下を実施す

ることがある。
o Assign individuals to manage and 

monitor compliance with relevant 
ethical requirements or to provide 
consultation on matters related to 
relevant ethical requirements.

－ 職業倫理の遵守を管理及びモニタリング

する者又は職業倫理に関する事項について

専門的な見解の問合せに対応する者を選任

する。

o Use IT applications to monitor 
compliance with relevant ethical 
requirements, including recording 
and maintaining information about 
independence.

－ 独立性に関する情報の記録と維持を含

む、職業倫理の遵守を監視するために、Ｉ

Ｔアプリケーションを使用する。

A65. The relevant ethical requirements that apply to 
others depend on the provisions of the 
relevant ethical requirements and how the firm 
uses others in its system of quality 
management, or in the performance of 
engagements. 

A65．その他の者に適用される職業倫理は、職業

倫理に関する規定及び監査事務所が品質管理シ

ステム又は業務の実施においてその他の者をど

のように利用するかによる。

Examples of relevant ethical requirements that 
apply to others

その他の者に適用される職業倫理に関する規定

の例

· Relevant ethical requirements may 
include requirements for independence 
that apply to network firms or employees 
of network firms, for example, the IESBA 
Code includes independence 
requirements that apply to network firms. 

・ 職業倫理に関する規定には、ネットワー

ク・ファーム又はネットワーク・ファームの

構成員に適用される、独立性の要求事項が含

まれることがある。例えば、倫理規則は、ネ

ットワーク・ファームに適用される独立性に

関する要求事項を含んでいる。

· Relevant ethical requirements may 
include a definition of engagement team 
or other similar concept, and the 
definition may include any individual who 
performs assurance procedures on the 
engagement (e.g., a component auditor 
or a service provider engaged to attend 
a physical inventory count at a remote 

・ 職業倫理に関する規定には、監査チーム又

はその他の類似の概念の定義が含まれる場合

があり、その定義には保証業務において手続

を実施する全ての者を含めることがある（例

えば、遠隔地における実地棚卸に立会う構成

単位の監査人又はサービス・プロバイダ

ー）。したがって、職業倫理に関する規定に
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location). Accordingly, any requirements 
of the relevant ethical requirements that 
apply to the engagement team as 
defined in the relevant ethical 
requirements, or other similar concept, 
may also be relevant to such individuals.

おいて定義された監査チーム又はその他の類

似の概念に適用される要求事項が、そのよう

な者にも適用されることがある。

· The principle of confidentiality may apply 
to the firm’s network, other network firms 
or service providers, when they have 
access to client information obtained by 
the firm.

・ 監査事務所のネットワーク、ネットワー

ク・ファーム又はサービス・プロバイダー

が、監査事務所が入手した関与先の情報への

アクセスがある場合には、そのような者に対

して守秘義務の原則が適用されることがあ

る。

Public Sector Considerations
A66. In achieving the quality objectives in this 

ISQM related to independence, public sector 
auditors may address independence in the 
context of the public sector mandate and 
statutory measures.

A66．欠番

Acceptance and Continuance of Client 
Relationships and Specific Engagements

《10．契約の新規の締結及び更新》

The Nature and Circumstances of the Engagement 
and the Integrity and Ethical Values of the Client 
(Ref: Para. 30(a)(i))

《(1) 業務の内容及び状況、並びに関与先の誠実

性と倫理的価値観》（第 30 項(1)①参照）

A67. The information obtained about the nature 
and circumstances of the engagement may 
include:

A67．業務の内容及び状況について入手する情報

には、以下が含まれることがある。

· The industry of the entity for which the 
engagement is being undertaken and 
relevant regulatory factors;

・ 業務を実施する対象の企業の業種及び関連

する規制要因

· The nature of the entity, for example, its 
operations, organizational structure, 
ownership and governance, its business 
model and how it is financed; and

・ 企業の性質（例えば、事業、組織構造、所

有者とガバナンス、ビジネスモデル及び資金

調達方法）

· The nature of the underlying subject 
matter and the applicable criteria, for 
example, in the case of integrated 
reporting:

・ 基礎となる主題及び適用される規準の内

容。例えば、統合報告書の場合、

o The underlying subject matter may 
include social, environmental or 
health and safety information; and 

－ 基礎となる主題には、社会、環境及び安

全と衛生に関する情報が含まれることがあ

る。
o The applicable criteria may be 

performance measures 
established by a recognized body 
of experts.

－ 適用される規準は、広く認められている

専門家団体によって設定された業績評価指

標であることがある。

A68. The information obtained to support the firm’s 
judgments about the integrity and ethical 
values of the client may include the identity 
and business reputation of the client’s 
principal owners, key management, and those 
charged with its governance. 

A68．監査事務所が関与先の誠実性及び倫理的価

値観に関する判断を裏付けるために入手する情

報には、関与先の主要な所有者、主要な経営者

及び監査役等の氏名又は名称並びに事業上の評

判が含まれることがある。

Examples of factors that may affect the nature 
and extent of information obtained about the 
integrity and ethical values of the client

関与先の誠実性や倫理的価値観について入手し

た情報の内容と範囲に影響を与える可能性のあ

る要因の例
· The nature of the entity for which the 

engagement is being performed, 
・ 所有と経営構造の複雑さを含む、業務の実

施対象となる企業の性質
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including the complexity of its ownership 
and management structure.

· The nature of the client’s operations, 
including its business practices. 

・ 関与先の事業や商慣行の特質

· Information concerning the attitude of 
the client’s principal owners, key 
management and those charged with its 
governance towards such matters as 
aggressive interpretation of accounting 
standards and the internal control 
environment.

・ 会計基準の解釈などに対する関与先に重要

な影響力のある株主、経営者及び監査役等の

姿勢並びに統制環境に関する情報

· Whether the client is aggressively 
concerned with maintaining the firm’s 
fees as low as possible. 

・ 関与先が監査事務所の報酬を過度に低く抑

えようとしているか否か。

· Indications of a client-imposed limitation 
in the scope of work.

・ 監査範囲の制約など関与先による業務の範

囲の制限の兆候
· Indications that the client might be 

involved in money laundering or other 
criminal activities.

・ 関与先が資金洗浄又は他の重要な違法行為

に関与している兆候

· The reasons for the proposed 
appointment of the firm and non-
reappointment of the previous firm. 

・ 別の監査事務所を選任する理由及び前任の

監査事務所と契約を更新しない理由

· The identity and business reputation of 
related parties.

・ 関連当事者の氏名又は名称及び事業上の評

判

FA68-2JP．監査契約の新規の締結及び更新の判断

における不正リスクの考慮には、関与先の誠実

性に関する理解が含まれる。

また、監査契約の新規の締結及び更新に伴うリ

スク評価の妥当性を検討する監査チーム外の適

切な者には、例えば、審査担当者などが該当す

る。

A69. The firm may obtain the information from a 
variety of internal and external sources, 
including:

A69．監査事務所は、以下を含む様々な内部及び

外部の情報源から情報を入手することがある。

· In the case of an existing client, 
information from current or previous 
engagements, if applicable, or inquiry of 
other personnel who have performed 
other engagements for the client.

・ 既存の関与先の場合、該当する場合、現在

若しくは過去の業務からの情報又は当該関与

先に対して他の業務を行った他の専門要員へ

の照会

· In the case of a new client, inquiry of 
existing or previous providers of 
professional accountancy services to the 
client, in accordance with relevant 
ethical requirements.

・ 新規の関与先の場合、職業倫理に関する規

定に従って、当該関与先に対し職業専門家と

しての会計及び監査関連業務を現在又は過去

に提供している者等への照会

· Discussions with other third parties, 
such as bankers, legal counsel and 
industry peers. 

・ 金融機関、法律専門家、関与先の同業他社

等の第三者との討議

· Background searches of relevant 
databases (which may be intellectual 
resources). In some cases, the firm may 
use a service provider to perform the 
background search.

・ 関連するデータベース（知的資源に該当す

る場合もある。）を利用した背景調査。場合

によっては、監査事務所がサービス・プロバ

イダーを利用して背景調査を実施することが

ある。

A70. Information that is obtained during the firm’s 
acceptance and continuance process may 
often also be relevant to the engagement 

A70．監査事務所による契約の新規の締結及び更

新プロセスにおいて得られた情報は、監査チー

ムが監査業務を計画し実施する際にも関連する
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team when planning and performing the 
engagement. Professional standards may 
specifically require the engagement team to 
obtain or consider such information. For 
example, ISA 220 (Revised)11 requires the 
engagement partner to take into account 
information obtained in the acceptance and 
continuance process in planning and 
performing the audit engagement.

11 ISA 220 (Revised), paragraph 23

ことがある。職業的専門家としての基準は、そ

のような情報を入手又は検討することを特に監

査チームに要求することがある。例えば、監査

基準委員会報告書 220 第 23 項は、監査業務を

計画し実施する際に、契約の新規の締結及び更

新プロセスにおいて得られた情報を考慮するこ

とを監査責任者に要求している。

A71. Professional standards or applicable legal and 
regulatory requirements may include specific 
provisions that need to be addressed before 
accepting or continuing a client relationship or 
specific engagement and may also require the 
firm to make inquiries of an existing or 
predecessor firm when accepting an 
engagement. For example, when there has 
been a change of auditors, ISA 30012 requires 
the auditor, prior to starting an initial audit, to 
communicate with the predecessor auditor in 
compliance with relevant ethical requirements. 
The IESBA Code also includes requirements 
for the consideration of conflicts of interests in 
accepting or continuing a client relationship or 
specific engagement and communication with 
the existing or predecessor firm when 
accepting an engagement that is an audit or 
review of financial statements.

12 ISA 300, Planning an Audit of Financial 
Statements, paragraph 13(b)

A71．職業的専門家としての基準又は適用される

法令等には、契約の新規の締結及び更新の前に

対処する必要のある具体的な規定が含まれるこ

とがあり、また受嘱前に現任又は前任の監査事

務所に質問することを監査事務所に要求するこ

ともある。例えば、監査人の変更があった場

合、監査基準委員会報告書 300「監査計画」及

び監査基準委員会報告書 900「監査人の交代」

は初年度監査の開始前に、監査人が職業倫理に

関する規定に準拠して前任の監査事務所とコミ

ュニケーションを行うことを要求している。ま

た、倫理規則は、契約の新規の締結時及び更新

時における利益相反の検討を要求しており、財

務諸表の監査又はレビューの業務を受嘱する際

には、現任又は前任の監査事務所とのコミュニ

ケーションを行うことを要求している。

The Firm’s Ability to Perform the Engagement (Ref: 
Para. 30(a)(ii))

《(2) 監査事務所の業務を実施する能力》（第 30

項(1)②参照）

A72. The firm’s ability to perform the engagement 
in accordance with professional standards and 
applicable legal and regulatory requirements 
may be affected by:

A72．監査事務所が職業的専門家としての基準及

び適用される法令等に従って業務を実施できる

か否かは、以下の事項により影響を受けること

がある。

· The availability of appropriate resources 
to perform the engagement;

・ 業務を実施するための適切な資源が利用で

きるかどうか。

· Having access to information to perform 
the engagement, or to the persons who 
provide such information; and

・ 業務を実施するための情報又は当該情報を

提供する者へのアクセスがあるかどうか。

· Whether the firm and the engagement 
team are able to fulfill their 
responsibilities in relation to the relevant 
ethical requirements.

・ 監査事務所及び監査チームが、職業倫理に

関する規定に関する責任を果たすことができ

るかどうか。

Examples of factors the firm may consider in 
determining whether appropriate resources 
are available to perform the engagement

業務を実施するために適切な資源が利用可能か

どうかを判断する際に監査事務所が考慮する可

能性のある要因の例
· The circumstances of the engagement 

and the reporting deadline. 
・ 業務の状況及び報告期限

· The availability of individuals with the 
appropriate competence and 

・ 業務を実施するための十分な時間を含む、

適性と適切な能力を有する者が利用可能かど
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capabilities, including sufficient time, to 
perform the engagement. This includes 
having:

うか。これには以下が含まれる。

o Individuals to take overall 
responsibility for directing and 
supervising the engagement;  

－ 業務の指揮及び監督に対する全体的な責

任を負う者

o Individuals with knowledge of the 
relevant industry or the underlying 
subject matter or criteria to be 
applied in the preparation of the 
subject matter information and 
experience with relevant regulatory 
or reporting requirements; and 

－ 関連する業界若しくは基礎となる主題又

は主題情報の作成に当たって適用される規

準に関する知識、並びに関連する規制又は

報告についての要求事項に関する経験を有

する者

o Individuals to perform audit 
procedures on the financial 
information of a component for 
purposes of an audit of group 
financial statements.

－ グループ財務諸表の監査を目的として、

構成単位の財務情報に対して監査手続を実

施する者

· The availability of experts, if needed. ・ 必要な場合、専門家が利用可能かどうか。
· If an engagement quality review is 

needed, whether there is an individual 
available who meets the eligibility 
requirements in ISQM 2.

・ 審査が必要な場合、品質管理基準委員会報

告書第２号の適格性に関する要求事項を満た

す者が関与可能かどうか。

· The need for technological resources, 
for example, IT applications that enable 
the engagement team to perform 
procedures on the entity’s data.

・ テクノロジー資源の必要性、例えば、監査

チームが企業のデータに対して手続を実施す

ることを可能にするＩＴアプリケーションの

必要性
· The need for intellectual resources, for 

example, a methodology, industry or 
subject matter-specific guides, or access 
to information sources.

・ 知的資源の必要性、例えば、手法、業界若

しくは主題特有の指針又は情報源へのアクセ

ス

The Firm’s Financial and Operational Priorities (Ref: 
Para. 30(b))

《(3) 監査事務所の財務上及び業務上の優先事

項》（第 30 項(2)参照）

A73. Financial priorities may focus on the 
profitability of the firm, and fees obtained for 
the performance of engagements have an 
effect on the firm’s financial resources. 
Operational priorities may include strategic 
focus areas, such as growth of the firm’s 
market share, industry specialization or new 
service offerings. There may be 
circumstances when the firm is satisfied with 
the fee quoted for an engagement but it is not 
appropriate for the firm to accept or continue 
the engagement or client relationship (e.g., 
when the client lacks integrity and ethical 
values).

A73．財務上の優先事項により監査事務所の収益

性に焦点が当たることがあり、また業務の実施

により得られた報酬は監査事務所の財務上の資

源に影響を与える。業務上の優先事項には、監

査事務所の市場シェアの拡大、業界の特定又は

新サービスの提供等の戦略的重点分野が含まれ

ることがある。業務に関して見込まれる報酬額

に不足はなくとも、監査事務所が契約の新規の

締結及び更新が適切ではない場合がある（例え

ば、関与先の経営者が誠実性及び倫理的価値観

を欠いている場合）。

A74. There may be other circumstances when the 
fee quoted for an engagement is not sufficient 
given the nature and circumstances of the 
engagement, and it may diminish the firm’s 
ability to perform the engagement in 
accordance with professional standards and 
applicable legal and regulatory requirements. 
The IESBA Code addresses fees and other 
types of remuneration, including 

A74．業務の内容及び状況を考慮すると、業務に

関して提示及び請求する報酬額が低廉な場合も

あり、監査事務所が職業的専門家としての基準

及び適用される法令等に従って業務を実施でき

ないことがある。倫理規則は、報酬及びその他

の種類の対価を扱っており、その中には業務に

関して提示及び請求する報酬が低すぎるため、

職業的専門家としての能力及び正当な注意とい
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circumstances that may create a threat to 
compliance with the fundamental principle of 
professional competence and due care if the 
fee quoted for an engagement is too low.

う基本原則の遵守が阻害され得る状況が含まれ

ている。

Engagement Performance 《11．業務の実施》

Responsibilities of the Engagement Team and 
Direction, Supervision and Review (Ref: Para. 31(a) 
and 31(b))

《(1) 監査チームの責任、並びに指揮、監督及び

査閲》（第 31 項(1)及び第 31 項(2)参照）

A75. Professional standards or applicable legal and 
regulatory requirements may include specific 
provisions regarding the overall responsibility 
of the engagement partner. For example, ISA 
220 (Revised) deals with the overall 
responsibility of the engagement partner for 
managing and achieving quality on the 
engagement and for being sufficiently and 
appropriately involved throughout the 
engagement, including having responsibility 
for appropriate direction and supervision of 
the engagement team and review of their 
work. 

A75．職業的専門家としての基準又は適用される

法令等には、監査責任者の全体的な責任に関す

る具体的な規定を含むことがある。例えば、監

査基準委員会報告書 220 は、監査チームの適切

な指揮、監督及び作業の査閲に関する責任を含

む、監査品質を管理及び達成し、また監査業務

の全過程を通じて十分かつ適切に関与している

という監査責任者の全体的な責任を扱ってい

る。

A76. Examples of direction, supervision and review A76．指揮、監督及び査閲の例

· Direction and supervision of the 
engagement team may include:

・ 監査チームへの指揮及び監督には、以下を

含むことがある。
o Tracking the progress of the 

engagement;
－ 業務の進捗状況を把握すること。

o Considering the following with 
respect to members of the 
engagement team: 

－ 個々のメンバーが各自に与えられた指示

を理解しているかどうか、並びに作業が監

査計画に従って実施されているかどうかに

ついて検討すること。

· Whether they understand 
their instructions; and

· Whether the work is being 
carried out in accordance 
with the planned approach to 
the engagement;

o Addressing matters arising during 
the engagement, considering their 
significance and modifying the 
planned approach appropriately; 
and

－ 監査の過程で発見された重要な会計及び

業務上の問題となる可能性がある事項をよ

り経験のある監査チーム内のメンバーに報

告するように指示し、当該事項の重要性の

程度を検討し、監査計画を適切に修正する

こと。
o Identifying matters for consultation 

or consideration by more 
experienced engagement team 
members during the engagement. 

－ 専門的な見解の問合せが必要な事項又は

より経験のある監査チームのメンバーが検

討を必要とする事項を特定すること。

· A review of work performed may include 
considering whether: 

・ 作業の査閲には、以下の事項の検討が含ま

れることがある。
o The work has been performed in 

accordance with the firm’s policies 
or procedures, professional 
standards and applicable legal and 
regulatory requirements;

－ 監査事務所の方針や手続、職業的専門家

としての基準及び適用される法令等に従っ

て作業を行っているかどうか。

o Significant matters have been 
raised for further consideration; 

－ 重要な事項を詳細に検討しているかどう

か。
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o Appropriate consultations have 
been undertaken and the resulting 
conclusions have been 
documented and implemented; 

－ 専門的な見解の問合せを適切に実施して

おり、その結論を文書化し、かつその結論

に従って業務を実施しているかどうか。

o There is a need to revise the 
nature, timing and extent of 
planned work;

－ 監査手続の種類、時期及び範囲を変更す

る必要があるどうか。

o The work performed supports the 
conclusions reached and is 
appropriately documented; 

－ 到達した結論は、実施した作業によって

裏付けられているか、またそれが適切に監

査調書に記載されているかどうか。
o The evidence obtained for an 

assurance engagement is 
sufficient and appropriate to 
support the report; and

－ 保証業務に関して得られた証拠は、報告

書を裏付けるものとして十分かつ適切であ

るかどうか。

o The objectives of the engagement 
procedures have been achieved.

－ 手続の目的は達成されているかどうか。

A77. In some circumstances, the firm may use 
personnel from a service delivery center in the 
firm or individuals from a service delivery 
center in another network firm to perform 
procedures on the engagement (i.e., the 
personnel or other individuals are included in 
the engagement team). In such 
circumstances, the firm’s policies or 
procedures may specifically address the 
direction and supervision of the individuals 
and review of their work, such as:

A77．場合によっては、監査事務所は監査手続を

実施するために、監査事務所のサービス・デリ

バリー・センターの専門要員やネットワーク・

ファームのサービス・デリバリー・センターの

担当者を利用することがある（すなわち、専門

要員又はその他の者を監査チームに含め

る。）。そのような場合には、監査事務所の方

針又は手続において、以下のように当該担当者

の指揮、監督及び作業の査閲が具体的に規定さ

れることがある。

· What aspects of the engagement may 
be assigned to individuals in the service 
delivery center; 

・ サービス・デリバリー・センターの担当者

に業務のどの部分を割り当てるか。

· How the engagement partner, or their 
designee, is expected to direct, 
supervise and review the work 
undertaken by individuals in the service 
delivery center; and

・ 監査責任者又はその指示を受けた者が、サ

ービス・デリバリー・センターの担当者が行

う作業をどのように指揮、監督及び査閲する

ことが期待されるか。

· The protocols for communication 
between the engagement team and 
individuals in the service delivery center.

・ 監査チームとサービス・デリバリー・セン

ターの担当者との間のコミュニケーションに

関する取決め

Professional Judgment and Professional Skepticism 
(Ref: Para. 31(c))

《(2) 職業的専門家としての判断及び職業的専門

家としての懐疑心》（第 31 項(3)参照）

A78. Professional skepticism supports the quality of 
judgments made on an assurance 
engagement and, through these judgments, 
the overall effectiveness of the engagement 
team in performing the assurance 
engagement. Other pronouncements of the 
IAASB may address the exercise of 
professional judgment or professional 
skepticism at the engagement level. For 
example, ISA 220 (Revised)13 provides 
examples of impediments to the exercise of 
professional skepticism at the engagement 
level, unconscious auditor biases that may 
impede the exercise of professional 
skepticism, and possible actions that the 
engagement team may take to mitigate such 

A78．職業的専門家としての懐疑心は、保証業務

について下される判断の質に資するものであ

り、当該判断を通じて、保証業務を実施する上

での監査チームの全体的な有効性を支えてい

る。日本公認会計士協会の他の公表物は、業務

レベルでの職業的専門家としての判断の行使又

は職業的専門家としての懐疑心の発揮を規定し

ている。例えば、監査基準委員会報告書 220 の

A34 項から A36 項は、業務レベルでの職業的専

門家としての懐疑心を発揮する際の障害、職業

的専門家としての懐疑心の発揮を妨げる可能性

のある無意識の監査人の偏向及びそのような障

害を緩和するために監査チームが実施する可能

性のある行動の例を示している。
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impediments.

13 ISA 220 (Revised), paragraphs A34–A36
Consultation (Ref: Para. 31(d)) 《(3) 専門的な見解の問合せ》（第 31 項(4)参

照）

A79. Consultation typically involves a discussion at 
the appropriate professional level, with 
individuals within or outside the firm who have 
specialized expertise, on difficult or 
contentious matters. An environment that 
reinforces the importance and benefit of 
consultation and encourages engagement 
teams to consult may contribute to supporting 
a culture that demonstrates a commitment to 
quality. 

