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ISA300 と監査基準委員会報告書 300 の比較表 

注１：本表は、監査基準委員会報告書等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監査基準委員会報告書等の要求事項及び適用指針に対応する 「International Standard on Auditing 300: 

Planning an Audit of Financial Statements」(2015 年 7 月に IAASB より公表)を記載しています。 

ISA300 監基報 300 

INTERNATIONAL STANDARD ON 
AUDITING 300 
PLANNING AN AUDIT OF FINANCIAL 
STATEMENTS 

監査基準委員会報告書 300 

「監査計画」 

 

Introduction 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 

Requirements 《Ⅱ 要求事項》 

Planning Activities 《３．計画活動》 

9． The auditor shall develop an audit plan that shall 
include a description of:  
(a) The nature, timing and extent of planned risk 

assessment procedures, as determined under ISA 
315 (Revised).4  

(b) The nature, timing and extent of planned further 
audit procedures at the assertion level, as 
determined under ISA 330.5 

(c) Other planned audit procedures that are required to 
be carried out so that the engagement complies 
with ISAs. (Ref: Para. A12–A14) 

 
4 ISA315(Revised), Identifying and Assessing the 

Risks of Material Misstatement through 
Understanding the Entity and Its Environment 

5  ISA330, The Auditor’s Responses to Assessed 
Risks 

８．監査人は、以下の事項を含む詳細な監査計画

を作成しなければならない。（A12 項参照） 

(1) 監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環

境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別

と評価」により計画するリスク評価手続の種

類、時期及び範囲 

(2) 監査基準委員会報告書 330「評価したリス

クに対応する監査人の手続」により計画する

アサーション・レベルのリスク対応手続の種

類、時期及び範囲 

(3) 他の監査基準委員会報告書等における要求事

項により計画する監査手続（A12 項から A14 項

参照） 

Application and Other Explanatory Material 《Ⅲ 適用指針》 

Planning Activities 《４．計画活動》 

The Audit Plan (Ref: Para. 9) 《(2) 詳細な監査計画》（第８項参照） 

A12. The audit plan is more detailed than the overall audit 
strategy in that it includes the nature, timing and 
extent of audit procedures to be performed by 
engagement team members. Planning for these audit 
procedures takes place over the course of the audit 
as the audit plan for the engagement develops. For 
example, planning of the auditor’s risk assessment 

A12．詳細な監査計画は、監査の基本的方針より詳

細で、監査チームメンバーが実施すべき監査手

続の種類、時期及び範囲を含むものである。こ

れらの監査手続の計画は、監査の進捗に応じて

監査期間にわたり詳細な監査計画として作成さ

れる。例えば、リスク評価手続の計画は監査の

初期の段階で作成され、また、リスク対応手続
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procedures occurs early in the audit process. 
However, planning the nature, timing and extent of 
specific further audit procedures depends on the 
outcome of those risk assessment procedures. In 
addition, the auditor may begin the execution of 
further audit procedures for some classes of 
transactions, account balances and disclosures 
before planning all remaining further audit 
procedures. 

の種類、時期及び範囲に係る計画はリスク評価

手続の結果に基づき作成される。ただし、監査

人は、全てのリスク対応手続に係る詳細な監査

計画を作成する前であっても、一部の取引種

類、勘定残高及び注記事項に関するリスク対応

手続を実施することがある。 

A13. Determining the nature, timing and extent of 
planned risk assessment procedures, and the further 
audit procedures, as they relate to disclosures is 
important in light of both the wide range of 
information and the level of detail that may be 
encompassed in those disclosures. Further, certain 
disclosures may contain information that is 
obtained from outside of the general and subsidiary 
ledgers, which may also affect the assessed risks 
and the nature, timing and extent of audit 
procedures to address them. 

