独立監査人の監査報告書
令和２年７月７日
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㊞

＜財務諸表監査＞
当監査法人は、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法（以下「準用通則法」という。
）
第 39 条の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの第 16 期
事業年度の利益の処分に関する書類（案）を除く財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・
フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書（関
連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。）について監査を行った。
財務諸表に対する学長の責任
学長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の会計の基準に準拠して財務
諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。以下同じ。）を作成し適正に表示することにある。これには、
不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために学長が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
会計監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の監査の基
準に準拠して監査を行った。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうか
の合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、
学長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽の表示をも
たらす要因となる場合があることに十分留意して計画される。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの
評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、学長が採用した会計
方針及びその適用方法並びに学長によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、
当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす学長又はその他の役
員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、
当監査法人が実施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない学長又はその他の役員若しく
は職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の会計の
基準に準拠して、国立大学法人神戸大学の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び業務実施コ
ストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜利益の処分に関する書類（案）
、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報告＞
当監査法人は、準用通則法第 39 条の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の平成 31 年４月１日から令和
２年３月 31 日までの第 16 期事業年度の利益の処分に関する書類（案）
、事業報告書（会計に関する部分に限
る。）及び決算報告書について監査を行った。なお、事業報告書について監査の対象とした会計に関する部分
は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。
利益の処分に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する学長の責任
学長の責任は、法令に適合した利益の処分に関する書類（案）を作成すること、財政状態及び運営状況を
正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って決算の状況を正しく示す決算報告書を作成
することにある。
会計監査人の責任
当監査法人の責任は、利益の処分に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、事業報告書（会
計に関する部分に限る。）が財政状態及び運営状況を正しく示しているか並びに決算報告書が予算の区分に
従って決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告することにある。
利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。
）及び決算報告書に対する報告
当監査法人の報告は次のとおりである。
(1) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。
(2) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、国立大学法人神戸大学の財政状態及び運営状況を正しく
示しているものと認める。
(3) 決算報告書は、学長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認める。
利害関係
国立大学法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以

上

国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学

令和元年度
監査結果概要報告書
（監査報告書の参考資料）

令和２年７⽉７⽇
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令和２年７月７日
国立大学法人神戸大学
学長

武田

廣

殿

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小林 礼治

公認会計士

青木 靖英

公認会計士

弓削 亜紀

貴法人ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当監査法人は、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 39 条の規定に基づき、
貴法人の平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの令和元年度の財務諸表等について監査を行い、
本日付にて、無限定適正意見を付した監査報告書を提出いたします。
監査報告書を提出するにあたり、当監査法人が実施した監査の概要及びその他監査に関連する事項をご
報告します。
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I. 監査の結果に関する
事項

1

II. その他の報告事項

監査⼈が識別したリスクへの対応
（1）リスクの要約表

No

項⽬

リスクの程度

A

学⻑及び理事等の経営管理者層による
内部統制の無効化

特別な検討を必要とするリスク

B

購買取引の会計処理を誤るリスク

その他の重要項⽬

C

国際がん医療・研究センターの運営状況

その他の重要項⽬

D

固定資産の取得・除却等及び減損に関
する会計処理を誤るリスク

その他の重要項⽬
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II. その他の報告事項

（2）特別な検討を必要とするリスク
項⽬

A 学⻑及び理事等による内部統制の無効化
【リスクの内容】
 不正な仕訳⼊⼒及びその他の修正
学⻑及び理事等による不正な仕訳⼊⼒及びその他の修正が⾏われる可能性
 会計上の⾒積りの偏向
会計上の⾒積りにあたり⾏われる学⻑及び理事等の判断が、意図的であるか否かを問わず学⻑

リスクの内容

及び理事等の偏向を含んでいる可能性
 重要な通例でない取引
不正な財務報告を⾏うため⼜は資産の流⽤を隠蔽するために重要な通例でない取引が⾏われる
可能性
【特別な検討を必要とするリスクとした理由】
 ⼀般に学⻑及び理事等は、有効に運⽤されている内部統制を無効化することによって、会計記
録を改ざんし不正な財務諸表を作成することができる特別な⽴場にあることから、通常全ての法
⼈において学⻑及び理事等による内部統制を無効化するリスクが存在すると推定される

リスクの変化
監査上の対応

（前期からの変化）変化なし
（期中の変化）変化なし
 仕訳⼊⼒に関する内部統制の整備及び運⽤状況の有効性を評価
 ⼿⼊⼒仕訳のうち、リスクシナリオに応じた⼀定の条件を満たす仕訳を抽出し、根拠証憑を検討
 会計上の⾒積りに学⻑及び理事等の偏向が存在するかどうかを検討
 重要な通例でない取引について、取引の事業上の合理性を検討

検出事項の有無

検出事項はありません。
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II. その他の報告事項

（3）その他の重要項⽬
項⽬

B 購買取引の会計処理誤を誤るリスク
【リスクの内容】
 納品時期を誤って会計処理を⾏う可能性
 ⾦額基準を逸脱した発注を⾏う可能性

内容

 ⾦額を誤って会計処理を⾏う可能性
【その他の重要項⽬とした理由】
 国⽴⼤学法⼈は購買要求者が多種多様な物を購⼊することや、貴学では教員発注、部局
発注等の発注形態が認められていること等から、納品時期を誤るリスクも含めて⼀定のリスクが
あるものと判断した
 ⾦額的重要性がある

リスクの変化
監査上の対応

（前期からの変化）変化なし
（期中の変化）変化なし
 購買取引に関する内部統制の整備及び運⽤状況の有効性を評価
 サンプル抽出による証憑類の確認
 期末直近に納品される資産等についての現物・納品確認の実施
 執⾏データを抽出して業者の偏向、権限逸脱等について検討

検出事項の有無

検出事項はありません。

項⽬

C 国際がん医療・研究センターの運営状況
【リスクの内容】
 開院して年を経ていないことから各業務プロセスの会計処理を誤るリスク

内容

【その他の重要項⽬とした理由】
 同センターは、平成28年度において⺠間企業から寄附（1,850百万円）を受け、開院した平
成29年度から計画未達成及び損失計上が連続し、収⽀計画も再度の⾒直しを⾏っている
 同センターの⾚字は⼤学全体の資⾦・利益にも影響する

リスクの変化
監査上の対応

（前期からの変化）変化なし
（期中の変化）変化なし
 各種業務プロセスに関する内部統制の整備運⽤状況の有効性の評価
 各業務プロセスの会計処理が適時・適切に処理されていることの検討
 ⾒直し後の収⽀計画の進捗状況をヒアリング

検出事項の有無

検出事項はありません。
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II. その他の報告事項

項⽬

D 固定資産の取得・除却等及び減損に関する会計処理を誤るリスク
【リスクの内容】
 固定資産の計上、財源処理を誤る可能性
 減損兆候の把握漏れの可能性

内容

 会計基準に準拠しない減損処理・注記
【その他の重要項⽬とした理由】
 固定資産取得及び除却等に係る会計処理については、国⽴⼤学法⼈会計基準特有の財
源別の処理を含め、複雑である
 過年度に減損兆候が認められた固定資産は⾦額的・質的に重要である。
 当該資産の減損認識等のフォローアップが必要である

リスクの変化
監査上の対応

（前期からの変化）変化なし
（期中の変化）変化なし
 固定資産の計上プロセスに関する内部統制の整備及び運⽤状況の有効性を評価
 固定資産財源別の整理表の確認
 減損兆候についての報告書の閲覧
 減損処理・注記に関するヒアリングと検討

検出事項の有無

検出事項はありません。
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II. その他の報告事項

監査の実施状況
＜監査項⽬別時間数＞

（令和２年６⽉30⽇現在）
監査項⽬

監査時間数

期中監査

346.0

システム監査

33.5

たな卸⽴会、実査

32.0

期末監査

122.0

事務所執務

430.5
合計

964.0

＜監査項⽬別時間数＞
監査時間数
事業場等

監査責任者
⼜は業務執⾏社員

（被監査法⼈）

その他の
監査従事者

公認会計⼠

-

-

-

37.0

226.0

79.0

附属中等教育学校

-

7.0

-

⼯学研究科・システム情報学研究科・都市安全研究センター

-

5.0

5.0

経営学研究科

-

5.0

-

バイオシグナル総合研究センター・科学技術イノベーション研究科

-

6.0

-

情報基盤センター

-

-

8.0

医学部附属病院

13.5

97.5

21.0

2.5

21.0

-

29.5

348.5

52.5

82.5

716.0

165.5

本部事務局

国際がん医療・研究センター
（監査役法⼈事務所）
計

※往査場所については、本部以外で監査上必要と考えられる部局等を往査しております。
※固定資産実査・視察に関する往査については、本部事務局及び附属病院並びに国際がん医療・研究センターに集
計しております。
※システム監査については、法⼈事務所作業も含め本部事務局に集計しております。
※上記集計後に、報告会、調書整理等28時間を予定しております。
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II. その他の報告事項

その他の主な監査⼿続
(1)

確認

確認の結果、虚偽表⽰として集計すべきものは発⾒されませんでした。
勘定科⽬

期末残⾼

発送件数

回収件数

基準⽇

選定基準

預⾦

9,998

39件

39件

令和2年3⽉31⽇

全件

有価証券

3,307

9件

9件

令和2年3⽉31⽇

全件

借⼊⾦

13,341

1件

1件

令和2年3⽉31⽇

全件

未収⼊⾦

1,632

1件

1件

令和2年3⽉31⽇

特定項⽬抽出

未払⾦

6,823

8件

8件

令和2年3⽉31⽇

-

2件

2件

監査報告書⽇直前

係争事件

(2)

（単位︓百万円）

統計的サンプリング及び
特定項⽬抽出
全件

⽴会

⽴会の結果、虚偽表⽰として集計すべきものは発⾒されませんでした。
＜固定資産＞
実施⽇

対象項⽬

場所

令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

建物附属設備 ⼯具器具備品 等

医学部附属病院

令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

建物附属設備 ⼯具器具備品 等

インターナショナル・レジデンス

令和 2 年 4 ⽉ 6 ⽇

建物附属設備 ⼯具器具備品 等

理学研究科、科学技術イノベーション研究科 等

＜医薬品及び診療材料＞
実施⽇

対象項⽬

場所

医学部附属病院
令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

診療材料・医薬品

薬剤部、医療材料センター、
輸⾎・細胞治療部、病理部、検査部

国際がん医療・研究センター


令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

診療材料・医薬品
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事務室、医療技術室、薬剤室

II. その他の報告事項

(3)

実査

実査の結果、虚偽表⽰として集計すべきものは発⾒されませんでした。
実施⽇

対象項⽬

場所

令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

窓⼝収納⾦（釣銭含む）、⼩⼝現⾦

医学部附属病院

令和 2 年 3 ⽉ 31 ⽇

窓⼝収納⾦（釣銭含む）、⼩⼝現⾦

国際がん医療・研究センター

令和 2 年 4 ⽉ 6 ⽇

現⾦、預⾦、⼩切⼿

本部
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II. その他の報告事項

データ分析技法を活⽤した監査⼿続
昨今の情報技術の進化・発展を受け、そして、より⾼品質の監査を実施するため、当監査法⼈はデータ分析技法を活
⽤した監査⼿続に取り組んでいます。データ分析技法を活⽤した監査⼿続は、法⼈の財務データに加え、法⼈の⾮財
務データ及び外部より⼊⼿可能なデータを活⽤し、試査（対象とする⺟集団のうち⼀部を検証すること）とは異なり、対
象となる全ての項⽬に対して分析等を⾏うことにより、リスクが⾼い項⽬及び異常な項⽬を識別し、それらの項⽬に対して
重点的に監査⼿続を実施するものです。