A79．通常、専門的な見解の問合せには、専門性

が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定まっ

ていない事項について、専門的な知識を有する

監査事務所内外の者と職業的専門家としての水

準で議論することが含まれる。専門的な見解の

問合せの重要性と利点を強調し、また監査チー

ムの専門的な見解の問合せを奨励する環境は、

品質へのコミットメントを示す組織風土を醸成

するのに役立つことがある。

A80. Difficult or contentious matters on which 
consultation is needed may either be specified 
by the firm, or the engagement team may 
identify matters that require consultation. The 
firm may also specify how conclusions are to 
be agreed and implemented.

A80．専門的な見解の問合せが必要とされる専門

性が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定ま

っていない事項は、監査事務所が明示すること

があり、又は監査チームが専門的な見解の問合

せを必要とする事項を識別することもある。ま

た、監査事務所は、結論がどのようにして合意

され実施されるかを明示することがある。

A81. ISA 220 (Revised)14 includes requirements for 
the engagement partner related to 
consultation. 

14 ISA 220 (Revised), paragraph 35

A81．監査基準委員会報告書 220 第 35 項には、専

門的な見解の問合せに関連する監査責任者の要

求事項が含まれている。

FA81-2JP．監査事務所内外の適切な者は、監査事

務所の規模や状況により異なるが、例えば、監

査事務所の専門的な調査部門や法律専門家等が

含まれる。

Differences of Opinion (Ref: Para. 31(e)) 《(4) 監査上の判断の相違》（第 31 項(5)参照）

A82. The firm may encourage that differences of 
opinion are identified at an early stage, and 
may specify the steps to be taken in raising 
and dealing with them, including how the 
matter is to be resolved and how the related 
conclusions should be implemented and 
documented. In some circumstances, 
resolving differences of opinion may be 
achieved through consulting with another 
practitioner or firm, or a professional or 
regulatory body.

A82．監査事務所は、監査上の判断の相違が早い

段階で識別されることを奨励し、そのような判

断の相違がどのように解決され、関連する結論

がどのように実施、文書化されるべきかを含

め、判断の相違を提起して対処するためにとる

べき手順を明示することがある。状況によって

は、監査上の判断の相違を解決するために、他

の業務実施者や事務所等に専門的な見解の問合

せをすることがある。

Engagement Documentation (Ref: Para. 31(f)) 《(5) 業務の文書化》（第 31 項(6)参照）

A83. Law, regulation or professional standards may 
prescribe the time limits by which the 
assembly of final engagement files for specific 
types of engagements are to be completed. 
Where no such time limits are prescribed in 
law or regulation, the time limit may be 
determined by the firm. In the case of 
engagements conducted under the ISAs or 
ISAEs, an appropriate time limit within which 
to complete the assembly of the final 
engagement file is ordinarily not more than 60 

A83．第 31 項(6)の品質目標への対応には、監査

事務所の方針又は手続において監査ファイルの

終的な整理を完了する期限を設定することが

含まれる。例えば、監査の場合には、通常、そ

の期限は監査報告書日から 60 日程度を超えな

いものとする。
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days after the date of the engagement report.
A84. The retention and maintenance of 

engagement documentation may include 
managing the safe custody, integrity, 
accessibility or retrievability of the underlying 
data and the related technology. The retention 
and maintenance of engagement 
documentation may involve the use of IT 
applications. The integrity of engagement 
documentation may be compromised if it is 
altered, supplemented or deleted without 
authorization to do so, or if it is permanently 
lost or damaged. 

A84．業務に関する文書の保存と維持には、基礎

となるデータの安全な保管、完全性、アクセス

可能性又は復元可能性及び関連する技術の管理

が含まれることがある。業務に関する文書の保

存と維持には、ＩＴアプリケーションの活用が

含まれることがある。業務に関する文書の完全

性は、承認なく変更、追加若しくは削除された

場合又は永久に失われた若しくは破損した場合

に、損なわれる可能性がある。

A85. Law, regulation or professional standards may 
prescribe the retention periods for 
engagement documentation. If the retention 
periods are not prescribed, the firm may 
consider the nature of the engagements 
performed by the firm and the firm’s 
circumstances, including whether the 
engagement documentation is needed to 
provide a record of matters of continuing 
significance to future engagements. In the 
case of engagements conducted under the 
ISAs or ISAEs, the retention period is 
ordinarily no shorter than five years from the 
date of the engagement report, or, if later, the
date of the auditor’s report on the group 
financial statements, when applicable.

A85．監査事務所が監査調書を保存する必要性や

その期間は、例えば、ある監査調書が次期以降

も継続して重要となる事項の記録として使用さ

れるかなど、業務の内容や監査事務所の状況に

応じて異なる。監査調書の保存期間は、法令等

が特定の業務について保存期間を定めているか

どうか、又は法令等の規定がない場合に一般に

認められた保存期間が存在するかどうかなどの

要因にも影響を受ける。監査調書の保存期間と

しては会社法上の会計帳簿に関する保存期間

（10 年）が参考となるが、状況によっては、こ

の保存期間よりも短い保存期間が適当であると

することもある。また、監査事務所等の責任に

ついて係争中であるような場合にはこれよりも

長い保存期間が適当であるとすることもある。

Resources (Ref: Para. 32) 《12．資源》（第 32 項参照）

A86. Resources for the purposes of the resources 
component include:

A86．資源には以下のものが含まれる。

· Human resources. ・ 人的資源

· Technological resources, for example, IT 
applications.

・ テクノロジー資源（例えば、ＩＴアプリケ

ーション）

· Intellectual resources, for example, 
written policies or procedures, a 
methodology or guides.

・ 知的資源（例えば、文書化された方針や手

続、手法や指針）

Financial resources are also relevant to the 
system of quality management because they 
are necessary for obtaining, developing and 
maintaining the firm’s human resources, 
technological resources and intellectual 
resources. Given that the management and 
allocation of financial resources is strongly 
influenced by leadership, the quality 
objectives in governance and leadership, such 
as those that address financial and 
operational priorities, address financial 
resources.

また、財源は、監査事務所の人的資源、テクノ

ロジー資源及び知的資源を取得、開発及び維持

するために必要であることから、品質管理シス

テムにも関連している。財源の管理と配分がリ

ーダーシップの影響を強く受けることから、ガ

バナンス及びリーダーシップの品質目標は、財

務上及び業務上の優先事項に対処するととも

に、財源にも対処している。

A87. Resources may be internal to the firm, or may 
be obtained externally from the firm’s network, 
another network firm or service provider. 
Resources may be used in performing 
activities within the firm’s system of quality 
management, or in the performance of 

A87．資源は、監査事務所の内部にある場合もあ

れば、監査事務所のネットワーク、ネットワー

ク・ファーム又はサービス・プロバイダーとい

った外部から調達する場合もある。資源は、監

査事務所の品質管理システムにおける活動を実
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engagements as part of operating the system 
of quality management. In circumstances 
when a resource is obtained from the firm’s 
network or another network firm, paragraphs 
48–52 form part of the responses designed 
and implemented by the firm in achieving the 
objectives in this component. 

施する際に、又は品質管理システムの運用の一

環として個別業務を行う際に利用される。監査

事務所のネットワーク又はネットワーク・ファ

ームから資源が調達される場合には、第 48 項

から第 52項がこの構成要素の目標を達成する

上で、監査事務所がデザイン及び適用する対応

の一部を構成する。

Human Resources 《(1) 人的資源》

Hiring, Developing and Retaining Personnel and 
Personnel Competence and Capabilities (Ref: Para. 
32(a), 32(d))

《① 専門要員の採用、育成及び継続雇用、並び

に専門要員の適性と能力》（第 32 項(1)及び第 32

項(4)参照）

A88. Competence is the ability of the individual to 
perform a role and goes beyond knowledge of 
principles, standards, concepts, facts, and 
procedures; it is the integration and 
application of technical competence, 
professional skills, and professional ethics, 
values and attitudes. Competence can be 
developed through a variety of methods, 
including professional education, continuing 
professional development, training, work 
experience or coaching of less experienced 
engagement team members by more 
experienced engagement team members. 

A88．適性とは、役割を果たすための能力であ

り、原則、基準、概念、事実及び手続に関する

知識に限らず、技術的な能力、専門的な技能、

並びに職業的専門家としての倫理、価値観及び

態度を統合して活用する能力である。適性は、

職業的専門家としての研修、継続的な職業的専

門家としての能力開発、実務経験、経験豊富な

監査チームのメンバーによる経験の少ない監査

チームのメンバーへの指導等の様々な方法によ

り向上させることができる。

A89. Law, regulation or professional standards may 
establish requirements addressing 
competence and capabilities, such as 
requirements for the professional licensing of 
engagement partners, including requirements 
regarding their professional education and 
continuing professional development.

A89．法令等又は職業的専門家としての基準は、

職業的専門家としての研修、継続的な職業的専

門家としての能力開発に関する要求事項を含

む、監査責任者の専門家としての資格要件等、

適性と能力に対処する要求事項を定めることが

ある。

A90. Examples of policies or procedures relating to 
hiring, developing and retaining personnel 

A90．専門要員の採用、育成及び継続雇用に関す

る方針又は手続の例
The policies or procedures designed and 
implemented by the firm relating to hiring, 
developing and retaining personnel may 
address:

専門要員の採用、育成及び継続雇用に関連し

て、監査事務所がデザインし適用する方針又は

手続は、以下の事項に対処することができる。

· Recruiting individuals who have, or are 
able to develop, appropriate 
competence.

・ 適性を有する、又は育成することのできる

人材の採用

· Training programs focused on 
developing the competence of personnel 
and continuing professional 
development.

・ 専門要員の育成と継続的な職業的専門家と

しての能力開発に焦点を当てた研修プログラ

ム

· Evaluation mechanisms that are 
undertaken at appropriate intervals and 
include competency areas and other 
performance measures. 

・ 適切な間隔で実施される能力分野やその他

の評価指標を含む評価方法

· Compensation, promotion and other 
incentives, for all personnel, including 
engagement partners and individuals 
assigned roles and responsibilities 
related to the firm’s system of quality 
management.

・ 監査責任者及び監査事務所の品質管理シス

テムに関連する役割と責任を割り当てられた

者を含む、全ての専門要員に対する報酬、昇

進及びその他のインセンティブ

Personnel’s Commitment to Quality and 《② 専門要員の品質へのコミットメント、並び
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Accountability and Recognition for Commitment to 
Quality (Ref: Para. 32(b))

に品質へのコミットメントに関する説明責任及び

評価》（第 32 項(2)参照）

A91. Timely evaluations and feedback help support 
and promote the continual development of the 
competence of personnel. Less formal 
methods of evaluation and feedback may be 
used, such as in the case of firms with fewer 
personnel. 

A91．適時の評価とフィードバックは、専門要員

の継続的な育成を支援し促進するのに役立つ。

専門要員が少ない監査事務所では、正式に定め

られた評価やフィードバックの方法が用いられ

ないことがある。

A92. Positive actions or behaviors demonstrated by 
personnel may be recognized through various 
means, such as through compensation, 
promotion, or other incentives. In some 
circumstances, simple or informal incentives 
that are not based on monetary rewards may 
be appropriate.

A92．専門要員によって示される積極的な行動又

は姿勢は、報酬、昇進又は他のインセンティブ

等の様々な手段を通じて評価されることがあ

る。状況によっては、金銭的報酬に基づかない

単純又は形式的ではないインセンティブが適切

な場合もある。

A93. The manner in which the firm holds personnel 
accountable for actions or behaviors that 
negatively affect quality, such as failing to 
demonstrate a commitment to quality, develop 
and maintain the competence to perform their 
role or implement the firm’s responses as 
designed, may depend on the nature of the 
action or behavior, including its severity and 
frequency of occurrence. Actions the firm may 
take when personnel demonstrate actions or 
behaviors that negatively affect quality may 
include:

A93．品質へのコミットメントを示さない、その

役割を果たすための専門能力を維持も開発もし

ない、また監査事務所としての対応をデザイン

されたようには実施しないといった専門要員の

行動や姿勢は、品質に悪影響を及ぼす。このよ

うな専門要員の行動や姿勢に対して説明責任を

問う方法は、その重大性や発生頻度を含む、当

該行動や姿勢の性質による。専門要員が品質に

悪影響を及ぼす行動や姿勢を示す際に監査事務

所が取り得る行動には以下が含まれる。

· Training or other professional 
development. 

・ 研修又はその他専門家としての能力開発

· Considering the effect of the matter on 
the evaluation, compensation, promotion 
or other incentives of those involved.

・ 評価、報酬、昇進又は他のインセンティブ

への考慮

· Disciplinary action, if appropriate. ・ 適切な場合、懲戒処分

Individuals Obtained from External Sources (Ref: 
Para. 32(c))

《③ 外部から調達した人的資源》（第 32 項(3)

参照）

A94. Professional standards may include 
responsibilities for the engagement partner 
regarding the appropriateness of resources. 
For example, ISA 220 (Revised)15 addresses 
the responsibility of the engagement partner 
for determining that sufficient and appropriate 
resources to perform the engagement are 
assigned or made available to the 
engagement team in a timely manner in 
accordance with the firm’s policies or 
procedures.

15 ISA 220 (Revised), paragraph 25

A94．職業的専門家としての基準には、資源の適

切性に関する監査責任者の責任が含まれること

がある。例えば、監査基準委員会報告書 220 第

25 項は、業務を実施するための十分かつ適切な

資源が、監査事務所の方針又は手続に従って、

適時に監査チームに割り当てられている又は利

用可能であることを判断する監査責任者の責任

を扱っている。

Engagement Team Members Assigned to Each 
Engagement (Ref: Para. 32(d))

《④ 各業務に割り当てられる監査チームのメン

バー》（第 32 項(4)参照）

A95. Engagement team members may be assigned 
to engagements by: 

A95．監査チームのメンバーは、以下によって業

務に割り当てられることがある。

· The firm, including assigning personnel 
from a service delivery center in the firm.

・ 監査事務所（監査事務所内のサービス・デ

リバリー・センターからの専門要員の割当を

含む。）
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· The firm’s network or another network 
firm when the firm uses individuals from 
the firm’s network or another network 
firm to perform procedures on the 
engagement (e.g., a component auditor 
or a service delivery center of the 
network or another network firm). 

・ 監査事務所が、業務を実施するために監査

事務所のネットワーク又はネットワーク・フ

ァームに所属する者を利用する場合におけ

る、当該監査事務所のネットワーク又はネッ

トワーク・ファーム（例えば、構成単位の監

査人であるネットワーク・ファーム、ネット

ワーク又はネットワーク・ファームのサービ

ス・デリバリー・センター）

· A service provider when the firm uses 
individuals from a service provider to 
perform procedures on the engagement 
(e.g., a component auditor from a firm 
that is not within the firm’s network).

・ 監査事務所が、業務を実施するためにサー

ビス・プロバイダーの者を利用する場合にお

ける、当該サービス・プロバイダー（例え

ば、監査事務所のネットワーク外の監査事務

所が構成単位の監査人である場合）。

A96. ISA 220 (Revised)16 addresses the 
responsibility of the engagement partner to 
determine that members of the engagement 
team, and any auditor’s external experts and 
internal auditors who provide direct assistance 
who are not part of the engagement team, 
collectively have the appropriate competence 
and capabilities, including sufficient time, to 
perform the engagement. ISA 60017 expands 
on how ISA 220 (Revised) is to be applied in 
relation to an audit of group financial 
statements. The responses designed and 
implemented by the firm to address the 
competence and capabilities of engagement 
team members assigned to the engagement 
may include policies or procedures that 
address: 

A96．監査基準委員会報告書 220 第 26 項 は、監

査チームのメンバー及び監査人が利用する外部

の専門家が、全体として監査業務を実施するた

めの十分な時間を含む、適性及び適切な能力を

有しているかを判断する監査責任者の責任を規

定している。監査基準委員会報告書 600「グル

ープ監査」第 18項は、グループ監査に関連し

て監査基準委員会報告書 220 をどのように適用

するかについて規定している。業務に割り当て

られる監査チームのメンバーの適性及び能力に

関して監査事務所によってデザインされ適用さ

れる対応には、以下に関する方針又は手続が含

まれる。

· Information that may be obtained by the 
engagement partner and factors to 
consider in determining that the 
engagement team members assigned to 
the engagement, including those 
assigned by the firm’s network, another 
network firm or service provider, have 
the competence and capabilities to 
perform the engagement. 

・ 監査事務所のネットワーク、ネットワー

ク・ファーム又はサービス・プロバイダーか

ら割り当てられる者を含め、業務に割り当て

られる監査チームのメンバーが、業務を実施

するための適性及び能力を有しているかを判

断する際に考慮する監査責任者が入手し得る

情報及び要因

· How concerns about the competence 
and capabilities of engagement team 
members, in particular those assigned 
by the firm’s network, another network 
firm or service provider, may be 
resolved. 

16 ISA 220 (Revised), paragraph 26
17 ISA 600, Special Considerations–Audits of 

Group Financial Statements (Including the 
Work of Component Auditors), paragraph 
19

・ 特に監査事務所のネットワーク、ネットワ

ーク・ファーム又はサービス・プロバイダー

によって割り当てられた監査チームのメンバ

ーの適性及び能力に関する懸念がどのように

解消されるか。

A97. The requirements in paragraphs 48–52 are 
also applicable when using individuals from
the firm’s network or another network firm on 
an engagement, including component auditors

A97．構成単位の監査人を含む、監査事務所のネ

ットワーク又はネットワーク・ファームに所属

する者を業務に利用する場合には、第 48項か

ら第 52 項の要求事項も適用される（例えば、
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(see, for example, paragraph A179). A179 項参照）。

Technological Resources (Ref: Para. 32(f)) 《(2) テクノロジー資源》（第 32 項(6)参照）

A98. Technological resources, which are typically 
IT applications, form part of the firm’s IT 
environment. The firm’s IT environment also 
includes the supporting IT infrastructure and 
the IT processes and human resources 
involved in those processes:

A98．ＩＴアプリケーションに代表されるテクノ

ロジー資源は、監査事務所のＩＴ環境の一部を

構成する。監査事務所のＩＴ環境には、それを

支えるＩＴインフラ並びにＩＴプロセス及び当

該プロセスに関与する人的資源も含まれる。

· An IT application is a program or a set of 
programs that is designed to perform a 
specific function directly for the user or, 
in some cases, for another application 
program.

・ ＩＴアプリケーションとは、利用者のため

に、又は場合によっては別のアプリケーショ

ンプログラムのために、特定の機能を直接実

行するようにデザインされたプログラム又は

プログラムの集合である。

· The IT infrastructure is comprised of the 
IT network, operating systems, and 
databases and their related hardware 
and software. 

・ ＩＴインフラとは、ＩＴネットワーク、オ

ペレーティングシステム、データベース及び

それらに関連するハードウェアとソフトウェ

アから構成される。

· The IT processes are the firm’s 
processes to manage access to the IT 
environment, manage program changes 
or changes to the IT environment and 
manage IT operations, which includes 
monitoring the IT environment.

・ ＩＴプロセスとは、ＩＴ環境へのアクセス

を管理し、プログラム変更やＩＴ環境に対す

る変更を管理し、ＩＴ環境のモニタリングを

含むＩＴ運用を管理する監査事務所のプロセ

スである。

A99. A technological resource may serve multiple 
purposes within the firm and some of the 
purposes may be unrelated to the system of 
quality management. Technological resources 
that are relevant for the purposes of this ISQM 
are:

A99．テクノロジー資源は、監査事務所の様々な

目的のために利用されることがあり、一部の目

的は、品質管理システムに関係しないこともあ

る。本報告書の目的に関連するテクノロジー資

源は、以下のとおりである。

· Technological resources that are directly 
used in designing, implementing or 
operating the firm’s system of quality 
management;

・ 監査事務所の品質管理システムの整備又は

運用に直接的に利用されるテクノロジー資源

· Technological resources that are used 
directly by engagement teams in the 
performance of engagements; and

・ 業務の実施において監査チームが直接利用

するテクノロジー資源

· Technological resources that are 
essential to enabling the effective 
operation of the above, such as, in 
relation to an IT application, the IT 
infrastructure and IT processes 
supporting the IT application.

・ ＩＴアプリケーションを支えるＩＴインフ

ラやＩＴプロセス等、上記の効果的な運用を

可能にするために不可欠なテクノロジー資源

Scalability examples to demonstrate how the 
technological resources that are relevant for 
the purposes of this ISQM may differ

本報告書の目的に関連するテクノロジー資源が

どのように異なるかを示す適用の柔軟性の例

· In a less complex firm, the technological 
resources may comprise a commercial 
IT application used by engagement 
teams, which has been purchased from 
a service provider. The IT processes 
that support the operation of the IT 
application may also be relevant, 
although they may be simple (e.g., 
processes for authorizing access to the 
IT application and processing updates to 

・ 複雑でない監査事務所では、テクノロジー

資源は、監査チームが利用する、サービス・

プロバイダーから購入した市販のＩＴアプリ

ケーションから構成されることがある。ＩＴ

アプリケーションの運用を支援するＩＴプロ

セスも、単純であるかもしれないが、関連性

があることがある（例えば、ＩＴアプリケー

ションへのアクセスを承認するプロセスやＩ

Ｔアプリケーションの更新を処理するプロセ
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the IT application). ス）。

· In a more complex firm, the 
technological resources may be more 
complex and may comprise:

・ より複雑な監査事務所では、テクノロジー

資源はより複雑であり、また以下から構成さ

れることがある。
o Multiple IT applications, including 

custom developed applications or 
applications developed by the 
firm’s network, such as:

－ カスタム開発したアプリケーション又は

監査事務所のネットワークが開発したアプ

リケーションを含む、以下のような複数の

ＩＴアプリケーション

· IT applications used by 
engagement teams (e.g., 
engagement software and 
automated audit tools). 

・ 監査チームが利用するＩＴアプリケー

ション（業務ソフトウェアや自動化され

た監査ツール等）

· IT applications developed 
and used by the firm to 
manage aspects of the 
system of quality 
management (e.g., IT 
applications to monitor 
independence or assign 
personnel to engagements). 

・ 品質管理システムの特定の側面を管理

するために監査事務所が開発及び利用す

るＩＴアプリケーション（独立性のモニ

タリング又は業務への専門要員の割当の

ためのＩＴアプリケーション等）

o The IT processes that support the 
operation of these IT applications, 
including the individuals 
responsible for managing the IT 
infrastructure and IT processes 
and the firm’s processes for 
managing program changes to the 
IT applications.