A13．注記事項には広範囲かつ詳細な情報が含まれ

ることから、注記事項に関連するリスク評価手

続及びリスク対応手続の種類、時期及び範囲の

決定は重要である。 さらに、特定の注記事項に

は、総勘定元帳や補助元帳以外から入手した情

報が含まれる可能性があるため、評価されたリ

スク及びそれに対応するための手続の種類、時

期及び範囲に影響を及ぼすことがある。 

A14. Consideration of disclosures early in the audit 
assists the auditor in giving appropriate attention to, 
and planning adequate time for, addressing 
disclosures in the same way as classes of 
transactions, events and account balances. Early 
consideration may also help the auditor to determine 
the effects on the audit of: 

・Significant new or revised disclosures required as a 
result of changes in the entity’s environment, 
financial condition or activities (for example, a 
change in the required identification of segments 
and reporting of segment information arising  from 
a significant business combination); 

・Significant new or revised disclosures arising from 
changes in the applicable financial reporting 
framework; 

・The need for the involvement of an auditor’s expert 
to assist with audit procedures related to particular 
disclosures (for example, disclosures related to 
pension or other retirement benefit obligations); and 

A14．監査の初期段階において注記事項を検討する

ことによって、監査人は、取引種類、事象及び

勘定残高と同様の方法で、注記事項への対応に

ついて適切に注意を払い、適切な監査時間を計

画することができる。初期段階での検討は、監

査人が監査に影響する以下の事項を判断するの

に役立つことがある。 

・ 企業環境、事業活動又は財務状況の変化の結

果として必要となる重要な注記事項の追加又

は変更（例えば、重要な企業結合によって必

要となるセグメントの識別及びセグメント情

報の記載の変更） 

・ 適用される財務報告の枠組みの改正に伴う重

要な注記事項の追加又は変更 

・ 特定の注記事項に対する監査手続における監

査人の利用する専門家の関与の必要性（例え

ば、年金その他の退職給付債務に関する注記

事項） 

・ 監査人が監査役等と協議することが想定され

る注記事項に関する事項（監査基準委員会報
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・Matters relating to disclosures that the auditor may 
wish to discuss with those charged with 
governance.9 

 
9 ISA 260 (Revised), Communication with Those 

Charged with Governance, paragraph A13 

告書 260「監査役等とのコミュニケーショ

ン」A13 項参照） 

Additional Considerations in Initial Audit 
Engagements (Ref: Para. 13) 

《６．初年度監査における追加的な考慮事項》

（第 12 項参照） 

A22. The purpose and objective of planning the audit are 
the same whether the audit is an initial or recurring 
engagement. However, for an initial audit, the 
auditor may need to expand the planning activities 
because the auditor does not ordinarily have the 
previous experience with the entity that is considered 
when planning recurring engagements. For an initial 
audit engagement, additional matters the auditor 
may consider in establishing the overall audit 
strategy and audit plan include the following: 

・  Unless prohibited by law or regulation, 
arrangements to be made with the predecessor 
auditor, for example, to review the predecessor 
auditor’s working papers.  

・ Any major issues (including the application of 
accounting principles or of auditing and reporting 
standards) discussed with management in 
connection with the initial selection as auditor, the 
communication of these matters to those charged 
with governance and how these matters affect the 
overall audit strategy and audit plan.    

・ The audit procedures necessary to obtain sufficient 
appropriate audit evidence regarding opening 
balances. 11 

・ Other procedures required by the firm’s system of 
quality control for initial audit engagements (for 
example, the firm’s system of quality control may 
require the involvement of another partner or 
senior individual to review the overall audit 
strategy prior to commencing significant audit 
procedures or to review reports prior to their 
issuance).  

A21．監査計画の目的は、初年度監査、継続監査の

いずれにおいても同じである。しかし、初年度

監査においては、監査人は、通常、継続監査と

は異なり、監査計画の策定時に考慮できる企業

における過去の経験がないため、計画活動をよ

り広く実施することがある。 

初年度監査において、監査人が、監査の基本的

な方針の策定及び詳細な監査計画の作成に当たっ

て追加で考慮する事項には以下が含まれることが

ある。 

・ 前任監査人との引継（例えば、前任監査人の

監査調書の閲覧） 

・ 監査人としての選任に関して経営者と協議し

た主要な問題（例えば、会計基準、監査基準及

び報告に関する基準の適用）、監査役等へのこ

れらの問題に関する伝達並びにこれらの問題が

監査の基本的な方針及び詳細な監査計画に与え

る影響 

・ 期首残高に関して十分かつ適切な監査証拠を

入手するために必要な監査手続（監査基準委員

会報告書 510「初年度監査の期首残高」参照） 

・ 初年度監査において監査事務所が定める品質

管理のシステムで要求されるその他の手続（例

えば、監査事務所が定める品質管理のシステム

によっては、所定の担当者に、重要な監査手続

の開始前に監査の基本的な方針を検討させた

り、監査報告書の発行前に報告書の査閲に関与

させたりすることがある。） 
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11 ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening 

Balances. 