財務データ

⾮財務データ

データ抽出

監査⼈が⼊⼿

⺟集団全体を分析

リスクが⾼い項⽬及び
異常な項⽬を識別

⾼リスク・異常項⽬に
対して重点的に
監査⼿続を実施

以下の監査項⽬について、貴法⼈の状況に応じた適切なデータ分析技法を活⽤した監査⼿続を、貴法⼈との協議の上で
実施しました。

監査⼿続項⽬

データ分析技法を活⽤した監査⼿続の
内容

分析結果

仕訳の検証⼿続

全仕訳データより不正リスクシナリオに基づ
き特定の要件に該当する仕訳を抽出し、
当該仕訳計上の妥当性を検討

集計すべき虚偽表⽰は発⾒
されませんでした。

購買取引の検証⼿続

 不正発注は多回数発注しているという
想定に基づき、予算執⾏データより予
算⾦額当たりの発注回数の多い教員を
選定
 当該教員について、特定のリスクシナリ
オに基づきデータを検討

9

集計すべき虚偽表⽰は発⾒
されませんでした。

II. その他の報告事項

新たに適⽤される会計基準等に対する監査アプローチ
及びその結果
該当ありません。
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II. その他の報告事項

監査上の重要な発⾒事項等
（1）監査上の重要な発⾒事項
監査上の重要な発⾒事項
（1）学⻑が採⽤する会計基準の適⽤及び会計実務の判
断に関する監査⼈の⾒解

該当事項はありません。

（2）監査の実施にあたり監査期間中に直⾯した困難な状
況

該当事項はありません。

（3）学⻑と協議⼜は学⻑に伝達した重要な事項

該当事項はありません。

（4）監査⼈が要請した理事者確認書の草案

別紙1（理事者確認書草案）をご参照ください。

（5）監査報告書の様式及び内容に影響を及ぼす状況

該当事項はありません。

（6）財務報告プロセスを監視する監事に直接関連
するその他の重要な事項

該当事項はありません。

（2）その他の事項
その他の事項
（1）不正や違法⾏為に関する事項

該当事項はありません。

（2）後発事象に関する事項

該当事項はありません。

（3）国⽴⼤学法⼈に対する会計監査⼈の監査に係
る報告書及び監査約款第２条第３項の規定に
より報告すべき事項

会計監査の実施過程で発⾒した、不正若しくは誤
謬⼜は違法⾏為（軽微な誤謬を除く。）に該当す
る事項はありません。

（4）国⽴⼤学法⼈に対する会計監査⼈の監査に係
る報告書及び監査約款第２条第４項の規定に
より報告すべき事項

会計監査の実施過程で発⾒した、⾮効率的な取
引等（経済性及び効率性等の観点から問題がある
と認められる取引及び会計事象）（軽微なものを除
く。）に該当する事項はありません。

（5）国⽴⼤学法⼈法第35条において準⽤する独⽴
⾏政法⼈通則法第39条の２に規定する事項

会計監査の実施過程で発⾒した、役員（監事を
除く。）の職務の執⾏に関する不正の⾏為⼜は法
令に違反する重⼤な事実に該当する事項はありま
せん。ただし、会計監査は、役員（監事を除く。）の
職務の執⾏に関する不正の⾏為⼜は法令に違反す
る重⼤な事実の全てを発⾒することを予定しておら
ず、またそのような保証を与えるものではありません。
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II. その他の報告事項

審査の受審状況
2019年
7⽉

協議審査

8⽉

2020年

9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

1⽉

2⽉

3⽉

4⽉

※1

5⽉ 6⽉

※2

監査報告書
の発⾏

※1︓計画審査

※２︓意⾒表明審査

監査の基本的な⽅針及び、重要性の基準値の決定、
重要な勘定・開⽰及び関連するアサーションの識別並び
に重要な勘定・開⽰に関する計画したアプローチにかかる
審査。及び上記のリスク評価に基づいた内部統制の運
⽤評価⼿続及び実証⼿続の⽴案等についての審査

監査計画に係る審査で把握された主要な問題点に
対して実施された監査上の対応や最終的結論の妥
当性、さらには、外部報告財務諸表及び監査報告書
の記載内容の妥当性などについて協議する審査

上級審査
上級審査会の対象となる案件はありませんでした。
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II. その他の報告事項

その他の会計上の論点
1.セグメントの区分⽅法の変更
事実及び状況
従来、セグメント区分について、⼤学、附属学校、附属病院に区分し、各セグメントに配賦しなかったものは法
⼈共通としておりましたが、当事業年度よりセグメント区分について、⼈⽂・⼈間科学系、社会科学系、⾃然科
学系、⽣命・医学系、全学基盤系等、附属病院、附属学校に区分し、各セグメントに配賦しなかったものは法
⼈共通としています。

変更前区分

変更後区分
⼈⽂・⼈間科学系
社会科学系

⼤学

⾃然科学系
⽣命・医学系
全学基盤系等

附属病院

附属病院

附属学校

附属学校

法⼈共通

法⼈共通

これは詳細なセグメントに係る財務情報を開⽰する⽬的からセグメント区分の⽅針を変更したものであり、正当
な理由による変更と判断しました。
なお、当該セグメント区分にあたり、複数のセグメントにおいて活動している組織は、各部局等の常勤教員数に
対する各セグメント内の当該部局の常勤教員数の割合を元に配賦しています。
対応する会計基準等
国⽴⼤学法⼈会計基準第40項において、「セグメントの区分については、運営費交付⾦に基づく収益以外の
収益の性質や複数の業務を統合した法⼈における業務の区分を参考にしつつ、各国⽴⼤学法⼈等において
個々に定めていくこととする。ただし、⽐較可能性の確保の観点から、⼀定のセグメント情報（附属病院、附属学
校等）については、全ての国⽴⼤学法⼈等において共通に開⽰する必要がある。」とされ、積極開⽰が求められ
ていますが、具体的なセグメントの⽅法については規定されていません。
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II. その他の報告事項

留意点
業務損益のセグメンテーションに関して、セグメント情報において収益を各セグメントに計上する⽅針と、⼤学の
部局に対しての予算配分上の⽅針等に相違点が⽣じています。当該収益の主な項⽬は次のとおりです。
＜セグメントにおける⽅針と予算配分上の⽅針が異なる主な項⽬＞
項⽬

セグメント情報における⽅針

予算上の配分

学⽣納付⾦

学⽣が納付した学部等に計上

学⽣納付⾦は⼀般財源として
予算上は各組織に配分

外部資⾦の間接経費

獲得した学部等に計上

⼀定額を各組織に予算上は配
分

このため、各セグメントの業務損益において、予算残とは関係のない⿊字・⾚字が発⽣しています。これらの数
字については、要因等を説明ができるよう分析しておくことが必要です
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II. その他の報告事項

2.コロナウイルス影響による期間進⾏基準適⽤の運営費交付⾦債務の
繰越
事実及び状況
国⽴⼤学法⼈会計基準及国⽴⼤学法⼈会計基準注解に関する実務指針Ｑ７８では「期間進⾏基準に
よると、天変地変等による業務の中断等、予定された業務が実施されていないと明らかに認められる場合を除き、
期間の進⾏に伴って運営費交付⾦債務等を収益化することとなる」とされており、⾔いかえれば、天変地変等によ
る業務の中断があった場合には、収益化をせずに運営費交付⾦債務のまま翌事業年度に繰り越すこととなること
が定められています。
当事業年度においては以下の業務（納品）がコロナウイルスの影響により困難となり、当該業務に相当する
運営費交付⾦債務が翌年度に繰り越されています。
単位︓千円
内容

⾦額

1

レーザープロジェクター 12式 他１件

4,160

2

教室AVシステム ５式

6,220
計

10,380

また、当該事項については附属明細書(16)-1 運営費交付⾦債務に注記されています。

今後の留意点
当該運営費交付⾦を繰越した業務については、翌事業年度において、業務達成基準により収益化する必要
があります。
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II. その他の報告事項

3.過年度診療報酬返還損（特定共同指導に基づく返還⾦）
事実及び状況
前事業年度における報告書でも記載したとおり、令和元年5⽉14⽇付けで「厚⽣労働省並びに近畿厚⽣局
及び兵庫県による社会保険医療担当者の特定共同指導の結果について（通知）」（厚⽣労働省保険局医
療課⻑通知）が⼤学に送付されました。
当該指導に基づき⾃⼰点検をして算定した結果、⾃主返還額28,517,046円について、令和2年3⽉に兵庫
県及び近畿厚⽣局に返還同意書を提出しています。
今後は近畿厚⽣局及び厚⽣労働省において内容を確認して、最終確定となる⾒込みですが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響もあり、時期は明らかではないとのことです。
貴学では、当該⾦額で決着する可能性が髙いと⾒込まれ、臨時損失（過年度診療報酬返還損）/未払⾦
として計上しています。

今後の留意点
今後、当該返還額が確定し、貴学において計算した⾦額28,517,046円と差が発⽣した場合には、追加で会
計処理が⽣じる可能性があります。
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II. その他の報告事項

4.附属病院の請求保留債権の状況
事実及び状況
附属病院（国際がん医療・研究センター除く）における請求保留⾦額の推移は下表のとおりです。
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染予防のために⾏われている電話診療の受付等の業務を医事
課が担当しており、対応に時間を取られたこと等から保留レセプト解消の対応が遅れ、請求保留債権が増加して
います。
＜請求保留債権残⾼の推移＞
H30/3

396,173

457,288

680,785

721,175

＋40,389

5,833,692

6,112,500

6,290,020

6,543,907

＋253,886

6.79%

7.48%

10.82%

11.02%

＋0.20%

請求保留債権の
占める割合

H31/3 (A)

増減 (B－A)

H29/3
請求保留⾦額
未収附属病院収⼊

（単位︓千円）

＜請求保留債権の保留期間別内訳＞

R2/3 (B)

（単位︓千円）
H31/3

R2/3

請求保留⾦額

680,785

721,175

A︓1ヶ⽉保留⾦額

327,134

295,670

48.05%

41.00%

280,671

304,512

41.23%

42.22%

B︓2~6ヶ⽉保留⾦額

C︓6ヶ⽉以上保留⾦額

72,980

（Cの内、1相⼿先あたり1百万円以上）

(注1)

120,992

10.72%

16.78%

55,484

105,132

(注1) 症状詳記等、ドクターの対応待ちによるもの111,162千円(46件)、移植関連9,271千円(170件)、そ
の他要因によるもの557千円(12件)

今後の留意点
請求保留債権が増加した場合、管理が煩雑になり、請求漏れや請求誤りが⽣じる可能性が⾼くなるとともに、
資⾦繰りも悪化することとなります。請求保留債権が増加しないよう、速やかに解消に向けた対応を⾏うことが必
要です。
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II. その他の報告事項

5.国際がん医療・研究センターの請求保留債権の状況
事実及び状況
国際がん医療・研究センターにおける請求保留⾦額の推移は下表のとおりです。
第2回期中監査結果メモで記載したとおり、同センターでは医事会計システムから未請求のステータスとなってい
る債権を集計し、会計処理を⾏われていますが、当該債権に関する管理簿が網羅的に作成されておらず、内訳
が正確に把握できていませんでした。そのため、請求保留債権の請求漏れや請求誤りが⽣じる恐れがあるととも
に、請求保留債権の計上⾦額の正確性や回収可能性が確認できない状況となっていました。
当期末において管理簿を閲覧したところ、保留理由の把握及び管理簿への記載が進められており、改善傾向
ではあったものの、依然として保留理由が不明確となっているレセプトが散⾒されました。
同センター内でレセプトをチェックできる⼈員不⾜や管理ノウハウがないことが、改善が遅れている要因と聴取して
います。期中監査結果メモでは管理ノウハウのある本院において管理集中化を⾏うことのほか、現状の⼈員体制
の整備、外部専⾨業者に委託する、管理⽤のシステム導⼊などの請求保留債権の管理体制を強化することが
必要と記載したところ、6⽉からは⼈員体制の拡充がなされると聴取しております。
なお、当事業年度末においては、開院後3年が経過し、古いレセプトの請求期間の時効が迫っていることから、
当該レセプトの請求を急いで実施した結果、保留債権⾦額は減少となっています。
＜請求保留債権残⾼の推移＞

