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参考資料･･･Clarity 版 ISA、報告書、及び主な現行の監査実務指針の比較表 
 

注１：本表は、監査基準委員会の新起草方針に基づく改正版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：主な現行の監査実務指針については、Clarity版ISAに概ね相当するテーマを扱う監査実務指針を選定し、さらに概ね対応する項目のみを抽出しております。したがいまして、欄が空白であることをもって、ただちに我が国の現行の監査実務指針に規定が存在しないことを意

味する訳ではなく、他の監査実務指針に記載がある場合もある旨ご留意ください。 

注３：Clarity版ISAに付されている脚注や他の基準への参照は基本的に報告書では含めていない点にご留意ください。 

注４：「主な現行の監査実務指針」の列で現行の監査実務指針の項が重複する場合には、最初に登場する項目又は主たる項目のみに当該項の文書を記載し、２回目以降に登場するときにはカッコを付して「（現行○項。なお、該当文章は報告書の○項の右列）」と記載するにとど

めております。 
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Introduction  Application and Other Explanatory Material 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 《Ⅲ 適用指針》 《Ⅰ 本報告書の目的》 

Scope of this ISA The Role and Timing of Planning (Ref: Para. 2)  《１．本報告書の範囲》   

     

1.  This International Standard on Auditing (ISA) 
deals with the auditor’s responsibility to plan an 
audit of financial statements. This ISA is written in 
the context of recurring audits. Additional 
considerations in an initial audit engagement are 
separately identified.  

 

 １．本報告書は、財務諸表の監査計画に関する

実務上の指針を提供するものである。本報告

書における監査計画は、継続監査を前提とし

ている。初年度監査に関しては、追加的な考

慮事項を別途記載している。 
 

 １．本報告書は、財務諸表の監査計画において

考慮すべき事項及び実施すべき事項に関する

実務上の指針を提供するものである。 

 

３．監査計画とは、監査リスクを合理的に低い

水準に抑えるために、監査の基本的な方針を

策定し、詳細な監査計画を作成することであ

る。監査計画を効果的かつ効率的に策定する

ためには、監査経験や洞察力を十分にもった

監査責任者及び監査チームの主要なメンバー

がその策定に参画する必要がある。 

 

４．監査人は、適切な監査計画を策定すること

により、以下の事項を行うことが可能とな

る。 

・ 監査の重要な領域に適切な注意を払うこ

と 

・ 潜在的な問題を適時に識別し、解決する

こと 

・ 監査業務を組織化し、管理すること 

・ 監査チームのメンバーに職務を適切に配

分すること 

・ 監査チームのメンバーに対する指示、監

督、監査調書の査閲等を円滑に行うこと 

・ 必要に応じて、他の監査人の監査結果や

専門家の業務を適切に利用すること 

 
 

The Role and Timing of Planning  《２．監査計画の機能と時期》 《１．監査計画の機能と時期》（第２項参照）  

2.  Planning an audit involves establishing the overall 
audit strategy for the engagement and developing 
an audit plan. Adequate planning benefits the audit 
of financial statements in several ways, including 
the following: (Ref: Para. A1-A3) 
・ Helping the auditor to devote appropriate 

attention to important areas of the audit. 
・ Helping the auditor identify and resolve 

A1. The nature and extent of planning activities will 
vary according to the size and complexity of the 
entity, the key engagement team members’ 
previous experience with the entity, and changes in 
circumstances that occur during the audit 
engagement.   

 

２．監査計画には、監査業務に対する監査の基

本的な方針の策定と詳細な監査計画の作成が

含まれる。適切な監査計画は、監査を実施す

る上で様々な利点があり、例えば以下の事項

が可能となる。（A1 項から A3 項参照） 

・ 監査の重要な領域に対して監査人が適切

な注意を払うこと 

・ 潜在的な問題を適時に識別し解決するこ

A1．計画活動、すなわち監査計画に係る活動の

内容と範囲は、企業の規模や複雑性、監査チ

ームの主要なメンバーの当該企業における過

去の経験、及び監査期間中に発生した状況の

変化により異なる。 
 

５．監査計画に係る活動（以下「計画活動」と

いう。）の内容及び範囲は、例えば、以下の

事項によって影響を受ける。 

・ 企業の規模や複雑性 

・ 情報技術（ＩＴ）の利用状況 

・ 監査人の企業における監査経験 

・ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況及びその兆候 
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potential problems on a timely basis. 
・ Helping the auditor properly organize and 

manage the audit engagement so that it is 
performed in an effective and efficient manner.  

・ Assisting in the selection of engagement team 
members with appropriate levels of capabilities 
and competence to respond to anticipated risks, 
and the proper assignment of work to them. 

・ Facilitating the direction and supervision of 
engagement team members and the review of 
their work. 

・ Assisting, where applicable, in coordination of 
work done by auditors of components and 
experts.  

と 

・ 監査業務を適切に管理し、その結果、効

果的かつ効率的な方法で監査を実施するこ

と 

・ リスクに対応するために、適切な能力及

び適性を有する監査チームメンバーを選任

し、作業を適切に割り当てること 

・ 監査チームメンバーに対する指示、監督

及び監査調書の査閲を適切に行うこと 

・ 必要に応じて、構成単位の監査人の作業

や専門家の業務と連携すること 

・ 監査期間中に発生したその他の状況の変

化 

 

A2. Planning is not a discrete phase of an audit, but 
rather a continual and iterative process that often 
begins shortly after (or in connection with) the 
completion of the previous audit and continues 
until the completion of the current audit 
engagement. Planning, however, includes 
consideration of the timing of certain activities and 
audit procedures that need to be completed prior to 
the performance of further audit procedures. For 
example, planning includes the need to consider, 
prior to the auditor’s identification and assessment 
of the risks of material misstatement, such matters 
as:  
・ The analytical procedures to be applied as risk 

assessment procedures.  
・ Obtaining a general understanding of the legal 

and regulatory framework applicable to the 
entity and how the entity is complying with that 
framework.  

・ The determination of materiality.  
・ The involvement of experts.  
・ The performance of other risk assessment 

procedures.  