－ ＩＴインフラ及びＩＴプロセスの管理責

任者や、ＩＴアプリケーションへのプログ

ラム変更を管理するための監査事務所のプ

ロセスなど、これらのＩＴアプリケーショ

ンの運用を支援するＩＴプロセス

A100. The firm may consider the following matters 
in obtaining, developing, implementing and 
maintaining an IT application:

A100．監査事務所は、ＩＴアプリケーションの取

得、開発、導入及び維持において、以下の事項

を検討する場合がある。

· The data inputs are complete and 
appropriate; 

・ 入力データが完全かつ適切である。

· Confidentiality of the data is preserved; ・ データの機密性が保持されている。

· The IT application operates as designed 
and achieves the purpose for which it is 
intended; 

・ ＩＴアプリケーションは、デザインどおり

に動作しており、また意図された目的を達成

する。

· The outputs of the IT application achieve 
the purpose for which they will be used;

・ ＩＴアプリケーションのアウトプットは、

その利用目的を達成する。

· The general IT controls necessary to 
support the IT application’s continued 
operation as designed are appropriate;

・ ＩＴアプリケーションがデザインどおりに

継続して動作することを支援するために必要

なＩＴ全般統制が適切である。

· The need for specialized skills to utilize 
the IT application effectively, including 
the training of individuals who will use 
the IT application; and 

・ ＩＴアプリケーションを利用する人材の育

成を含む、ＩＴアプリケーションを効果的に

利用するための専門的な技術の必要性

· The need to develop procedures that set 
out how the IT application operates.

・ ＩＴアプリケーションがどのように動作す

るかを示す手順書を開発する必要性

A101. The firm may specifically prohibit the use 
of IT applications or features of IT applications 
until such time that it has been determined 
that they operate appropriately and have been 
approved for use by the firm. Alternatively, the 
firm may establish policies or procedures to 

A101．監査事務所は、ＩＴアプリケーションが適

切に動作すると判断し、監査事務所がその利用

を承認するまで、ＩＴアプリケーション又はＩ

Ｔアプリケーションの機能の利用を明確に禁止

することがある。または、監査事務所は、承認
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address circumstances when the engagement 
team uses an IT application that is not 
approved by the firm. Such policies or 
procedures may require the engagement team 
to determine that the IT application is 
appropriate for use prior to using it on the 
engagement, through considering the matters 
in paragraph A100. ISA 220 (Revised)18

addresses the engagement partner’s 
responsibilities for engagement resources. 

18 ISA 220 (Revised), paragraphs 25–28 

を得ていないＩＴアプリケーションを監査チー

ムが利用する場合の方針又は手続を定めること

がある。このような方針や手続は、A100 項の事

項を検討することにより、業務において使用す

る前に、ＩＴアプリケーションが利用に適して

いるか判断することを監査チームに要求するこ

とがある。監査基準委員会報告書 220 第 25 項

から第 28項では、業務の資源に関する監査責

任者の責任を規定している。

Intellectual Resources (Ref: Para. 32(g)) 《(3) 知的資源》（第 32 項(7)参照）

A102. Intellectual resources include the 
information the firm uses to enable the 
operation of the system of quality 
management and promote consistency in the 
performance of engagements. 

A102．知的資源には、品質管理システムの運用を

可能にし、また一貫した業務の実施を促進する

ために、監査事務所が利用する情報が含まれ

る。

Examples of intellectual resources 知的資源の例
Written policies or procedures, a 
methodology, industry or subject matter-
specific guides, accounting guides, 
standardized documentation or access to 
information sources (e.g., subscriptions to 
websites that provide in-depth information 
about entities or other information that is 
typically used in the performance of 
engagements).

文書化された方針又は手続、手法、業界や特有

の事象に関する指針、会計に関する指針、調書

のひな型又は情報源へのアクセス（例えば、企

業に関する詳細な情報を提供するウェブサイト

の購読又は業務の実施において一般的に利用さ

れるその他の情報）

A103. Intellectual resources may be made 
available through technological resources, for 
example, the firm’s methodology may be 
embedded in the IT application that facilitates 
the planning and performance of the 
engagement.

A103．知的資源は、監査事務所の手法が業務の計

画と実施を円滑にするＩＴアプリケーションに

組み込まれている等、テクノロジー資源を通し

て利用可能となることがある。

Use of Technological and Intellectual Resources 
(Ref: Para. 32(f)–32(g))

《(4) テクノロジー資源及び知的資源の利用》

（第 32 項(6)から第 32項(7)参照）

A104. The firm may establish policies or 
procedures regarding the use of the firm’s 
technological and intellectual resources. Such 
policies or procedures may: 

A104．監査事務所は、監査事務所のテクノロジー

資源及び知的資源の利用に関する以下の方針又

は手続を定めることがある。

· Require the use of certain IT 
applications or intellectual resources in 
the performance of engagements, or 
relating to other aspects of the 
engagement, such as in archiving the 
engagement file. 

・ 業務の実施において、又は監査ファイルの

保管等の業務の他の側面に関連して、特定の

ＩＴアプリケーション又は知的資源の利用を

要求する。

· Specify the qualifications or experience 
that individuals need to use the 
resource, including the need for an 
expert or training, for example, the firm 
may specify the qualifications or 
expertise needed to use an IT 
application that analyzes data, given that 
specialized skills may be needed to 
interpret the results.

・ 特定の資格又は研修の必要性を含め、資源

を利用する者が必要とする資格又は経験を明

記する。例えば、結果の解釈には専門的な技

能が必要となることがあるため、監査事務所

は、データを分析するＩＴアプリケーション

を利用するために必要な資格又は専門知識を

規定することがある。
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· Specify the responsibilities of the 
engagement partner regarding the use 
of technological and intellectual 
resources. 

・ テクノロジー資源及び知的資源の利用に関

する監査責任者の責任を明記する。

· Set out how the technological or 
intellectual resources are to be used, 
including how individuals should interact 
with an IT application or how the 
intellectual resource should be applied, 
and the availability of support or 
assistance in using the technological or 
intellectual resource. 

・ テクノロジー資源又は知的資源をどのよう

に利用するか、また、テクノロジー資源又は

知的資源を利用する際の支援体制の利用可能

性を規定する。

Service Providers (Ref: Para. 16(v), 32(h)) 《(5) サービス・プロバイダー》（第 16 項(22)

及び第 32項(8)参照）

A105. In some circumstances, the firm may 
use resources that are provided by a service 
provider, particularly in circumstances when 
the firm does not have access to the 
appropriate resources internally. 
Notwithstanding that a firm may use resources 
from a service provider, the firm remains 
responsible for its system of quality 
management. 

A105．監査事務所は、特に内部で適切な資源を利

用できない場合に、サービス・プロバイダーが

提供する資源を利用することがある。監査事務

所は、サービス・プロバイダーから提供される

資源を利用する場合であっても、品質管理シス

テムに対する責任を負う。

Examples of resources from a service 
provider

サービス・プロバイダーから提供される資源の

例

· Individuals engaged to perform the firm’s 
monitoring activities or engagement 
quality reviews, or to provide 
consultation on technical matters. 

・ 監査事務所のモニタリング活動若しくは審

査の実施又は専門的な見解の問合せに従事す

る者

· A commercial IT application used to 
perform audit engagements.

・ 監査業務の実施において利用される市販の

ＩＴアプリケーション

· Individuals performing procedures on the 
firm’s engagements, for example, 
component auditors from other firms not 
within the firm’s network or individuals 
engaged to attend a physical inventory 
count at a remote location. 

・ 監査事務所の業務において手続を実施する

者、例えば、構成単位の監査人（監査事務所

が所属するネットワーク外の他の監査事務所

の場合）又は遠隔地の実地棚卸への立会に従

事する者

· An auditor’s external expert used by the 
firm to assist the engagement team in 
obtaining audit evidence.

・ 監査チームが監査証拠を入手するのを支援

するために、監査事務所が利用する外部専門

家

A106. In identifying and assessing quality risks, 
the firm is required to obtain an understanding 
of the conditions, events, circumstances, 
actions or inactions that may adversely affect 
the achievement of the quality objectives, 
which includes conditions, events, 
circumstances, actions or inactions relating to 
service providers. In doing so, the firm may 
consider the nature of the resources provided 
by service providers, how and the extent to 
which they will be used by the firm, and the 
general characteristics of the service 
providers used by the firm (e.g., the varying 
types of other professional services firms that 
are used), in order to identify and assess 

A106．監査事務所は、品質リスクの識別と評価に

おいては、品質目標の達成を阻害し得る状況、

事象、環境及び行動の有無について理解を得る

ことが要求される。これには、サービス・プロ

バイダーに関するそれらの理解が含まれる。そ

の際、監査事務所は、サービス・プロバイダー

が提供する資源の利用に関連する品質リスクを

識別し評価するために、当該資源の内容、監査

事務所が利用する方法及び範囲、並びに監査事

務所が利用するサービス・プロバイダーの全般

的な特徴を考慮することがある。



－ 64 －

ISQM 1 品基報第 1号

quality risks related to the use of such 
resources.

A107. In determining whether a resource from 
a service provider is appropriate for use in the 
firm’s system of quality management or in the 
performance of engagements, the firm may 
obtain information about the service provider 
and the resource they provide from a number 
of sources. Matters the firm may consider 
include: 

A107．監査事務所は、サービス・プロバイダーか

ら提供される資源が監査事務所の品質管理シス

テム又は業務の実施において利用するのに適し

ているのかを判断する際に、サービス・プロバ

イダー及びサービス・プロバイダーが提供する

資源に関する情報を様々な情報源から入手する

ことがある。監査事務所が考慮する事項には以

下が含まれる。

· The related quality objective and quality 
risks. For example, in the case of a 
methodology from a service provider, 
there may be quality risks related to the 
quality objective in paragraph 32(g), 
such as a quality risk that the service 
provider does not update the 
methodology to reflect changes in
professional standards and applicable 
legal and regulatory requirements.

・ 関連する品質目標及び品質リスク。例え

ば、サービス・プロバイダーが提供する手法

を利用する場合、サービス・プロバイダーが

職業的専門家としての基準及び適用される法

令等の変更を反映してその手法を更新してい

ないという品質リスク等、第 32 項(7)の品質

目標に関連する品質リスクがあることがあ

る。

· The nature and scope of the resources, 
and the conditions of the service (e.g., in 
relation to an IT application, how often 
updates will be provided, limitations on 
the use of the IT application and how the 
service provider addresses 
confidentiality of data).

・ 資源の内容と範囲及びサービスの条件（例

えば、ＩＴアプリケーションが更新される頻

度、ＩＴアプリケーションの利用の制限及び

サービス・プロバイダーがデータの機密性に

どのように対処するか等）

· The extent to which the resource is used 
across the firm, how the resource will be 
used by the firm and whether it is 
suitable for that purpose.

・ 当該資源が監査事務所全体でどの程度利用

されているか、その資源が監査事務所によっ

てどのように利用されるか、及びその利用目

的に適しているか。

· The extent of customization of the 
resource for the firm. 

・ 監査事務所のために資源をカスタマイズし

た範囲

· The firm’s previous use of the service 
provider. 

・ 過去における監査事務所の当該サービス・

プロバイダーの利用

· The service provider’s experience in the 
industry and reputation in the market.

・ サービス・プロバイダーの業界での実績及

び市場での評判

A108. The firm may have a responsibility to 
take further actions in using the resource from 
a service provider so that the resource 
functions effectively. For example, the firm 
may need to communicate information to the 
service provider in order for the resource to 
function effectively, or, in relation to an IT 
application, the firm may need to have 
supporting IT infrastructure and IT processes 
in place.

A108．監査事務所は、サービス・プロバイダーか

らの資源の利用に関して、資源が効果的に機能

するように、追加的な行動を取る責任を負うこ

とがある。例えば、監査事務所は、資源が効果

的に機能するために、サービス・プロバイダー

に情報を伝達したり、ＩＴアプリケーションに

関連して、基盤となるＩＴインフラとＩＴプロ

セスを整備することが必要となることがある。

Information and Communication (Ref: Para. 33) 《13．情報と伝達》（第 33 項参照）

A109. Obtaining, generating or communicating 
information is generally an ongoing process 
that involves all personnel and encompasses 
the dissemination of information within the firm 
and externally. Information and 
communication is pervasive to all components 
of the system of quality management. 

A109．情報の取得、生成及び伝達は、通常、全て

の専門要員に関連し、また監査事務所内外への

情報の発信を含む継続的なプロセスである。情

報と伝達は、品質管理システムの全ての構成要

素に広範に関連する。
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The Firm’s Information System (Ref: Para. 33(a)) 《(1) 監査事務所の情報システム》（第 33 項(1)

参照）

A110. Reliable and relevant information 
includes information that is accurate, 
complete, timely and valid to enable the 
proper functioning of the firm’s system of 
quality management and to support decisions 
regarding the system of quality management. 

A110．信頼性が高く関連性のある情報には、正

確、完全、適時で有効な情報が含まれ、監査事

務所の品質管理システムが適切に機能すること

を可能にし、また品質管理システムに関する意

思決定を支援する。

A111. The information system may include the 
use of manual or IT elements, which affect the 
manner in which information is identified, 
captured, processed, maintained and 
communicated. The procedures to identify, 
capture, process, maintain and communicate 
information may be enforced through IT 
applications, and in some cases may be 
embedded within the firm’s responses for 
other components. In addition, digital records 
may replace or supplement physical records. 

A111．情報システムには、情報が識別、捕捉、処

理、維持、伝達される方法に影響を与える、手

作業又はＩＴの利用が含まれる場合がある。情

報を識別、捕捉、処理、維持、伝達する手続は

ＩＴアプリケーションを通じて実施されること

があり、また場合によっては、他の構成要素に

対する監査事務所の対応に組み込まれることも

ある。さらに、デジタルな記録が、物理的な記

録に代わることもあれば補完することもある。

Scalability example to demonstrate how the 
information system may be designed in a less 
complex firm

複雑でない監査事務所で情報システムがどのよ

うにデザインされるかを示す適用の柔軟性の例

Less complex firms with fewer personnel and 
direct involvement of leadership may not need 
rigorous policies and procedures that specify 
how information should be identified, 
captured, processed and maintained.

専門要員が少なく 高責任者等が直接関与する

複雑でない監査事務所では、情報をどのように

識別、捕捉、処理、維持すべきかを明示する厳

密な方針及び手続を必要としない場合がある。

Communication Within the Firm (Ref: Para. 33(b), 
33(c))

《(2) 監査事務所内のコミュニケーション》（第

33 項(2)及び第 33 項(3)参照）

A112. The firm may recognize and reinforce the 
responsibility of personnel and engagement 
teams to exchange information with the firm 
and with one another by establishing 
communication channels to facilitate 
communication across the firm. 

A112．監査事務所は、事務所全体のコミュニケー

ションを促進するための伝達経路を確立するこ

とにより、専門要員及び監査チームが監査事務

所と、及び相互に、情報を交換する責任を認識

し強化することがある。

Examples of communication among the firm, 
personnel and engagement teams

監査事務所、専門要員及び監査チームの間での

コミュニケーションの例

· The firm communicates the responsibility 
for implementing the firm’s responses to 
personnel and engagement teams. 

・ 監査事務所は、専門要員と監査チームに対

して、監査事務所の対応を適用する責任を伝

達する。

· The firm communicates changes to the 
system of quality management to 
personnel and engagement teams, to 
the extent that the changes are relevant 
to their responsibilities and enables 
personnel and engagement teams to 
take prompt and appropriate action in 
accordance with their responsibilities.

・ 品質管理システムの変更が専門要員と監査

チームの責任に関連する場合、その責任に応

じて迅速かつ適切に行動できるように、監査

事務所はその変更を専門要員と監査チームに

伝達する。

· The firm communicates information that 
is obtained during the firm’s acceptance 
and continuance process that is relevant 
to engagement teams in planning and 
performing engagements. 

・ 監査事務所は、契約の新規の締結及び更新

プロセスにおいて入手した情報のうち、監査

チームが業務を計画し実施する上で関連する

情報を伝達する。

· Engagement teams communicate to the 
firm information about: 

・ 監査チームは、監査事務所に以下に関する
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情報を伝達する。
o The client that is obtained during 

the performance of an 
engagement that may have 
caused the firm to decline the 
client relationship or specific 
engagement had that information 
been known prior to accepting or 
continuing the client relationship or 
specific engagement. 

－ 契約の新規の締結又は更新の前に知って

いれば、監査事務所が契約の新規の締結又

は更新を承認しない原因となった可能性の

ある、業務の実施において得られた関与先

に関する情報

o The operation of the firm’s 
responses (e.g., concerns about 
the firm’s processes for assigning 
personnel to engagements), which 
in some cases, may indicate a 
deficiency in the firm’s system of 
quality management. 

－ 監査事務所の対応の運用に関する情報

（例えば、専門要員を業務に割り当てる監

査事務所のプロセスに関する懸念）。その

ような情報は、場合によっては、監査事務

所の品質管理システムの不備を示している

ことがある。

· Engagement teams communicate 
information to the engagement quality 
reviewer or individuals providing 
consultation.

・ 監査チームは、審査担当者又は専門的な見

解の問合せを実施する者に情報を伝達する。

· Group engagement teams communicate 
matters to component auditors in 
accordance with the firm’s policies or 
procedures, including matters related to 
quality management at the engagement 
level.

・ グループ監査チームは、監査事務所の方針

又は手続に従って、業務レベルでの品質管理

に関する事項等を構成単位の監査人に伝達す

る。

· The individual(s) assigned operational 
responsibility for compliance with 
independence requirements 
communicates to relevant personnel and 
engagement teams changes in the 
independence requirements and the 
firm’s policies or procedures to address 
such changes. 

・ 独立性に関する要求事項の遵守について運

用責任を割り当てられた者は、関連する専門

要員及び監査チームに対して、独立性に関す

る要求事項の変更、並びにその変更に対処す

るための監査事務所の方針又は手続を伝達す

る。

Communication with External Parties 《(3) 外部の者とのコミュニケーション》

Communication to or within the Firm’s Network and
to Service Providers (Ref: Para. 33(d)(i))

《① 監査事務所のネットワーク内又は当該ネッ

トワーク及びサービス・プロバイダーに対するコ

ミュニケーション》（第 33 項(4)①参照）

A113. In addition to the firm communicating 
information to or within the firm’s network or to 
a service provider, the firm may need to obtain 
information from the network, a network firm 
or a service provider that supports the firm in 
the design, implementation and operation of 
its system of quality management.

A113．監査事務所は、監査事務所のネットワーク

内又は当該ネットワーク及びサービス・プロバ

イダーに対して情報を伝達することに加えて、

ネットワーク、ネットワーク・ファーム又はサ

ービス・プロバイダーから、監査事務所が品質

管理システムを整備及び運用するために必要と

する情報を入手する場合がある。
Example of information obtained by the firm 
from within the firm’s network

監査事務所のネットワーク内において監査事務

所が入手する情報の例
The firm obtains information from the network 
or other network firms about clients of other 
network firms, where there are independence 
requirements that affect the firm.

監査事務所は、事務所に影響を与える独立性に

関する要求事項が存在する場合には、ネットワ

ーク・ファームの関与先に関する情報を、ネッ

トワーク又はネットワーク・ファームから入手

する。

Communication with Others External to the Firm 《② 監査事務所外の他の者とのコミュニケーシ
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(Ref: Para. 33(d)(ii)) ョン》（第 33 項(4)②参照）

A114. Examples of when law, regulation or 
professional standards may require the firm to 
communicate information to external parties

A114．法令等又は職業的専門家としての基準によ

り、監査事務所が外部の者への情報の伝達を要

求されることがある場合の例

· The firm becomes aware of non-
compliance with laws and regulations by 
a client, and relevant ethical 
requirements require the firm to report 
the non-compliance with laws and 
regulations to an appropriate authority 
outside the client entity, or to consider 
whether such reporting is an appropriate 
action in the circumstances.

・ 監査事務所が関与先の違法行為に気付いて

おり、かつ職業倫理に関する規定が監査事務

所に対して関与先の外部の適切な当局へ当該

違法行為を報告すること、又はそのような報

告が状況において適切な行為であるかどうか

を検討することを要求している場合

· Law or regulation requires the firm to 
publish a transparency report and 
specifies the nature of the information 
that is required to be included in the 
transparency report.

・ 法令等が、監査事務所に対して透明性報告

書の発行を要求し、また透明性報告書に記載

することが要求される情報の内容を明記して

いる場合

· Securities law or regulation requires the 
firm to communicate certain matters to 
those charged with governance. 

・ 証券関連の法令等が監査事務所に対して特

定の事項を監査役等へ伝達することを要求し

ている場合

A115. In some cases, law or regulation may 
preclude the firm from communicating 
information related to its system of quality 
management externally. 

A115．場合によっては、監査事務所は品質管理シ

ステムに関連する情報の外部への報告を法令等

によって制限されることがある。

Examples of when the firm may be precluded 
from communicating information externally

監査事務所が外部への報告を制限される場合の

例

· Privacy or secrecy law or regulation 
prohibits disclosure of certain 
information.

・ 個人情報保護や秘密保持関連の法令等が特

定の情報の開示を禁止している場合

· Law, regulation or relevant ethical 
requirements include provisions 
addressing the duty of confidentiality.

・ 法令等又は職業倫理に関する規定が守秘義

務に関する規定を含んでいる場合

Specified Responses (Ref: Para. 34) 《14．特定の対応》（第 34 項参照）

A116. The specified responses may address 
multiple quality risks related to more than one 
quality objective across different components. 
For example, policies or procedures for 
complaints and allegations may address 
quality risks related to quality objectives in 
resources (e.g., personnel’s commitment to 
quality), relevant ethical requirements and 
governance and leadership. The specified 
responses alone are not sufficient to achieve 
the objectives of the system of quality 
management. 

A116．特定の対応は、異なる構成要素における複

数の品質目標に関連する複数の品質リスクに対

処することがある。例えば、不服と疑義の申立

てに関する方針又は手続は、資源（例えば、専

門要員の品質へのコミットメント）、職業倫理

及び独立性並びにガバナンス及びリーダーシッ

プにおける品質目標に関連する品質リスクに対

処することがある。しかし、特定の対応のみで

は、品質管理システムの目的を達成するには不

十分である。

Relevant Ethical Requirements (Ref: Para. 34(a)) 《(1) 我が国における職業倫理に関する規定》

（第 34 項(1)参照）

A117. Relevant ethical requirements may 
contain provisions regarding the identification 
and evaluation of threats and how they are to 
be addressed. For example, the IESBA Code 
provides a conceptual framework for this 
purpose and, in applying the conceptual 

A117．職業倫理に関する規定には、阻害要因の識

別と評価及びその対処方法に関する定めが含ま

れる場合がある。例えば、我が国における職業

倫理に関する規定は、この目的に関して概念的

枠組みを提供しており、また概念的枠組みを適
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framework, requires that the firm use the 
reasonable and informed third party test. 

用する場合には、監査事務所が第三者から入手

した合理的なテスト結果を利用することを要求

している。

A118. Relevant ethical requirements may 
specify how the firm is required to respond to 
a breach. For example, the IESBA Code sets 
out requirements for the firm in the event of a 
breach of the IESBA Code and includes 
specific requirements addressing breaches of 
the International Independence Standards, 
which includes requirements for 
communication with external parties. 

