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IAASBについて 

 

本公開草案は、国際監査・保証基準審議会（IAASB）によって策定され承認された。 

IAASBの目的は、高品質の監査、保証及びその他の関連する基準を設定し、国内外の監査及び保証基準

の収斂を促進することにより公共の利益に資することであり、それにより、世界中の業務の質と一貫

性を高め、グローバルな監査及び保証の専門家に対する信頼を強化することにある。 

IAASBは、IAASBの活動を監視する公益監視委員会、及び基準及びガイダンスの策定に公益の助言を提

供するIAASB諮問助言グループが関与する共通の基準設定プロセスの下で、全ての会計専門家が使用す

る監査及び保証基準並びにガイダンスを策定している。IAASBの運営をサポートする構造とプロセスは、

国際会計士連盟（IFAC）によって支援されている。 
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コメントの要請 

 

この公開草案は、国際監査・保証基準審議会（IAASB®）が策定し、承認した、IESBA倫理規程の改訂に

伴うISA 700（改訂）「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及びISA 260（改訂）「ガバナンスに

責任を有する者とのコミュニケーション」の狭い範囲の改訂案であり、企業が社会的影響度の高い事

業体（PIE）の独立性要求事項を適用している場合の開示を要求しています。 

 

この公開草案に含まれている提案は、最終版が公表される前に寄せられたコメントに基づいて修正さ

れる可能性があります。 

コメントは、2022年10月４日までにお寄せください。 

コメントは、IAASBのウェブサイトから「コメント提出（Submit a Comment）」のリンクを使って電子

的に提出してください。コメントは、PDFと Word ファイルの両方でお寄せください。初めて使用する

際には、必ず登録してからこの機能を使用してください。コメントは全て公表資料とみなされ、最終

的に上記ウェブサイトに掲載される予定です。 

本文書は、IAASBのウェブサイト（www.iaasb.org）からダウンロードできます。承認済み文書は英語

で公表されています。

https://www.iaasb.org/
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はじめに 

1. 本文書は、会計事務所が社会的影響度の高い事業体（PIE）に関する独立性の要求事項を適用し

ている場合にその旨を開示することを求めるIESBA倫理規程1の改訂（IESBAの透明性に関する要求

事項）に伴い、IAASBが一部の国際監査基準（ISA）の狭い範囲の修正を提案した背景とその説明

を提供するものである。IAASBは、2022年6月17日にISA 700（改訂）及びISA 260（改訂）の改訂

案の公表を承認した。 

 

背景 

上場企業とPIEに関するIESBAプロジェクトの経緯 

2. 2019年12月、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）は、「上場企業及び社会的影響度の高い事業

体の定義」プロジェクトを承認し、2021年1月に公開草案「倫理規程における上場企業及び社会

的影響度の高い事業体の定義の改訂案」（以下「2021年IESBA PIE ED」という。）を公表した。 

3. 2021年IESBA PIE EDでは、IAASBの基準、特にISQM2とISAにも関連する様々な事項が議論されてお

り、IESBAはそれらの事項に関してIAASBの利害関係者から予備的見解を求めるために特定の質問

を含めていた。これには、以下に関する具体的な質問が含まれる。3 

(a) IESBAが設定した包括的な目的。これには、特定の企業に対して差異を設けた要求事項を設

定する際に、ISQMとISAに関してどのようにアプローチするかを含め、包括的な目的を

IESBAとIAASBの両方が使用することができるかという質問も含まれていた。 

(b) IAASBの基準において、特定の企業に対して差異を設けた要求事項を設定するためのケース

バイケースのアプローチ。これには、IAASBの基準において既に設定されている差異を設け

た要求事項が、上場企業のみに適用されるべきか、それとも全てのカテゴリーのPIEに対し

てより広範に適用され得るかを決定するためのケースバイケースのアプローチ案について

のフィードバックを求める質問が含まれていた。 

(c) 会計事務所がPIEに関する独立性の要求事項を適用している場合の公表の適切なメカニズム

について。これには、監査報告書の中で開示することが適切かどうか、適切な場合、監査

報告書においてどのような方式で開示するかという質問が含まれていた。 

IAASBは、利害関係者からのフィードバックを、上場企業とPIEに関するプロジェクトの検討に

おける情報収集及び調査活動の一部として活用している。 

4. 2021年12月、IESBAは、上場企業及びPIEに関するIESBA倫理規程のパート4A及び用語集の改訂

（IESBA倫理規程（改訂））4を承認した。IESBA倫理規程の改訂は、2024年12月15日以後開始する

期間の財務諸表の監査及びレビューから適用される。 

 

 
1 国際会計士倫理基準審議会「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）」（IESBA倫理規程） 
2 国際品質マネジメント基準 
3 IESBA の検討事項には、2021年 IESBA PIE ED の質問 1-14 が含まれるが、これらの質問に対するフィードバックは IAASB 

にも関連するものであった。2021年 IESBA PIE ED の質問 15（a）-（c）は、IAASB に特化した内容であった。 
4 最終公表「上場企業及び社会的影響度の高い事業体の定義の改訂」のR400.20項からR400.21項参照 

https://www.ifac.org/system/files/meetings/files/Agenda-Item-3-Definitions-of-Listed-Entity-and-PIE-Approved-Project-Proposal.pdf
https://www.ifac.org/system/files/meetings/files/Agenda-Item-3-Definitions-of-Listed-Entity-and-PIE-Approved-Project-Proposal.pdf
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code?utm_source=Main%2BList%2BNew&utm_campaign=83da5c7f8c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_11_04_34&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-83da5c7f8c-80693284
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=83da5c7f8c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_11_04_34&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-83da5c7f8c-80693284
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IAASBの上場企業及びPIEに関するプロジェクト 