A2．監査計画の策定は、監査期間全体、すなわ

ち、前年度の監査の終了直後、又は前年度の

監査の最終段階から始まり、当年度の監査の

終了まで継続する連続的かつ反復的なプロセ

スである。しかしながら、監査計画には、リ

スク対応手続の実施前に完了することが必要

な一定の活動と監査手続の実施時期について

の考慮が含まれる。例えば、重要な虚偽表示

リスクの識別と評価の実施前に、以下の事項

を考慮しておく必要がある。 

・ リスク評価手続として実施する分析的手

続 

・ 企業に適用される法令及び企業がこれを

どのように遵守しているかについての全般

的な理解 

・ 監査上の重要性の決定 

・ 専門家の業務の利用の程度の決定 

・ その他のリスク評価手続の実施 
 

６．監査計画の策定は、監査の特定の段階では

なく、むしろ前期の監査の終了直後、又は前

期の監査の最終段階から始まり、当期の監査

の終了まで継続する連続的かつ反復的なプロ

セスである。監査人は、監査計画の策定に当

たって、計画活動の時期及び監査手続の実施

の時期を検討するが、これらの中には、財務

諸表項目レベル、すなわち取引、勘定残高、

開示等に関連する経営者の主張ごとの暫定的

に評価した、重要な虚偽表示のリスクに対応

する監査手続（以下「リスク対応手続」とい

う。監査基準委員会報告書第 28 号「監査リス

ク」第９項参照）の実施前に完了しなければ

ならない事項があることに留意する。具体例

には、以下の事項がある。 

・ 監査チーム内の討議 

・ 監査上の重要性の決定 

・ 企業に適用される法規の枠組み及び企業

がそれをどのように遵守しているかについ

ての全般的な理解 

・ 専門家の業務の利用の程度の決定 

・ 内部統制を含む、企業及び企業環境の理

解を基礎として重要な虚偽表示のリスクを

評価する監査手続（以下「リスク評価手

続」という。監査基準委員会報告書第 28 号

「監査リスク」第８項参照）として適用さ

れる分析的手続の実施 

・ 他のリスク評価手続の実施 

 
18．監査計画の策定は、監査期間にわたる連続

的かつ反復的なプロセスである。 

    《６．監査役等及び経営者とのコミュニケーシ

ョン》 

 A3. The auditor may decide to discuss elements of 
planning with the entity’s management to facilitate 
the conduct and management of the audit 
engagement (for example, to coordinate some of 
the planned audit procedures with the work of the 
entity’s personnel). Although these discussions 
often occur, the overall audit strategy and the audit 
plan remain the auditor’s responsibility. When 
discussing matters included in the overall audit 
strategy or audit plan, care is required in order not 
to compromise the effectiveness of the audit. For 
example, discussing the nature and timing of 
detailed audit procedures with management may 
compromise the effectiveness of the audit by 
making the audit procedures too predictable. 

 

 A3．監査人は、監査の実施と管理を円滑にする

ために、監査計画の内容について経営者と協

議することがある。例えば、立案した監査手

続の一部について、企業の従業員の業務と連

携することが含まれる。これらの協議が行わ

れたとしても、監査の基本的な方針及び詳細

な監査計画に係る責任が監査人にあることに

変わりはない。 

監査の基本的な方針又は詳細な監査計画に

ついて協議を行う場合には、監査の有効性を

損なわないための配慮が必要である。例え

ば、実施する詳細な監査手続の種類及び時期

についての経営者との協議は、監査手続を容

易に予測されることにより、監査の有効性を

阻害してしまうことがある。 
 

27．監査人は、監査計画の内容を企業の監査役

等及び経営者と協議することがある。これら

の協議は、企業の監査役等との間で要求され

るコミュニケーションの一部として行われる

こともあり、監査の有効性と効率性を高める

ために行われることもある。 

  監査役等との協議は、通常、監査に係る制

約又は監査人の追加的な要求を含めた監査の

基本的な方針及び監査の実施の時期について

行われる。 

  経営者との協議は、計画した監査手続の一

部について企業の従業員の業務と連携する

等、監査の実施と管理を円滑にするために行

われることがある。 

  これらの協議はしばしば行われるが、監査

の基本的な方針及び詳細な監査計画に係る責

任が監査人にあることに変わりはない。 

  監査の基本的な方針又は詳細な監査計画に

ついて協議を行う場合には、監査の有効性を

損なわないための配慮が必要である。例え

ば、監査人は、詳細な監査手続及び実施の時

期について経営者と協議を行う場合には、そ

の意図や目的が容易に予測されて監査の有効
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性が損なわれることのないよう、配慮する必

要がある。 

Objective   《３．本報告書の目的》  《Ⅱ 適切な監査計画》 

4. The objective of the auditor is to plan the audit so 
that it will be performed in an effective manner. 

 ３．本報告書における監査人の目的は、効果的

かつ効率的な方法で監査を実施するために、

監査を計画することである。 

 ２．監査人は、監査を効果的かつ効率的に実施

するために、監査計画を策定しなければなら

ない。 

Requirements   《Ⅱ 要求事項》   
Involvement of Key Engagement Team Members  Involvement of Key Engagement Team Members 

(Ref: Para. 5) 
 

《１．監査チームの主要メンバーの参画》 《２．監査チームの主要メンバーの参画》（第

４項参照） 

 

5. The engagement partner and other key members 
of the engagement team shall be involved in 
planning the audit, including planning and 
participating in the discussion among engagement 
team members. (Ref: Para. A4) 

 

A4. The involvement of the engagement partner and 
other key members of the engagement team in 
planning the audit draws on their experience and 
insight, thereby enhancing the effectiveness and 
efficiency of the planning process.8 

 
8 ISA 315, paragraph 10, establishes requirements and 

provides guidance on the engagement team’s 
discussion of the susceptibility of the entity to 
material misstatements of the financial statements. 
ISA 240, “The Auditor’s Responsibilities Relating 
to Fraud in an Audit of Financial Statements,” 
paragraph 15, provides guidance on the emphasis 
given during this discussion to the susceptibility of 
the entity’s financial statements to material 
misstatement due to fraud. 

４．監査責任者と監査チームの主要メンバー

は、監査計画の策定に参画しなければならな

い。これには、監査チーム内の討議を計画し

参加することを含む。（A4 項参照） 
 

A4．監査経験や洞察力を十分に有する監査責任

者及び監査チームの主要メンバーが監査計画

の策定に参画することによって、監査計画の

プロセスの有効性と効率性を高めることがで

きる。なお、監査基準委員会報告書 315 第９

項には、財務諸表の重要な虚偽表示の可能性

についての監査チーム内の討議に関する指針

を記載している。また、監査基準委員会報告

書 240「財務諸表監査における不正」第 14 項

には、不正による財務諸表の重要な虚偽表示

の可能性についての監査チーム内の討議にお

ける重点項目に関する指針を記載している。 
 

３．（・・・）監査計画を効果的かつ効率的に

策定するためには、監査経験や洞察力を十分

にもった監査責任者及び監査チームの主要な

メンバーがその策定に参画する必要がある。 

Preliminary Engagement Activities  Preliminary Engagement Activities (Ref: Para. 6) 
  

《２．監査契約に係る予備的な活動》 《３．監査契約に係る予備的な活動》（第５項

参照） 

《Ⅲ 監査契約に係る予備的な活動》 

6. The auditor shall undertake the following 
activities at the beginning of the current audit 
engagement:  
 (a) Performing procedures required by ISA 220 

regarding the continuance of the client 
relationship and the specific audit engagement;1 

(b) Evaluating compliance with relevant ethical 
requirements, including independence, in 
accordance with  ISA 220;2 and 

(c) Establishing an understanding of the terms of 
the engagement, as required by ISA 210.3 (Ref: 
Para. A5-A7) 

 
1 ISA 220, “Quality Control for an Audit of Financial 

Statements,” paragraphs 12-13. 
2  ISA 220, paragraphs 9-11. 
3 ISA 210, “Agreeing the Terms of Audit 

Engagements,” paragraphs 9-13.  
 