A118．職業倫理に関する規定は、監査事務所が違

反にどのように対応することが要求されるかを

明記している場合がある。例えば、我が国にお

ける倫理規則には、違反が発生した場合の監査

事務所に対する要求事項が規定されており、ま

た独立性に関する指針等の違反に対処するため

の具体的な要求事項（外部の者とのコミュニケ

ーションの要求事項を含む。）が含まれてい

る。

A119. Matters the firm may address relating to 
breaches of the relevant ethical requirements 
include:

A119．我が国における職業倫理に関する規定の違

反に関連して、監査事務所は以下の事項を規定

することがある。

· The communication of breaches of the 
relevant ethical requirements to 
appropriate personnel;

・ 適切な専門要員に対する職業倫理に関する

規定の違反の報告

· The evaluation of the significance of a 
breach and its effect on compliance with 
relevant ethical requirements;

・ 違反の重要性及び職業倫理に関する規定の

遵守への影響の評価

· The actions to be taken to satisfactorily 
address the consequences of a breach, 
including that such actions be taken as 
soon as practicable; 

・ 違反がもたらした結果に十分に対処するた

めに講じるべき措置。これには、当該措置を

実行可能な限り速やかに講じることを含む。

· Determining whether to report a breach 
to external parties, such as those 
charged with governance of the entity to 
which the breach relates or an external 
oversight authority; and

・ 違反に関連する企業の監査役等又は外部の

監督当局等、外部の者に違反を報告するか否

かの判断

· Determining the appropriate actions to 
be taken in relation to the individual(s) 
responsible for the breach.

・ 違反に責任を負う個人に関して、講じるべ

き適切な措置の決定

Complaints and Allegations (Ref: Para. 34(c)) 《(2) 不服と疑義の申立て》（第 34 項(3)参照）

A120. Establishing policies or procedures for 
dealing with complaints and allegations may 
assist the firm in preventing engagement 
reports from being issued that are 
inappropriate. It also may assist the firm in:

A120．不服と疑義の申立てに対処するための方針

又は手続を定めることは、監査事務所が不適切

な監査報告書を発行することを防止するのに役

立つことがある。また、以下について監査事務

所を支援することがある。

· Identifying and dealing with individuals, 
including leadership, who do not act or 
behave in a manner that demonstrates a 
commitment to quality and supports the 
firm’s commitment to quality; or

・ 品質へのコミットメントを示さず、監査事

務所の品質へのコミットメントを支援するよ

うな行動を取らない、又は姿勢を示さない者

（ 高責任者等を含む。）を識別し対処す

る。

· Identifying deficiencies in the system of 
quality management. 

・ 品質管理システムの不備を識別する。

A121. Complaints and allegations may be 
made by personnel, or others external to the 
firm (e.g., clients, component auditors or 
individuals within the firm’s network). 

A121．不服と疑義の申立ては、専門要員又は監査

事務所の外部の者（例えば、関与先、構成単位

の監査人又は監査事務所のネットワーク内の

者）が行う可能性がある。

Information That Becomes Known Subsequent to 
Accepting or Continuing a Client Relationship or 
Specific Engagement (Ref: Para. 34(d))

《(3) 契約の新規の締結又は更新の後に知ること

となった情報》（第 34項(4)参照）
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A122. Information that becomes known 
subsequent to accepting or continuing a client 
relationship or specific engagement may: 

A122．契約の新規の締結又は更新の後に知ること

となった情報には、以下の二つがある。

· Have existed at the time of the firm’s 
decision to accept or continue the client 
relationship or specific engagement and 
the firm was not aware of such 
information; or 

・ 契約の新規の締結又は更新に関する監査事

務所の判断時に存在したが、監査事務所が気

付いていなかった情報

· Relate to new information that has 
arisen since the decision to accept or 
continue the client relationship or 
specific engagement. 

・ 契約の新規の締結又は更新の判断時以降に

発生した新しい情報

Examples of matters addressed in the firm’s 
policies or procedures for circumstances when 
information becomes known subsequent to 
accepting or continuing a client relationship or 
specific engagement that may have affected 
the firm’s decision to accept or continue a 
client relationship or specific engagement

契約の新規の締結又は更新に関する監査事務所

の判断に影響を与えた可能性のある情報を、契

約の新規の締結又は更新の後に知ることとなっ

た場合に関する、監査事務所の方針又は手続に

おいて規定する事項の例

· Undertaking consultation within the firm 
or with legal counsel.

・ 監査事務所内又は法律専門家との専門的な

見解の問合せを実施する。
· Considering whether there is a 

professional, legal or regulatory 
requirement for the firm to continue the 
engagement.

・ 監査事務所が業務を継続することに関する

職業的専門家としての基準又は法令等がある

かどうかを考慮する。

· Discussing with the appropriate level of 
the client’s management and with those 
charged with governance or the 
engaging party the action that the firm 
might take based on the relevant facts 
and circumstances.

・ 適切なレベルの関与先の経営者及び監査役

等又は契約当事者と、関連する事実及び状況

に基づいて監査事務所が取り得る行動につい

て討議する。

· When it is determined that withdrawal is 
an appropriate action:

・ 契約の解除が適切な行動と判断した場合

o Informing the client’s management 
and those charged with 
governance or the engaging party
of this decision and the reasons for 
the withdrawal.

－ 関与先の経営者及び監査役等又は契約当

事者に対して、当該判断及び解除の理由を

伝達する。

o Considering whether there is a 
professional, legal or regulatory 
requirement for the firm to report 
the withdrawal from the 
engagement, or from both the 
engagement and the client 
relationship, together with the 
reasons for the withdrawal, to 
regulatory authorities.

－ 監査事務所が契約を解除した旨及びその

理由を規制当局に報告することを要求す

る、職業的専門家としての基準又は法令等

があるかどうかを考慮する。

A123. In some circumstances, jurisdictional law 
or regulation may impose an obligation on the 
firm to accept or continue a client 
engagement, or in the case of the public 
sector, the firm may be appointed through 
statutory provisions. 

A123．関連する法令等が、契約の新規の締結又は

更新を監査事務所に義務付けることがある。

Example of matters addressed in the firm’s 
policies or procedures in circumstances when 
the firm is obligated to accept or continue an 
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engagement or the firm is unable to withdraw 
from an engagement, and the firm is aware of 
information that would have caused the firm to 
decline or discontinue the engagement
· The firm considers the effect of the 

information on the performance of the 
engagement.

· The firm communicates the information 
to the engagement partner, and 
requests the engagement partner to 
increase the extent and frequency of the 
direction and supervision of the 
engagement team members and review 
of their work.

· The firm assigns more experienced 
personnel to the engagement. 

· The firm determines that an engagement 
quality review should be performed. 

Communication with External Parties (Ref. Para: 
34(e))

《(4) 外部とのコミュニケーション》（第 34 項

(5)参照）

A124. The firm’s ability to maintain stakeholder 
confidence in the quality of its engagements 
may be enhanced through relevant, reliable 
and transparent communication by the firm 
about the activities that it has undertaken to 
address quality, and the effectiveness of 
those activities. 

A124．監査事務所は、品質に対処するために実施

した活動とその有効性について、目的適合性が

あり、信頼性が高く、透明性のあるコミュニケ

ーションを行うことにより、業務の品質に対す

る利害関係者の信頼を維持し向上させることが

できる。

A125. External parties who may use 
information about the firm’s system of quality 
management, and the extent of their interest 
in the firm’s system of quality management, 
may vary based on the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements. 

A125．監査事務所の品質管理システムに関する情

報を利用する可能性がある外部の者及び監査事

務所の品質管理システムへの関心の程度は、監

査事務所の性質及び状況並びに監査事務所が実

施する業務の内容及び状況に応じて異なる場合

がある。

Examples of external parties who may use 
information about the firm’s system of quality 
management

監査事務所の品質管理システムに関する情報を

利用する可能性のある外部の者の例

· Management or those charged with 
governance of the firm’s clients may use 
the information to determine whether to 
appoint the firm to perform an 
engagement.

・ 監査事務所の関与先の経営者又は監査役等

は、業務を実施する監査事務所を選任するか

どうかを判断するためにその情報を利用する

ことがある。

· External oversight authorities may have 
indicated a desire for the information to 
support their responsibilities in 
monitoring the quality of engagements 
across a jurisdiction and in 
understanding the work of firms.

・ 外部の監督当局は、管轄区域全体の業務の

品質をモニタリングし、監査事務所の作業を

理解する責任を果たすことに役立てるため

に、その情報を要望することがある。

· Other firms who use the work of the firm 
in the performance of engagements 
(e.g., in relation to a group audit) may 
have requested such information. 

・ 業務の実施において監査事務所の作業を利

用する他の監査事務所は（例えば、グループ

監査に関連して）、そのような情報を要求す

ることがある。

· Other users of the firm’s engagement 
reports, such as investors who use 
engagement reports in their decision 

・ 監査事務所の監査報告書の他の利用者、例

えば意思決定の際に監査報告書を利用する投

資家等は、その情報を要望することがある。
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making, may have indicated a desire for 
the information.

A126. The information about the system of 
quality management provided to external 
parties, including information communicated 
to those charged with governance about how 
the system of quality management supports 
the consistent performance of quality 
engagements, may address such matters as:

A126．外部の者に提供される品質管理システムに

関する情報には、品質管理システムがより質の

高い監査の一貫した実施をどのように支援して

いるかについて監査役等に伝達される情報が含

まれる。そのような情報には以下の事項を含む

ことがある。

· The nature and circumstances of the 
firm, such as the organizational 
structure, business model, strategy and 
operating environment.

・ 組織構造、ビジネスモデル、戦略及び業務

の環境等、監査事務所の性質及び状況

· The firm’s governance and leadership, 
such as its culture, how it demonstrates 
a commitment to quality, and assigned 
roles, responsibilities and authority with 
respect to the system of quality 
management.

・ 監査事務所のガバナンス及びリーダーシッ

プ、例えば、組織風土、品質へのコミットメ

ントをどのように示すか、並びに品質管理シ

ステムに関して割り当てられた役割、責任及

び権限

· How the firm fulfills its responsibilities in 
accordance with relevant ethical 
requirements, including those related to 
independence.

・ 監査事務所が、独立性に関する要求事項を

含む職業倫理に関する規定に従った責任をど

のように果たしているか。

· Factors that contribute to quality 
engagements, for example, such 
information may be presented in the 
form of engagement quality indicators 
with narrative to explain the indicators.

・ より質の高い監査に寄与する要因、例え

ば、そのような情報は、指標を説明する記載

を含め、業務品質の指標の形式で示されるこ

とがある。

· The results of the firm’s monitoring 
activities and external inspections, and 
how the firm has remediated identified 
deficiencies or is otherwise responding 
to them.

・ 監査事務所のモニタリング活動及び外部の

検証の結果、並びに監査事務所が識別された

不備をどのように改善したか、又はその他の

方法で対応しているか。

· The evaluation undertaken in 
accordance with paragraphs 53–54 of 
whether the system of quality 
management provides the firm with 
reasonable assurance that the 
objectives of the system are being 
achieved and the conclusion thereon, 
including the basis for the judgments 
made in undertaking the evaluation and 
concluding.

・ 品質管理システムが、当該システムの目的

が達成されていることの合理的な保証を監査

事務所に提供するかどうかに関して第 53項及

び第 54 項に従って実施した評価及びその結

論。これには評価し結論を出すに当たっての

判断の根拠を含む。

· How the firm has responded to emerging 
developments and changes in the 
circumstances of the firm or its 
engagements, including how the system 
of quality management has been 
adapted to respond to such changes.

・ 監査事務所は、監査事務所又はその業務の

状況の変化に応じてどのように品質管理シス

テムを適応させて対応してきたか。

· The relationship between the firm and 
the network, the overall structure of the 
network, a description of network 
requirements and network services, the 
responsibilities of the firm and the 
network (including that the firm is 
ultimately responsible for the system of 
quality management), and information 

・ ネットワークの全体的な構造、その要求事

項及び提供するサービスの記述、監査事務所

とネットワークの関係及びそれぞれの責任

（監査事務所が品質管理システムの 終的な

責任を負うことを含む。）、並びにネットワ

ークがネットワーク・ファームを対象として

実施するモニタリング活動の全般的な範囲と
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about the overall scope and results of 
network monitoring activities across the 
network firms.

結果に関する情報

Communication with Those Charged with 
Governance (Ref. Para: 34(e)(i))

《① 監査役等とのコミュニケーション》（第 34

項(5)①参照）

A127. How the communication with those 
charged with governance is undertaken (i.e., 
by the firm or the engagement team) may 
depend on the firm’s policies or procedures 
and the circumstances of the engagement. 

A127．監査役等とのコミュニケーションの方法

は、監査事務所の方針又は手続及び業務の状況

に依存することがある。

A128. ISA 260 (Revised) deals with the 
auditor’s responsibility to communicate with 
those charged with governance in an audit of 
financial statements, and addresses the 
auditor’s determination of the appropriate 
person(s) within the entity’s governance 
structure with whom to communicate19 and the 
communication process.20 In some 
circumstances, it may be appropriate to 
communicate with those charged with 
governance of entities other than listed 
entities (or when performing other 
engagements), for example, entities that may 
have public interest or public accountability 
characteristics, such as: 

A128．監査基準委員会報告書 260 は、財務諸表監

査において監査役等とのコミュニケーションを

行う監査人の責任を扱っている。また、企業の

ガバナンス構造内のコミュニケーションすべき

適切な者に関する監査人の判断及びコミュニケ

ーションのプロセスを規定している。状況によ

っては、例えば、監査基準委員会報告書 260 第

16 項に記載した企業等以外の企業の監査役等と

のコミュニケーションが適切であることがあ

る。

• Entities that hold a significant amount of 
assets in a fiduciary capacity for a large 
number of stakeholders including 
financial institutions, such as certain 
banks, insurance companies, and 
pension funds.

• Entities with a high public profile, or 
whose management or owners have a 
high public profile.

• Entities with a large number and wide 
range of stakeholders.

19 ISA 260 (Revised), Communication with 
Those Charged with Governance, 
paragraphs 11–13

20 ISA 260 (Revised), paragraphs 18–22
Public sector considerations
A129. The firm may determine it is appropriate 

to communicate to those charged with 
governance of a public sector entity about 
how the firm’s system of quality management 
supports the consistent performance of quality 
engagements, taking into account the size 
and complexity of the public sector entity, the 
range of its stakeholders, the nature of the 
services it provides, and the role and 
responsibilities of those charged with 
governance.

A129．欠番

Determining When it is Otherwise Appropriate to 
Communicate with External Parties (Ref. Para: 
34(e)(ii))

《② 外部の者とのコミュニケーションが適切な

場合の判断》（第 34 項(5)②参照）
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A130. The firm’s determination of when it is 
appropriate to communicate with external 
parties about the firm’s system of quality 
management is a matter of professional 
judgment and may be influenced by matters 
such as:

A130．監査事務所の品質管理システムについて、

監査事務所が外部の者とコミュニケーションを

取ることが適切であるかの判断は職業的専門家

としての判断に係る事項であり、また以下の事

項によって影響を受ける可能性がある。

· The types of engagements performed by 
the firm, and the types of entities for 
which such engagements are 
undertaken.

・ 監査事務所が実施する業務の種類及びその

業務が対象とする企業の種類

· The nature and circumstances of the 
firm. 

・ 監査事務所の性質及び状況

· The nature of the firm’s operating 
environment, such as customary 
business practice in the firm’s 
jurisdiction and the characteristics of the 
financial markets in which the firm 
operates.

・ 監査事務所の管轄区域における商慣行及び

監査事務所が事業を行っている金融市場の特

徴等、監査事務所の事業環境の性質

· The extent to which the firm has already 
communicated with external parties in 
accordance with law or regulation (i.e., 
whether further communication is 
needed, and if so, the matters to be 
communicated).

・ 監査事務所が法令等に従って外部の者と既

にコミュニケーションを行っている範囲（す

なわち、追加のコミュニケーションが必要か

どうか、及びその場合には、コミュニケーシ

ョンを行う事項）

· The expectations of stakeholders in the 
firm’s jurisdiction, including the 
understanding and interest that external 
parties have expressed about the 
engagements undertaken by the firm, 
and the firm’s processes in performing 
the engagements.

・ 監査事務所が従事する業務及び業務を実施

する際の監査事務所のプロセスについて、外

部の者が表明した理解と関心を含む、監査事

務所が所在する管轄区域における利害関係者

の期待

· Jurisdictional trends. ・ 監査事務所が所在する管轄区域における動

向

· The information that is already available 
to external parties.

・ 外部の者が既に入手可能な情報

· How external parties may use the 
information, and their general 
understanding of matters related to 
firms’ system of quality management 
and audits or reviews of financial 
statements, or other assurance or 
related services engagements.

・ 外部の者がどのように当該情報を利用する

か、並びに監査事務所の品質管理システム及

び本報告書第１項に記載している業務に関す

る事項についての全般的な理解

· The public interest benefits of external 
communication and whether it would 
reasonably be expected to outweigh the 
costs (monetary or otherwise) of such 
communication.

・ 外部とのコミュニケーションによる公共の

利益及びその利益がそのようなコミュニケー

ションのコスト（金銭的又はその他の）を上

回ることが合理的に期待されるかどうか。

The above matters may also affect the 
information provided by the firm in the 
communication, and the nature, timing and 
extent and appropriate form of 
communication.

また、上記の事項は、コミュニケーションにお

いて監査事務所が提供する情報、並びにコミュ

ニケーションの内容、時期、範囲及び適切な様

式に影響を与える可能性がある。

Nature, Timing and Extent and Appropriate Form of 
Communication with External Parties (Ref. Para: 
34(e)(iii))

《③ 外部の者とのコミュニケーションの内容、

時期及び範囲並びに適切な様式》 （第 34項

(5)③参照）

A131. The firm may consider the following A131．監査事務所は、外部に報告する情報を作成
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attributes in preparing information that is 
communicated to external parties: 

する際に、以下の属性を考慮することがある。

· The information is specific to the 
circumstances of the firm. Relating the 
matters in the firm’s communication 
directly to the specific circumstances of 
the firm may help to minimize the 
potential that such information becomes 
overly standardized and less useful over 
time. 

・ 情報は、監査事務所の状況に固有のもので

ある。コミュニケーションの内容を監査事務

所の固有の状況に応じたものとすることで、

情報が過度に標準化され、時間の経過ととも

に有用性が低下する可能性を 小限に抑える

ことができることがある。

· The information is presented in a clear 
and understandable manner, and the 
manner of presentation is neither 
misleading nor would inappropriately 
influence the users of the 
communication (e.g., the information is 
presented in a manner that is 
appropriately balanced towards positive 
and negative aspects of the matter being 
communicated).

・ 情報は、明確で理解しやすい形で提示さ

れ、また提示方法が誤解を招くものではな

く、コミュニケーションの利用者に不適切な

影響を与えるものでもない（例えば、伝達さ

れる事項が肯定的側面と否定的側面に関して

適切にバランスの取れた形で提示され

る。）。

· The information is accurate and 
complete in all material respects and 
does not contain information that is 
misleading. 

・ 情報は、全ての重要な点において正確かつ

完全であり、また誤解を招くような情報は含

まれていない。

· The information takes into consideration 
the information needs of the users for 
whom it is intended. In considering the 
information needs of the users, the firm 
may consider matters such as the level 
of detail that users would find 
meaningful and whether users have 
access to relevant information through 
other sources (e.g., the firm’s website).

・ 情報は、意図した利用者の要求を考慮した

ものである。監査事務所は、利用者の要求を

考慮するに当たって、利用者が有意義と考え

るレベルの詳細さ及び利用者がその他の情報

源を通じて関連情報にアクセスできるか（例

えば、監査事務所のウェブサイト）といった

事項を考慮することがある。

A132. The firm uses professional judgment in 
determining, in the circumstances, the 
appropriate form of communication with the 
external party, including communication with 
those charged with governance when 
performing an audit of financial statements of 
listed entities, which may be made orally or in 
writing. Accordingly, the form of 
communication may vary. 

A132．監査事務所は、口頭又は書面で行われる、

企業の財務諸表監査を実施する際の監査役等と

のコミュニケーションを含め、状況に応じた外

部の者との適切なコミュニケーションの様式を

決定する際には、職業的専門家としての判断を

行使する。したがって、コミュニケーションの

様式は異なることがある。

Examples of form of communication to 
external parties 

外部の者とのコミュニケーションの様式の例

· A publication such as a transparency 
report or audit quality report. 

・ 透明性報告書や監査品質報告書等の発行

· Targeted written communication to 
specific stakeholders (e.g., information 
about the results of the firm’s monitoring 
and remediation process).

・ 特定の利害関係者に対する書面によるコミ

ュニケーション（監査事務所のモニタリング

及び改善プロセスの結果に関する情報等）

· Direct conversations and interactions 
with the external party (e.g., discussions 
between the engagement team and 
those charged with governance). 

・ 外部の者との直接的な会話やその他のやり

取り（例えば、監査チームと監査役等とのデ

ィスカッション）

· A webpage. ・ ウェブページ

· Other forms of digital media, such as 
social media, or interviews or 

・ ソーシャルメディアのようなその他の様式
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presentations via webcast or video. のデジタルメディア又はウェブキャストやビ

デオによるインタビューやプレゼンテーショ

ン

Engagements Subject to an Engagement Quality 
Review
Engagement Quality Review Required by Law or 
Regulation (Ref: Para. 34(f)(ii))

《(5) 審査の対象となる業務》（第 34 項(6)参

照）

A133. Law or regulation may require an 
engagement quality review to be performed, 
for example, for audit engagements for 
entities that:

A133．欠番

• Are public interest entities as defined in 
a particular jurisdiction; 

• Operate in the public sector or which are 
recipients of government funding, or 
entities with public accountability; 

• Operate in certain industries (e.g., 
financial institutions such as banks, 
insurance companies and pension 
funds); 

• Meet a specified asset threshold; or 
• Are under the management of a court or 

judicial process (e.g., liquidation). 
Engagement Quality Review as a Response to 
Address One or More Quality Risk(s) (Ref: Para. 
34(f)(iii))
A134. The firm’s understanding of the 

conditions, events, circumstances, actions or 
inactions that may adversely affect the 
achievement of the quality objectives, as 
required by paragraph 25(a)(ii), relates to the 
nature and circumstances of the engagements 
performed by the firm. In designing and 
implementing responses to address one or 
more quality risk(s), the firm may determine 
that an engagement quality review is an 
appropriate response based on the reasons 
for the assessments given to the quality risks.

A134．欠番

Examples of conditions, events, 
circumstances, actions or inactions giving rise 
to one or more quality risk(s) for which an 
engagement quality review may be an 
appropriate response
Those relating to the types of engagements 
performed by the firm and reports to be 
issued:
• Engagements that involve a high level of 

complexity or judgment, such as: 
o Audits of financial statements for 

entities operating in an industry 
that typically has accounting 
estimates with a high degree of 
estimation uncertainty (e.g., certain 
large financial institutions or mining 
entities), or for entities for which 
uncertainties exist related to 
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events or conditions that may cast 
significant doubt on their ability to 
continue as a going concern.

o Assurance engagements that 
require specialized skills and 
knowledge in measuring or 
evaluating the underlying subject 
matter against the applicable 
criteria (e.g., a greenhouse gas 
statement in which there are 
significant uncertainties associated 
with the quantities reported 
therein).