（単位︓千円）
H30/3

H31/3 (A)

増減 (B－A)

R2/3 (B)

請求保留⾦額

16,487

57,241

54,670

△2,571

未収附属病院収⼊

80,113

184,668

250,512

＋65,844

20.58%

31.00%

21.82%

△9.17%

請求保留債権の占める割合
＜請求保留債権の保留期間別内訳＞

（単位︓千円）
H31/3

請求保留⾦額
A︓1ヶ⽉保留⾦額

B︓2~6ヶ⽉保留⾦額

C︓6ヶ⽉以上保留⾦額

R2/3
57,241

54,670

(注1)

31,936

－%

58.42%

(注1)

12,742

－%

23.31%

(注1)

(注2)

－%

9,991

18.28%

(注1) 前事業年度末においては滞留期間の網羅的な把握が出来ていなかったため記載しておりません。
(注2) 病名依頼等、ドクターの対応待ちによるもの1,170千円(3件)、保留理由が不明なもの8,820千円(22件)
今後の留意点
まずは、請求保留債権の残⾼について、速やかに解消に向けた対応を⾏う必要があります。また、効果的、効
率的に管理する⽅策について、継続的に検討していく必要もあります。
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II. その他の報告事項

6.固定資産の減損会計
事実及び状況
固定資産の使⽤されている業務の実績の著しい低下や資産の市場価格の著しい下落がある場合等に減損の
兆候を識別し、該当する場合は減損の兆候についての注記を⾏います。
さらに、減損の兆候のある固定資産について、今後の使⽤想定や市場価格の回復可能性等を勘案した判定
を⾏い、必要に応じて固定資産の評価額を切り下げます（減損の認識）。
(1) 減損を認識した固定資産
（単位︓千円）
減損を認識した固定資産

勘定科⽬

帳簿価額

損益外処理額

減額後
帳簿価額

附属中等教育学校明⽯校舎

⼟地

654,626

－

654,626

⼭の街宿舎

⼟地

15,510

－

15,510

⼟地

145,580

33,580

112,000

903

903

0

⼟地

245,790

46,790

199,000

建物 等

31,090

31,090

0

⼟地

338,770

223,770

115,000

建物 等

39,559

39,559

0

⼟地

42,338

－

42,338

建物 等

11

11

0

建物 等

114

114

0

宝塚宿舎
鈴蘭台合同宿舎
ひよどり台合同宿舎
⼯学部宿舎
住吉宿舎

建物 等

附属中等教育学校明⽯校舎は、平成27年３⽉に閉校し、平成30年１⽉23⽇学⻑制定「学⽣宿舎、職
員宿舎及び附属学校の機能移転及び集約化の基本⽅針」に基づき、当該⼟地は今後も使⽤しないとする決定
を⾏ったため、減損を認識しております。
⼭の街宿舎⽤地、宝塚宿舎⽤地、鈴蘭台合同宿舎⽤地、ひよどり台合同宿舎⽤地、⼯学部宿舎⽤地、住
吉宿舎は、平成28年12⽉６⽇学⻑制定「職員宿舎の整理統合に向けた基本⽅針について」に基づき、令和
２年３⽉31⽇以降の特定の⽇から使⽤しない決定を⾏いました。その後、⽤途廃⽌に伴い、今後、使⽤する⾒
込みがなくなったため、減損を認識しております。
減損を認識した資産のうち、建物等については、売却価値がないことから備忘価額まで減額し、⼟地について
は、正味売却価額まで減額しております。ただし、附属中等教育学校明⽯校舎及び⼭の街宿舎、⼯学部宿舎
の⼟地については、正味売却価額が帳簿価額を上回っているため、減額処理を⾏っておりません。
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II. その他の報告事項

(2) 減損の兆候が認められた固定資産
養正館は、貴学に来学する者の宿泊並びに貴学職員の会議、研修及び福利厚⽣等に資する役割を有してま
すが、経年による⽼朽化が著しく、使⽤実績が取得時に⽐べ著しく低下しており、建物及び⼟地について減損の
兆候が認められています。
（単位︓千円）
宿舎名
養正館

勘定科⽬
⼟地
建物 等

帳簿価額
206,860
2,136

計 208,996

会計基準上は、将来使⽤の⾒込みが客観的に存在し、当該資産がその使⽤⽬的に従った機能を現に有し
ていれば、減損を認識しないことが許容される扱いとなっています。
養正館は、使⽤実績が取得時に⽐べ著しく低下しているものの、現在も使⽤中であり、その使⽤⽬的に従った
機能を現に有しているとともに維持管理を恒常的に⾏っており、かつ、学⽣宿舎、職員宿舎及び附属学校の機能
移転及び集中化に向けた基本⽅針(平成30年1⽉23⽇学⻑制定)に基づき、今後も使⽤することを含め検討中
であることから、減損の認識には⾄っていません。

今後の留意点
使⽤されなくなった宿舎や附属中等教育学校明⽯校舎については、正味売却価額（時価）の下落により、
今後も減損処理が必要となる可能性がありますので、ご留意ください。
養正館については、今後の使⽤実績の状況等によって、減損の認識が必要となる可能性がありますので、ご留
意ください。
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II. その他の報告事項

内部統制の重要な不備
会計監査の実施過程で発⾒した、内部統制の重要な不備として報告する事項はありません。
なお、監査の⽬的は、財務諸表等に対する監査⼈の意⾒を表明することであり、監査には、財務諸表等の作成に関
連する内部統制の検討が含まれますが、これは、状況に応じた適切な監査⼿続を⽴案するためであり、内部統制の有
効性に対して意⾒を表明するためのものではありません。また、内部統制の重要な不備として報告する事項は、監査⼈
が、監査の過程で識別し監事に報告するに値するほど重要と判断した不備に限定されることにご留意ください。
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II. その他の報告事項

II. その他の報告事項

監査チームの構成
貴法⼈監査チーム

責任者（監査報告書署名者）
指定有限責任社員
業務執⾏社員

⼩林 礼治

指定有限責任社員
業務執⾏社員

⻘⽊ 靖英

（当該事業年度を含む継続関与年数４年）

指定有限責任社員
業務執⾏社員

⼸削 亜紀

（当該事業年度を含む継続関与年数１年）

公認会計⼠
試験合格者

（当該事業年度を含む継続関与年数４年）

審査

コアチーム
XXXXXXX

専⾨家

公認会計⼠

正司

泰久

IT監査担当者

平

公認会計⼠

⼤⻄

正祐

IT監査担当者
情報処理技術者

佐藤 由崇

公認会計⼠

佐々⽊

IT監査担当者
公認会計⼠

⽵⽥ 聖啓

公認会計⼠

⼩川

公認会計⼠

瀬⼾⼝ 英之

公認会計⼠

内海

公宏

公認会計⼠
試験合格者

⼭⽥

優

公認会計⼠
試験合格者

窪⽥

尚幸

秀
紗梨
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裕之

協議審査員

II. その他の報告事項

品質管理のシステムの整備・運⽤状況
（1）会計監査⼈の職務の遂⾏に関する事項
別紙2をご参照ください。令和元年10⽉１⽇付の監査計画概要説明書の内容から変更はありません。

（2）規制当局⼜は⽇本公認会計⼠協会による懲戒処分等の内容
懲戒処分等、該当ありません。

*1

独⽴性
（1） 独⽴性に関する職業倫理規定の遵守に関する事項
貴法⼈の会計監査に関連し、監査チーム及び当監査法⼈の他の構成員、当監査法⼈並びにKPMGネットワーク・ファー
ムは、独⽴性に関する職業倫理の規定を遵守しています。
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【 別紙１ 】
理事者確認書（草案）
令和２年７月７日
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

小林 礼治

殿

国立大学法人神戸大学
学長
（署名又は記名捺印）
副理事（財務・施設担当）
（署名又は記名捺印）

本確認書は、当法人の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第16期事業年度の貸借対
照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、重要な会計方針、
その他の注記及び附属明細書並びに利益の処分に関する書類（案）及び決算報告書並びに事業報告
書（会計に関する部分に限る。）（以下「財務諸表等」という。）の以下の事項について、貴監査法人が意
見を表明するに際して提出するものです。
(1) 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、
重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる国立大学法人等の会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示している
かどうか
(2) 利益の処分に関する書類（案）が、法令に適合しているかどうか
(3) 決算報告書が、国立大学法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示している
かどうか
(4) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）が、財政状態及び運営状況を正しく示しているか
どうか
私たちは、下記のとおりであることを確認します。
記
財務諸表等
1. 私たちは、令和元年７月29日付けの（令和２年３月期に係る）監査契約書に記載された責任を果たし
ました。
(1) 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、
重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる国立大学法人等の会計の基準に準拠して当法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フ
ローの状況及び業務実施コストの状況を適正に表示しております。
(2) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しております。

(3) 決算報告書は、国立大学法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しておりま
す。
(4) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、当法人の財政状態及び運営状況を正しく示して
おります。
2. 財務諸表等の作成に重要な影響を与える法令等の範囲は令和元年12月５日付けの理事者確認書
のとおりで変更ありません。
3. 財務諸表等の作成に重要な影響を与える法令等に準拠するための内部統制の整備状況（業務方
法書、会計規程、報酬の支給基準等の当法人が定めている内部規定の制定状況を含む。）は、令
和元年12月５日付けの理事者確認書のとおりで変更ありません。
4. 不正又は誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、国立
大学法人の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用する責任は国立大学法人の長にあること
を承知しております。
5. 時価による測定を含め、会計上の見積りを行うに際して使用した重要な仮定は、合理的であると判
断しております。
6. 財務諸表等の作成に関連すると認識している全ての債務又は偶発債務は、保証に係るものも含め、
文書によるものも口頭によるものも貴監査法人に提示しており、また、財務諸表等に適切に計上又は
注記されております。
7. 関連公益法人等との関係及び取引は、我が国において一般に公正妥当と認められる国立大学法人
等の会計の基準に準拠して適切に処理し、かつ注記しております。
8. 財務諸表等に計上又は注記すべき決算日後本確認書の日付までに発生した財務諸表等に重要な
影響を及ぼす事象はありません。
9. 財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき、既に認識されている又は潜在的な訴訟事件
等は全て、我が国において一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の会計の基準に準拠して
適切に処理又は注記されております。
10. 未修正の虚偽表示はありません。
11. 過去の財務諸表等に重要な誤謬はありません。
12. 財務諸表等は、前期と同一の会計方針に基づき作成しており、重要な会計方針は財務諸表等に適
切に注記しております。
13. 財務諸表等の資産又は負債の計上額や表示に重要な影響を及ぼす事業計画や意思決定はありま
せん。
14. 契約不履行の場合に財務諸表等に重要な影響を及ぼす契約諸条項は、すべて遵守しております。