A5. Performing the preliminary engagement 
activities specified in paragraph 5 at the beginning 
of the current audit engagement assists the auditor 
in identifying and evaluating events or 
circumstances that may adversely affect the 
auditor’s ability to plan and perform the audit 
engagement. 

 

５．監査人は、当年度の監査の開始に当たっ

て、監査契約に係る予備的な活動として、以

下の事項を実施しなければならない。（A5 項

から A7 項参照） 

(1) 監査契約の更新の可否に関して、監査基

準委員会報告書 220「監査業務における品質

管理」で要求される事項（監基報 220 第 11

項及び第 12 項参照） 

(2) 独立性を含む関連する職業倫理に関する

規定の遵守の評価に関して、監査基準委員

会報告書 220 で要求される事項（監基報 220

第８項から第 10 項参照） 

(3) 監査の契約条件の十分な理解に関して、

監査基準委員会報告書 210「監査業務の契約

条件の合意」で要求される事項（監基報 210

第７項から第９項参照） 

A5．監査人は、当年度の監査の開始に当たっ

て、第５項に記載した監査契約に係る予備的

な活動を実施することにより、監査の遂行に

支障をきたす可能性のある事象又は状況を識

別し評価することが可能となる。 
 

７．監査人は、当期の監査の開始に当たって、

監査契約に係る予備的な活動として以下の事

項を実施しなければならない。 

・ 監査契約の更新の可否に関する手続 

・ 独立性を含む倫理に関する事項への準拠

性の評価 

・ 監査契約の内容の十分な理解 

 

８．監査契約に係る予備的な活動を実施する目

的は、監査契約を締結できる程度に監査リス

クを低い水準に抑えるために、監査の遂行に

支障をきたす可能性のある事象又は状況を予

め網羅的に検討することにある。 

 

A6. Performing these preliminary engagement 
activities enables the auditor to plan an audit 
engagement for which, for example:  
・ The auditor maintains the necessary 

independence and ability to perform the 
engagement. 

・ There are no issues with management 
integrity that may affect the auditor’s willingness 
to continue the engagement. 

・ There is no misunderstanding with the client 
as to the terms of the engagement. 

 A6．監査人は、監査契約に係る予備的な活動を

実施することによって、例えば、以下の事項

を考慮した監査計画を策定することが可能と

なる。 

・ 監査人が、必要とされる独立性と監査遂

行能力を保持していること 

・ 監査契約の更新に影響を及ぼす経営者の

誠実性に問題がないこと 

・ 監査の契約条件について企業との間に誤

解がないこと 
 

８．(･･･)また、監査人は、監査契約に係る予備

的な活動を実施することによって、以下の事

項を考慮した監査計画を策定することが可能

となる。 

・ 監査人が、必要とされる独立性と監査遂

行能力を保持していること 

・ 監査契約の更新に影響を及ぼす経営者の

誠実性に問題がないこと 

・ 監査契約の内容について企業との間に誤

解がないこと 

 A7. The auditor’s consideration of client 
continuance and relevant ethical requirements, 
including independence, occurs throughout the 
audit engagement as conditions and changes in 

 A7．監査人は、監査期間中、状況の変化に応じ

て、監査契約の更新の可否及び独立性を含む

関連する職業倫理に関する規定により要求さ

れる事項を検討する。 

７．(・・・)。監査人は、監査期間中、状況の

変化に応じて、監査契約の更新の可否及び独

立性を含む倫理に関する事項を検討すること

となるが、これらについての最初の検討は、
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circumstances occur. Performing initial procedures 
on both client continuance and evaluation of 
relevant ethical requirements (including 
independence) at the beginning of the current audit 
engagement means that they are completed prior to 
the performance of other significant activities for 
the current audit engagement. For continuing audit 
engagements, such initial procedures often occur 
shortly after (or in connection with) the completion 
of the previous audit. 

当年度の監査業務におけるこれらの事項に

ついての当初の検討は、他の重要な監査業務

の実施に先立って完了する。したがって、継

続監査においては、前年度の監査の終了直後

又は前年度の監査の最終段階からこの検討手

続を開始することとなる。 
 

その他の重要な事項に先立って実施される。

したがって、継続監査においては、前期の監

査の終了直後、又は前期の監査の最終段階か

ら始めることとなる。 

Planning Activities  Planning Activities  《３．計画活動》 《４．計画活動》 《Ⅳ 計画活動》 
    《１．監査の基本的な方針》 

7. The auditor shall establish an overall audit 
strategy that sets the scope, timing and direction of 
the audit, and that guides the development of the 
audit plan. 

 

 ６．監査人は、詳細な監査計画を作成するため

の指針となるように、監査業務の範囲、監査

の実施時期及び監査の方向性を設定した監査

の基本的な方針を策定しなければならない。 
 

 ９．監査人は、監査を実施するに当たって、監

査の基本的な方針を策定しなければならな

い。 

10．監査の基本的な方針とは、監査業務の範

囲、監査の実施の時期及び必要なコミュニケ

ーション並びに監査の方向性を設定すること

であり、詳細な監査計画を作成するための指

針となるものである。 

 The Overall Audit Strategy (Ref: Para. 7-8) 
 

 《(1) 監査の基本的な方針》（第６項から第７

項参照） 
 

8. In establishing the overall audit strategy, the 
auditor shall: 
 (a) Identify the characteristics of the 

engagement that define its scope;  
(b) Ascertain the reporting objectives of the 

engagement to plan the timing of the audit and 
the nature of the communications required; 

(c) Consider the factors that, in the auditor’s 
professional judgment, are significant in 
directing the engagement team’s efforts; 

(d) Consider the results of preliminary 
engagement activities and, where applicable, 
whether knowledge gained on other engagements 
performed by the engagement partner for the 
entity is relevant; and 

(e) Ascertain the nature, timing and extent of 
resources necessary to perform the engagement. 
(Ref: Para. A8-A11) 

A8. The process of establishing the overall audit 
strategy assists the auditor to determine, subject to 
the completion of the auditor’s risk assessment 
procedures, such matters as:  
・ The resources to deploy for specific audit 

areas, such as the use of appropriately 
experienced team members for high risk areas or 
the involvement of experts on complex matters.  

・ The amount of resources to allocate to specific 
audit areas, such as the number of team 
members assigned to observe the inventory 
count at material locations, the extent of review 
of other auditors’ work in the case of group 
audits, or the audit budget in hours to allocate to 
high risk areas;  

・ When these resources are to be deployed, such 
as whether at an interim audit stage or at key 
cut-off dates; and 

・ How such resources are managed, directed 
and supervised, such as when team briefing and 
debriefing meetings are expected to be held, how 
engagement partner and manager reviews are 
expected to take place (for example, on-site or 
off-site), and whether to complete engagement 
quality control reviews. 