5. 2022年３月、IAASBは、上場企業及びPIEに関する狭い範囲の基準維持プロジェクトを実施するた

めのプロジェクト・プロポーザルを承認した。当該プロジェクト・プロポーザルの中には、公共

の利益に資するための以下のプロジェクト目的が含まれている。 

(a) IESBA倫理規程の改訂とISQM及びISAの間で、使用されている定義とその基礎となる主要概

念の収斂を可能な限り達成し、それらの相互運用性を維持すること。 

(b) 特定の企業に対して差異を設けた要求事項が適切となる事項に関するIAASBの判断を支える

目的及び指針を確立すること。 

(c) 特定の企業に対する監査業務の実施に関する利害関係者の期待の高まりに対応するために、

ISQM及びISAにおける上場企業に対する差異が設けられた既存の要求事項の適用対象を修正

するかどうか、及びその度合いを決定し、それによって、これらの企業に対する監査業務

の信頼性を向上させること。 

(d) 特定の企業の財務諸表監査を行う際に適用される、独立性に関する倫理規則について透明

性を高めるために、監査報告書が適切なメカニズムであるかどうかを判断すること（第３

項(c)も参照）。 

6. IESBA倫理規程の改訂が2024年12月15日以後開始する期間の財務諸表の監査及びレビューから適

用されることから、IAASBは、IESBAの透明性に関する要求事項の運用をサポートするために、第

５項(d)のプロジェクト目的に関してより迅速に行動する必要があると認識した。そこで、IAASB

は、上場企業及びPIEに関するプロジェクトを二つのトラックに分けて実施することを決定した。 

(a) トラック１：第５項(d)のプロジェクト目的に対応する、より迅速なトラックであり、適用

日はIESBA倫理規程の改訂と一致させる。 

(b) トラック２：第５項(a)～(c)の他の全てのプロジェクト目的を扱う別のトラックで、適用

日は遅い。 

本公開草案は、IAASBの上場企業及びPIEに関する狭い範囲の基準維持プロジェクトのトラック

１を実施するに当たり、ISA 700（改訂）及びISA 260（改訂）の修正案を取り扱うものである。 

 

IESBA と IAASB の連携について 

7. IESBAとIAASBは、IESBAとIAASBの基準におけるPIEと「上場企業」の概念の収斂を可能な限り実

現するために、両審議会間の連携が重要であると認識している。このような収斂により、各審議

会が行う提案の相互運用が可能となる。 

8. したがって、IAASBとIESBAのプロジェクトを通じて、スタッフの連携、それぞれの審議会のタス

クフォースへのIAASBとIESBAのメンバーの参加、IAASBのボード会議でのIESBA代表を含めた議論、

IESBAとIAASBの合同CAG討議、IESBAとIAASBの合同法域/各国基準設定主体（NSS）セッションを

通じて両審議会の間で広範囲な連携が行われてきた。 

 

 

 

https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/Project-Proposal-Listed-Entity-Public-Interest-Entity.pdf
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IESBAの透明性に関する要求事項の背景 

9. IESBAは、2021年IESBA PIE EDにおいて、会計事務所に対し、企業がPIEとして取り扱われている

かどうかを公表することを求める新たな透明性に関する要求事項を提案した。この提案は、PIE

である企業の分類が国・地域によって異なること、また、追加の企業をPIEとして扱うべきかど

うかを会計事務所が判断することを新たに要求していることから、会計事務所が企業をPIEとし

て扱っているかどうかについて、一般の間で不確実性が増す可能性があるとIESBAが認識したこ

とから導入されたものである。 

10. 透明性に関する要求事項の提案を支持する回答者の中には、財務諸表の監査に対する信頼性を高

めることで、企業の財務諸表に対する利害関係者の信頼性を高めるという提案の目的を考えると、

企業がPIEとして扱われているかどうかを利害関係者が認識することが重要であるとの見解を示

した者が数名いた。しかし、監査クライアントがPIEとして扱われているかどうかを開示すると

いう透明性に関する要求事項の提案を支持しない回答者は、混乱を招く恐れがある、関連性がな

い、開示が有用であるためにはより多くの情報を提供する必要があると指摘した（これらの見解

の詳細については、IESBAの「結論の根拠：倫理規程における上場企業及び社会的影響度の高い

事業体の定義の改訂案」の第133項を参照）。 

11. IESBAは、2021年IESBA PIE EDにおいて開示のメカニズムを明示せず、IESBAの透明性に関する要

求事項を達成するために考えられるメカニズムについて、回答者から意見を求めていた。さらに、

IAASBの最初の情報収集を支援するため、2021年IESBA PIE EDにおいて、監査報告書がそのような

開示のための適切な媒体であると考えるか、もしそうなら、監査報告書においてどのような方式

で開示するかについてコメントするよう回答者に求めていた。回答者は、会計事務所が企業を

PIEとして扱っているかどうかを開示するための適切なメカニズムについて、様々な意見を表明

した。大多数の回答者は、監査報告書を適切な開示メカニズムとして利用することを支持したが、

多くの回答者は、会計事務所が追加的な企業をPIEとして「取り扱う」かどうかを決定し、当該

企業をPIEとして「取り扱った」かどうかを公表することを求めることには賛成できない、と強

調した。また、監査報告書による開示を支持しなかった者、さらなる調査が必要であると提案し

た者、他の開示のメカニズムを提案した者もいた。 

12. 上場企業とPIEに関するIESBA倫理規程のパート４A及び用語集の改訂を最終的に決定するに当た

り、IESBAは様々な見解を検討した。新たな透明性に関する要求事項案に関してIESBAが行った主

な決定は以下のとおりである。 

(a) 要求事項を、企業がPIEとして「扱われたかどうか」から、監査の実施においてPIEに関す

る独立性の要求事項が適用されたかどうかに変更する。これは、PIEの監査人が非PIEの監

査人よりも高い独立性を有している、あるいはPIEの監査が非PIEの監査よりも質が高いと

いう認識を不用意に一般に持たれてしまう懸念を緩和するためである。 

(b) 要求事項を遵守することが、監査業務の依頼人の機密の将来計画を開示することを意味す

る場合、その遵守を免除することを認める（IESBA倫理規程（改訂）の R400.21 項を参照）。 

(c) 開示は、「利害関係者に対する情報の適時性及びアクセス可能性を考慮して適切と考えら

れる方法で」行われるべきであることを明確化する。これは、監査報告書が常に公開され

るとは限らない、又は配布が制限される場合があるという懸念を緩和するために、IESBAが

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Basis-for-Conclusions_Listed-Entity-and-Public-Interest-Entity.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Basis-for-Conclusions_Listed-Entity-and-Public-Interest-Entity.pdf
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追加したものである。 