Effective Date 《Ⅳ 適用》 

3.  This ISA is effective for audits of financial 
statements for periods beginning on or after 
December 15, 2009. 

・ 本報告書（2011年12月22日）は、2012年４月

１日以後開始する事業年度に係る監査及び同

日以後開始する中間会計期間に係る中間監査

から適用する。 

・ 本報告書（2019年６月12日）は、2020年４月

１日以後開始する事業年度に係る監査及び同

日以後開始する中間会計期間に係る中間監査

から適用する。ただし、2019年４月１日以後

開始する事業年度に係る監査及び同日以後開

始する中間会計期間に係る中間監査から早期

適用することができる。 

Appendix (Ref: Para. 7-8, A8-A11) 
Considerations in Establishing the Overall Audit 
Strategy 

《付録 監査の基本的な方針を策定する際の考慮

事項》（第６項、第７項、A8項からA11項参照） 

Characteristics of the Engagement 《１．監査業務の特徴》 

・ The financial reporting framework on which the 
financial information to be audited has been 
prepared, including any need for reconciliations 
to another financial reporting framework. 

・ Industry-specific reporting requirements such as 
reports mandated by industry regulators. 

・  The expected audit coverage, including the 
number and locations of components to be 
included. 

・ The nature of the control relationships between a 
parent and its components that determine how 
the group is to be consolidated. 

・ The extent to which components are audited by 
other auditors. 

・ The nature of the business segments to be audited, 
including the need for specialized knowledge. 

・ The reporting currency to be used, including any 
need for currency translation for the financial 
information audited. 

・ The need for a statutory audit of standalone 

・ 他の財務報告の枠組みとの必要な調整を含

む、監査される財務情報の作成の基となる財

務報告の枠組み 

・ 規制当局によって義務付けられているような

産業特有の報告事項 

・ 期待される監査手続のカバレッジ（例えば、

構成単位の数や所在地） 

・ 連結の範囲を決定する親会社と構成単位との

支配従属関係 

・ 他の監査人が監査する構成単位の範囲 

・ 企業の属する業界の特性（例えば、専門知識

の必要性） 

・ 監査の対象となる財務情報の通貨換算の必要

性 

・ 連結財務諸表監査の対象となる構成単位の法

定監査の必要性 

・ 企業の内部監査機能の有無、有している場合

は、監査の目的に照らして内部監査人の作業

を利用する領域及び利用の程度 

・ 企業による委託会社の利用状況及び当該業務
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financial statements in addition to an audit for 
consolidation purposes. 

・ Whether the entity has an internal audit function 
and if so, whether, in which areas and to what 
extent, the work of the function can be used, or 
internal auditors can be used to provide direct 
assistance, for purposes of the audit. 

・ The entity’s use of service organizations and how 
the auditor may obtain evidence concerning the 
design or operation of controls performed by them. 

・ The expected use of audit evidence obtained in 
previous audits, for example, audit evidence 
related to risk assessment procedures and tests of 
controls. 

・ The effect of information technology on the audit 
procedures, including the availability of data and 
the expected use of computer-assisted audit 
techniques. 

・ The coordination of the expected coverage and 
timing of the audit work with any reviews of 
interim financial information and the effect on 
the audit of the information obtained during such 
reviews. 

・ The availability of client personnel and data. 

に係る内部統制のデザイン又は運用に関する

監査証拠の入手方法 

・ 過年度の監査で入手した監査証拠の利用可能

性（例えば、リスク評価手続や運用評価手続

により入手した監査証拠） 

・ 監査手続の実施におけるＩＴの影響（例えば、

データやコンピュータ利用監査技法（CAAT）

の利用可能性） 

・ 期中の財務情報のレビュー業務と監査業務の

実施時期や範囲の調整、及びこれから得られ

た情報が監査業務に与える影響 

・ 企業の従業員の対応可能性やデータの利用可

能性 

Significant Factors, Preliminary Engagement 
Activities, and Knowledge Gained on Other 
Engagements 

《３．重要な要素、予備的な活動及び他の業務から

の情報》 

• The determination of materiality in accordance 
with ISA 3201 and, where applicable: 

◦ The determination of materiality for 
components and communication thereof to 
component auditors in accordance with ISA 
600.2 

◦ The preliminary identification of significant 
components and material classes of 
transactions, account balances and disclosures. 