７．監査人は、監査の基本的な方針を策定する

際、以下の事項を実施しなければならない。

（A8 項から A11 項参照） 

(1) 監査業務の範囲に影響を及ぼす事項を識

別すること 

(2) 監査の実施時期及び必要なコミュニケー

ションの内容を計画するために、監査報告

の目的を明確にすること 

(3) 監査人の職業的専門家としての判断によ

り、監査チームの作業に重要な影響を及ぼ

す要素を考慮すること 

(4) 監査契約に係る予備的な活動の結果を考

慮すること（企業に対し監査以外の業務を

行っている場合にはその業務から得られた

知識の考慮も含む。） 

(5) 監査の実施に必要な監査チームメンバー

の能力、時期及び人数を明確にすること 
 

A8．監査人は、監査の基本的な方針の策定プロ

セスを通じて、かつリスク評価手続の完了に

より、以下の事項を明確にすることができ

る。 

(1) 特定の監査の領域に配置すべき監査チー

ムメンバーの経験や能力 

例えば、重要な虚偽表示リスクの程度が

高い領域に適切な経験を有する監査チーム

メンバーを配置することや、複雑な事項に

ついて専門家の業務を利用することが含ま

れる。 

(2) 特定の監査の領域に配分すべき監査チー

ムメンバーの人数や監査時間 

  例えば、重要な事業所の実地棚卸の立会

に配置する監査チームメンバーの人数、グ

ループ監査における他の監査人の作業の査

閲の程度、重要な虚偽表示リスクの程度が

高い領域に配分すべき適切な監査時間が含

まれる。 

(3) 監査チームメンバーを配置すべき時期 

  例えば、期中の監査の段階又は特定の基

準日に配置することが含まれる。 

(4) 監査チームの管理、指示、監督の方法 

  例えば、監査チーム内で指示及び報告の

ために討議を実施する時期、監査責任者や

監督機能を有する監査補助者が実施する監

査調書の査閲等の方法（往査先での実施又

は監査事務所での実施など）、監査業務に

係る審査の時期が含まれる。 

10．（・・・）監査人は、監査の基本的な方針

を策定する際、以下の事項を実施する。 

(1) 監査業務の範囲を決定するに当たって、

これに影響を及ぼす事項を把握すること 

(2) 監査の実施の時期、並びに監査役若しく

は監査役会又は監査委員会（以下「監査役

等」という。）及び経営者などとの必要な

コミュニケーションを決定するに当たっ

て、監査報告の目的を明確にすること 

(3) 監査の方向性を決定するに当たって、監

査チームが考慮すべき点を決定するための

重要な要素を把握すること 

  監査人は、監査の基本的な方針を策定する

際、監査契約に係る予備的な活動の結果や、

可能であれば、企業に対する監査以外の業務

から得られた経験を考慮する。 

  なお、監査人が監査の基本的な方針を策定

する際の考慮事項の例示を、付録に記載して

いる。 

 

 

11．監査人は、監査の基本的な方針の策定プロ

セスを通じて、かつリスク評価手続の完了に

より、以下の事項を明確にすることができ

る。 

(1) 特定の監査の領域に配置すべき監査チー

ムのメンバーの経験や能力 

  具体的には、以下が考えられる。 

・ 重要な虚偽表示のリスクの程度が高い

領域への適切な経験や能力がある監査チ

ームのメンバーの配置 

・ 複雑な事項に関する専門家の業務の利

用 

(2) 特定の監査の領域に配分すべき監査チー

ムのメンバーの人数や監査時間 

  具体的には、以下が考えられる。 

・ 重要な事業所のたな卸の立会等に配分
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すべき監査チームのメンバーの人数 

・ 他の監査人の監査結果を利用する場合

の査閲の程度 

・ 重要な虚偽表示のリスクの程度が高い

領域に配分すべき適切な監査時間 

(3) 監査手続を実施すべき時期 

  具体的には、以下が考えられる。 

・ 監査期間中の適切な日 

・ 期末日又は期末日以前の特定の基準日 

(4) 監査チームのメンバーに対する指示、監

督、監査調書の査閲等の方法 

  具体的には、以下が考えられる。 

・ 指示及び報告のための監査チーム内で

実施する討議の時期 

・ 監査責任者や監督機能を有する監査補

助者が実施する監査調書の査閲等の方法

（例えば、往査先での実施又は監査事務

所での実施） 

・ 監査業務に係る審査の時期 

 

11．監査人は、監査の基本的な方針の策定プロ

セスを通じて、かつリスク評価手続の完了に

より、以下の事項を明確にすることができ

る。 

 A9. The Appendix lists examples of considerations 
in establishing the overall audit strategy. 

 A9．付録には、監査の基本的な方針を策定する

際の考慮事項を例示している。 

 

 A10. Once the overall audit strategy has been 
established, an audit plan can be developed to 
address the various matters identified in the overall 
audit strategy, taking into account the need to 
achieve the audit objectives through the efficient 
use of the auditor’s resources. The establishment of 
the overall audit strategy and the detailed audit plan 
are not necessarily discrete or sequential processes, 
but are closely inter-related since changes in one 
may result in consequential changes to the other. 

 A10．監査の基本的な方針の策定により、監査の

基本的な方針で識別した事項に対応する詳細

な監査計画の作成に着手することが可能とな

る。その際、監査人は、監査の目的を達成す

るために、監査チームメンバーの経験、能

力、監査時間等の効率的な利用を検討する。 

監査の基本的な方針と詳細な監査計画と

は、必ずしも別個の、又は前後関係が明確な

プロセスではなく、一方に修正が生じれば当

然に他方にも修正が生じることがある、相互

に密接に関連するものである。 
 

12．監査人は、監査の基本的な方針を策定する

ことにより、その過程において識別した事項

に対応する詳細な監査計画の作成に着手する

ことが可能となる。その際、監査人は、監査

の目的を達成するために、監査チームのメン

バーの経験、能力及び監査時間等を効率的に

利用しなければならない。 

  監査人は、通常、詳細な監査計画を作成す

る前に監査の基本的な方針を策定するが、両

者は必ずしも別個の、又は前後関係が明確な

プロセスではなく、一方に修正が生じれば当

然に他方にも修正が生じる、相互に密接に関

連したプロセスである。 

 Considerations Specific to Smaller Entities   《小規模企業に特有の考慮事項》  

 A11. In audits of small entities, the entire audit may 
be conducted by a very small audit team. Many 
audits of small entities involve the engagement 
partner (who may be a sole practitioner) working 
with one engagement team member (or without any 
engagement team members). With a smaller team, 
co-ordination of, and communication between, 
team members are easier. Establishing the overall 
audit strategy for the audit of a small entity need 
not be a complex or time-consuming exercise; it 
varies according to the size of the entity, the 
complexity of the audit, and the size of the 
engagement team. For example, a brief 
memorandum prepared at the completion of the 
previous audit, based on a review of the working 
papers and highlighting issues identified in the 
audit just completed, updated in the current period 
based on discussions with the owner-manager, can 
serve as the documented audit strategy for the 

 A11．小規模企業の監査は、小規模な監査チーム

で実施することがある。こうした場合、監査

チームメンバー間のコミュニケーションは容

易である。また、監査の基本的な方針の策定

は、複雑かつ時間を要するものではなく、企

業の規模、監査の複雑性及び監査チームの大

きさによって様々である。 

例えば、前年度の監査において識別された

検討事項に関する簡潔な様式であっても、当

年度においてオーナー経営者との協議に基づ

いて更新されており、第７項に記載した事項

を含むのであれば、当年度の監査の基本的な

方針の文書として用いることができる。 

13．企業の規模や監査の複雑性によっては、非

常に小規模な監査チームで監査を実施するこ

とがある。この場合には、監査の基本的な方

針の策定は、複雑ではなく時間をかける必要

がないことがある。ただし、この場合でも、

監査人は一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を実施しなければならな

い。また、特に、複雑又は通例でない問題点

に直面した場合には、適切な経験や能力があ

る他の公認会計士等に相談することを検討す

る。 
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current audit engagement if it covers the matters 
noted in paragraph 8.   