13. IESBAの「結論の根拠：倫理規程における上場企業及び社会的影響度の高い事業体の定義の改訂

案」の第141項から第143項において、IESBAは以下のように指摘した。 

(a) 特に、IAASBは、監査報告書がそのような開示のための適切な媒体であるかどうかをまだ調

査していないため、許容される公表形態に関するIESBAの更なる指針は有用であると考えら

れる。この点に関して、IESBAは、考え得る開示手段として、監査報告書に加えて、会計事

務所の透明性報告書、及び会計事務所、企業又は各国団体のウェブサイトがIESBA PIE EDの

回答者から提案されていたことを指摘した。 

(b) IAASBがまだこの問題を検討していないことから、IESBAの倫理規程の改訂を確定する時点

では、他の開示メカニズムの例を倫理規程に含めることは適切ではないとIESBAは考えた。

IESBAが「利害関係者に対する情報の適時性及びアクセス可能性を考慮して適切と考えられ

る方法で」と言及したのは、より原則主義のアプローチを提供し、透明性に関する要求事

項を遵守するための適切な開示メカニズムを検討する際に会計事務所を支援することを意

図したものである。 

(c) 本件についてのIAASBの審議が終了した後、IESBAは、更なる指針やIESBA倫理規程の適合修

正が必要かどうかを含め、本件に関する更なる措置の必要性を検討することとなる。 

 

セクション１ 回答者向けガイド 

 

 

セクション２ 重要な事項 
セクション2-A -公共の利益の問題への対応 

14. 以下は、公共の利益となる。 

(a) 多くの国又は地域がIAASBの基準とIESBA倫理規程の両方を利用していることを考慮し、

IAASBの基準がIESBA倫理規程と調和し、混乱することなく運用されること。 

(b) IAASBの基準においてIESBA倫理規程の改訂を認知し、矛盾していたりIESBA倫理規程の改訂

された要求事項に適切な注意を向けるべきである場合にそうしなかったりすることによっ

て、それを損なうことのないようにすること。 

(c) IESBA倫理規程がIAASB基準と関連のある行動を要求している場合、その状況を支持又は認

識すること。 

15. 監査人と利害関係者との間で透明性のある方法でコミュニケーションを行うことにより、利害関

係者が監査を理解し、監査が適切に実施されたという利害関係者の信頼を高め、それによって財

IAASBは、本公開草案で取り上げられた全ての事項、特に「コメントの要請」で特定された事項に関

するコメントを歓迎する。コメントは、特定の項に言及し、コメントの理由を記載し、提案された

文言の変更について具体的な提案をすることが最も有用である。回答者が公開草案の提案に同意し

ている場合、IAASBの提案に対する支持を表明していなければ、必ずしも支持を推し量ることはでき

ないため、このような見解をIAASB に示すことは有用である。 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Basis-for-Conclusions_Listed-Entity-and-Public-Interest-Entity.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Basis-for-Conclusions_Listed-Entity-and-Public-Interest-Entity.pdf
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務諸表に対する信頼が構築される。IAASBは、PIEの監査実施における監査人の独立性に関する利

害関係者の期待が高まっていることから、監査実施時に適用された独立性の要求事項に関する透

明性を高めるIESBAの取組みを支持する。 

16. 監査報告書は、実施された監査について利用者に伝達するための重要なメカニズムである。した

がって、IAASBは、IESBAの透明性に関する要求事項の運用を支援するために、ISA 700(改訂)の

狭い範囲の改訂を提案している。IAASBは、IESBAの透明性に関する要求事項を達成するためのメ

カニズムとして監査報告書を使用するISA 700（改訂）の改訂は、以下の理由から適切であると

考えている。 

(a) 関連する倫理規則に、当該倫理規則で規定される特定の企業に対して適用される独立性の

要求事項に関する透明性の要求事項が含まれている場合、世界的に監査人の報告の一貫性

と比較可能性を確保することができる。 

(b) IESBAの透明性に関する要求事項を運用するための明確なメカニズムを提供する。 

(c) 監査報告書は、監査済財務諸表の利用者にとってアクセス可能である。5 

IAASBは、IAASB基準には、監査済財務諸表の全ての利用者へのコミュニケーションに対応する

メカニズムが他には存在しないことに留意している。 

17. ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーションは、独立性に関連する事項や監査報告書の

様式及び内容を取り扱うことから、ISA 260（改訂）の狭い範囲の改訂も提案している。 

 

セクション2-B - ISA 700（改訂）及びISA 260（改訂）のIAASBによる改訂案 

ISA 700（改訂）の改訂案 

18. ISA 700（改訂）第28項(c)では、監査人に関連する倫理規則の国若しくは地域を特定すること、

又はIESBA倫理規程に言及することが求められている。ただし、IESBA倫理規程におけるPIEに関

する独立性の要求事項のように、関連する倫理規則のうち特定の企業の財務諸表の監査にのみ適

用される差異が設けられた独立性の要求事項を適用しているかどうかについて明示することは求

められていない。 

19. IAASBは、ISA 700(改訂)の第28項(c)の要求事項を修正し、特定の企業の財務諸表監査について

差異が設けられた独立性の要求事項を適用している旨の公表を要求するアプローチとして、次の

二つの可能性を特定した。 

(a) 関連する倫理規則が、特定の企業の財務諸表監査について差異が設けられた独立性の要求

事項を適用している旨の公表を要求している場合にのみ適用される条件付要求事項。この

条件を満たす場合、監査人は、監査報告書において、これらの企業に関連する独立性に関

する倫理規則が適用されたことを示すことが要求される。 

又は、 

 
5 IESBAの「結論の根拠：倫理規程における上場企業及び社会的影響度の高い事業体の定義の改訂」の第144項から第146項で

は、適切な開示の形態が何かに関するIESBAの検討と、監査報告書が公開されない場合にIESBAの透明性に関する要求事項を

会計事務所がどのように満たすことができるかが説明されている。 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Basis-for-Conclusions_Listed-Entity-and-Public-Interest-Entity.pdf
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(b) 特定の企業の財務諸表監査について差異が設けられた独立性の要求事項が適用されている