• Engagements on which issues have 
been encountered, such as audit 
engagements with recurring internal or 
external inspection findings, 
unremediated significant deficiencies in 
internal control, or a material 
restatement of comparative information 
in the financial statements. 

• Engagements for which unusual 
circumstances have been identified 
during the firm’s acceptance and 
continuance process (e.g., a new client 
that had a disagreement with its 
previous auditor or assurance 
practitioner). 

• Engagements that involve reporting on 
financial or non-financial information that 
is expected to be included in a 
regulatory filing, and that may involve a 
higher degree of judgment, such as pro 
forma financial information to be 
included in a prospectus. 

Those relating to the types of entities for 
which engagements are undertaken:
• Entities in emerging industries, or for 

which the firm has no previous 
experience.

• Entities for which concerns were 
expressed in communications from 
securities or prudential regulators.

• Entities other than listed entities that 
may have public interest or public 
accountability characteristics, for 
example:
o Entities that hold a significant 

amount of assets in a fiduciary 
capacity for a large number of 
stakeholders including financial 
institutions, such as certain banks, 
insurance companies, and pension 
funds for which an engagement 
quality review is not otherwise 
required by law or regulation.

o Entities with a high public profile, 
or whose management or owners 
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have a high public profile.
o Entities with a large number and

wide range of stakeholders. 

A135. The firm’s responses to address quality 
risks may include other forms of engagement 
reviews that are not an engagement quality 
review. For example, for audits of financial 
statements, the firm’s responses may include 
reviews of the engagement team’s procedures 
relating to significant risks, or reviews of 
certain significant judgments, by personnel 
who have specialized technical expertise. In 
some cases, these other types of engagement 
reviews may be undertaken in addition to an 
engagement quality review.

A135．監査事務所の品質リスクへの対応には、審

査ではない他の形式の業務のレビューが含まれ

ることがある。例えば、財務諸表監査の場合、

監査事務所の対応には特別な専門技能を有する

専門要員による、特別な検討を必要とするリス

クに関する監査チームの手続のレビュー又は特

定の重要な判断のレビューが含まれることがあ

る。状況によっては、審査に加えて、このよう

なレビューを行うことがある。

A135-2JP．審査を実施しない監査業務に関して、

監査意見が適切に形成されていることを確認で

きる方法には、監査責任者が意見表明前に実施

し、文書化した自己点検が含まれる。

A136. In some cases, the firm may determine 
that there are no audits or other engagements 
for which an engagement quality review or 
another form of engagement review is an 
appropriate response to address the quality 
risk(s).

A136．欠番

Public sector considerations
A137. The nature and circumstances of public 

sector entities (e.g., due to their size and 
complexity, the range of their stakeholders, or 
the nature of the services they provide) may 
give rise to quality risks. In these 
circumstances, the firm may determine that an 
engagement quality review is an appropriate 
response to address such quality risks. Law or 
regulation may establish additional reporting 
requirements for the auditors of public sector 
entities (e.g., a separate report on instances 
of non-compliance with law or regulation to 
the legislature or other governing body or 
communicating such instances in the auditor’s 
report on the financial statements). In such 
cases, the firm may also consider the 
complexity of such reporting, and its 
importance to users, in determining whether 
an engagement quality review is an 
appropriate response.

A137．欠番

Monitoring and Remediation Process (Ref: Para. 
35–47)

《15．モニタリング及び改善プロセス》（第 35

項から第 47 項参照）

A138. In addition to enabling the evaluation of 
the system of quality management, the 
monitoring and remediation process facilitates 
the proactive and continual improvement of 
engagement quality and the system of quality 
management. For example:

A138．モニタリング及び改善プロセスは、品質管

理システムの評価を可能にするだけでなく、業

務の品質及び品質管理システムの積極的かつ継

続的な改善を促進する。例えば、以下が挙げら

れる。

· Given the inherent limitations of a 
system of quality management, the 

・ 品質管理システムには固有の限界があるこ

とから、不備が識別されることはまれではな
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firm’s identification of deficiencies is not 
unusual and it is an important aspect of 
the system of quality management, 
because prompt identification of 
deficiencies enables the firm to 
remediate them in a timely and effective 
manner, and contributes to a culture of 
continual improvement. 

く、また不備の迅速な識別は監査事務所が不

備を適時にかつ効果的に改善することを可能

にし、継続的改善の組織風土の醸成につなが

るため、品質管理システムの重要な側面であ

る。

· The monitoring activities may provide 
information that enables the firm to 
prevent a deficiency through responding 
to a finding that could, over a period of 
time, lead to a deficiency.

・ モニタリング活動は、いずれ不備につなが

りかねない発見事項に対処することにより、

監査事務所が不備の発生を予防できるような

情報を提供することがある。

Designing and Performing Monitoring Activities 
(Ref: Para. 37–38)

《(1) モニタリング活動のデザインと適用》（第

37 項及び第 38項参照）

A139. The firm’s monitoring activities may 
comprise a combination of ongoing monitoring 
activities and periodic monitoring activities. 
Ongoing monitoring activities are generally 
routine activities, built into the firm’s 
processes and performed on a real-time 
basis, reacting to changing conditions. 
Periodic monitoring activities are conducted at 
certain intervals by the firm. In most cases, 
ongoing monitoring activities provide 
information about the system of quality 
management in a timelier manner. 

A139．監査事務所のモニタリング活動は、日常的

モニタリング活動と定期的なモニタリング活動

の組合せにより構成される。日常的モニタリン

グ活動は、通常、日常的な活動であり、監査事

務所のプロセスに組み込まれて、状況の変化に

対応して即時に実施される。定期的なモニタリ

ング活動は、監査事務所によって一定の間隔で

実施される。ほとんどの場合、日常的モニタリ

ング活動は、品質管理システムに関する情報を

より適時に提供する。

A140. Monitoring activities may include the 
inspection of in-process engagements. 
Inspections of engagements are designed to 
monitor that an aspect of the system of quality 
management is designed, implemented and 
operating in the manner intended. In some 
circumstances, the system of quality 
management may include responses that are 
designed to review engagements while they 
are in the process of being performed that 
appear similar in nature to an inspection of in-
process engagements (e.g., reviews that are 
designed to detect failures or shortcomings in 
the system of quality management so that 
they can prevent a quality risk from occurring). 
The purpose of the activity will guide its 
design and implementation, and where it fits 
within the system of quality management (i.e., 
whether it is an inspection of an in-process 
engagement that is a monitoring activity or a 
review of an engagement that is a response to 
address a quality risk). 

A140.モニタリング活動には、進行中の監査業務

の検証が含まれる場合がある。監査業務の検証

は、品質管理システムのある側面が意図した方

法で整備及び運用されていることをモニタリン

グするために実施される。状況によっては、品

質管理システムには、実施中の監査業務をレビ

ューするようにデザインされた対応が含まれる

場合がある（例えば、品質リスクの発生を防止

するために、品質管理システムの不具合や欠陥

を発見するようにデザインされたレビューな

ど。）。それらは、進行中の監査業務の検証と

性質上類似するように見える。その活動の目的

によって、そのデザイン及び適用並びに品質管

理システムにおける位置付けが明らかになる

（すなわち、それがモニタリング活動である進

行中の監査業務の検証であるのか、又は品質リ

スクに対処するための対応である監査業務のレ

ビューであるのか。）。

A141. The nature, timing and extent of the 
monitoring activities may also be affected by 
other matters, including:

A141．モニタリング活動の内容、時期及び範囲

は、以下のような事項によって影響を受けるこ

とがある。

· The size, structure and organization of 
the firm.

・ 監査事務所の規模、構造及び組織

· The involvement of the firm’s network in 
monitoring activities.

・ モニタリング活動における監査事務所のネ

ットワークの関与
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· The resources that the firm intends to 
use to enable monitoring activities, such 
as the use of IT applications.

・ ＩＴアプリケーション等の、モニタリング

活動を可能にする監査事務所が利用しようと

している資源

A142. When performing monitoring activities, 
the firm may determine that changes to the 
nature, timing and extent of the monitoring 
activities are needed, such as when findings 
indicate the need for more extensive 
monitoring activities. 

A142．監査事務所は、モニタリング活動を実施す

る過程で、発見事項がより広範なモニタリング

活動の必要性を示した場合など、モニタリング

活動の内容、時期及び範囲の変更が必要である

と判断することがある。

The Design of the Firm’s Risk Assessment Process 
and Monitoring and Remediation Process (Ref: 
Para. 37(c))

《① 監査事務所のリスク評価プロセス、並びに

モニタリング及び改善プロセスのデザイン》（第

37 項(3)参照）

A143. How the firm’s risk assessment process 
is designed (e.g., a centralized or 
decentralized process, or the frequency of 
review) may affect the nature, timing and 
extent of the monitoring activities, including 
monitoring activities over the firm’s risk 
assessment process.

A143．監査事務所のリスク評価プロセスがどのよ

うにデザインされているか（例えば、集中的な

プロセスか分散的なプロセスか、レビューの頻

度）は、監査事務所のリスク評価プロセスに係

るモニタリング活動を含む、モニタリング活動

の内容、時期及び範囲に影響を与えることがあ

る。

A144. How the firm’s monitoring and 
remediation process is designed (i.e., the 
nature, timing and extent of the monitoring 
and remediation activities, taking into account 
the nature and circumstances of the firm) may 
affect the monitoring activities undertaken by 
the firm to determine whether the monitoring 
and remediation process is achieving the 
intended purpose as described in paragraph 
35. 

A144．監査事務所のモニタリング及び改善プロセ

スがどのようにデザインされているか（すなわ

ち、監査事務所の性質及び状況を考慮した、モ

ニタリング及び改善活動の内容、時期及び範

囲）は、モニタリング及び改善プロセス自体が

第 35 項に規定されている目的を達成している

かどうかを判断するために実施するモニタリン

グ活動に影響を与えることがある。

Scalability example to demonstrate the 
monitoring activities for the monitoring and 
remediation process 

モニタリング及び改善プロセスに対するモニタ

リング活動を示す適用の柔軟性の例

· In a less complex firm, the monitoring 
activities may be simple, since 
information about the monitoring and 
remediation process may be readily 
available in the form of leadership’s 
knowledge, based on their frequent 
interaction with the system of quality 
management, of the nature, timing and 
extent of the monitoring activities 
undertaken, the results of the monitoring 
activities, and the firm’s actions to 
address the results. 

・ 複雑でない監査事務所では、実施されるモ

ニタリング活動の内容、時期及び範囲、モニ

タリング活動の結果、並びに当該結果に対処

するための監査事務所の行動といったモニタ

リング及び改善プロセスに関する情報を、

高責任者等が品質管理システムに主体的に関

わることによって容易に入手可能であるた

め、モニタリング及び改善プロセスに対する

モニタリング活動は単純であるかもしれな

い。

· In a more complex firm, the monitoring 
activities for the monitoring and 
remediation process may be specifically 
designed to determine that the 
monitoring and remediation process is 
providing relevant, reliable and timely 
information about the system of quality 
management, and responding 
appropriately to identified deficiencies.

・ より複雑な監査事務所においては、モニタ

リング及び改善プロセスが品質管理システム

に関する目的適合的で信頼性が高く適時な情

報を提供していること、また識別された不備

に適切に対応していることが判断できるよう

に、モニタリング及び改善プロセスに対する

モニタリング活動が個別にデザインされるか

もしれない。

Changes in the System of Quality Management 
(Ref: Para. 37(d))

《② 品質管理システムの変更》（第 37 項(4)参



－ 80 －

ISQM 1 品基報第 1号

照）

A145. Changes in the system of quality 
management may include: 

A145．品質管理システムの変更には、以下が含ま

れる。

· Changes to address an identified 
deficiency in the system of quality 
management.

・ 品質管理システムの識別された不備に対処

するための変更

· Changes to the quality objectives, quality 
risks or responses as a result of 
changes in the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements.

・ 監査事務所の性質及び状況並びに監査事務

所が実施する業務の内容及び状況の変化の結

果としての、品質目標、品質リスク又は対応

の変更

When changes occur, previous monitoring 
activities undertaken by the firm may no 
longer provide the firm with information to 
support the evaluation of the system of quality 
management and, therefore, the firm’s 
monitoring activities may include monitoring of 
those areas of change. 

変更が生じた場合、監査事務所が過去に行った

モニタリング活動は、もはや品質管理システム

の評価に資する情報を提供しないことがあり、

したがって監査事務所のモニタリング活動は、

この変更があった領域のモニタリングを含むこ

とがある。

Previous Monitoring Activities (Ref: Para. 37(e)) 《③ 過去のモニタリング活動》（第 37 項(5)参

照）

A146. The results of the firm’s previous 
monitoring activities may indicate areas of the 
system where a deficiency may arise, 
particularly areas where there is a history of 
identified deficiencies. 

A146．監査事務所の過去のモニタリング活動の結

果は、過去に不備が識別されたことがある領域

等の、不備が生じる可能性のある品質管理シス

テムの領域を示すことがある。

A147. Previous monitoring activities 
undertaken by the firm may no longer provide 
the firm with information to support the 
evaluation of the system, including on areas of 
the system of quality management that have 
not changed, particularly when time has 
elapsed since the monitoring activities were 
undertaken.

A147．監査事務所が実施した過去のモニタリング

活動は、特にその実施から時間が経過している

場合には、品質管理システムの変更されていな

い領域であっても、システムの評価に資する情

報を提供しないことがある。

Other Relevant Information (Ref: Para. 37(f)) 《④ その他の関連情報》（第 37 項(6)参照）

A148. In addition to the sources of information 
indicated in paragraph 37(f), other relevant 
information may include:

A148．その他の関連情報には、第 37 項(6)に記載

されている情報源に加えて、以下が含まれる。

· Information communicated by the firm’s 
network in accordance with paragraphs 
50(c) and 51(b) about the firm’s system 
of quality management, including the 
network requirements or network 
services that the firm has included in its 
system of quality management.

・ 監査事務所の品質管理システムに関して、

第 50 項(3)及び第 51 項(2)に従って、監査事

務所のネットワークにより伝達された情報

これには、監査事務所の品質管理システムに

組み込まれたネットワークの要求事項又はネ

ットワーク・サービスが含まれる。

· Information communicated by a service 
provider about the resources the firm 
uses in its system of quality 
management.

・ サービス・プロバイダーにより伝達され

た、監査事務所の品質管理システムにおいて

利用している資源に関する情報

· Information from regulators about the 
entities for whom the firm performs 
engagements, which is made available 
to the firm, such as information from a 
securities regulator about an entity for 
whom the firm performs engagements 
(e.g., irregularities in the entity’s financial 
statements).

・ 規制当局からの監査事務所に提供された、

監査事務所が業務を実施する対象の企業に関

する情報。例えば、監査事務所が業務を実施

する対象の企業に関する証券監督当局からの

情報（例えば、企業の財務諸表における非違

行為等）
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A149. The results of external inspections or 
other relevant information, both internal and 
external, may indicate that previous 
monitoring activities undertaken by the firm 
failed to identify a deficiency in the system of 
quality management. This information may 
affect the firm’s consideration of the nature, 
timing and extent of the monitoring activities.

A149．外部の検証の結果又は社内外のその他の関

連する情報は、過去に実施した監査事務所のモ

ニタリング活動が、品質管理システムの不備を

識別できなかったことを示すことがある。これ

らの情報は、モニタリング活動の内容、時期及

び範囲に関する、監査事務所の考慮事項に影響

を与えることがある。

A150. External inspections are not a substitute 
for the firm’s internal monitoring activities. 
Nevertheless, the results of external 
inspections inform the nature, timing and 
extent of the monitoring activities.

A150．外部の検証は、監査事務所のモニタリング

活動を代替するものではない。しかしながら、

外部の検証の結果は、モニタリング活動の内

容、時期及び範囲に関する情報を提供する。

Engagement Inspections (Ref: Para. 38) 《(2) 監査業務の検証》（第 38 項参照）

A151. Examples of matters in paragraph 37 
that may be considered by the firm in 
selecting completed engagements for 
inspection

A151．完了した監査業務を検証のために選定する

際に、監査事務所が考慮することがある第 37

項の例

· In relation to the conditions, events, 
circumstances, actions or inactions 
giving rise to the quality risks:

・ 品質リスクを生じさせる状況、事象、環境

及び行動の有無に関する事項

o The types of engagements 
performed by the firm, and the 
extent of the firm’s experience in 
performing the type of 
engagement.

－ 監査事務所が実施する監査業務の種類及

びその種類の監査業務を実施する上での監

査事務所の経験の程度

o The types of entities for which 
engagements are undertaken, for 
example: 

－ 監査業務の実施対象の企業の種類、例え

ば、以下のとおりである。

· Entities that are listed. ・ 大会社等

· Entities operating in 
emerging industries. 

・ 新興業界に属する企業

· Entities operating in 
industries associated with a 
high level of complexity or 
judgment. 

・ 高い水準の複雑さ又は判断を必要とす

る業界に属する企業

· Entities operating in an 
industry that is new to the
firm.

・ 監査事務所にとって新しい業界で事業

を展開する企業

o The tenure and experience of 
engagement partners.

－ 監査責任者の在任期間と経験

· The results of previous inspections of 
completed engagements, including for 
each engagement partner. 

・ 監査責任者に関するものを含む、完了した

業務に対する過去の検証結果

· In relation to other relevant information: ・ その他の関連する情報
o Complaints or allegations about an 

engagement partner.
－ 監査責任者に対する不服と疑義の申立て

o The results of external inspections, 
including for each engagement 
partner. 

－ 各監査責任者に関するものを含む、外部

の検証の結果

o The results of the firm’s evaluation 
of each engagement partner’s 
commitment to quality.

－ 監査責任者ごとの品質へのコミットメン

トを監査事務所が評価した結果

A152. The firm may undertake multiple 
monitoring activities, other than inspection of 
completed engagements, that focus on 

A152．監査事務所は、完了した監査業務の検証だ

けでなく、監査業務が方針又は手続を遵守して

実施されているかどうかを判断することに焦点
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determining whether engagements have 
complied with policies or procedures. These 
monitoring activities may be undertaken on 
certain engagements or engagement 
partners. The nature and extent of these 
monitoring activities, and the results, may be 
used by the firm in determining:

を当てた、幾つかのモニタリング活動を実施す

ることがある。このモニタリング活動は、特定

の監査業務又は監査責任者を対象として行われ

ることがある。このモニタリング活動の内容及

び範囲、並びにその結果は、監査事務所が以下

を決定する際に用いることができる。

· Which completed engagements to select 
for inspection;

・ 完了したいずれの監査業務を検証対象とし

て選定するか。

· Which engagement partners to select for 
inspection;

・ いずれの監査責任者を検証対象として選定

するか。

· How frequently to select an engagement 
partner for inspection; or

・ どのくらいのサイクルで監査責任者を検証

対象として選定するか。

· Which aspects of the engagement to 
consider when performing the inspection 
of completed engagements.

・ 完了した監査業務の検証を実施する際に、

監査業務のいずれの側面を考慮すべきか。

A153. The inspection of completed 
engagements for engagement partners on a 
cyclical basis may assist the firm in monitoring 
whether engagement partners have fulfilled 
their overall responsibility for managing and 
achieving quality on the engagements they 
are assigned to. 

A153．完了した監査業務を監査責任者ごとに一定

のサイクルで検証することは、担当業務の品質

を管理し達成する全体的な責任を監査責任者が

果たしているかどうかを、監査事務所がモニタ

リングする際に役立つことがある。

Example of how a firm may apply a cyclical 
basis for the inspection of completed 
engagements for each engagement partner 

監査事務所が完了した監査業務を監査責任者ご

とに検証する際のサイクルの例

The firm may establish policies or procedures 
addressing the inspection of completed 
engagements that: 

監査事務所は、完了した監査業務の検証に関し

て方針又は手続を定めることがある。

· Set forth the standard period of the 
inspection cycle, such as the inspection 
of a completed engagement for each 
engagement partner performing audits 
of financial statements once every three 
years, and for all other engagement 
partners, once every five years;

・ 完了した監査業務について、監査責任者は

３年に１回等、検証に関する標準サイクルを

定める。

· Set out the criteria for selecting 
completed engagements, including that 
for an engagement partner performing 
audits of financial statements, the 
engagement(s) selected include an audit 
engagement;

· Address selecting engagement partners 
in a manner that is unpredictable; and 

・ 予測不可能な方法で監査責任者を選定す

る。

· Address when it is necessary or 
appropriate to select engagement 
partners more, or less, frequently than 
the standard period set out in the policy, 
for example:

・ 必要な場合又は適切な場合には、方針で定

めた標準サイクルよりも長い、又は短いサイ

クルで、監査責任者を選定する。例えば、以

下が挙げられる。

o The firm may select engagement 
partners more frequently than the 
standard period set out in the 
firm’s policy when:

－ 監査事務所は、以下の場合には、監査事

務所の方針で定めた標準サイクルよりも短

いサイクルで監査責任者を選定することが

ある。

· Multiple deficiencies have 
been identified by the firm 

・ 監査事務所が重大であると評価する複

数の不備が識別され、監査事務所が、全
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that have been evaluated as 
severe, and the firm 
determines that a more 
frequent cyclical inspection is 
needed across all 
engagement partners. 

ての監査責任者についてより短いサイク

ルでの検証が必要であると判断する場合

· The engagement partner 
performs engagements for 
entities operating in a certain 
industry where there are high 
levels of complexity or 
judgment. 

・ 監査責任者が、複雑性の高い、又は難

しい判断を要する特定の業種に属する企

業に対して業務を行う場合

· An engagement performed 
by the engagement partner 
has been subject to other 
monitoring activities, and the 
results of the other 
monitoring activities were 
unsatisfactory. 

・ 監査責任者の実施した監査業務が他の

モニタリング活動の対象となっており、

当該他のモニタリング活動の結果、求め

られる水準に達していなかった場合

· The engagement partner has 
performed an engagement 
for an entity operating in an 
industry in which the 
engagement partner has 
limited experience. 

・ 監査責任者が、自身の経験に乏しい業

界で事業活動を行う企業に対して監査業

務を実施した場合

· The engagement partner is a 
newly appointed engagement 
partner, or has recently 
joined the firm from another 
firm or another jurisdiction.