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

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 
315.4 

(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) 

 
4  ISA 315, “Identifying and Assessing the Risks of 
Material Misstatement through Understanding the 
Entity and Its Environment.” 

5  ISA 330, “The Auditor’s Responses to Assessed 
Risks.” 

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 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. 

 

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、実施の時期及び範囲 

(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．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、すべてのリスク対応手

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、開示等に

関するリスク対応手続の一部を実施すること

がある。 
 

14．監査人は、監査リスクを合理的に低い水準

に抑えるために、詳細な監査計画を作成しな

ければならない。 

 

15．詳細な監査計画とは、監査リスクを合理的

に低い水準に抑え、十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、監査チームが実施すべき

監査手続、その実施の時期及び範囲を決定す

ることである。 

 

16．詳細な監査計画には、以下の事項が含まれ

る。 

・ 重要な虚偽表示のリスクを十分に評価す

るために計画したリスク評価手続、その実

施の時期及び範囲 

・ 計画したリスク対応手続、その実施の時

期及び範囲 

  なお、リスク対応手続の計画には、運用

評価手続（監査基準委員会報告書第 28 号

「監査リスク」第９項参照）を行うか否か

の判断、計画した実証手続、その実施の時

期及び範囲が含まれる。 

・ 一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠するために要求されるその他の監査

手続 

 

16．（・・・） 監査人は、これらの監査手続

の計画を監査期間にわたり作成する。監査人

は、通常、リスク評価手続の計画を監査の初

期の段階で作成する。また、リスク対応手続

の計画をリスク評価手続の結果に基づき作成

する。 

  ただし、監査人は、リスク対応手続に係る

すべての詳細な監査計画を作成する前であっ

ても、リスク対応手続の一部を実施すること

がある。 

 Changes to Planning Decisions during the Course of 
the Audit (Ref: Para. 10) 

 《(3) 監査期間中における計画の修正》（第９

項参照） 
《３．監査期間中の監査計画の修正》 

10. The auditor shall update and change the overall 
audit strategy and the audit plan as necessary 
during the course of the audit. (Ref: Para. A13)  

 

A13. As a result of unexpected events, changes in 
conditions, or the audit evidence obtained from the 
results of audit procedures, the auditor may need to 
modify the overall audit strategy and audit plan and 
thereby the resulting planned nature, timing and 
extent of further audit procedures, based on the 
revised consideration of assessed risks. This may 
be the case when information comes to the 
auditor’s attention that differs significantly from 
the information available when the auditor planned 
the audit procedures. For example, audit evidence 
obtained through the performance of substantive 
procedures may contradict the audit evidence 
obtained through tests of controls.     

 

９．監査人は、監査期間中必要に応じて、監査

の基本的な方針及び詳細な監査計画を見直し

修正しなければならない。（A13 項参照） 

A13．監査人は、予期しない出来事が生じた場

合、状況が変化した場合、又は監査手続の実

施結果が想定した結果と異なった場合には、

改訂されたリスク評価の結果に基づき、監査

の基本的な方針及び詳細な監査計画並びにこ

れらに基づき計画したリスク対応手続の種

類、時期及び範囲を修正することが必要な場

合がある。 

監査手続を計画した時点での利用可能な情

報と著しく異なる情報に監査人が気付いた場

合がこれに該当する。例えば、内部統制の運

用評価手続から入手した監査証拠とは矛盾す

る監査証拠を実証手続の実施過程で入手した

場合である。 
 

17．監査人は、監査の基本的な方針及び詳細な

監査計画を、監査期間中必要に応じて、見直

し、修正しなければならない。 

 

18．（・・・） 監査人は、新たな事象が生じ

た場合、状況が変化した場合、又は監査手続

の実施結果が想定した結果と異なった場合に

は、監査の基本的な方針及び詳細な監査計

画、並びにこれらに基づき計画した監査手

続、その実施の時期及び範囲を必要に応じて

修正しなければならない。 

  監査人は、監査手続を計画した時点での情

報とは著しく異なる情報を入手する場合があ

る。例えば、実証手続の実施過程で、運用評

価手続から入手した監査証拠とは矛盾する監

査証拠を入手した場合には、監査人は、財務

諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクを

再検討し、リスク対応手続を見直すこととな
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る。 

 Direction, Supervision and Review (Ref: Para. 11)  《(4) 指示、監督及び監査調書の査閲》（第 10

項参照） 
《４．指示、監督、監査調書の査閲等》 

11. The auditor shall plan the nature, timing and 
extent of direction and supervision of engagement 
team members and the review of their work. (Ref: 
Para. A14-A15) 

 

A14.  The nature, timing and extent of the direction 
and supervision of engagement team members and 
review of their work vary depending on many 
factors, including:  
・ The size and complexity of the entity.  
・ The area of the audit.  
・ The assessed risks of material misstatement 

(for example, an increase in the assessed risk of 
material misstatement for a given area of the 
audit ordinarily requires a corresponding 
increase in the extent and timeliness of direction 
and supervision of engagement team members, 
and a more detailed review of their work).  

・ The capabilities and competence of the 
individual team members performing the audit 
work.  

 ISA 220 contains further guidance on the direction, 
supervision and review of audit work. 9  

 
9  ISA 220, paragraphs 15-17. 

10．監査人は、監査チームメンバーに対する指

示、監督及び監査調書の査閲の内容、時期及

び範囲を計画しなければならない。（A14 項参

照） 
 

A14．監査チームメンバーに対する指示、監督及

び監査調書の査閲の内容、時期及び範囲は、

以下のような多くの要因によって異なる。 

・ 企業の規模と複雑性 

・ 監査の領域 

・ 評価した重要な虚偽表示リスク（例え

ば、特定の監査の領域に対して重要な虚偽

表示リスクが高まると、通常はこれに対応

して、監査チームメンバーへの指示と監督

の程度を広げるとともに適時に行うこと

や、より詳細に監査調書の査閲を行うこと

が要求される。） 

・ 監査業務を実施する監査チームの個々の

メンバーの能力及び適性 

  監査基準委員会報告書 220 では、監査業

務の指示、監督及び監査調書の査閲に関す

る詳細な指針を記載している。（監基報 220

第 14 項から第 16 項参照） 
 

19．監査人は、監査チームのメンバーに対する

指示、監督、監査調書の査閲等の内容、その

実施の時期及び範囲を計画しなければならな

い。 

 