場合、関連する倫理規則によって、差異が設けられた独立性の要求事項が適用されたこと

を監査人が公表することが要求されていない場合でも、全ての状況において適用される無

条件の要求事項 

20. IAASBは、以下の理由から条件付要求事項を支持する。 

(a) 関連する倫理規則が監査人に開示を要求していない場合、当該企業に関連する独立性に関

する倫理規則を適用したことを監査報告書において開示する義務が監査人に課されないた

め。これにより、IESBA倫理規程を採用していない国又は地域は、倫理規則の設定において、

倫理規則に透明性に関する要求事項を設けることが適切かどうか、また、透明性に関する

要求事項に当該開示を行うことが適切ではない場合（例えば、開示により企業の機密の将

来計画が明らかになる場合等）を明記するかどうかを決定することができる。 

(b) 全ての状況において開示を義務付けることは、国又は地域の法令等を含む関連する倫理規

則が、PIEでない、又はPIEの一つのカテゴリーにすぎない特定の企業に独立性の要求事項

を課す場合に、開示を拡大する可能性があるため。例えば、国又は地域の法令等は、金融

機関に対する特定の独立性の要求事項を含む場合がある。 

(c) 複数の倫理規則や法令等が適用される場合において、監査人が、倫理規則や法令等に含ま

れる特定の企業に対する独立性の要求事項を適用したかどうかについても説明することが

求められると、適用される独立性の要求事項の記載が複雑になる可能性があるため。 

21. ISA 700(改訂)の第28項(c)の改訂案は、条件付アプローチを反映し、以下に関して中立的な内容

となっている。 

(a) その状況において適用される関連する倫

理規則。これは、その状況において国又

は地域の倫理規則が適用される可能性が

あることを考慮したものである。ただ

し、IESBA倫理規程への明示的な言及は、

例として適用指針の中に含まれている。 

(b) 差異が設けられた独立性の要求事項が適

用される企業（要求事項では、「特定の

企業」と呼んでいる）。国又は地域の倫

理規則には、PIE以外の企業カテゴリーに

適用される差異が設けられた独立性の要

求事項が含まれている場合があり、その

ような要求事項は、当該差異が設けられ

た独立性の要求事項を適用した場合に、

その旨を公表するよう監査人に求めてい

る場合がある。IAASBは、現在、ISAの要

求事項において「PIE」という用語は使用

していないことに留意し、IESBAのPIEの

IAASBは、一部の国又は地域が、自国の同等

基準において、ISA 700（改訂）第28項(c)を

修正し、監査報告書の記載において、特定の

企業の財務諸表の監査に適用される差異が設

けられた独立性の要求事項について透明性を

提供すべきであると定めていることを認識し

ている。 

例： 

英国において、財務報告評議会（FRC）は、

自国の同等基準において、ISA 700（改訂）第

28項（c）を修正し、監査報告書の文言に、

関連する倫理規則には、状況に応じて適切と

判断された企業の種類に応じて適用される

FRCの倫理基準が含まれることを明記するよ

う求めている。したがって、適切な場合、監

査報告書の文言では、社会的影響度の高い事

業体に適用されるFRCの倫理基準を含む、英

国における財務諸表の監査に関連する倫理規

則が言及される。 
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定義をISQMとISA、又はIAASBの用語集の中で採用すべきかについて、上場企業とPIEに関す

る狭い範囲の基準維持プロジェクトのトラック２の一部として、更なる検討を行うとして

いる。 

22. ISA 700（改訂）第28項(c)の要求事項における条件付要素の適用を支援するために、以下の適用

指針を提案する。 

(a) 関連する倫理規則が、関連する倫理規則で規定されていない特定の企業の財務諸表の監査

に、差異が設けられた独立性の要求事項を適用することが適切かどうかを判断することを

監査人に要求又は奨励する場合もあるとの説明。例えば、改訂後のIESBA倫理規程の400.19 

A1項では、IESBA倫理規程のパート４Aに関連して他の企業をPIEとして取り扱うかどうかを

決定することを会計事務所に対して奨励しており、この決定を行うに当たって会計事務所

が考慮すべき要因のリストを提示している。 

(b) 透明性に関する要求事項を有する関連する倫理規則の一例を示すために、IESBA倫理規程へ

の言及 

(c) 「特定の企業」（すなわち、IESBA倫理規程におけるPIEなど、関連する倫理規則によって

特定された企業）の意味するところの説明 

(d) 監査人が当該開示を行うことを禁止する可能性のある関連する倫理規程における機密保持

条項の強調、及び開示することが企業の機密の将来計画を開示することになる状況（例え

ば、新規株式公開、合併又は買収が計画されている場合）における開示の免除を含む改訂

IESBA倫理規程のR400.21項の参照 

23. また、ISA 700(改訂)の付録に含まれる、上場企業に適用される監査報告書の文例を、開示の方

法を示すために更新している。IAASBは、残りのISAにおける他の監査報告書の文例について、同

様の更新を必要とするものを特定していない。 

24. 本解説資料の付録では、ISA 700(改訂)の改訂案の結果として、監査報告書に与える影響をさら

に例示している。 

 

ISA 260（改訂）の改訂案 

25. IAASBは、特定の企業に対して差異が設けられた独立性の要求事項が適用されていることについ

て、ガバナンスに責任を有する者との間で透明性を高めるために、ISA 260（改訂）の改訂が必

要な可能性があることに合意した。独立性に関連する事項のコミュニケーションは、既にISA 

260（改訂）6の第17項で取り扱われている。したがって、ISA 700（改訂）の改訂に対応するため

に、ISA 260（改訂）のA29項において新たな適用指針が提案されている。 

 

適用日 

26. IAASBは、最終的な基準が2023年6月に承認されることを見込んでいる。IESBAと適用日を合わせ

 
6 上場企業の場合、ISA 260（改訂）第17項(a)では、監査人が、監査チーム及び監査事務所の他の構成員、監査事務所、並び

に該当する場合ネットワークファームが、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨をガバナンスに責任を有す

る者に伝達することが要求されている。 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700

（改訂）及びISA260（改訂）の狭い範囲の改訂案 
 

 

12  

る必要性から、ISA 700（改訂）及びISA 260（改訂）の改訂は、2024年12月15日以後開始する事

業年度の財務諸表の監査から適用されることを提案している。IAASBは、この時間軸は、各国又

は地域がそれぞれのISAの改訂の最終文書を翻訳し、各国の適用プロセスを行い、業務実施者が

テンプレートや関連する内部資料を更新する十分な時間を与えるものであると考えている。

IAASBは、改訂案は限定的な性質を有すること、また、この点に関してIESBA倫理規程との不整合

を長期化させることは公共の利益にならないことから、これ以上の適用日の延期は不要であると

判断している。 

 