15. 開示しているセグメント情報は、事業活動の内容及びこれを行う事業環境に関して適切な情報を提
供しており、一般に公正妥当と認められる国立大学法人の会計の基準に準拠して作成しております。
なお、附属明細書(19)セグメント情報におけるセグメントの区分については、従来「大学」、「附属病
院」及び「附属学校」に区分していましたが、当期より「大学」を「人文・人間科学系」「社会科学系」
「自然科学系」「生命・医学系」「全学基盤系等」に区分しています。当該区分は、詳細なセグメントに
係る財務情報を開示する目的から変更したものであり、大学の状況に即して適切であると判断して
おります。
16. 財務諸表等に注記しているものを除き、所有権に制約がある重要な資産はありません。
17. 有価証券の保有目的について、保有目的の実態に従って適切に区分しております。
18. 棚卸資産の評価について、正味売却可能価額（医薬品・診療材料については再調達原価）を超過
する金額で計上されている棚卸資産はありません。
19. 過剰在庫又は滞留在庫は適切に把握され、収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理してお
ります。
20. 債権は、貸借対照表日以前の収益から生じた債務者に対する正当な債権であり、貸借対照表日後
に発生したもの等に係る債権は含めておりません。また、貸借対照表日後に発生すると予想される
貸倒損失に対して適切な引当金を計上しております。
21. 当法人の採用した減損の兆候の識別、減損損失の認識の判定及び測定の方法は、当法人の状況
から見て適切なものであると考えております。
22. 無形固定資産として計上されている社内利用のソフトウェア費用は、将来の収益獲得又は費用削減
が確実なものであると判断しております。
23. 特定の有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去
に関して法令又は契約によって要求される法律上の義務及びそれに準ずるものは、一般に公正妥
当と認められる国立大学の会計の基準に従って、決算日現在入手可能な全ての証拠を勘案して計
上しております。
24. 「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要領」に基
づき学長の承認を得たプロジェクト事業に業務達成基準を適用するにあたっては、「「国立大学法人
会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」に準拠し、適切に処理しており
ます。
提供する情報
25. 貴監査法人に以下を提供いたしました。
(1) 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等の作成に関連すると認識している全ての情報を
入手する機会

(2) 本日までに開催された経営協議会、教育研究評議会及び役員会の議事録並びに重要な承認
決裁書類
(3) 貴監査法人から要請のあった監査のための追加的な情報
(4) 監査証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した、当法人の役員及び職員への
制限のない質問や面談の機会
26. 全ての取引は会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されております。
27. 不正による財務諸表等の重要な虚偽表示の可能性に対する国立大学法人の長の評価を貴監査法
人に示しております。
28. 当法人に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関する以下の情報はありません。
・ 国立大学法人の長又は役員による不正又は不正の疑い
・ 内部統制において重要な役割を担っている職員による不正又は不正の疑い
・ 上記以外の者による財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い
29. 職員、元職員、規制当局又はその他の者から入手した財務諸表等に影響を及ぼす不正の申立て又
は不正の疑いがある事項に関する情報はありません。
30. 財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等又はそれらの可能性に関して認
識している事実はありません。
31. 財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等又はそれらの可能性に関して認
識している事実はありません。
32. 関連公益法人等の名称、並びに認識された全ての関連公益法人等との関係及び関連公益法人等
との取引を貴監査法人に提示いたしました。
33. 当法人には連結財務諸表作成対象となる特定関連会社はありません。
34. 固定資産の減損に係る国立大学法人の会計基準に関する重要な情報をすべて監査人に提示して
おります。
以 上

【 別紙２ 】

有限責任 あずさ監査法人の
品質管理システム

有限責任 あずさ監査法人
2019年7月
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1. はじめに
概要
当監査法人の品質管理システムは、当監査法人の保証業務等が、職業的専門家としての基準及び適
用される法令等、すなわち当監査法人がメンバー・ファームとなっているKPMGインターナショナルの方針
及び手続、企業会計審議会が公表する監査基準、監査に関する品質管理基準及び監査における不正リ
スク対応基準（法令により適用が認められる場合に限ります）、日本公認会計士協会（JICPA）が公表する監
査に関する委員会報告書等、公認会計士法、会社法、金融商品取引法などの関係法令、JICPAが公表す
る会則、倫理規則、独立性に関する指針、その他の倫理に関する規定等に準拠して適切に実施されるよう
に整備されています。
強固で一貫性のある品質管理システムは、高品質の監査を行うためには不可欠となります。そこで、
KPMGは 全 て の メ ン バ ー ・ フ ァ ー ム に 適 用 さ れ る 品 質 管 理 の 方 針 を 定 め 、Global Quality & Risk
Management Manual（Global Q&RM Manual）として制定し、KPMGの専門要員（パートナー及び専門職員
全体をいいます）が利用可能な状況にしています。
これらの方針及び手続は、メンバー・ファームが関連する職業的専門家としての基準及び適用される法
令等を遵守し、状況に応じた適切な報告書を発行する際の指針となるように整備されています。当該方針
に準拠することにより、メンバー・ファームの専門要員が誠実性及び客観性を持って行動し、勤勉に自らの
業務を遂行し、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に従うことになります。
また、これらの方針及び手続は、メンバー・ファームが法定監査及びその他の保証業務並びにその関連
するサービス業務を実施する際に関係する、国際監査・保証基準審議会（International Auditing and
Assurance Standards Board（IAASB） ） が 発 行 し た 国 際 品 質 管 理 基 準 第1号 （International Standard on
Quality Control 1（ISQC1））及び国際会計士倫理基準審議会（International Ethics Standards Board for
Accountants（IESBA））が発行した倫理規程（Code of Ethics）に基づいて定められています。職業倫理及び
独立性に関する方針を含むKPMGの品質管理の方針に変更がある場合、その内容は品質管理及びリスク
マネジメントに関する通達に含まれ、電子メールで発信されます。
当監査法人は、その変更内容を当監査法人の品質管理システムに反映する必要があります。この変更
については、適切に対応しているかどうか、内部レビューにおいて確認がなされます。
当監査法人の全ての専門要員は、品質管理及びリスクマネジメントに関する責任を負います。この責任
には、日々の活動を遂行するに当たって、当監査法人の方針及び手続を理解し、かつ遵守することが含ま
れます。品質管理に関する方針は、所在地を問わず、KPMGの全ての専門要員に適用されます。
なお、当監査法人の品質管理システムは監査業務以外のアドバイザリー業務にも適用されるものですが、
本報告書においては高品質な監査の提供という観点に重点を置いて説明しています。
監査品質の枠組みについて
当監査法人では、監査品質を単に適切な意見を表明することだけでなく、意見を表明するに至った過程
を含むものと考えています。これには監査報告書の発行に至ったプロセス、判断及び誠実性等が含まれま
す。当監査法人は、関連する職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠し、適切かつ独立
した立場からの意見を提供することが高品質な監査の成果であると考えています。
KPMGの全ての専門要員が、高品質な監査を提供するために求められる基本的なスキルの保持に集中
することができるよう、KPMGインターナショナルは監査品質の枠組み（Audit Quality Framework）を構築し
ています。この枠組みは高品質な監査を推進するための全てのKPMGメンバー・ファームにおける共通の
言語であり、KPMGの専門要員が高品質な監査の提供にどのように貢献できるかについて、言及している
ものです。
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監査品質の枠組みでは、高品質な監査の推進要因として、以下の7つが挙げられています。

継続的な改善

効果的かつ
効率的な
監査の実施

監査関与先との関係

経営者の⽅針や姿勢

⾼度な専⾨性の
追求と⾼品質な
サービスの提供

明確な基準と
強⼒な
監査ツール

採⽤、⼈材開発
および選任

経営者の方針や姿勢は、上記の7つの推進要因の中核をなすものであり、KPMGネットワークファーム内
全てに正しい行動を確実に浸透させることに資するものです。適切な経営者の方針や姿勢は、当監査法
人の品質管理システムにおける他の推進要因の全てに好循環を生み出し、監査品質の枠組みの各推進
要因は他の推進要因を補強します。以下、当監査法人の品質管理システムの主要な推進要因について説
明します。
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2. 経営者の方針や姿勢
KPMGインターナショナル及びKPMGメンバー・ファームの組織文化は、共通の価値観や品質管理に係
る方針及び手続によって支えられていますが、この組織文化のもとで、監査に関する正しい姿勢や行動が
促進されることになります。
KPMGインターナショナルの経営陣は、各地域やメンバー・ファームの経営者とともに、品質及び職業的
専門家としての最高水準への取組みを確立する上で、重要な役割を担っています。品質、誠実性及び倫
理を基調とした組織文化は、利害関係者及び投資家が信頼する監査やその他のサービスを遂行する組織
にとって極めて重要です。
当監査法人では、構成員間で円滑なコミュニケーションが図れる風通しのよい組織文化を醸成していま
すが、このような組織文化を我々の強みとして考えています。
経営者の方針や姿勢とは、当監査法人の理事長をはじめとする経営者が、品質、倫理及び誠実性につ
いて責任をもって取り組むとともに、その取組みを構成員を含む様々な利害関係者に対して明確に伝える
というものです。誠実性は、利害関係者が期待し依拠する最も重要な特性であり、また、KPMGの主要な
Valueです。当監査法人は、何より、誠実性をもって行動します。誠実性とは、高い専門的規範を維持し、
独立性を厳格に維持しつつも、健全で質の高いアドバイスを提供することです。KPMG Valueは、何年にも
わたって明示的に成文化され、労働慣行や当監査法人のValueに基づくコンプライアンス・カルチャー（法
令遵守の風土）に組み込まれており、組織文化の基盤を形成し経営者の方針や姿勢を定めています。
また、KPMG ValueはKPMGの監査アプローチの基盤及び当監査法人の協力体制も形成しています。
当監査法人の構成員に対し、KPMG Valueを明確に伝達し、入社時、業績評価、報酬などの評価プロセス
にもKPMGのValueを網羅しています。
KPMGグローバル行動規範
誠実性及び品質に対するKPMGの取組みは、当監査法人の運営方法の中核であるKPMG Valueに記
載されています。KPMG Valueでは、KPMGの多様性のあるインクルーシブな組織文化並びに個人及び職
業的専門家としての正しい行いが定義されています。特に、KPMGの専門要員は厳格に独立性を維持し、
法令及び専門的規範に準拠しながら、高い専門的規範に基づき誠実性をもって行動し、健全なアドバイス
を提供することが強調されています。KPMG Valueは全構成員に周知徹底されており、採用、業績評価、報
酬などメンバー・ファームの評価プロセスに組み込まれています。
このKPMG Valueを構築することがKPMGのグローバル行動規範です。当監査法人を含めメンバー・
ファームは、このグローバル行動規範を採用し、遵守しています。
あずさ監査法人倫理行動規範
当監査法人の倫理行動規範は、KPMG Value及びKPMGにおいて共有されている信条及び原則に基
づき構築されており、当監査法人の全構成員に求める倫理的な行動について規定しています。
また、倫理行動規範は、構成員それぞれが、適用される法的、職業的な基準及び倫理規則に従う必要
性があることを規定しています。また、私たちの取組みを示し、KPMGの構成員に求められる規定を含んで
います。
これには、以下のような内容が含まれます。
・