20．監査チームのメンバーに対する指示、監

督、監査調書の査閲等の内容、その実施の時

期及び範囲は、企業の規模と複雑性、監査の

領域、重要な虚偽表示のリスク、監査チーム

のメンバーの能力や適性などによって異な

る。 

 

21．監査人は、重要な虚偽表示のリスクの評価

に基づき、監査チームのメンバーに対する指

示及び監督の内容、その実施の時期及び範囲

を計画する。 

  監査人は、重要な虚偽表示のリスクの程度

が高いと評価した領域については、監査チー

ムのメンバーに対する指示及び監督をより広

範囲に適時に行うとともに、より詳細に監査

調書の査閲等を行う。 

  監査人は、監査チームのメンバーの能力や

適性に基づき、監査調書の査閲等の内容、そ

の実施の時期及び範囲を計画する。 

 Considerations Specific to Smaller Entities     

 A15. If an audit is carried out entirely by the 
engagement partner, questions of direction and 
supervision of engagement team members and 
review of their work do not arise. In such cases, the 
engagement partner, having personally conducted 
all aspects of the work, will be aware of all material 
issues. Forming an objective view on the 
appropriateness of the judgments made in the 
course of the audit can present practical problems 
when the same individual also performs the entire 
audit. If particularly complex or unusual issues are 
involved, and the audit is performed by a sole 
practitioner, it may be desirable to consult with 
other suitably-experienced auditors or the auditor’s 
professional body. 

   

Documentation  Documentation (Ref: Para. 12) 《４．監査調書》 《５．監査調書》（第 11 項参照） 《５．文書化》 
12. The auditor shall include in the audit 

documentation:  
6 

(a)  The overall audit strategy; 
(b)  The audit plan; and 
(c)  Any significant changes made during the audit 

engagement to the overall audit strategy or the 
audit plan, and the reasons for such changes. 
(Ref: Para. A16-A19) 

 
6 ISA 230, “Audit Documentation,” paragraphs 8-11, 

and paragraph A6. 

A16. The documentation of the overall audit 
strategy is a record of the key decisions considered 
necessary to properly plan the audit and to 
communicate significant matters to the engagement 
team. For example, the auditor may summarize the 
overall audit strategy in the form of a memorandum 
that contains key decisions regarding the overall 
scope, timing and conduct of the audit. 

 

11．監査人は、以下の事項を監査調書に記載し

なければならない。（A15 項から A18 項参照）

（監査基準委員会報告書 230「監査調書」第７

項から第 10 項及び A6 項参照） 

(1) 監査の基本的な方針 

(2) 詳細な監査計画 

(3) 監査の基本的な方針又は詳細な監査計画

について監査期間中に行われた重要な変更

の内容及びその理由 
 

A15．監査の基本的な方針の監査調書は、監査を

適切に計画し、重要な事項を監査チームメン

バーに伝達するために必要と考えられる、主

要な決定事項を記録するものである。例え

ば、監査人は、監査の基本的な方針、すなわ

ち監査の全体的な範囲、実施時期及び実施に

関する主要な決定事項などを簡潔な様式によ

り文書化することがある。 
 

22．監査人は、監査期間中に行った重要な修正

を含めて、監査の基本的な方針及び詳細な監

査計画を文書化しなければならない。 

 

23．監査人は、監査の基本的な方針の文書化に

よって、適切に監査計画を策定するために必

要と考えられる重要な決定事項を記録し、監

査チームのメンバーに伝達する。例えば、監

査人は、監査業務の範囲、監査の実施の時期

及び監査の方向性に関する重要な決定事項を

含んだ監査の基本的な方針を要約して文書化

することがある。 

 

25．監査人は、当初策定した監査の基本的な方

針及び詳細な監査計画の重要な修正を行った



300 

－  － 8

Clarity 版 ISA  [Requirement etc] [Application etc] 報告書 [要求事項等] [適用指針] 主な現行の監査実務指針 

場合には、その理由及び修正を招いた事象、

状況又は監査手続の実施結果が想定した結果

と異なった場合の監査人の対応を記録する。

例えば、監査人は、重要な企業結合が生じた

場合や財務諸表の重要な虚偽の表示を識別し

た場合には、策定した監査の基本的な方針及

び詳細な監査計画を大幅に修正することがあ

る。 

 A17. The documentation of the audit plan is a 
record of the planned nature, timing and extent of 
risk assessment procedures and further audit 
procedures at the assertion level in response to the 
assessed risks. It also serves as a record of the 
proper planning of the audit procedures that can be 
reviewed and approved prior to their performance. 
The auditor may use standard audit programs or 
audit completion checklists, tailored as needed to 
reflect the particular engagement circumstances.  

 

 A16．詳細な監査計画の監査調書は、計画したリ

スク評価手続並びに評価したリスクに対応し

て計画したアサーション・レベルにおけるリ

スク対応手続の種類、時期及び範囲を記録す

るものである。また、監査手続の実施に先立

って監査手続の計画の適切性を査閲及び承認

するための記録としても有用である。 

監査人は、標準的な監査手続書又は監査完

了チェックリストを個々の監査業務の状況を

反映するために必要な修正を加えた上で使用

することもある。 
 

15．（・・・）   監査人は、詳細な監査計

画の文書化によって、事前に査閲、承認され

た適切な監査計画に基づき監査手続を実施し

ていることを記録として残すことができる。 

 

24．監査人は、詳細な監査計画の文書化によっ

て、以下の事項を記録として残すことができ

る。 

・ 計画したリスク評価手続、その実施の時

期及び範囲 

・ 計画したリスク対応手続、その実施の時

期及び範囲 

  監査人は、詳細な監査計画を文書化するに

当たって、標準的な監査手続書又はチェック

リストを使用することができる。この場合に

は、個々の監査業務の状況を反映して適切に

見直しを行う必要がある。 

 A18. A record of the significant changes to the 
overall audit strategy and the audit plan, and 
resulting changes to the planned nature, timing and 
extent of audit procedures, explains why the 
significant changes were made, and the overall 
strategy and audit plan finally adopted for the audit. 
It also reflects the appropriate response to the 
significant changes occurring during the audit. 

 

 A17．監査の基本的な方針及び詳細な監査計画に

対する重要な変更、これに伴う監査手続の種

類、時期及び範囲に対する変更の記録は、重

要な変更が行われた理由及び最終的な監査の

基本的な方針と詳細な監査計画を採用した理

由を説明する。これには、監査期間中に発生

した重要な変更への適切な対応についても反

映させる。 
 

25．（・・・） 例えば、監査人は、重要な企

業結合が生じた場合や財務諸表の重要な虚偽

の表示を識別した場合には、策定した監査の

基本的な方針及び詳細な監査計画を大幅に修

正することがある。 

  監査人は、監査の基本的な方針及び詳細な

監査計画の重要な修正、並びにこれに基づく

計画した監査手続、その実施の時期及び範囲

の修正を記録することにより、最終的に採用

した監査の基本的な方針及び詳細な監査計画

を明示し、監査期間中に生じた重要な変化に

適切に対応したことを示すことができる。 

 Considerations Specific to Smaller Entities   《小規模企業に特有の考慮事項》  

 A19. As discussed in paragraph A11, a suitable, 
brief memorandum may serve as the documented 
strategy for the audit of a smaller entity. For the 
audit plan, standard audit programs or checklists 
(see paragraph A17) drawn up on the assumption of 
few relevant control activities, as is likely to be the 
case in a smaller entity, may be used provided that 
they are tailored to the circumstances of the 
engagement, including the auditor’s risk 
assessments. 