セクション2-C - 国際レビュー基準（ISRE） 

27. IESBA倫理規程7のパート４Aは、監査及びレビュー業務の両方に適用されるため、上場企業とPIE

に関するIESBA倫理規程の改訂は、透明性に関する要求事項を含め、ISREに従って実施されるレ

ビュー業務にも適用されることになる。 

28. 2021年IESBA PIE EDでは、PIEに関する独立性の要求事項を適用した場合に監査報告書でその旨を

開示することが適切かどうか、適切な場合にはどのような方式で開示するかについて、回答者へ

の具体的な質問を行った。IESBA倫理規程の改訂を提案する際、IESBAの議論の焦点は、財務諸表

の監査を行う際に適用された関連する独立性の要求事項に関する監査人の主張について透明性を

高めることにあった。 

29. IAASBのプロジェクト・プロポーザルを確定し、IAASBの作業範囲を決定する際に、IESBAの要求

事項はISREに従って実施されるレビュー業務にも適用されることが認識された。しかし、IESBA

の焦点は監査報告書の透明性を高めることにあることを踏まえ、IAASBは以下を決定した。 

(a) このプロジェクトの一環として、ISRE 24108の改訂を提案しないこと。これは、この基準が

最新のものであるかのような印象を与えないために、この基準がクラリティ前の形式であ

り、近年のIAASBの他のプロジェクト（品質管理プロジェクト等）9から生じる適合修正の対

象になっていないというIAASBの過去の決定と整合している。加えて、IAASBは次の点に留

意している。 

(i) ISRE 2410の適用範囲は、企業の財務諸表の独立監査人が行う期中財務情報のレビュ

ーに限定されている。したがって、関連する倫理規則が、特定の企業の財務諸表の

監査に適用される差異が設けられた独立性の要求事項を適用している旨の公表を要

求している場合、当該監査人は、ISA 700(改訂)の第28項（c）に従って、全期間の

財務諸表に関する監査報告書において、その開示を行うことが要求されることにな

る。 

(ii) ISRE 2410は、監査人が、レビュー報告書において、特定の企業の財務諸表の監査に

 
7 第400.2項では、Part４Aが監査及びレビュー業務の両方に適用され、「監査」、「監査業務チーム」、「監査業務」、「監

査業務の依頼人」及び「監査報告書」 は、それぞれ、レビュー、レビュー業務チーム、レビュー業務、レビュー業務の依

頼人及びレビュー報告書にも同様に適用されると説明されている。 
8 ISRE 2410「独立監査人が実施する期中財務情報のレビュー」 
9 品質管理プロジェクトには、以下の一連の基準が含まれる。ISQM 1「財務諸表の監査若しくはレビュー又はその他の保証若

しくは関連サービス業務を行う事務所の品質マネジメント」、ISQM 2「審査」、ISA 220（改訂）「監査業務における品質

管理」である。 
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適用される差異が設けられた独立性の要求事項を適用した旨の開示を行うこと、又

はその開示の基礎としてISA 700（改訂）第28項(c)とISA 700（改訂）の文例を用い

ることを妨げるものではない。 

(b) この協議の一環として、レビュー業務においてPIEに関する独立性の要求事項を適用してい

る場合にその旨を公表することを求めるIESBAの要求事項に対応するために、ISRE 2400

（改訂）10の改訂が望ましいかどうか、また、望ましい場合には、どのようなアプローチを

取ることができるかについて、利害関係者からフィードバックを求めること（下記第30項

から第33項を参照）。この情報収集に基づき、IAASBがISRE 2400（改訂）を改訂するため

にさらなる対応を取るべきであると特定した場合、IAASBは、上場企業及びPIEに関する狭

い範囲の基準維持プロジェクトのトラック２の一部として、そのような対応を取る可能性

がある（詳細は第33項参照）。 

 

関連する倫理規則に透明性に関する要求事項が含まれる状況に対処するためにISRE 2400（改訂）を修

正するかどうかの検討 

30. IAASBが2014年９月に完了した監査人による報告プロジェクト11の一環として、IAASBは、ISRE 

2400（改訂）に基づく業務実施者の報告について、監査報告書に導入された変更点（報告書の構

成や監査報告書に導入された新しい要素を含む。）と整合させるための修正を行わないことを決

定した。 

31. ISRE 2400（改訂）第86項(j)では、業務実施者の報告書において、関連する倫理規則を遵守する、

ISRE 2400（改訂）に基づく業務実施者の義務についての記載を含めることが要求されている。

なお、業務実施者は、関連する倫理規則の国若しくは地域を特定すること、又はIESBA倫理規程

に言及することを監査人に求めるISA 700（改訂）第28項(c)の要求事項のような記述を行うこと

は要求されていない。 

32. IAASBは、業務実施者がPIEの財務諸表のレビューを行う状況は非常に限定的である可能性がある

こと（すなわち、企業がPIEである場合、財務諸表が監査の対象となる可能性が高いこと）に留

意している。さらに、ISRE 2400（改訂）を修正することにより、このプロジェクトの範囲を超

えて、監査報告プロジェクトの一環として行われた監査報告書の改訂に対応するために、基準も

改訂する必要があるかどうかという疑問が生じる可能性がある。したがって、IAASBは、現時点

でのISRE 2400（改訂）の修正に慎重になっている。しかしながら、IAASBは、ISRE 2400（改訂）

を修正すべきかどうかについて、利害関係者の見解に関心を持っている。 

33. ISRE 2400（改訂）に変更を加えるべきと判断された場合、IAASBは、そのアプローチをISA 700

（改訂）と整合させるべきであると考えている。したがって、ISRE 2400（改訂）には、必要に

応じて適用資料や例示とともに、条件付の要求事項が導入される可能性がある。その条件付要求

事項を以下に例示する。 

 

 

 
10 ISRE 2400（改訂）「過去財務諸表に対するレビュー業務」 
11 https://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting 参照 

https://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting
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業務実施者の報告 