・ Preliminary identification of areas where there 
may be a higher risk of material misstatement. 

・ The impact of the assessed risk of material 
misstatement at the overall financial statement 

・ 監査基準委員会報告書320「監査の計画及び実

施における重要性」に従った監査上の重要性

の決定及び適用のある場合には以下の事項 

- 監査基準委員会報告書600「グループ監査」

に従った構成単位の重要性の決定と構成単位

の監査人への通知（監基報600第20項から第22

項及び第39項(3)参照） 

- 重要な構成単位、並びに重要な取引種類、勘

定残高及び注記事項の予備的な識別 

・ 重要な虚偽表示リスクの程度が高い可能性の

ある領域の予備的な識別 

・ 識別した財務諸表全体レベルでの重要な虚偽

表示リスクが、監査チームメンバーに対する
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level on direction, supervision and review. 
・ The manner in which the auditor emphasizes to 

engagement team members the need to maintain 
a questioning mind and to exercise professional 
skepticism in gathering and evaluating audit 
evidence. 

・  Results of previous audits that involved 
evaluating the operating effectiveness of internal 
control, including the nature of identified 
deficiencies and action taken to address them. 

・ The discussion of matters that may affect the audit 
with firm personnel responsible for performing 
other services to the entity. 

・ Evidence of management's commitment to the 
design, implementation and maintenance of sound 
internal control, including evidence of appropriate 
documentation of such internal control. 

・ Changes within the applicable financial reporting 
framework, such as changes in accounting 
standards, which may involve significant new or 
revised disclosures. 

・ Volume of transactions, which may determine 
whether it is more efficient for the auditor to rely 
on internal control. 

・ Importance attached to internal control throughout 
the entity to the successful operation of the 
business. 

・ The process(es) management uses to identify and 
prepare the disclosures required by the applicable 
financial reporting framework, including 
disclosures containing information that is obtained 
from outside of the general and subsidiary ledgers. 

・ Significant business developments affecting the 
entity, including changes in information 
technology and business processes, changes in key 
management, and acquisitions, mergers and 
divestments. 

・ Significant industry developments such as changes 
in industry regulations and new reporting 
requirements.   

指示、監督及び監査調書の査閲に与える影響 

・ 監査証拠を入手し評価する際に、職業的懐疑

心を保持する必要性を監査チームメンバーに

周知徹底する方法 

・ 適用される財務報告の枠組みの改正（重要な

注記事項の追加又は変更を含む。） 

・ 内部統制の有効性の評価を含む過年度の監査

結果（例えば、識別した内部統制の不備及び

その不備に対する改善措置） 

・ 監査に影響を与える可能性のある事項に関し

て、企業に他のサービスを提供している監査

事務所の職員との協議 

・ 適用される財務報告の枠組みで要求される注

記事項を識別し、作成するために経営者が使

用するプロセス。注記事項には、総勘定元帳

や補助元帳以外から入手した情報を含む注記

事項も含まれる。 

・ 適切な内部統制の整備及び運用についての経

営者の責任（例えば、このような内部統制に

関しての適切な文書） 

・ 内部統制に依拠することがより効率的になる

一定の取引量の有無 

・ 企業が事業を円滑に遂行する上での内部統制

の重要性 

・ 企業に影響を与える重要な事業展開（例えば、

ＩＴや業務プロセスの変更及び主要な経営者

の交代並びに買収、合併及び事業の売却） 

・ 重要な産業の情勢（例えば、産業の規制の変

更及び報告事項の新設） 

・ 会計基準の変更のような、財務報告の枠組み

における重要な変更 

・ その他重要な関連する情勢（例えば、企業に

影響を与える法律の変更） 
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・ Other significant relevant developments, such as 
changes in the legal environment affecting the 
entity.  

 
1 ISA320, Materiality in Planning and Performing an 

Audit 
2 ISA600, Special Considerations-Audits of Group 

Financial Statements (Including the Work of 
Component Auditors), paragraph 21-23 and 40 (c)  
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