適用される全ての法律、規則、職業的な基準及び当監査法人の内部規程を遵守すること

・

適切な関与先及び第三者との業務の実施
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・

品質を重視すること

・

当監査法人内での関与先、サプライヤー又は当監査法人担当の公務員による違法行為又は非倫
理的行為の排除

・

情報の保護

・

公正なサービス提供

・

優秀な人材の育成

・

責任ある企業市民であること

・

社会的信頼の構築

当監査法人の全構成員は、次のことが義務付けられています。
・

グローバル行動規範及びあずさ監査法人倫理行動規範の双方を遵守し、入社時、その後は毎年、
行動規範の遵守を確認すること

・

入社時、その後は毎年、行動規範についての定期研修を受講すること

当監査法人の構成員は、KPMG Valueに相反するか、不快に感じるような態度や行動を目にした場合、
臆せず報告することが奨励されています。また、KPMGの全構成員は、違法と思われる活動又はKPMG
Value、KPMGの方針、適用される法令及び職業的専門家としての基準に違反すると思われる活動を報告
する責任を有し、かつ報告する義務があります。
当監査法人には、当監査法人の構成員が職業倫理及び品質管理に関する問題を報告できるように伝
達に関する手続及び確立された手段があります。善意により報告を行った個人への報復措置は一切禁止
されています。また、不正リスク（財務諸表監査における不正による重要な虚偽表示のリスクをいいます）に
関連して、監査法人内外から寄せられた情報については、当該情報を関連する監査責任者に適時に伝達
し、監査責任者は監査チームが監査実施において当該情報をどのように検討したかを、本部に報告するこ
とにより対処しています。
さらに、KPMGインターナショナル・ホットライン（KPMG International hotline）を設けています。このホット
ラインはKPMGの構成員、メンバー・ファームの関与先並びにその他の外部当事者の全員が利用すること
ができ、KPMGインターナショナル、KPMGメンバー・ファーム、その構成員や経営者層の行動規範に反す
る行為等を匿名で報告することができます。当監査法人では、Global People Surveyにより、当監査法人の
構成員がKPMG Valueをどの程度実践しているかを定期的に監視しています。
(1) 品質とリスクマネジメントに関する経営者の責任
当監査法人は、品質、倫理及び誠実性について責任をもって取り組むとともに、関与先、利害関係者、
社会に対してその取組みを伝えます。 経営者は、適切な方針や姿勢を設定するに当たり重要な役割を
果たしており、職業的専門家としての最高基準を満たすために揺るぎない努力をし、主要な取組みを支
援しています。
当監査法人の理事長をはじめとする経営陣は、書面とビデオのコミュニケーション、チームへのプレゼ
ンテーション、一対一の議論などを通じて、品質だけでなく、倫理及び誠実性を重視する風土の醸成に
取り組んでいます。
当監査法人における品質管理とリスク管理に係る経営陣は次のとおりです。
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理事長
監査に関する品質管理基準及び品質管理基準委員会報告書第1号の規定に準拠し、当監査法人の
理事長は、当監査法人の品質管理（不正リスクに対応するためのものを含みます。以下同じ）システムに
関する最終的な責任を負っています。
専務理事（品質管理統轄）
当監査法人における品質管理及びリスクマネジメントに関する体制の整備・運用上の責任は、品質管
理・リスクマネジメントを統轄する専務理事に委譲され、当監査法人の全般的な品質管理及びリスクマネ
ジメントに関する、職業的専門家としての方針の策定及び当該方針の遵守状況を監視する責任を負っ
ています。
理事長及び品質管理・リスクマネジメントを統轄する専務理事は、品質管理に関する方針及び手続並
びに監査業務の品質を重視する行動及びメッセージについて、法人内の各会議やニューズレター等で
伝達しています。
各業務レベルの品質管理及びリスクマネジメントについては、最終的にパートナーが責任を負ってい
ます。
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3. 監査関与先との関係
(1) 監査契約の新規の締結及び更新
監査品質を管理する上で重要なことの1つは、監査関与先の性質と監査関与先が直面している問題
を理解し、特定したリスクに対する確実な監査対応を実施することです。当監査法人は、監査関与先は
当監査法人の監査品質及び評判に連動するものと理解しています。
監査関与先との監査契約の新規の締結及び更新に関する厳格な方針及び手続は、KPMGの評判及
びそのブランドの維持を促進しており、当監査法人が高品質な職業的専門家としてのサービスを提供す
るために不可欠なものです。したがって、KPMGは全てのメンバー・ファームが監査関与先との監査契約
を締結又は継続するか否かを判断するための方針や手続を構築しています。
(2) 新規受嘱時の評価プロセス
当監査法人は、全ての新規受嘱予定の関与先及び契約の評価を行います。この評価には、関与先
のリスク要因を評価する質問票の完成、関与先、主要な経営者、取締役及び株主に関する背景情報の
入手が含まれます。さらに、当監査法人では現地における法的要件又は規制要件を満たすために必要
となる追加情報を入手します。そして、情報に基づいた受嘱の意思決定を可能にするために、評価の過
程で入手した情報を適切に分析します。新規受託予定の関与先及び契約の評価プロセスにおいては、
評価を行うパートナーとは別のパートナーが新規受嘱予定の関与先及び契約の評価について承認を行
います。
リスクが高いと評価される場合はリスクマネジメントパートナーが承認に関与しますが、これに加えて拠
点事務所長や品質管理・リスクマネジメントを統轄する専務理事が承認に関与することもあります。
契約の評価
新規受嘱予定の契約に関する潜在的リスクを特定するために、全ての契約の評価が行われます。こ
の評価においては幅広い要因について検討を行います。たとえば、「センチネル」というKPMGの利益相
反及び独立性に関する確認システムを用いた潜在的な独立性及び利益相反の問題や、監査における
成果物の本来の目的や使用、監査サービスを含む契約の種類に特有の諸要因、関与先の財務管理
チームの能力、監査チームメンバーの経験、能力、不正リスク等を検討しています。この評価は、当監査
法人の他の上級職員と協議の上、実施され、必要に応じて、品質管理・リスクマネジメントを統轄する専
務理事によりレビューされます。
監査サービスを初めて提供する場合、業務を受嘱予定の監査チームは、当該関与先に既に提供され
た非監査サービスやその他の関連する事業及び人的関係をレビューする等、独立性を評価するための
追加手続を実施することが要求されています。
監査関与先が上場した場合や、追加的な独立性規則が適用される場合も同様に、独立性を評価する
ための追加手続を実施する必要があります。当監査法人は上場した新規の監査関与先に対する独立
性の阻害要因の有無の確認や、独立性の評価を行うことを定め、これに従った手続を実施しています。
新規受嘱予定の関与先及び契約に対する総合的なリスク評価に応じて、識別したリスクを低減させる
ために追加的にセーフガードを適用することがあります。全ての潜在的な独立性又は利益相反の問題
を文書化し、受嘱前に解決します。
職業的専門家としての基準及び適用される法令等並びに当監査法人の方針に照らして潜在的な独
立性若しくは利益相反の問題が解決できない場合、それらのリスクを適切に低減させることができない場
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合又はその他重要な品質上の問題やリスクが存在する場合、当監査法人は、新規関与先又は新規契
約の受嘱は行わないこととしています。
(3) 契約の更新プロセス
当監査法人は、全ての監査関与先に対して少なくとも1年に1度の頻度でリスクの再評価を行っていま
す。再評価に当たり、継続的な関与に関するあらゆる問題を特定し、その問題に対応するために必要な
あらゆる軽減手続を実施します。
また、非監査業務の継続又は長期契約についても再評価の対象としています。また、監査関与先及
び契約のリスク要因に変化の兆候がある場合、速やかに当該監査関与先及び契約に関する再評価を
行います。
(4) 契約の解約
関与先との関係を解消すべきとする情報を入手した場合、当監査法人では、内部の協議を経て、必
要な法的、職業専門的、及び規制上の責務などへの対応の必要性を検討します。また、必要に応じて、
関与先の監査役、監事等（以下監査役等という）との協議や、その他の適切な規制当局への連絡を行う
場合があります。
(5) 監査関与先のポートフォリオ・マネジメント
当監査法人は、それぞれの業務において自らの役割を果たすために適切な能力、資質、時間及び
権限を有している業務執行社員を選任します。
当監査法人は、個別の協議において、少なくとも年1回は、監査担当パートナーの監査関与先のポー
トフォリオを審査します。審査では、全ての監査関与先に対し高品質な監査を提供するための業務執行
社員の能力、資質及び資格とともに、該当する業界、監査関与先のポートフォリオ全体の性質及びリスク
を検討します。
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4. 明確な基準と強力な監査ツール
当監査法人の専門要員は、独立性に関する方針を含めたKPMGインターナショナルや当監査法人が定
めた方針及び手続を遵守することが求められており、当監査法人は専門要員がこれらの方針や手続に準
拠することを支援するさまざまなツールを提供しています。
監査に関して定めた方針及び手続は、会計、監査、職業倫理及び品質管理に関する基準並びに関連
する法令等の規定に準拠しています。
(1) 当監査法人の監査アプローチ
KPMGは、KPMGネットワークの監査品質の向上に対して大規模な投資を行っており、今後も継続し
ていく予定です。投資対象の1つである新たなグローバル電子監査ツール（KPMG Clara workflow）は、
データ、自動化及び視覚化を活用する高度な機能と新技術を継続的に統合することが可能です。Data
& Analytics（D&A）は、KPMGのメンバー・ファームが、デジタル時代において、監査証拠を入手し、監
査関与先と情報を交換するために必要不可欠です。
KPMGの高品質な監査プロセスには、下記が含まれます。
・

監査業務全体にわたるパートナーやマネジャーの適時の関与

・

専門家の関与を含む適切な知見を持つ者の関与、研修、実務経験の要件及び関連業界の専門
知識の入手

・

監査中に入手した全ての監査証拠の十分な検討及び専門家としての適切な判断の行使

・

監査チームの継続的な指導、監督及び審査の実施

① 一貫性のある監査メソドロジーと監査ツール
KPMGは、監査に関するKPMGの基準及びツールを完全かつ最新のものに維持するために、十分な
リソースを投じています。Global Service Centre（GSC）が開発したKPMG監査メソドロジーは、国際監査
基準の要求事項に準拠しています。このKPMG監査メソドロジーは、KPMG監査マニュアル（KAM）に示
されており、KAMには国際監査基準に規定されている要求事項のみならず、監査品質を維持、向上す
るための追加的な要求事項も規定されています。
KAMは、監査の計画から監査手続の実施までの全ての局面において、適切な職業的専門家として
の懐疑心の保持を強調するとともに、独立性を含む関連する倫理上の必要要件の遵守を求めています。
職業的専門家としての基準や監査における新たな重要領域、（国内外の）品質管理レビュー等の結果
に準拠するように、定期的に監査メソドロジー、指針及びツールの強化を行っています。重要事項には、
会計上の見積り、内部統制、収益認識、グループ監査、監査サンプリング及びリスク評価が含まれてい
ます。
当監査法人は、我が国の職業的専門家としての基準及び適用される法令等の要求事項に従うために、
我が国固有の要求事項や指針等をKAMに追加しています。
KAMには、重要な虚偽表示リスクを識別し評価することを目的とした手続及び評価したリスクに対応
するための事例やガイダンスが定められています。また、適切な場合には専門家の利用を推奨しており、
同時に一定の規準を満たす場合や監査チームが適切と考える場合には監査チームの主要なメンバーと
して特定の専門家を関与させることを要求しています。
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KAMに定められている方針及び手続は、監査に特有のものであり、KPMGの全てのメンバー・ファー
ム、部門及び専門要員に適用されるKPMGのGlobal Q&RM Manualに規定されている方針及び手続を
補完するものです。
KPMGの監査ワークフローは、現在の電子監査ツールであるeAudITにより有効に機能します。
eAudITにより75,000名以上の専門要員が高品質かつ一貫性のある監査を完遂することができます。
eAudITは、KAMや指針及び業界の知見や監査業務を遂行し文書化するために必要なツールを統合し
ています。
eAudITは、監査対象の事業体の性質に応じ、また、職業的専門家としての基準及び適用される法令
による必要要件に従い関連する要求事項及び指針を表示するために「拡張」することができます。
eAudITにおいて、当監査法人の監査指針、職業的専門家としての基準及び書類のテンプレートを直接
入手することも可能です。
現在、KPMGは、監査メソドロジー及び監査ツールの改定及び強化のため、大規模な投資を行ってい
ます。2018年にKPMG Clara workflowのパイロットを実施し、2019年にはグローバルで部分的な展開を
行い、2020年以降で全面的な展開を予定しています。
KPMG Clara、KPMG Clara workflow及びData & Analytics（D&A）
KPMGインターナショナルは、監査品質の改善、一貫した監査業務の遂行、及びメンバー・ファーム
又はグローバルが実施する監査エンゲージメントのモニタリング強化のために多大な投資を行ってい
ます。
KPMG Clara
2017年に、KPMGインターナショナルはKPMG Clara（KPMGの洗練された監査プラットフォーム）の世
界的な展開に着手しています。これにはData & Analytics（D&A）ツール、革新的な新技術、コラボレー
ション機能、監査ツールが含まれます。
KPMGは、この取組みを通じて下記の達成を目指しています。
・