・ 監査責任者が、新たに選任された監査

責任者である場合又は 近他の監査事務

所若しくは他の管轄区域から事務所に加

入した者である場合

o The firm may defer the selection of 
the engagement partner (e.g., 
deferring for a year beyond the 
standard period set out in the 
firm’s policy) when: 

－ 監査事務所は、以下の場合には、監査責

任者の選定を延期することができる（例え

ば、監査事務所の方針に規定されたサイク

ルよりも１年間延期する等）。

· Engagements performed by 
the engagement partner have 
been subject to other 
monitoring activities during 
the standard period set out in 
the firm’s policy; and 

・ 監査責任者によって実施された監査業

務が、監査事務所の方針に規定されてい

る標準サイクルの間に、既に他のモニタ

リング活動の対象となっている場合

· The results of the other 
monitoring activities provide 
sufficient information about 
the engagement partner (i.e., 
performing the inspection of 
completed engagements 
would unlikely provide the 
firm with further information 
about the engagement 
partner).

・ 他のモニタリング活動の結果が、監査

責任者に関する十分な情報を提供してい

る場合（すなわち、完了した監査業務の

検証を実施することにより、監査責任者

に関するさらなる情報を監査事務所が得

られる可能性が低い場合）

A154. The matters considered in an inspection 
of an engagement depend on how the 
inspection will be used to monitor the system 
of quality management. Ordinarily, the 
inspection of an engagement includes 
determining that responses that are 

A154．監査業務の検証において考慮される事項

は、品質管理システムをモニタリングするため

に検証がどのように利用されるかによる。通

常、監査業務の検証には、業務レベルで実施さ

れる対応（例えば、業務の実施に関する監査事
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implemented at the engagement level (e.g., 
the firm’s policies and procedures in respect 
of engagement performance), have been 
implemented as designed and are operating 
effectively.

務所の方針及び手続）が整備され、また効果的

に運用されているかどうかの判断が含まれる。

Individuals Performing the Monitoring Activities
(Ref: Para. 39(b))

《(3) モニタリング活動を実施する者》（第 39

項(2)参照）

A155. The provisions of relevant ethical 
requirements are relevant in designing the 
policies or procedures addressing the 
objectivity of the individuals performing the 
monitoring activities. A self-review threat may 
arise when an individual who performs: 

A155．職業倫理に関する規定は、モニタリング活

動を実施する者の客観性に関する方針又は手続

のデザインに関連している。自己レビューの脅

威は、以下の場合に発生する可能性がある。

· An inspection of an engagement was: ・ 監査業務の検証を実施する者が、検証の対

象となる会計期間又はその次の会計期間の監

査チームのメンバー又は審査担当者の場合
o In the case of an audit of financial 

statements, an engagement team 
member or the engagement quality 
reviewer of that engagement or an 
engagement for a subsequent 
financial period; or

o For all other engagements, an 
engagement team member or the 
engagement quality reviewer of 
that engagement.

· Another type of monitoring activity had 
participated in designing, executing or 
operating the response being monitored.

・ その他の種類のモニタリング活動を実施す

る者が、モニタリング対象となっている対応

のデザイン、実行及び運用に関与した場合

A156. In some circumstances, for example, in 
the case of a less complex firm, there may not 
be personnel who have the competence, 
capabilities, time or objectivity to perform the 
monitoring activities. In these circumstances, 
the firm may use network services or a service 
provider to perform the monitoring activities.

A156．例えば、規模が小さく組織構造も複雑でな

い監査事務所の場合、モニタリング活動を実施

する適性、能力、時間及び客観性を持った専門

要員がいない場合がある。このような状況で

は、監査事務所は、モニタリング活動を実施す

るためにネットワーク・サービス又はサービ

ス・プロバイダーを利用することがある。

Evaluating Findings and Identifying Deficiencies
(Ref: Para. 16(a), 40–41)

《(4) 発見事項の評価と不備の識別》（第 16 項

(1)、第 40 項及び第 41項参照）

A157. The firm accumulates findings from the 
performance of monitoring activities, external 
inspections and other relevant sources. 

A157．監査事務所は、モニタリング活動の実施、

外部の検証及び他の関連する情報源から得られ

た発見事項を集約する。

A158. Information accumulated by the firm 
from the monitoring activities, external 
inspections and other relevant sources may 
reveal other observations about the firm’s 
system of quality management, such as:

A158．モニタリング活動、外部の検証及び他の関

連する情報源から監査事務所が集約した情報

は、監査事務所の品質管理システムに関して、

発見事項以外の所見をもたらすことがある。

· Actions, behaviors or conditions that 
have given rise to positive outcomes in 
the context of quality or the 
effectiveness of the system of quality 
management; or 

・ 品質又は品質管理システムの有効性の観点

から、好事例をもたらした行動、姿勢又は状

態

· Similar circumstances where no findings 
were noted (e.g., engagements where 
no findings were noted, and the 
engagements have a similar nature to 

・ 類似の状況での発見事項の有無（例えば、

発見事項があった監査業務と性質が類似して

いるものの発見事項がなかった監査業務）
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the engagements where findings were 
noted). 

Other observations may be useful to the firm 
as they may assist the firm in investigating the
root cause(s) of identified deficiencies, 
indicate practices that the firm can support or 
apply more extensively (e.g., across all 
engagements) or highlight opportunities for 
the firm to enhance the system of quality 
management. 

そのような所見は、識別された不備の根本原因

を監査事務所が調査するのに役立ったり、監査

事務所がより広範囲に（例えば、全ての業務に

わたって）適用を推進できる実務を示したり、

又は監査事務所が品質管理システムを強化する

機会を明らかにすることがあるため、監査事務

所にとって有益なことがある。

A159. The firm exercises professional 
judgment in determining whether findings, 
individually or in combination with other 
findings give rise to a deficiency in the system 
of quality management. In making the 
judgment, the firm may need to take into 
account the relative importance of the findings 
in the context of the quality objectives, quality 
risks, responses or other aspects of the 
system of quality management to which they 
relate. The firm’s judgments may be affected 
by quantitative and qualitative factors relevant 
to the findings. In some circumstances, the 
firm may determine it appropriate to obtain 
more information about the findings in order to 
determine whether a deficiency exists. Not all 
findings, including engagement findings, will 
be a deficiency.

A159．発見事項が単独で、又は他の発見事項との

組み合わせで、品質管理システムに不備が存在

することを示しているか判断する際、監査事務

所は職業的専門家としての判断を行使する。当

該判断を行うに当たり、発見事項が関連する品

質目標、品質リスク、対応又は品質管理システ

ムの他の側面の観点から、当該発見事項の相対

的な重要性を考慮すべき場合がある。監査事務

所の判断は、発見事項に関する定量的及び定性

的な要因によって影響を受けることがある。状

況によっては、監査事務所は、不備が存在する

かどうか判断するために、その発見事項につい

てより多くの情報を入手することが適切である

と判断することがある。個別監査業務に関する

発見事項を含め、全ての発見事項が不備になる

訳ではない。

A160. Examples of quantitative and qualitative 
factors that a firm may consider in determining 
whether findings give rise to a deficiency

A160．発見事項が不備の存在を示しているかどう

かを判断する際に、監査事務所が考慮すること

がある定量的及び定性的な要因の例
Quality Risks and Responses 品質リスク及び対応

· If the findings relate to a response: ・ 発見事項が対応に関連する場合
o How the response is designed, for 

example, the nature of the 
response, the frequency of its 
occurrence (if applicable), and the 
relative importance of the 
response to addressing the quality 
risk(s) and achieving the quality 
objective(s) to which it relates. 

－ 対応がどのようにデザインされている

か、例えば、対応の内容、実施の頻度（該

当する場合）及び品質リスクへの対処と関

連する品質目標の達成における、当該対応

の相対的な重要性

o The nature of the quality risk to 
which the response relates, and 
the extent to which the findings 
indicate that the quality risk has 
not been addressed. 

－ 対応が関連する品質リスクの内容及び当

該発見事項が示す、品質リスクが対処され

ていない程度

o Whether there are other responses 
that address the same quality risk 
and whether there are findings for 
those responses.

－ 同じ品質リスクに対処する他の対応があ

るか、及びそれらの対応に関する発見事項

があるか。

Nature of the Findings and Their 
Pervasiveness

発見事項の内容及びその広範性

· The nature of the findings. For example, 
findings related to leadership actions 
and behaviors may be qualitatively 
significant, given the pervasive effect 

・ 発見事項の内容。例えば、 高責任者等の

行動や姿勢に関する発見事項は、品質管理シ

ステム全体に広範な影響を及ぼす可能性があ

るため、定性的に重要なことがある。
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this could have on the system of quality 
management as a whole.

· Whether the findings, in combination 
with other findings, indicate a trend or 
systemic issue. For example, similar 
engagement findings that appear on 
multiple engagements may indicate a 
systemic issue.

・ 発見事項が、他の発見事項との組合せで、

一定の傾向を示す、又はシステム全体に関す

る問題を示しているか。例えば、複数の監査

業務において同様の発見事項が見られること

は、システム全体に関する問題を示している

かもしれない。
Extent of Monitoring Activity and Extent of 
Findings

モニタリング活動の範囲及び発見事項の範囲

· The extent of the monitoring activity from 
which the findings arose, including the 
number or size of the selections.

・ 選定された項目の数を含む、発見事項を識

別したモニタリング活動の範囲

· The extent of the findings in relation to 
the selection covered by the monitoring 
activity, and in relation to the expected 
deviation rate. For example, in the case 
of inspection of engagements, the 
number of engagements selected where 
the findings were identified, relative to 
the total number of engagements 
selected, and the expected deviation 
rate set by the firm.

・ モニタリング活動の対象とされた選定項目

及び予想逸脱率に照らした場合の発見事項の

範囲。例えば、監査業務の検証の場合、選定

された業務の総数及び監査事務所が設定した

予想逸脱率に対する、発見事項が識別された

業務の数

A161. Evaluating findings and identifying 
deficiencies and evaluating the severity and 
pervasiveness of an identified deficiency, 
including investigating the root cause(s) of an 
identified deficiency, are part of an iterative 
and non-linear process. 

A161.発見事項の評価と不備の識別及び識別され

た不備の根本原因の調査を含む識別された不備

の重大性と広範性の評価は、一方向に直線的で

はなく反復的なプロセスの一部である。

Examples of how the process of evaluating 
findings and identifying deficiencies, 
evaluating identified deficiencies, including 
investigating the root cause(s) of identified 
deficiencies, is iterative and non-linear

発見事項の評価と不備の識別及び識別された不

備の根本原因の調査を含む識別された不備の評

価のプロセスが、一方向に直線的ではなく反復

的であることの例示

· In investigating the root cause(s) of an 
identified deficiency, the firm may 
identify a circumstance that has 
similarities to other circumstances where 
there were findings that were not 
considered a deficiency. As a result, the 
firm adjusts its evaluation of the other 
findings and classifies them as a 
deficiency. 

・ 監査事務所は、識別された不備の根本原因

を調査する際に、不備とは判断されなかった

発見事項があった他の状況と類似する状況を

識別することがある。その結果、監査事務所

は当該他の発見事項の評価を変更し、不備に

分類する。

· In evaluating the severity and 
pervasiveness of an identified 
deficiency, the firm may identify a trend 
or systemic issue that correlates with 
other findings that are not considered 
deficiencies. As a result, the firm adjusts 
its evaluation of the other findings and 
also classifies them as deficiencies.

・ 監査事務所は、識別された不備の重大性と

広範性を評価する際に、不備ではないと判断

されていた他の発見事項と相互に関連する一

定の傾向を示す、又はシステム全体に関する

問題を識別することがある。その結果、監査

事務所は当該他の発見事項の評価を変更し、

不備に分類する。

A162. The results of monitoring activities, 
results of external inspections and other 
relevant information (e.g., network monitoring 
activities or complaints and allegations) may 
reveal information about the effectiveness of 

A162．モニタリング活動の結果、外部の検証の結

果及び他の関連情報 （例えば、ネットワーク

のモニタリング活動又は不服と疑義の申立て）

は、モニタリング及び改善プロセスの有効性に
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the monitoring and remediation process. For 
example, the results of external inspections 
may provide information about the system of 
quality management that has not been 
identified by the firm’s monitoring and 
remediation process, which may highlight a 
deficiency in that process.

関する情報をもたらすことがある。例えば、外

部の検証の結果は、監査事務所のモニタリング

及び改善プロセスによっては識別されていなか

った、品質管理システムに関する情報を提供す

ることがあり、それは当該プロセスにおける不

備を明らかにする場合がある。

Evaluating Identified Deficiencies (Ref: Para. 41) 《(5) 識別された不備の評価》（第 41 項参照）

A163. Factors the firm may consider in 
evaluating the severity and pervasiveness of 
an identified deficiency include: 

A163．識別された不備の重大性及び広範性を評価

する際に監査事務所が考慮する要因には、以下

が含まれる。

· The nature of the identified deficiency, 
including the aspect of the firm’s system 
of quality management to which the 
deficiency relates, and whether the 
deficiency is in the design, 
implementation or operation of the 
system of quality management; 

・ 識別された不備の内容。これには、品質管

理システムのどの側面に関係する不備である

か、及び品質管理システムのデザイン、適用

又は運用のいずれに係る不備であるかを含

む。

· In the case of identified deficiencies 
related to responses, whether there are 
compensating responses to address the 
quality risk to which the response 
relates;

・ 対応に関連して識別された不備の場合、当

該対応が関係する品質リスクに対処するため

の補完的な対応があるか。

· The root cause(s) of the identified 
deficiency;

・ 識別された不備の根本原因

· The frequency with which the matter 
giving rise to the identified deficiency 
occurred; and

・ 識別された不備を生じさせた事項が発生し

た頻度

· The magnitude of the identified 
deficiency, how quickly it occurred and 
the duration of time that it existed and 
had an effect on the system of quality 
management.

・ 識別された不備の影響の度合い、どれくら

いの期間で発生したか、及び不備が存在し品

質管理システムに影響を及ぼした期間

A164. The severity and pervasiveness of 
identified deficiencies affects the evaluation of 
the system of quality management that is 
undertaken by the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management.

A164．識別された不備の重大性と広範性は、品質

管理システムに関する 高責任者により行われ

る、品質管理システムの評価に影響する。

Root Cause of the Identified Deficiencies (Ref: 
Para. 41(a))

《① 識別された不備の根本原因》（第 41 項(1)

参照）

A165. The objective of investigating the root 
cause(s) of identified deficiencies is to 
understand the underlying circumstances that 
caused the deficiencies to enable the firm to: 

A165．識別された不備の根本原因を調査する目的

は、不備の原因となった状況を理解し、監査事

務所が以下を実施できるようにすることであ

る。

· Evaluate the severity and pervasiveness 
of the identified deficiency; and

・ 識別された不備の重大性と広範性を評価す

る。

· Appropriately remediate the identified 
deficiency.

・ 識別された不備を適切に改善する。

Performing a root cause analysis involves 
those performing the assessment exercising 
professional judgment based on the evidence 
available. 

根本原因分析を実施する際、その実施者は、利

用可能な証拠に基づいて、職業的専門家として

の判断を行使する。

A166. The nature, timing and extent of the 
procedures undertaken to understand the root 

A166．識別された不備の根本原因を理解するため

に実施する手続の内容、時期及び範囲は、以下
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cause(s) of an identified deficiency may also 
be affected by the nature and circumstances 
of the firm, such as: 

のような監査事務所の性質及び状況にも影響を

受けることがある。

· The complexity and operating 
characteristics of the firm.

・ 監査事務所の複雑さ及び運営上の特徴

· The size of the firm. ・ 監査事務所の規模

· The geographical dispersion of the firm. ・ 監査事務所の地理的な分散度合

· How the firm is structured or the extent 
to which the firm concentrates or 
centralizes its processes or activities. 

・ 監査事務所の組織構造又は監査事務所がそ

のプロセスや活動を集中若しくは集権化して

いる程度

Examples of how the nature of identified 
deficiencies and their possible severity and 
the nature and circumstances of the firm may 
affect the nature, timing and extent of the 
procedures to understand the root cause(s) of 
the identified deficiencies

識別された不備の内容と想定される重大性、並

びに監査事務所の性質及び状況が、識別された

不備の根本原因を理解するための手続の内容、

時期及び範囲にどのように影響を与えるかに関

する例

· The nature of the identified deficiency: 
The firm’s procedures to understand the 
root cause(s) of an identified deficiency 
may be more rigorous in circumstances 
when an engagement report related to 
an audit of financial statements of a 
listed entity was issued that was 
inappropriate or the identified deficiency 
relates to leadership’s actions and 
behaviors regarding quality. 

・ 識別された不備の内容

上場企業の財務諸表監査に関して不適切な監

査報告書が発行された場合又は識別された不

備が 高責任者等の品質に関する行動や姿勢

に関係していた場合、識別された不備の根本

原因を理解するための監査事務所の手続は、

より厳密になることがある。

· The possible severity of the identified 
deficiency: The firm’s procedures to 
understand the root cause(s) of an 
identified deficiency may be more 
rigorous in circumstances when the 
deficiency has been identified across 
multiple engagements or there is an 
indication that policies or procedures 
have high rates of non-compliance.

・ 識別された不備の想定される重大性

不備が複数の監査業務において識別された場

合、あるいは、方針又は手続が高い割合で遵

守されていないことを示す兆候がある場合、

識別された不備の根本原因を理解するための

監査事務所の手続は、より厳密になることが

ある。

· Nature and circumstances of the firm: ・ 監査事務所の性質及び状況
o In the case of a less complex firm 

with a single location, the firm’s 
procedures to understand the root 
cause(s) of an identified deficiency 
may be simple, since the 
information to inform the 
understanding may be readily 
available and concentrated, and 
the root cause(s) may be more 
apparent.

－ 拠点が単一である複雑でない監査事務所

の場合、理解するための情報が容易に入手

可能で集約されており、また根本原因がよ

り明らかであるため、識別された不備の根

本原因を理解するための監査事務所の手続

は簡素なことがある。

o In the case of a more complex firm 
with multiple locations, the 
procedures to understand the root
cause(s) of an identified deficiency 
may include using individuals 
specifically trained on investigating 
the root cause(s) of identified 
deficiencies, and developing a 
methodology with more formalized 
procedures for identifying root 

－ 複数の拠点を有するより複雑な監査事務

所の場合、識別された不備の根本原因を理

解するための手続には、識別された不備の

根本原因の調査について特定の訓練を受け

た者を利用すること、及び根本原因を識別

するためのより正式な手続を備えた手法を

開発すること、が含まれる場合がある。
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cause(s). 

A167. In investigating the root cause(s) of 
identified deficiencies, the firm may consider 
why deficiencies did not arise in other 
circumstances that are of a similar nature to 
the matter to which the identified deficiency 
relates. Such information may also be useful 
in determining how to remediate an identified 
deficiency. 

A167．監査事務所は、識別された不備の根本原因

を調査する際に、識別された不備が関連する事

項と類似の性質を有する他の状況において不備

が生じなかった理由を検討することがある。こ

のような情報は、識別された不備をどのように

改善すべきかを決定する際にも有用なことがあ

る。

Example of when a deficiency did not arise in 
other circumstances of a similar nature, and 
how this information assists the firm in 
investigating the root cause(s) of identified 
deficiencies

類似した性質の他の状況において不備が発生し

なかった場合、監査事務所による識別された不

備の根本原因の調査においてこのような情報が

どのように役立つかに関する例

The firm may determine that a deficiency 
exists because similar findings have occurred 
across multiple engagements. However, the 
findings have not occurred in several other 
engagements within the same population 
being tested. By contrasting the 
engagements, the firm concludes that the root 
cause of the identified deficiency is a lack of 
appropriate involvement by the engagement 
partners at key stages of the engagements.

監査事務所は、複数の業務において同様の発見

事項が生じていることから、不備が存在すると

判断する場合がある。しかしながら、この発見

事項は、対象となった同じ母集団の他の幾つか

の業務では生じていない。監査事務所は、業務

を比較することにより、識別された不備の根本

原因は、業務の主要な段階における監査責任者

の適切な関与の欠如であると結論付ける。

A168. Identifying a root cause(s) that is 
appropriately specific may support the firm’s 
process for remediating identified deficiencies. 

A168．適切に具体化された根本原因を識別するこ

とは、識別された不備を改善する監査事務所の

プロセスに役立つことがある。

Example of identifying a root cause(s) that is 
appropriately specific

適切に具体化された根本原因の識別の例

The firm may identify that engagement teams 
performing audits of financial statements are 
failing to obtain sufficient appropriate audit 
evidence on accounting estimates where 
management’s assumptions have a high 
degree of subjectivity. While the firm notes 
that these engagement teams are not 
exercising appropriate professional 
skepticism, the underlying root cause of this 
issue may relate to another matter, such as a 
cultural environment that does not encourage 
engagement team members to question 
individuals with greater authority or insufficient 
direction, supervision and review of the work 
performed on the engagements.

監査事務所は、財務諸表監査を実施する監査チ

ームが、経営者による仮定の主観性が非常に高

い会計上の見積りに関して、十分かつ適切な監

査証拠を入手できていないことを識別すること

がある。監査事務所は、これらの監査チームが

適切に職業的専門家としての懐疑心を発揮して

いないと認識しているが、この問題の根本的な

原因は別の事項に関係していることがある。例

えば、より強力な権限のある者に疑問を持つこ

とを監査チームのメンバーに奨励しない組織風

土又は監査業務における指揮、監督及び査閲が

不十分であること、等である。

A169. In addition to investigating the root 
cause(s) of identified deficiencies, the firm 
may also investigate the root cause(s) of 
positive outcomes as doing so may reveal 
opportunities for the firm to improve, or further 
enhance, the system of quality management.

A169．監査事務所は、識別された不備の根本原因

を調査することに加えて、監査事務所が品質管

理システムを改善する、又は更に強化する機会

を明らかにする可能性があるため、好事例の根

本原因も調査することがある。

Responding to Identified Deficiencies (Ref: Para. 
42)

《(6) 識別された不備への対処》（第 42 項参

照）

A170. The nature, timing and extent of 
remedial actions may depend on a variety of 
other factors, including:

A170．是正措置の内容、時期及び範囲は、以下を

含む他の様々な要因に基づき決定されることが
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ある。
· The root cause(s). ・ 根本原因
· The severity and pervasiveness of the 

identified deficiency and therefore the 
urgency with which it needs to be 
addressed. 

・ 識別された不備の重大性と広範性及びどの

程度緊急に対処する必要があるか。

· The effectiveness of the remedial 
actions in addressing the root cause(s), 
such as whether the firm needs to 
implement more than one remedial 
action in order to effectively address the 
root cause(s), or needs to implement 
remedial actions as interim measures 
until the firm is able to implement more 
effective remedial actions.

・ 根本原因への対処における是正措置の有効

性。例えば、監査事務所が、根本原因に効果

的に対処するために複数の是正措置を適用す

る必要があるか、より効果的な是正措置を適

用できるまでの暫定措置を適用する必要があ

るか等。

A171. In some circumstances, the remedial 
action may include establishing additional 
quality objectives, or quality risks or 
responses may be added or modified, 
because it is determined that they are not 
appropriate.