 A18．小規模企業のための監査の基本的な方針の

監査調書は、A11 項に記載したとおり、簡潔な

様式を利用することがある。 

また、詳細な監査計画の監査調書として、

監査に関連する統制活動をほとんど有してい

ない小規模企業を前提にした標準的な監査手

続書又は監査完了チェックリストを監査人に

よるリスク評価を含む監査業務の状況に応じ

た修正を加えた上で使用することがある。 
 

26．文書化の様式と程度は、企業の規模や複雑

性、重要性、監査計画に関連する他の文書化

の程度及び個々の監査業務の状況により異な

る。 

Additional Considerations in Initial Audit 
Engagements  

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

 

《５．初年度監査における追加的な考慮事項》 《６．初年度監査における追加的な考慮事項》

（第 12 項参照） 

《Ⅴ 初年度監査における追加的な検討》 

13. The auditor shall undertake the following 
activities prior to starting an initial audit:  
(a)  Performing procedures required by ISA 220 

regarding the acceptance of the client 
relationship and the specific audit engagement;7 

and 
 (b)  Communicating with the predecessor auditor, 

where there has been a change of auditors, in 

A20. 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 

12．監査人は、初年度監査の開始前に、以下の

事項を実施しなければならない。（A19 項参

照） 

(1) 監査契約の締結の可否に関して、監査基

準委員会報告書 220 で要求される事項（監

基報 220 第 11 項及び第 12 項参照） 

(2) 監査人の交代が行われる場合には、職業

倫理に関する規定及び監査基準委員会報告

A19．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

28．監査人は、初年度監査の開始に当たって、

以下の事項を実施しなければならない。 

(1) 監査契約の締結の可否に関する手続 

(2) 監査人の交代があった場合には、関連す

る職業倫理に関する事項（監査基準委員会

報告書第 33 号「監査人の交代」等）に準拠

した前任の監査事務所との引継 
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compliance with relevant ethical requirements. 
(Ref: Para. A20) 

 
7  ISA 220, paragraphs 12-13. 

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. 10 

・ 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).  

 
10 ISA 510, “Initial Audit Engagements—Opening 

Balances.” 

書 900「監査人の交代」で要求される前任監

査人からの引継 
 

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。） 
 

29．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。 

  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監査経験がないため、

計画活動をより広く実施する場合がある。 

  初年度監査においては、監査人は、監査の

基本的な方針の策定と詳細な監査計画の作成

に関して、以下の事項を考慮する場合があ

る。 

・ 前任の監査事務所との引継（例えば、前

任監査人の監査調書の閲覧） 

・ 監査人としての最初の選任に際して経営

者と協議する主要問題、監査役等へのこれ

らの問題の伝達、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

拠を入手するための監査手続 

・ 予期される特別な検討を必要とするリス

ク（監査基準委員会報告書第 29 号「企業及

び企業環境の理解並びに重要な虚偽表示の

リスクの評価」第 102 項参照）に対応する

ための、適切な能力や適性がある監査事務

所のメンバーの配置 

・ 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が要求するその他の手

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、重要な監査手続の開

始前における監査の基本的な方針の検討及

び発行前における報告書の検討に所定の担

当者の関与が要求されることがある 

Effective Date   《Ⅳ 適用》  《Ⅵ 発効及び適用》 
3.  This ISA is effective for audits of financial 

statements for periods beginning on or after 
December 15, 2009. 

 

 本報告書は、平成 24 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

会計期間に係る監査から適用する。 
 

 30．本報告書は、平成 17 年３月 31 日に発効

し、平成 18 年４月１日以後開始する事業年度

に係る監査から適用する。 

  ただし、同日前に開始する事業年度に係る

監査から本報告書を適用することを妨げな

い。なお、早期に適用するに当たっては、監

査基準委員会報告書第 28 号「監査リスク」、

同第 29 号「企業とその環境の理解及び重要な

虚偽表示リスクの評価」、同第 30 号「評価し

たリスクに対応する監査人の手続」及び同第

31 号「監査証拠」を同時に適用しなければな

らない。 

 

31．本報告書の発効をもって、監査基準委員会

報告書第６号「監査計画」（平成８年３月 26

日）は廃止する。ただし、本報告書を適用す

る事業年度前の事業年度に係る監査において

は、同報告書を適用する。 

 

32．「監査基準委員会報告書第 27 号「監査計

画」の一部改正について」（平成 18 年３月 30
日）は、平成 18 年４月１日以後開始する事業年

度に係る監査から適用する。ただし、平成 18 年

３月決算に係る財務諸表の監査から「監査基準

の改訂に関する意見書」を早期に実施する場合

は、本改正についてもこれにあわせ早期適用す
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るものとする。 
     
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） 
《付録 監査人が監査の基本的な方針を策定す

る際の考慮事項の例示》 

 This appendix provides examples of matters the auditor may consider in establishing the overall audit 
strategy. Many of these matters will also influence the auditor’s detailed audit plan. The examples provided 
cover a broad range of matters applicable to many engagements. While some of the matters referred to 
below may be required by other ISAs, not all matters are relevant to every audit engagement and the list is 
not necessarily complete.   

本付録は、監査人が監査の基本的な方針を策定する際に考慮することがある事項の例を示してい

る。これらの考慮事項の多くは、詳細な監査計画にも影響を与えることがある。本例示は、多くの

監査業務に適用可能な事項を広範囲に扱ったものである。また、他の監査基準委員会報告書等によ

って要求されている事項もあるが、すべてがあらゆる監査業務に関連しているとは限らず、また必

ずしも網羅されているとはいえない。 
 

  本例示は、多くの監査業務に該当する一般

的な事項を包含したものであり、順不同で記

載したものである。また、他の監査基準委員

会報告書等によって要求されている事項もあ

るが、すべてがあらゆる監査業務に関連して

いるとは限らず、また必ずしも網羅されてい

るとはいえない。なお、考慮事項の多くは、

詳細な監査計画にも影響を与えることがあ

る。 

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

・ 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 financial statements in addition to an audit for 

consolidation purposes.  
・ The availability of the work of internal auditors and the extent of the auditor’s potential reliance on 

such work.  
・ 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. 