86A. 関連する倫理規則が、特定の企業の財務諸表のレビューに適用される差異のある独立性に関

する要求事項を適用していることを公に開示することを業務実施者に要求している場合、業

務実施者の報告書は、次のような記述を含まなければならない。 

(a) 関連する倫理規則の国又は地域を明らかにするか、又は国際会計士倫理基準審議会の

「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）」（IESBA倫理規程）を

参照すること。 

(b) 業務実施者が、企業の財務諸表のレビューに適用される独立性の要求事項に従って企業

から独立していることを示すもの。 

 

 

IESBAの検討事項 

34. 透明性の要求事項に関するIESBAの審議及びIAASBとの調整において、IESBAは監査契約に焦点を

当てていた。 

35. 上記第13項で強調したように、IESBAは、本公開草案で提起された事項に関するIAASBの審議が終

了した後、更なる措置の必要性を検討する予定であった。 

36. IESBAとIAASBは、レビュー業務に関するIESBAの検討に資するため、レビュー報告書に、レビュ

ー業務に関連する倫理規則に従って業務実施者が企業から独立している旨の記述を含めることを

要求する国又は地域があるかどうかについて、IESBAの関係者から意見を求めることに合意した。 

 

セクション３ コメントの要請 

IAASBは、本公開草案で取り上げられた全ての事項に対するコメントを歓迎するが、特に以下の「特定

の事項に対するコメントの要請」で特定された事項に対するコメントを歓迎する。その際、特定の項

に言及し、その理由を述べ、更に適切な場合には、文言の変更に関する具体的な提案を行うことが、

最も有益なコメントとなろう。回答者が本公開草案の提案に同意する場合、その見解を明示すること

はIAASBにとって有用である。 

特定の事項に対するコメントの要請 

特定の企業の財務諸表監査を実施する際に適用される独立性に関する倫理規則の透明性について 

1. 監査人が、IESBA倫理規程のPIEに対する独立性に関する要求事項など、特定の企業の独立性に

関する倫理規則を適用して財務諸表監査を実施している場合、監査報告書がそれを公表するた

めの適切なメカニズムであることに同意するか。 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700
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質問1に対する回答に基づいて、質問2A又は2Bに回答してください。 

2A.  同意する場合 

(a) IAASBがISA 700（改訂）の公開草案で提案した改訂、特に説明資料の18-24項で説明されてい

る条件付の要求事項を支持するか。 

(b) IAASBが提案したISA 260（改訂）の公開草案の改訂を支持するか。 

2B. 同意しない場合、IESBA倫理規程のR400.20項で要求されている PIEの独立性に関する要求事項

を適用した場合の公表に、他のどのようなメカニズムを用いるべきか。 

 

財務諸表のレビューを行う際に適用される、特定の企業に対する独立性に関連する倫理規則につい

ての透明性 

3. IAASBは、IESBA倫理規程におけるPIEの独立性に関する要求事項など、特定の企業に対して適

用される独立性に関連する倫理規則についての透明性を扱うために、ISRE 2400（改訂）の改

訂を検討すべきか？ 

4. IAASBがISRE 2400（改訂）を改訂し、特定の企業に適用される独立性に関連する倫理規則の透

明性に対処する場合、2-C項で説明したISA 700（改訂）と整合するアプローチを用いることを

支持するか。 

 

IESBA の検討事項 

5. IESBAが更なる措置の必要性を検討するのを支援するため、あなたの国又は地域において、業

務実施者がレビュー業務に関連する倫理規則に従って、業務実施者の報告書に当該企業から独

立していることを記載する義務があるかどうかについて助言していただきたい。 

 

 

一般的なコメントの要請 

また、IAASB は以下の事項についてもコメントを求めている。 

6. 翻訳－多くの回答者が最終基準を翻訳して自国の環境下で適用することを意図していることを

認識し、IAASBは、回答者がこの公開草案を検討する際に留意すべき翻訳上の問題点について

のコメントを歓迎する。 

7. 適用日－IESBAと適用日を合わせる必要性を考慮し、第26項で説明したように、ISA 700（改

訂）及びISA 260（改訂）の改訂を2024年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査から適用

する提案を支持するか。 
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16  

  

 

付録：ISA 700（改訂）の改訂案による監査報告書への影響例 

 
事 例 

 

ISA 700（改訂）第28項(c)の改正により、監査報告書において、差

異のある独立性に関する要求事項が適用されていることの開示が要

求されるか？ 例 適用される関連す

る倫理規則 

特定の企業に対す

る差異のある独立

性に関する要求事

項 

関連する倫理規

則によって公表

が必要 

事業体の種類 

1 IESBA倫理規程 は い 、 PIE に

は、差異のある

独立性に関する

要求事項があ

る。 

はい PIE はい 

私たちは、社会的影響度の高い事業体に適用される「国際会計士倫

理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準

を含む。）」（IESBA倫理規程）に準拠して、企業から独立してい

る。 

2 関連する倫理規

則は、国又は地

域のもの 

はい、国又は地

域の倫理規則に

は、PIEに対す

る差異のある独

立性に関する要

求事項がある。 

はい PIE はい 

私たちは、［所在国］の社会的影響度の高い事業体に対する財務

諸表監査に関連する倫理規則に従って、企業から独立している。 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700（改訂）及びISA260（改訂）の

狭い範囲の改訂案 
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事 例 

 

ISA 700（改訂)第28項(c)の改正により、監査報告書において、差異のあ

る独立性に関する要求事項が適用されていることの開示が要求される

か？ 例 適用される関連する

倫理規則 

特定の企業に対す

る差異のある独立

性に関する要求事

項 

関連する倫理規則

によって公開が必

要 

事業体の種類 

3 関連する倫理規則

は、国又は地域の

もの 

はい、国又は地

域の倫理規則に

は、PIEに対する

差異のある独立

性に関する要求

事項がある。 

いいえ PIE いいえ - 現行の文言を使用する。 

私たちは、［国又は地域］の財務諸表に対する監査に関連する倫理規

則に従い、企業から独立しており、また、これらの要求事項に従い、

その他の倫理的責任を果たしている。 

4 IESBA倫理規程や、

金融機関に適用さ

れる国又は地域の

法律には、監査人

の独立性に関する

要求事項が含まれ

ている。 

はい。 

IESBA倫理規程に

は、PIEに対する

差異のある独立

性に関する要求

事項がある。 

国又は地域の法

律は、金融機関

の監査にのみ適

用される。 

IESBA倫理規程の

み公開を要求し

ている。 

国又は地域の法

律は、監査人が

その法律を適用

していることを

公表することを

要求していな

い。 

事業体は金融機

関であり、PIE

に該当する。 

はい、ただしIESBA倫理規程に関してのみ。 

 