最新技術により実現されるインターフェースやコラボレーション機能を使った監査業務の変革

・

監査のデジタル化及び新たなD&A技法の実施

・

監査ツールの強化及び再設計

・

監査ポートフォリオ全体にわたるモニタリング機能の開発

・

メンバー・ファームにおける品質管理システムの監視の支援

・

監査プラットフォームの開発、メンバー・ファームによるカスタマイズ及び拡張を可能にすること

KPMG Clara workflow
2017年のKPMG Claraの立上げを基盤として、KPMGインターナショナルは、KPMGの監査を遂行し
文書化するために、監査チームが使用する新たな電子監査ツールを開発しています。このツールは、使
いやすく、ユーザーフレンドリーで最新型のツールとなっています。必要な時に入手可能な情報と視覚
物、知見及び指針が明確に示され、また組込型の最先端のD&A機能により、監査チームは、論理的な
順序で一連の手続を実行することができます。また、ワークフロー及びメソドロジーには、監査業務の規
模及び複雑性に応じて、準拠すべき要求事項を調整することができる拡張性があります。グローバル展
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開しているこのプロジェクトは、監査チームによる監査業務を徹底的に点検・再設計し、監査品質の改善
を牽引するものです。
Data & Analytics（D&A）
D&AによるKPMGの監査への影響：
・

データへのより深い理解を可能とし、リスクアプローチの深化により監査品質を強化する

・

データの送信及びKPMGのIT環境内での保管、双方におけるデータへのアクセスを制限することで
セキュリティを確保する

・

異常値や例外事項の背後にある要因及び根本原因を明らかにし、詳細な分析を促進することで、プ
ロセスの可視化を図り、よりリスクの高いエリアにフォーカスした監査を可能とする