A171．状況によっては、是正措置には、追加の品

質目標を設定すること、又は品質リスクや対応

が適切でないとの判断に基づきそれらを追加又

は修正することが含まれる場合がある。

A172. In circumstances when the firm 
determines that the root cause of an identified 
deficiency relates to a resource provided by a 
service provider, the firm may also:

A172．識別された不備の根本原因がサービス・プ

ロバイダーから提供された資源に関連している

と判断した場合、監査事務所は以下を実施する

ことがある。

· Consider whether to continue using the 
resource provided by the service 
provider.

・ サービス・プロバイダーから提供される資

源の使用を継続するかどうか検討する。

· Communicate the matter to the service 
provider.

・ 当該事項をサービス・プロバイダーに伝達

する。
The firm is responsible for addressing the 
effect of the identified deficiency related to a 
resource provided by a service provider on the 
system of quality management and taking 
action to prevent the deficiency from recurring 
with respect to the firm’s system of quality 
management. However, the firm is not 
ordinarily responsible for remediating the 
identified deficiency on behalf of the service 
provider or further investigating the root cause 
of the identified deficiency at the service 
provider.

監査事務所は、サービス・プロバイダーから提

供された資源に関連して識別された不備が品質

管理システムに与える影響に対処し、また監査

事務所の品質管理システムにおける不備の再発

を防止するための措置を講ずる責任を負う。し

かしながら、監査事務所は通常、サービス・プ

ロバイダーのために識別された不備を改善す

る、又は識別された不備の根本原因をサービ

ス・プロバイダーにおいて更に調査する責任は

負わない。

Findings About a Particular Engagement (Ref: 
Para. 45)

《① 特定の業務に関する発見事項》（第 45 項

参照）

A173. In circumstances when procedures were 
omitted or the report issued is inappropriate, 
the action taken by the firm may include:

A173．要求される手続が実施されていなかった、

又は不適切な監査報告書が発行された場合、監

査事務所が講じる措置には、以下が含まれるこ

とがある。

· Consulting with appropriate individuals 
regarding the appropriate action.

・ 適切な措置について、適切な担当者へ専門

的な見解の問合せを実施する。

· Discussing the matter with management 
of the entity or those charged with 
governance.

・ 企業の経営者又は監査役等と当該事項につ

いて協議する。

· Performing the omitted procedures. ・ 実施されていなかった手続を実施する。
The actions taken by the firm do not relieve 状況に対処するための措置を講じることによっ
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the firm of the responsibility to take further 
actions relating to the finding in the context of 
the system of quality management, including 
evaluating the findings to identify deficiencies 
and when a deficiency exists, investigating the 
root cause(s) of the identified deficiency.

て、発見事項に関して品質管理システムの観点

から更なる措置（不備を識別するために発見事

項を評価し、不備が存在する場合にはその根本

原因を調査することを含む。）を講じる監査事

務所の責任がなくなる訳ではない。

Ongoing Communication Related to the Monitoring 
and Remediation (Ref: Para. 46) 

《(7) モニタリング及び改善に関する継続的なコ

ミュニケーション》（第 46 項参照）

A174. The information communicated about 
the monitoring and remediation to the 
individual(s) assigned ultimate responsibility 
and accountability for the system of quality 
management may be communicated on an 
ongoing basis or periodically. The individual(s) 
may use the information in multiple ways, for 
example:

A174．モニタリング及び改善に関する情報の品質

管理システムに関する 高責任者への報告は、

随時実施されることもあれば、定期的に実施さ

れることもある。品質管理システムに関する

高責任者は、例えば以下のように、当該情報を

複数の方法で利用することがある。

· As a basis for further communications to
personnel about the importance of 
quality.

・ 品質の重要性に関する専門要員への更なる

コミュニケーションの基礎として利用する。

· To hold individuals accountable for their 
roles assigned to them.

・ 各担当者に割り当てられた役割について説

明責任を負わせる。

· To identify key concerns about the 
system of quality management in a 
timely manner. 

・ 品質管理システムに関する主要な懸念を適

時に識別する。

The information also provides a basis for the 
evaluation of the system of quality 
management, and conclusion thereon, as 
required by paragraphs 53–54.

当該情報はまた、第 53項及び第 54 項により要

求される品質管理システムの評価及びその結論

に対して、基礎を提供する。

Network Requirements or Network Services 
(Ref: Para. 48)

《16．ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービス》（第 48項参照）

A175. In some circumstances, the firm may 
belong to a network. Networks may establish 
requirements regarding the firm’s system of 
quality management or may make services or 
resources available that the firm may choose 
to implement or use in the design, 
implementation and operation of its system of 
quality management. Such requirements or 
services may be intended to promote the 
consistent performance of quality 
engagements across the firms that belong to 
the network. The extent to which the network 
will provide the firm with quality objectives, 
quality risks and responses that are common 
across the network will depend on the firm’s 
arrangements with the network.

A175．監査事務所は、ネットワークに所属するこ

とがある。ネットワークは、監査事務所の品質

管理システムに関する要求事項を定め、又は監

査事務所が品質管理システムを整備及び運用す

る際に適用又は利用することを選択できるサー

ビス又は資源を提供することがある。このよう

な要求事項又はサービスは、ネットワークに所

属する監査事務所全体がより質の高い監査を実

施することを促進するという意図で設定又は提

供される場合がある。ネットワークが、ネット

ワーク全体に共通する品質目標、品質リスク及

び対応を、監査事務所にどの程度提供するか

は、ネットワークと監査事務所との取決めによ

る。

Examples of network requirements ネットワークの要求事項の例

· Requirements for the firm to include 
additional quality objectives or quality 
risks in the firm’s system of quality 
management that are common across 
the network firms.

・ 全てのネットワーク・ファームに共通する

追加的な品質目標又は品質リスクを、監査事

務所の品質管理システムに含めるという要求

事項

· Requirements for the firm to include 
responses in the firm’s system of quality 
management that are common across 

・ 監査事務所が、監査事務所の品質管理シス

テムに含める、全てのネットワーク・ファー

ムに共通した対応に係る要求事項。このネッ
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the network firms. Such responses 
designed by the network may include 
network policies or procedures that 
specify the leadership roles and 
responsibilities, including how the firm is 
expected to assign authority and 
responsibility within the firm, or 
resources, such as network developed 
methodologies for the performance of 
engagements or IT applications. 

トワークによってデザインされた対応には、

監査事務所が、監査事務所においてどのよう

に権限と責任を割り当てることが期待されて

いるかを含む、 高責任者等の役割と責任を

規定するネットワークの方針又は手続、ある

いは、業務の実施のためにネットワークが開

発した手法やＩＴアプリケーションなどの資

源が含まれることがある。

· Requirements that the firm be subject to 
the network’s monitoring activities. 
These monitoring activities may relate to 
network requirements (e.g., monitoring 
that the firm has implemented the 
network’s methodology appropriately), or 
to the firm’s system of quality 
management in general.

・ 監査事務所がネットワークのモニタリング

活動の対象となるという要求事項。このモニ

タリング活動は、ネットワークの要求事項に

関係することもあれば（例えば、監査事務所

がネットワークの手法を適切に適用したこと

のモニタリング）、監査事務所の品質管理シ

ステム全般に関係することもある。

Examples of network services ネットワーク・サービスの例

· Services or resources that are optional 
for the firm to use in its system of quality 
management or in the performance of 
engagements, such as voluntary training 
programs, use of component auditors or 
experts from within the network, or use 
of a service delivery center established 
at the network level, or by another 
network firm or group of network firms. 

・ 監査事務所が、監査事務所の品質管理シス

テム又は業務の実施において任意に利用する

ことができるサービス又は資源。これには、

任意の研修プログラム、ネットワーク内の構

成単位の監査人や専門家の利用又はネットワ

ークレベル若しくはネットワーク・ファーム

や複数のネットワーク・ファームにより設置

されたサービス・デリバリー・センターの利

用等がある。

A176. The network may establish 
responsibilities for the firm in implementing the 
network requirements or network services. 

A176．ネットワークは、ネットワークの要求事項

又はサービスの適用に際して、監査事務所の責

任を規定することがある。

Examples of responsibilities for the firm in 
implementing network requirements or 
network services 

ネットワークの要求事項又はネットワーク・サ

ービスの適用における監査事務所の責任の例

· The firm is required to have certain IT 
infrastructure and IT processes in place 
to support an IT application provided by 
the network that the firm uses in the 
system of quality management.

・ 監査事務所は、品質管理システムにおいて

利用する、ネットワークが提供するＩＴアプ

リケーションを支えるための、一定のＩＴイ

ンフラ及びＩＴプロセスを備えていることが

要求される。

· The firm is required to provide firm-wide 
training on the methodology provided by 
the network, including when updates are 
made to the methodology. 

・ 監査事務所は、ネットワークが提供する手

法について、更新された場合も含め、監査事

務所全体での研修を提供することが要求され

る。

A177. The firm’s understanding of the network 
requirements or network services and the 
firm’s responsibilities relating to the 
implementation thereof may be obtained 
through inquiries of, or documentation 
provided by, the network about matters such 
as:

A177．ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスに関する監査事務所の理解及びそ

の適用に関する監査事務所の責任は、以下の事

項に関するネットワークへの質問又は提供され

た文書を通じて得ることができる。

· The network’s governance and 
leadership.

・ ネットワークのガバナンス及びリーダーシ

ップ

· The procedures undertaken by the 
network in designing, implementing and, 

・ ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスを整備及び運用（該当する場
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if applicable, operating, the network 
requirements or network services.

合）する際にネットワークが行う手続

· How the network identifies and responds 
to changes that affect the network 
requirements or network services or 
other information, such as changes in 
the professional standards or 
information that indicates a deficiency in 
the network requirements or network 
services.

・ 職業的専門家としての基準の変更やネット

ワークの要求事項又はネットワーク・サービ

スの不備を示す情報等、ネットワークの要求

事項又はネットワーク・サービス、若しくは

その他の情報に影響を与える変化について、

ネットワークがどのように識別し、対応する

のか。

· How the network monitors the 
appropriateness of the network 
requirements or network services, which 
may include through the network firms’ 
monitoring activities, and the network’s 
processes for remediating identified 
deficiencies.

・ ネットワークが、ネットワークの要求事項

又はネットワーク・サービスの適切性をどの

ようにモニタリングするのか。これには、ネ

ットワーク・ファームのモニタリング活動及

び識別された不備を改善するネットワークの

プロセスが含まれる場合がある。

Network Requirements or Network Services in the 
Firm’s System of Quality Management (Ref: Para. 
49)

《(1) 監査事務所の品質管理システムにおけるネ

ットワークの要求事項又はネットワーク・サービ

ス》（第 49 項参照）

A178. The characteristics of the network 
requirements or network services are a 
condition, event, circumstance, action or 
inaction in identifying and assessing quality 
risks. 

A178．ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスの特性は、品質リスクの識別と評

価に際して考慮する状況、事象、環境又は行動

の有無が該当する。

Example of a network requirement or network 
service that gives rise to a quality risk

品質リスクをもたらすネットワークの要求事項

又はネットワーク・サービスの例
The network may require the firm to use an IT 
application for the acceptance and 
continuance of client relationships and specific 
engagements that is standardized across the 
network. This may give rise to a quality risk 
that the IT application does not address 
matters in local law or regulation that need to 
be considered by the firm in accepting and 
continuing client relationships and specific 
engagements.

ネットワークは、契約の新規の締結及び更新に

ついて、ネットワーク全体で標準化されたＩＴ

アプリケーションの利用を監査事務所に要求す

る場合がある。これは、ＩＴアプリケーション

が、契約の新規の締結及び更新において監査事

務所が考慮すべき現地の法令等に関する事項に

対処できていないという品質リスクを生じさせ

る可能性がある。

A179. The purpose of the network 
requirements may include the promotion of 
consistent performance of quality 
engagements across the network firms. The 
firm may be expected by the network to 
implement the network requirements, 
however, the firm may need to adapt or 
supplement the network requirements such 
that they are appropriate for the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements.

A179．ネットワークの要求事項には、全てのネッ

トワーク・ファームがより質の高い監査を一貫

して実施することを促進するという目的が含ま

れていることがある。監査事務所は、ネットワ

ークの要求事項を適用することをネットワーク

から求められることがあるが、監査事務所の性

質及び状況並びに監査事務所が実施する業務の

内容及び状況に適したものとなるように、ネッ

トワークの要求事項を適応させる、又は補完す

ることが必要となる場合がある。

Examples of how the network requirements or 
networks services may need to be adapted or 
supplemented

ネットワークの要求事項又はネットワーク・サ

ービスがどのように適応又は補完される必要が

あるかに関する例
How the Firm Adapts or Supplements the 
Network Requirement or Network Service

監査事務所がネットワークの要求事項又はネッ

トワーク・サービスをどのように適応させる又

は補完するか。
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As part of identifying and assessing quality 
risks, the firm includes the quality risks that 
are required by the network.
The firm also designs and implements 
responses to address the quality risks that are 
required by the network.

監査事務所は、品質リスクの識別と評価の一環

として、ネットワークが要求する特定の品質リ

スクを含め、当該品質リスクに対処するための

対応をデザインし、適用する。

As part of designing and implementing 
responses, the firm determines:
· Which quality risks the responses 

address.
· How the responses required by the 

network will be incorporated into the 
firm’s system of quality management, 
given the nature and circumstances of 
the firm. This may include tailoring the 
response to reflect the nature and 
circumstances of the firm and its 
engagements (e.g., tailoring a 
methodology to include matters related 
to law or regulation). 

監査事務所は、対応のデザイン及び適用の一環

として、以下の事項を決定する。

• 対応がどの品質リスクの対処となるか。

• 監査事務所の性質と状況を考慮した上で、ネ

ットワークが要求する対応を監査事務所の品

質管理システムにどのように組み込むか。こ

れには、監査事務所の性質及び状況並びに監

査事務所が実施する業務の内容及び状況を反

映するように対応を適応させることも含まれ

る（例えば、法令等に関連する事項を含める

ための手法の調整）。

The firm establishes policies or procedures 
that require the engagement team to confirm 
with the component auditor (i.e., the other 
network firm) that the individuals assigned to 
the component meet the specific criteria set 
out in the network requirements.

監査事務所は、構成単位において作業を割り当

てられた者がネットワークの要求事項に規定さ

れた具体的な規準を満たすことを、構成単位の

監査人（すなわち、ネットワーク・ファーム）

に確認することを、監査チームに要求する方針

又は手続を定める。
Network Requirement or Network Service ネットワークの要求事項又はネットワーク・サ

ービス
The network requires the firm to include 
certain quality risks in the system of quality 
management, so that all firms in the network 
address the quality risks. 

ネットワークは、ネットワーク内の全ての監査

事務所が対処するように、品質管理システムに

特定の品質リスクを含めることを監査事務所に

要求する。
The network requires that the firm design and 
implement certain responses. 

ネットワークは、監査事務所が一定の対応をデ

ザインし適用することを要求する。
The firm uses individuals from other network 
firms as component auditors. Network 
requirements are in place that drive a high 
degree of commonality across the network 
firms’ systems of quality management. The 
network requirements include specific criteria
that apply to individuals assigned to work on a 
component for a group audit.

監査事務所は、構成単位の監査人としてネット

ワーク・ファームの者を利用する。ネットワー

クの要求事項は、ネットワーク・ファーム全体

の品質管理システムが高度な共通性を推進する

ように整備されている。ネットワークの要求事

項には、グループ監査の構成単位において作業

を割り当てられた者に適用される具体的な規準

が含まれる。

A180. In some circumstances, in adapting or 
supplementing the network requirements or 
network services, the firm may identify 
possible improvements to the network 
requirements or network services and may 
communicate these improvements to the 
network.

A180．監査事務所は、ネットワークの要求事項又

はネットワーク・サービスを適応させる、又は

補完する際に、ネットワークの要求事項又はネ

ットワーク・サービスに関する改善可能な点を

識別し、それらをネットワークに報告すること

がある。

Monitoring Activities Undertaken by the Network on 
the Firm’s System of Quality Management (Ref: 
Para. 50(c))

《(2) 監査事務所の品質管理システムに関するネ

ットワークのモニタリング活動》（第 50 項(3)参

照）

A181. The results of the network’s monitoring 
activities of the firm’s system of quality 

A181．監査事務所の品質管理システムに対する、

ネットワークのモニタリング活動の結果には、
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management may include information such 
as:

以下のような情報が含まれることがある。

· A description of the monitoring activities, 
including their nature, timing and extent;

・ 内容、時期及び範囲を含む、モニタリング

活動に関する説明

· Findings, identified deficiencies, and 
other observations about the firm’s 
system of quality management (e.g., 
positive outcomes or opportunities for 
the firm to improve, or further enhance, 
the system of quality management); and

・ 発見事項、識別された不備及び監査事務所

の品質管理システムに関するその他の所見

（例えば、好事例や監査事務所が品質管理シ

ステムを改善又は更に強化するための機会）

· The network’s evaluation of the root 
cause(s) of the identified deficiencies, 
the assessed effect of the identified 
deficiencies and recommended remedial 
actions.

・ 識別された不備の根本原因に関するネット

ワークの評価、識別された不備の想定される

影響及び提言された是正措置

Monitoring Activities Undertaken by the Network 
Across the Network Firms (Ref: Para. 51(b))

《(3) ネットワークがネットワーク・ファームを

対象として実施するモニタリング活動》（第 51

項(2)参照）

A182. The information from the network about 
the overall results of the network’s monitoring 
activities undertaken across the network firms’ 
systems of quality management may be an 
aggregation or summary of the information 
described in paragraph A181, including trends 
and common areas of identified deficiencies 
across the network, or positive outcomes that 
may be replicated across the network. Such 
information may: 

A182．ネットワーク・ファームの品質管理システ

ムに対して実施された、ネットワークのモニタ

リング活動の全体的な結果に関するネットワー

クからの情報は、A181 項に記載された情報を集

約又は要約したものである場合がある。これに

は、ネットワーク全体を通じて識別された不備

の傾向と共通領域又はネットワーク全体を通じ

て展開される可能性のある好事例が含まれる。

このような情報は、

· Be used by the firm: ・ 以下のために監査事務所が利用する場合が

ある。
o In identifying and assessing quality 

risks. 
－ 品質リスクの識別と評価

o As part of other relevant 
information considered by the firm 
in determining whether 
deficiencies exist in the network 
requirements or network services 
used by the firm in its system of 
quality management.

－ 監査事務所が、品質管理システムにおい

て利用するネットワークの要求事項又はネ

ットワーク・サービスに、不備が存在する

かどうかを判断する際に検討するその他の

関連情報の一部

· Be communicated to group engagement 
partners, in the context of considering 
the competence and capabilities of 
component auditors from a network firm 
who are subject to common network 
requirements (e.g., common quality 
objectives, quality risks and responses).

・ 共通のネットワークの要求事項（例えば、

共通の品質目標、品質リスク及び対応）の対

象となる、ネットワーク・ファームの構成単

位の監査人の適性及び能力を考慮する観点か

ら、グループ監査責任者に報告する。

A183. In some circumstances, the firm may 
obtain information from the network about 
deficiencies identified in a network firm’s 
system of quality management that affects the 
firm. The network may also gather information 
from network firms regarding the results of 
external inspections over network firms’ 
systems of quality management. In some 
instances, law or regulation in a particular 

A183．状況によっては、監査事務所は、監査事務

所に影響を与えるネットワーク・ファームの品

質管理システムで識別された不備についての情

報をネットワークから入手することがある。ま

た、ネットワークは、ネットワーク・ファーム

の品質管理システムに関する外部の検証の結果

について、ネットワーク・ファームから情報を

収集することがある。場合によっては、特定の
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jurisdiction may prevent the network from 
sharing information with other network firms or 
may restrict the specificity of such information. 

区域における法令等により、ネットワークがネ

ットワーク・ファームと情報を共有することを

妨げられる、又は特定の情報が制限されること

がある。

A184. In circumstances when the network does 
not provide the information about the overall 
results of the network’s monitoring activities 
across the network firms, the firm may take 
further actions, such as:

A184．監査事務所は、ネットワーク・ファームに

対するネットワークのモニタリング活動の結果

に関する情報をネットワークが提供しない状況

では、以下のような追加的な措置を行うことが

ある。

· Discussing the matter with the 
network; and

・ ネットワークと当該事項について討議す

る。

· Determining the effect on the firm’s 
engagements, and communicating the 
effect to engagement teams.

・ 監査事務所の監査業務への影響を判断し、

またその影響を監査チームに伝える。

Deficiencies in Network Requirements or Network 
Services Identified by the Firm (Ref: Para. 52)

《(4) 監査事務所が識別したネットワークの要求

事項又はネットワーク・サービスの不備》（第 52

項参照）

A185. As network requirements or network 
services used by the firm form part of the 
firm’s system of quality management, they are 
also subject to the requirements of this ISQM 
regarding monitoring and remediation. The 
network requirements or network services 
may be monitored by the network, the firm, or 
a combination of both. 

A185．監査事務所が利用するネットワークの要求

事項又はネットワーク・サービスは、監査事務

所の品質管理システムの一部を構成するため、

モニタリング及び改善に関する本報告書の要求

事項の適用対象となる。ネットワークの要求事

項又はネットワーク・サービスは、ネットワー

ク、監査事務所又はその双方によってモニタリ

ングされる場合がある。
Example of when a network requirement or 
network service is monitored by both the
network and the firm

ネットワークの要求事項又はネットワーク・サ

ービスが、ネットワークと監査事務所の双方に

よってモニタリングされる場合の例
A network may undertake monitoring activities 
at a network level for a common methodology. 
The firm also monitors the application of the 
methodology by engagement team members 
through performing engagement inspections.

ネットワークは、共通の手法について、ネット

ワークレベルでモニタリング活動を実施する場

合がある。監査事務所もまた、監査業務の定期

的な検証を通じて、監査チームのメンバーによ

る手法の適用状況をモニタリングする。

A186. In designing and implementing the remedial 
actions to address the effect of the identified 
deficiency in the network requirements or 
network services, the firm may:

A186．ネットワークの要求事項又はネットワー

ク・サービスにおいて識別された不備の影響に

対処するための是正措置をデザインし適用する

に当たって、監査事務所は以下を行うことがあ

る。

· Understand the planned remedial 
actions by the network, including 
whether the firm has any responsibilities 
for implementing the remedial actions; 
and

・ 監査事務所が是正措置を適用する責任があ

るかどうかを含め、ネットワークが計画した

是正措置を理解する。

· Consider whether supplementary 
remedial actions need to be taken by the 
firm to address the identified deficiency 
and the related root cause(s), such as 
when:

・ 以下のような場合、監査事務所が、識別さ

れた不備や関連する根本原因に対処するため

に、追加の是正措置を講じる必要があるかど

うかを検討する。

o The network has not taken 
appropriate remedial actions; or

－ ネットワークが適切な是正措置を講じて

いない場合、又は
o The network’s remedial actions will 

take time to effectively address the 
identified deficiency.