私たちは、社会的影響度の高い事業体に適用される国際会計士倫理基

準審議会の国際会計士倫理規程（国際独立性基準を含む。）（IESBA倫

理規程）及び[国又は地域]における財務諸表監査に関連する倫理規則に

従い、企業から独立している。 
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公開草案 

会計事務所がPIEの独立性に関する要求事項を適用している場合に公表すること

を要求するIESBA倫理規程の改訂に伴うISA 700（改訂）及びISA 260（改訂）

の狭い範囲の改訂案 
[現行ISAからのマークアップ版] 

（[日付]以後開始する期間の財務諸表監査から適用される。) 

 

ISA 700（改訂）「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 

… 

 

要求事項 

… 

 

監査報告書 

… 

監査意見の根拠 

28. 監査報告書には、「監査意見」区分に続けて「監査意見の根拠」という見出しを付した区分を設

け、以下を記載しなければならない（A32項参照）。 

… 

(c) 監査に関連する倫理規則に従って、監査人が企業から独立しており、これらの要求事項に

従って監査人のその他の倫理的責任を果たしているという記載を含むこと。この記載は、

関連する倫理規則の所在国又は地域を明らかにするか、又は国際会計士倫理基準審議会の

「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）」（IESBA倫理規程）を参

照する必要がある。関連する倫理規則が、特定の企業の財務諸表の監査に適用される独立

性に関する要求事項が適用されていることを公表することを求めている場合は、当該企業

の監査に適用される独立性に関する要求事項に従って、監査人が企業から独立しているこ

とを表明しなければならない（A34項からA39項参照）。 

… 

 

適用指針 

… 

監査報告書 （第20項参照） 

… 

監査意見の根拠（第28項参照） 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700

（改訂）及びISA260（改訂）の狭い範囲の改訂案 
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… 

関連する倫理規則の要求事項 （第28項(c)参照） 

A34. 関連する倫理規則の国又は地域を明らかにすることは、特定の監査業務に関連する要求事項の透明

性を高めることになる。ISA 200は、関連する倫理規則が、通常、財務諸表の監査に関連するIESBA

倫理規程の条項と、より限定的な国の要求事項から構成されると説明している。1IESBA倫理規程が

監査に関連する倫理規則の全てを構成している場合、この記載は国又は地域を特定する必要はない。 

A35. 国又は地域によっては、関連する倫理規則が、倫理規則及び法律や規則の中の追加的な規則や要

求事項など、複数の異なる情報源に存在することがある。独立性及びその他の関連する倫理規則

が限られた数の情報源に含まれている場合、監査人は、関連する情報源の名称（例えば、国又は

地域で適用される規程、規則又は規制の名称）を選択するか、一般的に理解されている用語で、

これらの情報源を適切に要約したもの（例えば、国又は地域Ｘにおける民間企業の監査に関する

独立性に関する要求事項）を参照することができる。 

A35A.関連する倫理規則により、監査人は以下を求められる場合がある。 

• IESBA倫理規程における社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される独立性に

関する要求事項など、関連する倫理規則に規定されている特定の事業体の財務諸表監査に

対して、差異のある独立性に関する要求事項を適用すること。また、関連する倫理規則で

は、関連する倫理規則で規定されていない他の企業の財務諸表監査に、これらの差異のあ

る独立性に関する要求事項を適用することが適切であるかどうかを判断することを監査人

に要求又は奨励することがある。 

• 特定の企業の財務諸表監査に適用される独立性に関する要求事項を適用していることを公

表すること。例えば、IESBA倫理規程は、監査事務所がある企業の財務諸表監査において、

社会的影響度の高い事業体に対する独立性に関する要求事項を適用している場合、その事

実を公表することを求めている。ただし、その公表が、当該企業の将来の機密情報を開示

することになる場合は、この限りではない。2 

A36. また、法令、国の監査基準又は監査契約の条件により、監査人は、監査報告書において、財務諸

表監査に適用された独立性を含む関連する倫理規則の根拠について、より具体的な情報を提供す

ることが要求される場合がある。 

A37. 財務諸表監査に関連する倫理規則の情報源が複数存在する場合に、監査報告書に含めるべき適切

な情報量を決定する際の重要な考慮点は、透明性と監査報告書の他の有用な情報を不明瞭にする

リスクとのバランスをとることである。 

… 

 

  

 
1 ISA 200 A16項参照 
2 IESBA倫理規程 R400.20項からR400.21項 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700
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付録 

（A19項参照) 

… 

 

… 

 

独立監査人の監査報告書 

ABC社の株主［又はその他の適切な宛先］御中 

 

財務諸表に対する監査報告書3 

… 

監査意見の根拠 

私たちは国際監査基準（ISA）に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく私たちの責任は、私

たちの報告書の「財務諸表監査に関する監査人の責任」において詳細に説明されている。私たちは、

［国又は地域］の財務諸表監査に関連する社会的影響度の高い事業体向けの倫理規則とともに、社会

的影響度の高い事業体に適用される国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士のための国際倫理規程

（国際独立性基準を含む。）」（IESBA倫理規程）に準拠して、会社から独立している。これらの要求

事項及びIESBA倫理規程に従って、その他の倫理的責任も果たしている。私たちは、入手した監査証拠

が私たちの意見表明の基礎を提供するために十分かつ適切であると判断している。 

 
3 「法令等に基づくその他の報告」の見出しを記載しない場合には、「財務諸表に対する監査報告書」の見出し

は不要である。 

文例1－適正表示の枠組みに従って作成された上場企業の財務諸表に対する監査報告書 

この監査報告書の文例の目的上、以下の状況を想定している。 

• 適正表示の枠組みを利用した上場企業の財務諸表一式の監査。監査はグループ監査ではな

い（すなわち、ISA 600（改訂）は適用されない）。 

… 

• 監査に適用される関連する倫理規則は、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士のため

の国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）」（IESBA倫理規程）と、国又は地域における

監査に関する倫理規則からなり、監査人は両者を参照することとされている。IESBA倫理

規程及び国又は地域の監査に関する倫理規則には、社会的影響度の高い事業体の財務諸表

に対する監査に適用される差異のある独立性に関する要求事項が含まれている。また、監

査人は、社会的影響度の高い事業体の財務諸表に対する監査に適用される独立性に関する

要求事項が適用されていることを公表することが求められている。 

… 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700
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… 
 