D&Aツールは、監査を支える原則及び職業的専門家としての基準に基づき構築されていますが、こ
れにより、監査人が監査人としての責務から解放されるというものではありません。
(2) 独立性、誠実性、倫理及び客観性
① 概要
監査人の独立性は、職業的専門家としての国際的な基準及び規制要件にとっての基礎となるもの
です。KPMGは、IESBAの倫理規定に沿う形で、グローバル共通の独立性に関する詳細な方針を策定
しGlobal Q&RM Manualとして制定しています。また、これらの規程に準拠するため、自働化されたツー
ルを活用しています。当監査法人では、このGlobal Q&RM Manual、公認会計士法その他関連法令、
JICPAの倫理に関する規定等を反映した内部規程を設けています。
これらの方針及びプロセスは、法人の独立性、個人レベルでの独立性、法人の経済的利害関係、退
職後の関係、パートナー・ローテーション、監査関与先への非監査業務の提供の承認等の領域を対象と
しています。
KPMGインターナショナルには、Global Independence Groupの責任者がおり、厳格かつ一貫した独立
性の方針及び手続がKPMGメンバー・ファームにおいて確実に実施され、またこれらの必要要件を遵守
するためのツールをKPMGインターナショナル及びその構成員が確実に利用できるように、独立性の専
門家を中心とした部門を組成しています。当監査法人では、厳格かつ一貫した倫理及び独立性に関す
る方針及び手続が適用されることを確保するために、倫理独立性パートナー（EIP）を指名しています。
KPMGインターナショナルの定める倫理及び独立性に関する方針に変更があった場合には、その内
容を、品質管理及びリスクに関する通達やお知らせなどにより法人全体に発信しています。各メンバー・
ファームは、当該変更に対応する必要があり、この対応状況は、内部レビューにおいて確認されます。
当監査法人の定める内部規程への遵守状況についてはEIPに相談することとされています。また、当
該事実及び状況によっては、Global Independence Groupへの相談も求められます。
② 個人の金銭的利害関係
KPMGインターナショナルの方針は、KPMGメンバー・ファーム及びKPMGの専門要員が、KPMGのメ
ンバー・ファームの監査関与先やその経営者層、主要株主との関係において、不適切な関係を持つこと
を禁止しています。当法人の方針では、KPMGの全メンバー・ファームのパートナー及びマネジャー以
上の職員に対して、KPMGの全ての監査関与先への投資に関する規制を設けています。これはIESBA
の倫理規定より厳格なものです。
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当監査法人の専門要員は、独立性の観点から制限される個人的な金銭的利害関係、ビジネス上の
関係又は身分的利害関係がないことを確認する責任を負っています。
当監査法人では、他のKPMGのメンバー・ファーム同様、専門要員が投資に関する独立性の方針を
遵守していることを確保するために、ウェブを基盤とする独立性に関する自動追跡システム（KICS）を利
用しています。この追跡システムには、一般に取得可能な投資が記録されています。
パートナー、マネジャー以上の役職者全員及び各クライアントごとの監査チームは、投資を行う前に、
この追跡システムを用いて当該投資の実行が可能かどうかを確認することが要求されています。それと
同時に、自らと家族の投資をこの追跡システムに記録することが要求されており、投資契約の締結後に
いずれかの投資が制限された場合には、自動的に通知されるようになっています。新たに制限された投
資は、通知後5営業日以内に処分する必要があります。
当監査法人は、サンプル・ベースで個人の独立性の定期的な調査を実施することによって、独立性に
関する遵守状況を監視しています。
③ 雇用関係
監査関与先に業務を提供する当監査法人の専門要員は、関与先と雇用に関する交渉を始める意向
がある場合には、当監査法人のEIP、監査責任者、人事部門等にその旨を通知することが要求されてい
ます。
当監査法人のパートナー等であった者又は監査チームメンバーであった者が監査関与先及びその
関連企業等の役員等に就く場合、当監査法人に対する未払金又は確定していない支払金及び当監査
法人にとって重要な支払金を含め、当監査法人の全ての重要な関係及び専門業務への関与等を全て
終了させる必要があります。
主要な担当社員等や当監査法人のChain of Command（監査業務の結果に対して直接的な影響を及
ぼしうるKPMGメンバー・ファーム内の全ての者をいいます）に該当する者は、一定の期間が経過するま
で、社会的影響度の高い事業体に該当する全ての監査関与先及びその関連企業等の役員等に就くこ
とはできません。
当監査法人は、監査関与先との雇用関係に関する独立性規則を法人内に周知するとともに、その遵
守状況を監視しています。
④ 法人単位の金銭的利害関係
KPMG メンバー・ファームは、監査関与先、その経営者層及び主要株主と禁止されている利害関係
及び彼らとの禁止されている関係を構築することは許容されません。
他のKPMGメンバー・ファームと同様に、当監査法人では、法人自体の有する投資についてKICSを
利用し、法人の退職年金基金の運用先などの情報を登録しています。この登録内容についても、定期
的な調査を実施することによって、独立性に関する遵守状況を監視しています。
⑤ ビジネス上の関係・サプライヤー
当監査法人は、ビジネス上の関係がIESBAの倫理規定、公認会計士法、JICPAの倫理に関する規定、
SEC、PCAOBのルール等を遵守していることを確かめるための方針及び手続を定めています。
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⑥ 独立性確認手続
当監査法人は、新たに監査業務を提供する際、独立性に関する手続を実施し、独立性の阻害要因の
有無及びその評価を行うことを定めています。この独立性確認手続は、新たに監査業務を受嘱する前に
完了しなければなりません。
⑦ 独立性の研修及び確認
当監査法人の全ての専門要員は、入社時に職位や部門に応じた独立性研修の受講を義務付けられ
ており、その後も年次での受講が義務付けられています。新規入社者については、当監査法人に入社
後30日以内若しくは監査関与先の関係会社に監査業務を行う前又はChain of Commandの一員になる
前のいずれか早い段階で研修を受講する必要があります。
当監査法人では、少なくとも毎年1度、グローバル行動規範、あずさ監査法人倫理行動規範及び贈収
賄・汚職防止を含む倫理規範を始め、法令、規則、職業的専門家としての基準への遵守、違法行為等
の報告及びKPMGの方針に関する研修を受講する必要があります。また、新規入社者に関しては、入
社後3ヵ月以内に研修の受講を行うことが要求されます。
当監査法人への入社に当たり、全ての者は、倫理及び独立性に関する規則に遵守しているかの確認
が求められます。その後、当監査法人の全ての構成員は、年度を通じて倫理及び独立性に関する方針
を遵守し続けていること及び適用される行動規範を理解し遵守していることの年次確認と宣誓が要求さ
れています。この宣誓は、本人の独立性関連規則を理解し遵守していることの証左となります。
⑧ 監査証明業務に関与するパートナーのローテーション
当監査法人のパートナー・ローテーションに関する方針は、公認会計士法及びJICPAの倫理規則等
に整合しており、より厳格な現地のルールがあればそれに従うように定められています。
当監査法人のパートナーは、法令や独立性等に関する諸規則及び当監査法人（KPMGインターナ
ショナルの方針を含む）の方針において定められる、監査証明業務に関与するパートナーの最長関与
期間に係る制限を受けます。この規制は、パートナーの監査関与先に関する関与年数に制約を設けて
います。当該パートナーは、関与が外れた後のクーリングオフ期間中において、従前の監査関与先につ
いて引き続き監査に携わること、審査員に就任すること、専門的な見解の問合せ等に係わること、監査の
結果に影響を及ぼすことは禁じられています。
当監査法人では、パートナー（監査業務の主要な担当社員等や審査員を含む）のローテーション状
況を監視しており、それはまた監査関与先に対して一貫した品質のサービスを提供可能とするような
パートナーの交替計画を立案することにも資するものとなっています。
パートナー・ローテーションの監視状況は、法人内外の品質管理レビューの対象となります。
⑨ 非監査業務
当監査法人は、IESBAの倫理規定や、その他関係する法令等に合致した監査関与先に提供可能な
サービスの範囲に関する方針を有しています。
当監査法人は、新規に非監査業務を提供する際、確認しなければならないプロセスや手続を構築し、
維持することが義務付けられています。EIPはこのプロセスに関与し、非監査業務の監視を行っています。
複数の管轄税務地域において監査又は保証業務関与先に提供される監視活動の中で、独立性規則と
の関係上、検討すべき業務が検出された場合には、Global Independence Groupの関与を求めることがあ
ります。
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利益相反の可能性のある取引を検出することに加え、センチネル（利益相反及び独立性に関する確
認システム）によって、上記の方針への遵守を促進しています。
KPMGのメンバー・ファームの全ての業務において、実際に業務を開始する前に、センチネル・システ
ムに業務内容や報酬額などの情報を入力することが要求されています。監査責任者は、上場企業等の
監査関与先及びその関係会社の情報を、センチネル・システムに登録・維持することが義務付けられて
おり、非監査業務の提供から生じる独立性の脅威を評価し特定する責任を負っています。また、必要に
応じて、これに関連する脅威を低減するためのセーフガードの適用を検討することが可能となります。セ
ンチネルにより、監査責任者は、世界中のメンバー・ファームから監査関与先及びその関係会社に対し
て提案されている業務の内容をレビュー、承認又は却下することができます。
⑩ 報酬依存度
KPMGインターナショナルの方針は、監査意見を表明するメンバー・ファームの総収入のうち特定の
監査関与先からの報酬の占める割合が高い場合、独立性を阻害する自己利益のおそれ又は不当なプ
レッシャーを受ける脅威を生じさせることがあることを明確にしています。
社会的影響度の高い事業体である監査関与先及びその関連企業等からの報酬の合計金額が2年間
連続でそのメンバー・ファームの総収入の10％を超える場合には、その旨をその監査関与先のガバナン
スに責任を有する者に開示することとされており、さらに、別のメンバー・ファームに審査を依頼することを
要求しています。
当監査法人では、監査関与先から受け取った報酬の合計金額が直近の2年間連続して当監査法人
の総収入の10％を超えているような監査関与先はありません。
⑪ 利益相反の防止
利益相反は、当監査法人等の構成員が関与先と個人的な関係を有しており、その結果、監査人の客
観的な判断を棄損するおそれがあるとされる状況や、その個人的な関係から他の当事者が行う取引に
係る機密情報を有しているような状況を指します。このような状況が発生した場合には、法人のリスクマネ
ジメントパートナー（RMP）やEIPに相談する必要があります。
KPMGメンバー・ファーム及び構成員は、監査人の客観的な判断を棄損するおそれがあるような利益
相反となる取引を特定し管理する責任があります。KPMGの全メンバー・ファームは当監査法人内及びメ
ンバー・ファーム間の潜在的利益相反を識別かつ管理するためにセンチネルを使用することが義務付
けられています。当監査法人には、識別した潜在的利益相反を審査し、影響を受けるメンバー・ファーム
と協力して解決する責任を担っているリスク管理者（リゾルバー）がおり、結果については文書化しておく
必要があります。
関与先の機密情報を管理する目的で、利益相反が生じる可能性を統制するための特定の手続を適
用する場合があります。当該手続には、たとえば、異なる関与先にサービスを提供しているチーム間に
情報障壁を設置し、かつ当該障壁の運用状況を監視する等があります。
利益相反に関する対応について当事者間の合意が取れない場合には、そのためのエスカレーション
手続等が存在します。潜在的利益相反の問題が解決できない場合には、当該契約を辞退又は解除す
ることになります。
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⑫ 独立性規則に対する違反
全ての構成員は、独立性規則に対する違反事項を認識した場合、速やかにEIPに報告する必要があ
ります。財産調査や年次調査の結果、独立性規則に対する違反事項が検出された場合には、法人の処
分委員会の処罰の対象となります。当監査法人では独立性規則に対する違反について方針を定め、当
該方針を全ての構成員に周知するとともに、全ての違反事項に対して適用し、違反の程度に応じた処分
を設けています。
独立性規則に対する違反は、監査関与先のガバナンスに責任を有する者との合意内容に従って、少
なくとも年1回は、このガバナンスに責任を有する者に報告されます。
⑬ 法令・諸規則の遵守及び贈収賄や汚職の防止
当監査法人にとって、法令・諸規制の遵守及び贈収賄や汚職の防止を遵守することは重要な側面で
あり、贈収賄や汚職については、いかなる違反も許容しません。また、たとえ適用される法令や現地の実
務慣行において許容されている場合においても、いかなる贈収賄に関与することも禁止しています。関
与先、取引業者、公務員などの第三者による贈収賄も許容しない姿勢をとっています。
KPMGインターナショナルの贈収賄・汚職防止に関する方針についてはKPMGインターナショナルの
HPをご覧ください。
⑭ インサイダー取引管理
当監査法人では、インサイダー取引を未然に防止し、証券市場における信頼を確保することを目的と
した内規によって、当監査法人の監査関与先の株式等の原則保有禁止、日本国内の上場会社が発行
する株式等を保有する場合の株式保有監視ツールへの登録等、内部ルールや手続等を定めています。
また、当監査法人の全ての構成員は、インサイダー取引規制に関する研修の受講により、当監査法人
の規制を理解し、その遵守に同意する旨の宣誓を行っています。
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5. 採用、人材開発及び選任
高品質な監査の推進要因（ドライバー）の1つに、担当する監査関与先に適し、高品質な監査を行うため
の能力、経験及び情熱ある専門要員の選任があります。これを実現するためには、専門要員の適切な採
用、人材開発、昇進制度、人事管理のプロセスが必要となります。
KPMGのValueに結びつく業績評価アプローチは、構成員個人だけではなく、法人全体として成果を残
すために策定されています。監査品質の確保は、KPMG Clara workflowの展開及び関連するKPMGメソド
ロジーの更新を支援するために実施されている研修、立案及び開発の重要な要素であり、そのプロセスは
全てのKPMG学習プログラムに組み込まれています。
(1) 採用
当監査法人は、選ばれる存在であることを目指し、当監査法人の構成員がその可能性を十分に発揮
し、誇りと意欲をもって最善を尽くせる環境を作っています。
専門要員への志望者全員が履歴書を提出することが要求されており、さまざまな選考プロセスを経て
雇用されます。選考プロセスは、応募要件審査、書類審査、能力・スキルに関する数名のインタビュー、
心理・能力検査からなります。
当監査法人は、候補者の前雇用者に関するいかなる機密情報も受け取ることはありません。上級職
員の採用については、候補者とEIPの間で独立性に関する協議が行われます。パートナーの採用は、専
務理事会、社員会等での承認、決議等の厳格なプロセスを経ることとなっています。
パートナー採用の基準は我々が保持すべきプロフェッショナリズム、誠実性、品質、選ばれる存在で
あることなどの要素と整合するものです。
(2) 人材開発
専門要員は、その全員が高品質な業務を実施するため、専門的能力に加えて必要なビジネス及び
リーダーシップのスキルを有していることが重要です。
監査に関して、当監査法人は、専門要員に対して、監査におけるキャリア・アップの基盤を形成するス
キル、行動や態度及び個人的資質を開発するための機会を提供しています。これには自己能力を高め、
専門的スキル、リーダーシップ・スキル及びビジネス・スキルを開発するさまざまなコースがあります。また、
職業的懐疑心の向上や職業的懐疑心を保持・発揮して監査を実施することの重要性を改めて徹底する
こと及び不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供することを目的とした職位別研修についても、逐
次実施しています。
加えて、当監査法人は、オン・ザ・ジョブによるコーチング及びメンタリングの活用、ストレッチ・アサイン
メント（能力が試される業務を担当すること）、グローバルベースでの異動の機会を介して、当監査法人
の構成員が高い成果を実現できるようにしています。
(3) 多様性への対応
当監査法人は多様性を促進するために尽力しています。多様性を認めることにより、幅広いスキル、
経験、見解を兼ね備えたチームが生まれます。多様な個性を持つ一人ひとりが「高品質な業務の提供を
もって監査関与先・社会に貢献する」という共通の目標に向かって、お互いの多様性（違い）を認め、活
かし合いながら、高い能力を発揮し合うことを目指します。
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当監査法人では、グローバル人材の育成、女性の活躍推進、出産・育児・介護との両立支援、障害者
雇用の推進、ダイバーシティ対応力を鍛えて磨く風土づくり、そして在宅勤務制度の導入や働き方改革
など、時代に合わせた働き方の多様性や柔軟性を向上させるための環境整備の取組みを行っています。
KPMGのインクルージョン及びダイバーシティについての詳細は、当監査法人のHPをご参照ください。
(4) 品質及びコンプライアンス遵守状況を含めた評価プロセス
当監査法人の専門要員は、年次で目標を設定し、評価を受けています。各専門要員は、定めた目標
に対する進捗・達成度合い、リーダーシップ能力をいかに示しているか、専門技能・知識によって評価さ
れます。同僚を含め部下や上長からの非公式及び公式両方のフィードックを促進するため、継続的改
善の組織文化を奨励しています。収集されたフィードバックは評価において重要な要素となります。
当監査法人は、品質及びコンプライアンスの状況を監視し、パートナーの総括的な評価、昇進、報酬
の評価に当たっての品質評価方法を維持しており、パートナーは、重要な監査品質やコンプライアンス
の指標に基づいて評価されます。これらの評価は、評価を担当するパフォーマンス・マネジャー及び
パートナーにより実施されます。当監査法人の方針では、監査パートナーが、監査関与先への非監査
業務の提供に基づき評価され、報酬を受けることを禁じています。
報酬
当監査法人では、パフォーマンス評価プロセスとリンクした明確かつ分かりやすい報酬制度及び昇進
に関する方針を定めています。パートナーのパフォーマンス評価プロセスには監査品質及びコンプライ
アンスの達成度も含まれます。これにより、当監査法人のパートナー及び構成員は何を期待されている
のか及び何が得られるのかを認識することができます。
報酬の決定は、個人及び組織（メンバー・ファーム）の業績両方の結果に基づいて行われます。構成
員の報酬に対する満足度は、Global People Surveyにより測定され、その結果に応じて行動計画が策定
されます。
昇進
業績評価の結果は、パートナー及び職員の昇進及び報酬、場合により今後のKPMGとの関係に直接
影響を与えます。
(5) パートナーへの昇格
パートナーへの昇格は、専務理事会、社員会等での承認、決議等の厳格なプロセスを経ることとなっ
ています。当監査法人のパートナーへ昇格するための基準は我々が保持すべきプロフェッショナリズム、
誠実性、品質、選ばれる存在であることなどの要素と整合するものであり、KPMGの行動様式、品質重視
の原則と一貫性をもつものです。
(6) 監査業務に関与する専門要員の選任
当監査法人は、全ての専門要員を特定の業務に選任するための方針を定め、当該方針に従って、
チーム編成の管理単位である事務所・事業部等の責任者が選任手続を執行しています。チームの編成
に関しては、各業務に必要なスキル、関連する職業的専門家としての経験及び産業の経験を備えた編
成となるよう配慮しています。
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事業部長は、パートナーの選任について責任を負っています。パートナーの選任に当たっては、パー
トナーがある年度に関与する関与先のリストを基に、監査エンゲージメントの規模、複雑性やリスクの度
合い、専門家の関与の度合いなどを考慮し、監査の実施にあたり経験や能力があるかどうかといった点
が考慮されます。
監査責任者は、担当する監査チームが、KAM、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に
準拠して監査業務を実施し得るだけのスピードを含めた適切な能力及び適正を有していることや法人内
部の必要な研修の受講状況を確認することが要求されています。これには、当監査法人や我が国にお
けるメンバー・ファームの専門家及びグローバルの専門家の関与を含みます。
監査チーム全体としての期待される能力及び適性を判断する場合における監査責任者の検討事項
は、以下のとおりです。
・

業務の内容と複雑さの程度が類似した監査業務への従事や適切な訓練を通じて得られた、監査
証明業務への理解の程度とこれまでの実務経験職業的専門家としての基準及び適用される法令

・

職業的専門家としての基準及び適用される法令等についての理解

・

情報技術（IT）や特殊な領域の会計処理や監査の能力を含む、適切な専門能力

・

監査関与先が属する産業に関する知識

・

職業的専門家としての判断能力

・

当監査法人の定める品質管理に関する方針及び手続についての理解

・

内部レビューの結果や外部検査の結果

・

当監査法人の構成員の見解－意識調査（Global People Survey (GPS)）

(7) 構成員の見解－意識調査（GPS）
毎年KPMGジャパンは全構成員を対象に、外部業者による独立したGPSを実施し、当監査法人にお
ける勤務で得られる経験についての意識を共有しています。GPSの結果、Employee Engagement指標
（会社への自発的な貢献意欲・満足度）を通じた当監査法人の構成員の貢献意欲の度合いに加え、強
みや機会となりうる貢献意欲を高める領域に関する見解を得られます。
調査結果では、機能領域、地理的領域、クラス、業務役割、性別ごとに分析を行い、職員の貢献意欲
に影響を与えるカテゴリーに関し、さらなる見解を得ることが可能です。本調査はまた、当監査法人の経
営者及びKPMGグローバルの経営者に対して、KPMG Valueを支える監査品質に関連する結果、専門
要員の監査品質、リーダーシップ及び経営者の方針に対する姿勢について具体的な情報を提供します。
当監査法人はGPSに参加し、結果をモニタリングするとともに、調査結果の公表や結果に対する取組
みなど、適切な対応を講じています。
この取組みには、以下に関するGPSの結果を監視することが含まれます。
・