－ ネットワークの講じた是正措置が、識別

された不備に効果的に対処するまで時間を
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要する場合

Evaluating the System of Quality Management
(Ref: Para. 53)

《17．品質管理システムの評価》（第 53 項参

照）

A187. The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management may be
assisted by other individuals in performing the 
evaluation. Nevertheless, the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management remains responsible and 
accountable for the evaluation.

A187．品質管理システムに関する 高責任者は、

評価を行うに当たり、他の者の支援を受けるこ

とができるが、その場合でも評価に対する説明

責任を含む責任は、品質管理システムに関する

高責任者が負う。

A188. The point in time at which the evaluation 
is undertaken may depend on the 
circumstances of the firm, and may coincide 
with the fiscal year end of the firm or the 
completion of an annual monitoring cycle. 

A188．品質管理システムの評価が行われる時点

は、監査事務所の状況によるが、監査事務所の

会計年度末又は年次のモニタリングの対象期間

の終了時点と一致することがある。

A189. The information that provides the basis 
for the evaluation of the system of quality 
management includes the information 
communicated to the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management in 
accordance with paragraph 46. 

A189．品質管理システムの評価の基礎となる情報

には、第 46 項に従って品質管理システムに関

する 高責任者に伝達された情報が含まれる。

Scalability examples to demonstrate how the 
information that provides the basis for the 
evaluation of the system of quality 
management may be obtained

規模等によって品質管理システムの評価の基礎

となる情報がどのようにして異なり得るかを示

す適用の柔軟性の例

· In a less complex firm, the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management may be directly involved in 
the monitoring and remediation and will 
therefore be aware of the information 
that supports the evaluation of the 
system of quality management. 

・ 複雑でない監査事務所では、品質管理シス

テムに関する 高責任者が、モニタリング及

び改善に直接関与することがあり、それによ

り品質管理システムの評価の裏付けとなる情

報を認識することがある。

· In a more complex firm, the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management may need to establish 
processes to collate, summarize and 
communicate the information needed to 
evaluate the system of quality 
management.

・ より複雑な監査事務所では、品質管理シス

テムに関する 高責任者は、当該システムを

評価するために必要な情報を収集、要約し、

伝達するプロセスを確立することがある。

Concluding on the System of Quality Management 
(Ref: Para. 54)

《(1) 品質管理システムについての結論付け》

（第 54 項参照）

A190. In the context of this ISQM, it is intended 
that the operation of the system as a whole 
provides the firm with reasonable assurance 
that the objectives of the system of quality 
management are being achieved. In 
concluding on the system of quality 
management, the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management may, in 
using the results of the monitoring and 

A190．本報告書では、品質管理システム全体の運

用により、当該システムの目的が達成されてい

るという合理的な保証を監査事務所に提供する

ことが意図されている。品質管理システムに対

する結論を導く際、品質管理システムに関する

高責任者は、モニタリング及び改善プロセス

の結果を利用するに当たって、以下の事項を考

慮することがある。
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remediation process, consider the following:
· The severity and pervasiveness of 

identified deficiencies, and the effect on 
the achievement of the objectives of the 
system of quality management; 

・ 識別された不備の重大性及び広範性、並び

に品質管理システムの目的達成への影響

· Whether remedial actions have been 
designed and implemented by the firm, 
and whether the remedial actions taken 
up to the time of the evaluation are 
effective; and 

・ 是正措置が監査事務所によってデザインさ

れ適用されているか、また評価時点までに講

じられた是正措置が効果的であるか。

· Whether the effect of identified 
deficiencies on the system of quality 
management have been appropriately 
corrected, such as whether further 
actions have been taken in accordance 
with paragraph 45. 

・ 第 45項に従った更なる措置が行われている

か等、識別された不備の品質管理システムに

及ぼす影響について、適切に是正されている

か。

A191. There may be circumstances when 
identified deficiencies that are severe 
(including identified deficiencies that are 
severe and pervasive) have been 
appropriately remediated and the effect of 
them corrected at the point in time of the 
evaluation. In such cases, the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management may conclude that the system of 
quality management provides the firm with 
reasonable assurance that the objectives of 
the system of quality management are being 
achieved.

A191．重大な識別された不備（重大かつ広範な識

別された不備を含む。）が適切に改善され、そ

の影響が評価時点で是正されていることがあ

る。このような場合、品質管理システムに関す

る 高責任者は、当該システムの目的を達成し

ているという合理的な保証を監査事務所に提供

すると結論付けることがある。

A192. An identified deficiency may have a 
pervasive effect on the design, 
implementation and operation of the system of 
quality management when, for example:

A192．例えば、以下のような場合、識別された不

備は、品質管理システムの整備及び運用状況に

広範な影響を及ぼすことがある。

· The deficiency affects several 
components or aspects of the system of 
quality management.

・ 不備が品質管理システムの複数の構成要素

又は側面に影響を与える場合

· The deficiency is confined to a specific 
component or aspect of the system of 
quality management, but is fundamental 
to the system of quality management.

・ 不備は品質管理システムの一つの構成要素

又は側面に限定されているが、それが品質管

理システムの根幹となる構成要素若しくは側

面である場合

· The deficiency affects several business 
units or geographical locations of the 
firm.

・ 不備が監査事務所の複数の事業単位又は所

在地に影響を及ぼす場合

· The deficiency is confined to a business 
unit or geographical location, but the 
business unit or location affected is 
fundamental to the firm overall.

・ 不備は一つの事業単位又は所在地に限定さ

れているが、当該事業単位又は所在地が、監

査事務所全体にとって根幹となる場合

· The deficiency affects a substantial 
portion of engagements that are of a 
certain type or nature. 

・ 不備が特定の種類又は内容の業務の相当な

部分に影響を与える場合

Example of an identified deficiency that may 
be considered severe but not pervasive

重大ではあるが広範ではないと考えられる識別

された不備の例
The firm identifies a deficiency in a smaller 
regional office of the firm. The identified 
deficiency relates to non-compliance with 

監査事務所は、小規模な地域事務所における不

備を識別した。識別された不備は、監査事務所
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many firm policies or procedures. The firm 
determines that the culture in the regional 
office, particularly the actions and behavior of 
leadership in the regional office which were 
overly focused on financial priorities, has 
contributed to the root cause of the identified 
deficiency. The firm determines that the effect 
of the identified deficiency is: 

の方針又は手続の多くが遵守されていないこと

に関係している。監査事務所は、その地域事務

所の組織風土、特に財務上の優先事項に過度に

着目した当該事務所の責任者の行動と姿勢が、

識別された不備の根本原因であると判断してい

る。監査事務所は、識別された不備の影響は以

下のとおりであると判断している。

· Severe, because it relates to the culture
of the regional office and overall 
compliance with firm policies or 
procedures; and 

・ 当該地域事務所の組織風土及び監査事務所

の方針又は手続の全体的な遵守に関係したも

のであるため、重大である。

· Not pervasive, because it is limited to 
the smaller regional office.

・ 小規模な地域事務所に限定されているた

め、広範ではない。

A193. The individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management may conclude 
that the system of quality management does 
not provide the firm with reasonable 
assurance that the objectives of the system of 
quality management are being achieved in 
circumstances when identified deficiencies are 
severe and pervasive, actions taken to 
remediate the identified deficiencies are not 
appropriate, and the effect of the identified 
deficiencies have not been appropriately 
corrected. 

A193．識別された不備が重大かつ広範であり、当

該不備を改善するための措置が適切でなく、そ

の影響が適切に是正されていない場合、品質管

理システムに関する 高責任者は、品質管理シ

ステムの目的が達成されているという合理的な

保証を監査事務所に提供していないと結論付け

ることがある。

Example of an identified deficiency that may 
be considered severe and pervasive 

重大かつ広範であると考えられる識別された不

備の例
The firm identifies a deficiency in a regional 
office, which is the largest office of the firm 
and provides financial, operational and 
technical support for the entire region. The 
identified deficiency relates to non-compliance 
with many firm policies or procedures. The 
firm determines that the culture in the regional 
office, particularly the actions and behavior of 
leadership in the regional office which were 
overly focused on financial priorities, has 
contributed to the root cause of the identified 
deficiency. The firm determines that the effect 
of the identified deficiency is: 

監査事務所は、その事務所における 大の事務

所であり、また地域全体の財務上、業務上及び

技術上の支援を行う地域事務所における不備を

識別した。識別された不備は、監査事務所の方

針又は手続の多くが遵守されていないこと関係

している。監査事務所は、その地域事務所の組

織風土、特に財務上の優先事項に過度に着目し

た当該事務所の責任者の行動と姿勢が、識別さ

れた不備の根本原因であると判断している。監

査事務所は、識別された不備の影響は以下のと

おりであると判断している。

· Severe, because it relates to the culture 
of the regional office and overall 
compliance with firm policies or 
procedures; and 

・ 当該地域事務所の組織風土及び監査事務所

の方針又は手続への全体的な遵守状況に関連

したものであるため、重大である。

· Pervasive, because the regional office is 
the largest office and provides support to 
many other offices, and the non-
compliance with firm policies or 
procedures may have had a broader 
effect on the other offices. 

・ 当該地域事務所は 大の事務所であり、多

くの他の事務所に支援を行っており、監査事

務所の方針又は手続が遵守されていないこと

がそれらの他の事務所にも広く影響を及ぼす

ことがあるため、広範である。

A194. It may take time for the firm to remediate 
identified deficiencies that are severe and 
pervasive. As the firm continues to take action 
to remediate the identified deficiencies, the 

A194．監査事務所が、重大かつ広範な識別され

た不備を改善するには時間を要することがあ

る。監査事務所が当該不備の是正措置を継続
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pervasiveness of the identified deficiencies 
may be diminished and it may be determined 
that the identified deficiencies are still severe, 
but no longer severe and pervasive. In such 
cases, the individual(s) assigned ultimate 
responsibility and accountability for the 
system of quality management may conclude 
that, except for matters related to identified 
deficiencies that have a severe but not 
pervasive effect on the design, 
implementation and operation of the system of 
quality management, the system of quality 
management provides the firm with 
reasonable assurance that the objectives of 
the system of quality management are being 
achieved.

して講じるにつれ、その不備が影響を及ぼす

範囲が縮小し、当該不備は重大ではあるが重

大かつ広範でないと判断されることがある。

このような場合、品質管理システムに関する

高責任者は、重大ではあるが広範ではない

不備に関係する事項を除き、品質管理システ

ムの目的が達成されているという合理的な保

証を監査事務所に提供していると結論付ける

ことがある。

A195. This ISQM does not require the firm to 
obtain an independent assurance report on its 
system of quality management, or preclude 
the firm from doing so.

A195．本報告書は、監査事務所がその品質管理

システムについて、独立した第三者による保

証報告書を取得することを要求するものでは

ないが、妨げるものではない。

Taking Prompt and Appropriate Action and Further 
Communication (Ref: Para. 55)

《(2) 迅速かつ適切な措置及び追加的なコミュニ

ケーション》（第 55 項参照）

A196. In circumstances when the individual(s) 
assigned ultimate responsibility and 
accountability for the system of quality 
management reaches the conclusion 
described in paragraph 54(b) or 54(c), the 
prompt and appropriate action taken by the 
firm may include:

A196．品質管理システムに関する 高責任者が、

第 54 項(2)又は第 54 項(3)の結論に達した場

合、監査事務所が講じる迅速かつ適切な措置に

は以下の事項が含まれることがある。

· Taking measures to support the 
performance of engagements through 
assigning more resources or developing 
more guidance and to confirm that 
reports issued by the firm are 
appropriate in the circumstances, until 
such time as the identified deficiencies 
are remediated, and communicating 
such measures to engagement teams. 

・ 識別された不備が改善されるまで、追加の

資源を割り当てるか、追加の指針を作成する

ことによって業務の実施を支援し、監査事務

所の発行した監査報告書が状況に応じて適切

であることを確かめる措置を講じ、監査チー

ムに当該措置を伝達する。

· Obtaining legal advice. ・ 法律専門家の助言を得る。

A197. In some circumstances the firm may 
have an independent governing body that has 
non-executive oversight of the firm. In such 
circumstances, communications may include 
informing the independent governing body. 

A197．監査事務所が、業務執行に関与せずに事務

所の監督を行う独立したガバナンス機関を有す

る場合、第 55 項(2)①において伝達する者には

当該ガバナンス機関を含むことがある。

A198. Examples of circumstances when it may 
be appropriate for the firm to communicate to 
external parties about the evaluation of the 
system of quality management

A198．監査事務所が品質管理システムの評価につ

いて外部の者に伝達することが適切な場合の例

· When the firm belongs to a network. ・ 監査事務所がネットワークに属する場合

· When other network firms use the work 
performed by the firm, for example, in 
the case of a group audit.

・ 例えば、グループ監査の際に、ネットワー

ク・ファームが、監査事務所が実施した作業

を利用する場合

· When a report issued by the firm is 
determined by the firm to be 
inappropriate as a result of the failure of 

・ 品質管理システムが適切に機能していない

結果として不適切な監査報告書が発行された
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the system of quality management, and 
management or those charged with 
governance of the entity need to be 
informed.

と監査事務所が判断し、その企業の経営者又

は監査役等に報告する必要がある場合

· When law or regulation requires the firm 
to communicate to an oversight authority 
or a regulatory body.

・ 法令等により監査事務所が監督当局又は規

制機関に伝達することが要求される場合

Performance Evaluations (Ref: Para. 56) 《(3) 業績評価》（第 56 項参照）
A199. Periodic performance evaluations 

promote accountability. In considering the 
performance of an individual, the firm may 
take into account:

A199．品質管理システムに関する 高責任者、品

質管理システムの整備及び運用に関する責任者

に対する定期的な業績評価は、その説明責任を

促す。当該業績評価を実施する際、監査事務所

は以下の事項を考慮することがある。

· The results of the firm’s monitoring 
activities for aspects of the system of 
quality management that relate to the 
responsibility of the individual. In some 
circumstances, the firm may set targets 
for the individual and measure the 
results of the firm’s monitoring activities 
against those targets.

・ 個人の責任に関係する、品質管理システム

の側面についてのモニタリング活動の結果。

状況によっては、監査事務所は個人の目標を

設定し、その目標に照らしてモニタリング活

動の結果を測定することがある。

· The actions taken by the individual in 
response to identified deficiencies that 
relate to the responsibility of that 
individual, including the timeliness and 
effectiveness of such actions.

・ 個人の責任に関係する、識別された不備に

対して個人が講じる措置。当該措置には適時

性及び有効性が含まれる。

Scalability examples to demonstrate how the 
firm may undertake the performance 
evaluations

規模等によって監査事務所が行う業績評価がど

のように異なるかを示す適用の柔軟性の例

· In a less complex firm, the firm may 
engage a service provider to perform the 
evaluation, or the results of the firm’s 
monitoring activities may provide an 
indication of the performance of the 
individual.

・ 複雑でない監査事務所では、監査事務所が

サービス・プロバイダーに評価を依頼する場

合があり、また監査事務所のモニタリング活

動の結果が個人の業績の指標となることがあ

る。

· In a more complex firm, the performance 
evaluations may be undertaken by an 
independent non-executive member of 
the firm’s governing body, or a special 
committee overseen by the firm’s 
governing body.

・ より複雑な監査事務所では、監査事務所の

ガバナンス機関の業務執行に関与しない独立

したメンバー又は監査事務所のガバナンス機

関が監督する特別な委員会によって業績評価

が行われることがある。

A200. A positive performance evaluation may 
be rewarded through compensation, 
promotion and other incentives that focus on 
the individual’s commitment to quality, and 
reinforce accountability. On the other hand, 
the firm may take corrective actions to 
address a negative performance evaluation 
that may affect the firm’s achievement of its 
quality objectives.

A200．品質管理システムに関する 高責任者、品

質管理システムの整備及び運用に関する責任者

に対する高評価は、報酬、昇進及びその他のイ

ンセンティブを通じて報われることがある。こ

れらは、個人の品質へのコミットメントを促

し、説明責任を強化する。一方、監査事務所

は、品質目標の達成に影響を及ぼすような品質

管理システムに関する 高責任者、品質管理シ

ステムの整備及び運用に関する責任者に対する

低評価に対処するために是正措置を講じること

がある。

Public Sector Considerations
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A201. In the case of the public sector, it may 
not be practicable to perform a performance 
evaluation of the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability for 
the system of quality management, or to take 
actions to address the results of the 
performance evaluation, given the nature of 
the individual’s appointment. Nevertheless, 
performance evaluations may still be 
undertaken for other individuals in the firm 
who are assigned operational responsibility for 
aspects of the system of quality management.

A201．欠番

Documentation (Ref: Para. 57–59) 《18．文書化》（第 57項から第 59 項）

A202. Documentation provides evidence that 
the firm complies with this ISQM, as well as 
law, regulation or relevant ethical 
requirements. It may also be useful for training 
personnel and engagement teams, ensuring 
the retention of organizational knowledge and 
providing a history of the basis for decisions 
made by the firm about its system of quality 
management. It is neither necessary nor 
practicable for the firm to document every 
matter considered, or judgment made, about 
its system of quality management. 
Furthermore, compliance with this ISQM may 
be evidenced by the firm through its 
information and communication component, 
documents or other written materials, or IT 
applications that are integral to the 
components of the system of quality 
management.

A202．品質管理システムの文書化は、監査事務所

が本報告書や法令等及び職業倫理に関する規定

を遵守していることを示す証拠を提供する。ま

た、文書化は、専門要員や監査チームに対する

研修に役立ち、組織的な知識の保持を確実に

し、また品質管理システムに関する判断の根拠

を提供する。監査事務所は、品質管理システム

に関する全ての検討事項や判断を文書化する必

要はなく、またそれは実務的ではない。監査事

務所は、その情報と伝達の構成要素、文書や他

の書面による資料、又は品質管理システムの構

成要素に不可欠なＩＴアプリケーションによ

り、本報告書への遵守を証明することができ

る。

A203. Documentation may take the form of 
formal written manuals, checklists and forms, 
may be informally documented (e.g., e-mail 
communication or postings on websites), or 
may be held in IT applications or other digital 
forms (e.g., in databases). Factors that may 
affect the firm’s judgments about the form, 
content and extent of documentation, 
including how often documentation is 
updated, may include: 

A203．文書は、正式に書面化されたマニュアル、

チェックリストや様式の形をとる場合もある

が、決められた形式でない文書（例えば、電子

メールやウェブサイトへの掲示）として記録さ

れたり、ＩＴアプリケーションや他のデジタル

形式（例えば、データベース）で保管されるこ

ともある。更新の頻度を含む、文書化の様式、

内容及び範囲に関する判断に影響を与える可能

性のある要因には、以下の事項が含まれること

がある。
· The complexity of the firm and the 

number of offices;
・ 監査事務所の複雑性と拠点数

· The nature and complexity of the firm’s 
practice and organization; 

・ 監査事務所の業務と組織の性質と複雑性

· The nature of engagements the firm 
performs and the nature of the entities 
for whom engagements are performed; 

・ 監査事務所が実施する業務の内容及び業務

の対象となる企業の性質

· The nature and complexity of the matter 
being documented, such as whether it 
relates to an aspect of the system of 
quality management that has changed 
or an area of greater quality risk, and the 
complexity of the judgments relating to 
the matter; and

・ 品質管理システムの変更された側面や品質

リスクの高い領域に関連するか等、文書化さ

れている事項の内容や複雑性及び当該事項に

関する判断の複雑性
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· The frequency and extent of changes in 
the system of quality management.

・ 品質管理システムの変更の頻度及び範囲

In a less complex firm, it may not be 
necessary to have documentation supporting 
matters communicated because informal 
communication methods may be effective. 
Nevertheless, a less complex firm may 
determine it appropriate to document such 
communications in order to provide evidence 
that they occurred. 

複雑でない監査事務所では、決められた形式で

ないコミュニケーション方法が有効な場合もあ

り、文書化が必要でないこともあるが、コミュ

ニケーションが行われたという証拠を提供する

ために、当該コミュニケーションについて文書

化することが適切であると判断することがあ

る。

A204. In some instances, an external oversight 
authority may establish documentation 
requirements, either formally or informally, for 
example, as a result of the outcome of 
external inspection findings. Relevant ethical 
requirements may also include specific 
requirements addressing documentation, for 
example, the IESBA Code requires 
documentation of particular matters, including 
certain situations related to conflicts of 
interest, non-compliance with laws and 
regulations and independence.

A204．場合によっては、外部の監督当局が、外部

の検証における発見事項の結果として、正式又

は決められた形式でない文書化に関する要求事

項を定めることがある。職業倫理に関する規定

では、文書化に対する具体的な要求事項があ

る。例えば、倫理規則は、利益相反、法令違反

及び独立性に関する特定の状況を含む、特定の

事項の文書化を要求している。

A205. The firm is not required to document the 
consideration of every condition, event, 
circumstance, action or inaction for each 
quality objective, or each risk that may give 
rise to a quality risk. However, in documenting 
the quality risks and how the firm’s responses 
address the quality risks, the firm may 
document the reasons for the assessment 
given to the quality risks (i.e., the considered 
occurrence and effect on the achievement of 
one or more quality objectives), in order to 
support the consistent implementation and 
operation of the responses. 

A205．監査事務所は、品質目標ごとに、又は品質

リスクを生じさせる可能性のあるリスクごと

に、全ての状況、事象、環境又は行動の有無に

関する検討を文書化することは要求されていな

い。しかしながら、監査事務所は、品質リスク

及び監査事務所の対応が品質リスクにどのよう

に対処しているかを文書化するに当たり、対応

の一貫した適用及び運用を支援するために、品

質リスクの評価の根拠（すなわち、発生可能性

及び発生した場合の一つ又は複数の品質目標の

達成への影響）を文書化することがある。

A206. The documentation may be provided by 
the network, other network firms, or other 
structures or organizations within the network. 

A206．文書化は、ネットワーク、ネットワーク・

ファーム又はネットワーク内の他の組織により

提供されることがある。

《19JP．監査事務所間の引継》（第 61JP 項参

照）

A207JP．監査事務所は、監査人の交代に関する監

査業務の引継についての方針又は手続を定める

場合、《５．契約の新規の締結及び更新》の項

の記載に留意するとともに、監査基準委員会報

告書 900 を参照する。

A208JP．後任の監査事務所は、監査業務の引継を

行う時点で、監査責任者がまだ決まっていない

場合には、その引継を実施する責任者を選任す

る。

《20JP．共同監査》（第 63JP 項参照）

A209JP．共同監査に関する方針又は手続には、例

えば、以下の事項が含まれる。

(1) 共同監査契約の新規の締結及び更新の承認

手続

(2) 各々の監査事務所相互間の監査業務の分担
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方法

(3) 監査調書の相互査閲及び監査業務内容の評

価の方法

(4) 監査業務に係る審査に関する事項

(5) 各々の監査事務所相互間で取り交わすべき

書類

(6) 他の監査事務所の品質管理システムに関し

て評価し、対応した内容及び結論の記録及び

保存

以  上