 

 

… 

 

独立監査人の監査報告書 

ABC社の株主［又はその他の適切な宛先］御中 

 

連結財務諸表に対する監査報告書4 

… 

監査意見の根拠 

私たちは、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。これらの基準に基づく私たちの責任は、私た

ちの報告書の「連結財務諸表の監査に対する監査人の責任」において詳細に説明されている。私たち

は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）

（IESBA倫理規程）に準拠して、当グループから独立しており、かつ、IESBA倫理規程に準拠して、そ

の他の倫理的責任を果たしている。［国又は地域］において社会的影響度の高い事業体に対する連結

財務諸表監査に関連する倫理規則に従い、当グループから独立しており、これらの要求事項に従い、

その他の倫理的責任も果たしている。 

… 

 

 
4 「法令等に基づくその他の報告」の見出しを記載しない場合には、「連結財務諸表に対する監査報告書」の見

出しは不要である。 

文例 2 – -適正表示の枠組みに従って作成された上場企業の連結財務諸表に対する監査報告書 

 

この監査報告書の文例は、その目的上、以下の状況を想定している。 

• 適正表示の枠組みを使用した上場企業の連結財務諸表一式の監査。子会社を有する企業の

グループ監査（すなわち、ISA 600（改訂）の適用）である。… 

• 国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含

む）」（IESBA倫理規程）は、監査に適用される関連する全ての倫理規則を含んでいる。 

監査に適用される関連する倫理規則は、国又は地域のものである。国又は地域の監査に関

する倫理規則には、社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される差異のある独

立性に関する要求事項が含まれている。また、監査人は、社会的影響度の高い事業体の財

務諸表に対する監査に適用される独立性の要求事項が適用されていることの公表が要求さ

れている。 

… 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700（改訂）

及びISA260（改訂）の狭い範囲の改訂案 
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ISA 260 （改訂）「ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション」 

… 

 

要求事項 

… 

 

コミュニケーションを行うことが要求される事項 

… 

監査人の独立性 

17. 上場企業の場合、監査人は、ガバナンスに責任を有する者とコミュニケーションをしなければな

らない。 

(a) 監査事務所の関係者、監査事務所及びネットワークファームが、独立性に関する倫理規則

を遵守している旨の記載 

(i) 監査人の職業的専門家としての判断により、その独立性に影響を及ぼすと合理的に

考えられる、監査事務所、ネットワークファーム及び企業間の全ての関係及びその

他の事項。これには、監査事務所及びネットワークファームが企業及び企業が支配

する構成単位に対して提供した監査サービス及び非監査サービスに関して、財務諸

表の対象期間中に請求された手数料の合計額を含まなければない。これらの報酬は、

ガバナンスに責任を有する者等が監査人の独立性に及ぼす影響を評価するのに役立

つ適切な区分に配分されなければならない。 

(ii) 独立性への脅威が許容できるレベルでない場合、その脅威に対処するためにとった

行動（脅威を生じさせる状況を排除するためにとった行動、又は脅威を許容できる

レベルまで低減するためのセーフガードの適用を含む。）(A29項からA32項参照）。 

… 

適用指針 

… 

 

コミュニケーションを行うことが要求される事項 

… 

監査人の独立性（17項参照） 

A29. 監査人は、財務諸表監査業務に関連する独立性を含む倫理規則を遵守する必要がある。5 関連す

る倫理規則には、IESBA倫理規程における社会的影響度の高い事業体の財務諸表の監査に適用さ

れる独立性に関する要求事項のように、関連する倫理規則において特定された特定の企業の財務

 
5 ISA 200「独立監査人の全体的な目的及び国際監査基準に準拠した監査の実施」第14項 



IESBA倫理規程の改訂（PIEに関する独立性要求事項を適用している場合の開示要求）に伴う、ISA700（改訂）

及びISA260（改訂）の狭い範囲の改訂案 
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諸表の監査に適用される、差異のある独立性に関する要求事項を含めることができる。第17項に

基づくガバナンスに責任を有する者に対する監査人の記載には、どのような独立性に関する要求

事項が適用されているか（関連する倫理規則に定める特定の企業の財務諸表に対する監査に適用

される差異のある独立性に関する要求事項を適用したか否かを含む）を含める場合がある。また、

監査人は、ISA700(改訂)第28項(c)に従って、監査報告書において、適用されている当該差異の

ある独立性に関する要求事項に関する情報を提供することが求められることがある。 

A30. 企 業 と の 関係等について、また、許容できる水準にない独立性への脅威がどのように対処さ

れたかについてのコミュニケーションは、業務の状況により異なり、一般的には、独立性への脅

威、脅威を低減するための保護措置（セーフガード）、脅威を生じさせた状況を解消するための

措置について述べている。 

A31. 関連する倫理規則又は法令により、独立性に関する要求事項に対する違反が識別された場合に、

ガバナンスに責任を有する者に対して特定のコミュニケーションを行うことが規定されている場

合がある。例えば、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立

性基準を含む。）」（IESBA倫理規程）は、監査人が、ガバナンスに責任を有する者に対して、

違反の内容及びガバナンスに責任を有する者等が講じた又は講じることを予定している措置につ

いて書面によりコミュニケーションすることを求めている。6 

A32. 上場企業の場合に適用される監査人の独立性に関するコミュニケーションの要求事項は、他のい

くつかの企業、例えば、多数の幅広い利害関係者を有し、事業の性質や規模を考慮して、重要な

公共度が高いと考えられる企業などの場合にも適切である可能性がある。そのような企業の例と

しては、金融機関（銀行、保険会社、年金基金など）、慈善団体などの事業体が考えられる。一

方、ガバナンスに責任を有する者が全員、経営活動を通じて関連する事実を知らされている場合

など、独立性に関するコミュニケーションが適切でない場合もあり得る。特に、企業がオーナー

経営であり、監査事務所やネットワークファームが、財務諸表監査以上の関わりをほとんど持っ

ていない場合、このようなことが起こり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 例えば、IESBA倫理規程の R400.80～R400.82項 及び R400.84 項を参照 
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