・ 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 

・ 内部監査人の作業の利用可能性及び内部監査に対して予定される監査人の依拠の程度 

・ 企業による委託会社の利用状況及び当該業務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 

 

  監査人は、監査業務の範囲を決定する際

に、次の事項を考慮する場合がある。 

・ 行政官庁によって義務付けられている産

業特有の報告事項 

・ 予定する監査実施割合（例えば、子会社

等の数や所在地） 

・ 連結の範囲を決定する親会社と子会社等

との支配従属関係 

・ 他の監査人が監査する子会社等の範囲 

・ 企業の事業内容及び企業が属する産業に

関する専門知識の必要性 

・ 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子会社等

の法定監査の必要性 

・ 内部監査の利用可能性 

・ 企業による委託業務の利用状況及び当該

業務に係る内部統制のデザイン、適用又は

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、リスク評価手続により入

手した監査証拠） 

・ 監査手続の実施におけるＩＴの有効性

（例えば、データやコンピュータ利用監査

技法の利用可能性） 

・ 実施すべき監査手続、その実施の時期及

び範囲に関する期中の財務情報の監査や意

見表明業務との調整、及びそれらから得ら

れた情報の監査への影響 

・ 監査に影響を与える可能性のある事項に

ついて、企業に対し監査以外の業務を実施

している監査事務所内の責任者との協議 

・ 企業の従業員の業務やデータの利用可能

性 

Reporting Objectives, Timing of the Audit, and Nature of Communications   《２．報告の目的、監査の実施時期及びコミュニケーションの内容》 《２．監査の実施の時期及び必要なコミュニケ

ーション》 

・ The entity's timetable for reporting, such as at interim and final stages.  
・ The organization of meetings with management and those charged with governance to discuss the 

nature, timing and extent of the audit work.   
・ The discussion with management and those charged with governance regarding the expected type and 

timing of reports to be issued and other communications, both written and oral, including the auditor's 
report, management letters and communications to those charged with governance.  

・ 企業の報告に関する日程（例えば、期中と最終段階） 

・ 実施する監査手続の種類、時期及びカバレッジに関して経営者及び監査役等との間で協議を

行うための体制 

・ 発行すべき報告書及び文書又は口頭によるその他の報告の内容や時期についての経営者及び

監査役等との協議（例えば、監査報告書、マネジメントレター及び監査役等とのコミュニケー

ション） 

  監査人は、監査の実施の時期及び必要なコ

ミュニケーションを決定する際に、次の事項

を考慮する場合がある。 

・ 財務報告の予定時期及び監査報告の期限 

・ 実施すべき監査手続、その実施の時期及

び範囲について、監査役等及び経営者と協
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・ The discussion with management regarding the expected communications on the status of audit work 
throughout the engagement.   

・ Communication with auditors of components regarding the expected types and timing of reports to be 
issued and other communications in connection with the audit of components.  

・ The expected nature and timing of communications among engagement team members, including the 
nature and timing of team meetings and timing of the review of work performed.  

・ Whether there are any other expected communications with third parties, including any statutory or 
contractual reporting responsibilities arising from the audit. 

・ 監査実施期間において、監査業務の遂行状況に関して期待されるコミュニケーションについ

ての経営者との協議 

・ 構成単位の監査に関連して発行すべき文書及びその他の事項の種類と時期についての構成単

位の監査人との協議 

・ 監査チーム内のコミュニケーションで期待される内容とその実施時期（例えば、実施した監

査手続に関する監査調書の査閲の実施時期） 

・ 第三者に対して予想される報告の有無（例えば、監査に関連して生じるすべての法的又は契

約上の報告責任） 

 

議する日程 

・ 発行すべき報告書及び文書や口頭による

その他の報告の内容や時期についての監査

役等及び経営者との協議（例えば、監査報

告書、マネジメントレター及び監査役等と

のコミュニケーション） 

・ 監査期間中の監査実施状況に関する報告

や監査手続から発見される事項のうち報告

可能なものについての経営者との協議 

・ 子会社等の監査人への報告事項、報告様

式及びその期限等の通知 

・ 第三者への予想される報告の有無（例え

ば、監査から生ずる法的又は契約上の報告

責任の有無） 

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》 《３．監査の方向性》 

• The determination of materiality in accordance with ISA 32011 and,  where applicable: 
○ The determination of materiality for components and communication thereof to component auditors in 
accordance with ISA 600.12 
○ 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 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.  
・ 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.  
・ 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.  
・ Significant changes in the financial reporting framework, such as changes in accounting standards. 
・ Other significant relevant developments, such as changes in the legal environment 

affecting the entity.  

・ 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」（以下「監査基準委員会報告書 600」とい

う。）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、第 39 項(3)参照） 

－ 重要な構成単位、並びに重要な取引種類、勘定科目、開示等の予備的な識別 

・ 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 

・ 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） 

 

  監査人は、監査の方向性を決定する際に、

次の事項を考慮する場合がある。 

・ 監査上の重要性 

－ 詳細な監査計画を作成するために必要

な重要性の基準値の設定 

－ 監査の実施過程での重要性の基準値の

見直し 

－ 子会社等の監査人への重要性の判断基

準の通知 

－ 重要な子会社等の識別 

－ 重要な勘定の識別 

・ 重要な虚偽表示のリスクの程度が高い監

査の領域 

・ 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示の

リスクが、監査チームのメンバーに対する

指示、監督、監査調書の査閲等に与える影

響 

・ 監査チームの編成における監査業務に係

る審査の担当者の選定の必要性 

・ 重要な虚偽表示のリスクの程度が高い領

域への適切な経験や能力がある者の配置の

必要性 

・ 重要な虚偽表示のリスクの程度が高い領

域への監査時間の配分の適切性 

・ 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のメ

ンバーに周知徹底する方法 

・ 内部統制の有効性を評価した過年度の監

査結果（例えば、発見した内部統制の不備

及びその不備に対する改善措置） 

・ 内部統制の有効性に関する監査証拠の入

手の必要性 

・ 適切な内部統制の構築及び維持に関する

経営者の姿勢を裏付ける証拠 

・ 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） 
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・ 新しい会計基準の影響 

・ 企業が採用している会計方針及びその変

更 

・ 在外子会社等が採用している会計基準 

・ 会計上の見積りや複雑な計算等を伴う会

計処理の識別 

・ 関連当事者との取引（例えば、関連当事

者の範囲、関連当事者との資本・人事・営

業上の関係、関連当事者との取引内容・規

模） 

・ 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） 
11 ISA 320, “Materiality in Planning and Performing an Audit.”   
12  ISA 600 (Revised and Redrafted), “Special Considerations—Audits of Group Financial Statements 

(Including the Work of Component Auditors), paragraphs 21-23 and 40(c). 
  

Nature, Timing and Extent of Resources  《４．監査チームの編成》  
・ The selection of the engagement team (including, where necessary, the engagement quality control 

reviewer) and the assignment of audit work to the team members, including the assignment of 
appropriately experienced team members to areas where there may be higher risks of material 
misstatement.  

・ Engagement budgeting, including considering the appropriate amount of time to set aside 
for areas where there may be higher risks of material misstatement.  

・ 監査チームの選定（必要に応じて審査担当者を含む。）と、監査チームメンバーへの作業の

割当て（重要な虚偽表示リスクの程度が高い可能性のある領域への適切な経験を有する監査チ

ームメンバーの配置を含む。） 

・ 重要な虚偽表示リスクの程度が高い可能性のある領域への監査時間の配分 

 

 

 
 