監査の品質や経営者の方針や姿勢

・

組織に対するモチベーション及びEmployee Engagement指標

GPSの結果は、毎年KPMGネットワークのために集計されるとともに、グローバルボードに向けて公表
され、適切な対応措置について合意されます。
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6. 高度な専門性の追求と高品質なサービスの提供
当監査法人は、全ての専門要員に、専門的研修、各専門家のネットワーク及び品質管理に関する各
部署への専門的な見解の問合せにより、専門要員が必要としているサポートを提供しています。当監査
法人内で適切な人材が確保できない場合には、他のメンバー・ファームに所属する熟練した専門要員の
ネットワークへのアクセスを提供しています。
それと同時に当監査法人は、専門要員が選任される業務に適した知識及び経験を有していることを要
求しています。
(1) 生涯研修戦略
生涯研修戦略は、継続的専門研修制度の要件を充足し、職業的専門家として相応しい能力の維持・
向上を図る機会を提供することを目的とした方針に基づいています。
公式研修
年次研修の優先順位は、グローバル、地域レベル及び当監査法人の監査分野のLearning and
Development（L&D）ステアリンググループによって決められています。研修は集合研修やeラーニング、
監査人をサポートするための業務支援などを利用して提供されます。
監査分野のL&DチームはGSCの専門家、ISG及びメンバー・ファームの品質管理部門の専門要員
（以下「Department of Professional Practice」又は「DPP」といいます）等と適宜協力し、当該研修が最も高
品質で、業務のパフォーマンスに役立ち、適時に提供されるものになるよう努めています。
(2) IFRS及び米国基準に基づく業務のための資格及び必須要件
資格要件
当監査法人の専門要員は、専門家としての資格保有が必要とされており、業務を実施するために必
要な継続的な専門的な研修要件を満たす必要があるとされています。また、資格要件への準拠を容易
にするための方針と手続を構築しています。
当監査法人では、監査、会計、産業、財務報告フレームワークに関する適切な知識及び経験を有し
ている監査の専門家を監査業務に従事させるよう取り組んでいます。
必須要件 – IFRS及び米国基準に基づく業務
米国基準（米国監査基準や米国内部統制監査基準を含む）及び国際財務報告基準に基づく財務諸
表の監査を実施する場合に、業務遂行に必要な専門知識や業務経験等を有するかを評価するための
ガイダンスを定め、十分な専門性が担保されるような体制としています。
このような体制には、パートナー、マネジャー及び審査員が関連する研修を完了し、監査チーム全体
が業務を行うのに十分な経験を有しているか、又は経験不足に対応するための適切な措置を講じること
が含まれています。
(3) 専門家のネットワークへのアクセス
当監査法人の監査チームは、当監査法人や我が国におけるメンバー・ファームのみならず、グローバ
ルの専門家のネットワークにもアクセスすることができます。
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監査チームのメンバーであり、監査業務の関与に対し一般的な責任を負う専門家は、適切に役割を
果たすための能力、手腕及び客観性を有しています。監査概念に関する研修は、これらの専門家に対
し提供されています。
監査契約の新規の締結及び更新プロセスの一環として、特定の監査業務に専門家（たとえば、情報
技術（IT）、税務、金融、年金、フォレンジック等）を選任する必要があるかどうか検討しています。
(4) 組織文化としての専門的な見解の問合せ
KPMGは意思決定プロセス全体にわたり、メンバー・ファームのチームをサポートする円滑なコミュニ
ケーションを組織文化として醸成しており、この組織文化に監査品質が支えられています。
当監査法人は、構成員間で円滑なコミュニケーションが図れる風通しのよい組織文化を醸成し、この
ような組織文化を我々の強みとして考え、難しい論点や議論のある論点について、専門的な見解を求め
ることを促しています。
監査チームが判断に困難が伴う事項や、見解が定まっていない事項に対応するために、当監査法人
は、監査上の判断の相違を解決する手続など、重要な会計・監査上の事項に関する専門的な見解の問
合せ及びその文書化に関する手続を確立しています。不正による重要な虚偽の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の表示の疑義があると判断される場合において、専門的
な見解を得るための方針及び手続についても定めています。
当監査法人では、監査、財務報告及びリスクマネジメントに関して経験を有する専門要員により構成さ
れる本部組織を介して、専門的な見解の問合せに対する適切なサポートを提供しています。当監査法
人が監査基準及び会計基準についてサポートを受けることができるKPMGの機関として、グローバル・
サービス・ センター（Global Services Centre (GSC)）、インタ ーナショナル・スタ ンダ ード・グ ループ
（International Standards Group (ISG)）、（SEC登録企業の業務に関しては）USキャピタル・マーケット・グ
ループ（US Capital Markets Group）等があります。
Global Service Centre (GSC)
GSCのミッションは、連携、イノベーション及びテクノロジーを通じて、監査実務に関するKPMGグロー
バルネットワークの成功を促進することです。GSCは、KPMGの監査手法や専門要員が使用する技術
ツールの開発、維持、配置を行い、効果的で効率的な監査を可能にしています。3か所のグローバル拠
点（各地域に1チーム）を有するGSC監査チームは、監査、IT、データサイエンス、数学、統計などのバッ
クグラウンドを持ち、KPMGの監査能力をさらに発展させるための多様な経験や革新的な考え方をもたら
す、世界中の専門要員により構成されます。
International Standards Group (ISG)
ISGは、世界中の各地域の代表者からなるグローバルIFRS及びISAトピック・チームとともに作業し、メ
ンバー・ファーム間でのIFRSや監査上の要求事項の解釈の統一性を推進し、対応すべき問題点を識別
し、適時にグローバル・ガイダンスを作成しています。
GSC及びISGに係る詳細は、KPMGインターナショナルの公表しているTransparency Reportを参照し
てください。
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メンバー・ファームの専門要員のリソース
監査上の問題及び専門的な会計上の問題に関するコミュニケーション・サポートが、当監査法人の
DPPにより監査を担当する専門要員に、適切に提供されています。DPPは監査チーム内又は審査員と
意見の相違が発生した場合においても、監査チームをサポートします。意見の相違が解消されない場合、
最終的な解決方法として上級審査の指示を仰ぐことが義務付けられています。またISGとも、必要に応じ
て協議することができます。
KPMGインターナショナルの方針には、メンバー・ファームのDPPに対する必要最低限の要求事項が
記載されています。
(5) 事業の理解及び産業の知識の向上
監査業務の品質における重要な要素は、監査関与先の事業及び属する産業を詳細に理解すること
です。重要な産業に関しては、当該産業に関する知見を高めるため、それぞれの産業について、グロー
バル監査セクターの責任者が選任されており、関連する産業の情報の提供を通じて専門要員を支援し
ています。この産業の情報の主な要素は、KPMG監査ツールによりインダストリー・ナレッジとして提供さ
れています。
インダストリー・ナレッジは、産業における監査手続の例示及び典型的なリスクや会計プロセス等の情
報により構成されています。また、インダストリー・オーバービューも利用することができます。インダスト
リー・オーバービューではKPMG監査ツール内のインダストリー・ナレッジの要約だけでなく、特定の産業
に関する全般的及びビジネス上の情報も提供しています。
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7. 効果的かつ効率的な監査の実施
適切な監査結果を導くことは、監査をどのように遂行するかということと同様に重要な要素となります。
我々は、効果的かつ効率的な監査の実施にあたり、主な行動様式に従い、内部の方針に従うことが求めら
れています。
(1) 継続的なメンタリングとオン・ザ・ジョブ・コーチング、監督及び査閲
スキルは、時間をかけて構築し、異なる経験に触れることで培われるものです。当監査法人では、品
質の維持及び専門要員のスキル構築に投資するために、継続的な研修環境を設けコーチングをサポー
トしています。
監査責任者はエンゲージメント・マネジャーのサポートを受けながら、監査プロセスを通じてコーチン
グ及び継続的な研修を推進し、たゆまぬ監査品質の向上を目指す文化を育むために監査業務の手本
を示す責任を負っています。
継続的なメンタリング、コーチング及び監査の過程における監督には、以下が含まれます。
・ 監査計画時のディスカッションへの監査責任者の参加
・ 監査業務の進捗管理
・ 監査チームの個々のメンバーの能力及び適性を評価すること（メンバーが担当している作業を遂
行するのに十分な時間を有しているか、メンバーは与えられた指示を理解しているか、メンバーの
作業は計画したアプローチに従って遂行されているか等）
・ 監査の過程において生じた重要な事項について対処し、それらの重要性について検討を行い、
計画したアプローチを適切に変更すること
・ 監査の過程において、より経験豊富なチームメンバーと協議すべき事項を識別すること
効果的にメンタリング及び監督を行うためには、重要な事項が迅速に識別され対処されるように、実施
した作業を適時に査閲し議論することが重要です。
当監査法人では、不正リスクに適切に対応できるような監査業務における監督及び査閲に関する方
針及び手続についても定めています。
(2) 審査員の適時の関与
審査員は、適切な知識と経験を有し、監査チームが行った重要な決定及び判断及び財務諸表の適
切性について、監査チームから独立した立場で客観的な審査を実施します。
全ての監査業務において、監査報告書（関連する四半期レビュー報告書も含む）の発行に際して適
格性が確保された審査員による審査の受審が義務付けられています。
審査は、監査報告書日前に行われ、以下のような観点から審査が行われます。
・ 監査チームが行った重要な決定及び判断、監査チームの結論に関する監査調書の査閲
・ 財務諸表及び発行予定の監査報告書の査閲
・ 監査報告書における監査人の意見の評価及び発行予定の監査報告書が適切かどうかの検討
監査責任者が、財務報告や監査意見に関する最終的な責任を負っているものの、審査員が全ての重
要な疑問が解決したと認めた場合に監査は終了します。
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また、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には、修正後のリスク評価及びリ
スク対応手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかという観点での
審査の受審が義務付けられています。
当監査法人は、監査の品質管理のシステムの基本的な部分として、監査における審査員の役割につ
いて、継続的に強化・改善を行っています。
そのため、以下を含む数々の取組みを行っています。
・ 監査に係る当監査法人全体の審査の基本方針の策定
・ 効果的な審査を促進することを目的とした審査に関するガイダンスの発行
・ 監査業務ごとの監査リスクの把握、審査上の問題点に関する審査員からの聴取及び審査の実情
の把握
審査員の審査の実施状況は、豊富な知識及び経験を有する当監査法人のパートナーで構成された
上級審査会により監視され、重大な監査上の判断等に上級審査会は深く関与します。
(3) 監査報告
監査基準及び我が国の法令等は、財務諸表が全ての重要な点において適正に表示されている旨の
意見を含む監査報告書の様式及び内容を定めています。監査責任者は、監査チームが実施した監査
手続に基づいて監査意見を形成します。
監査報告書の作成において、監査責任者はDPPとの協議を通じて豊富な監査報告書に関するガイダ
ンスとテクニカルなサポートを受けることが可能です。特に監査意見の限定又は強調事項区分として監
査報告書の利用者に報告すべき重要な事項が存在する場合、上級審査の受審が必要となります。
(4) 監査役等とのオープンかつ率直な双方向のコミュニケーション
監査関与先のガバナンスに責任を有する者（主に監査役等）との双方向のコミュニケーションは、監査
の品質や監査報告等にとって重要です。当監査法人では、監査役等に対して、監査中に発生した問題
を伝達するとともに、監査役等の見解を理解することが重要と考えています。
当監査法人は、監査の過程で生じた問題点及び監査役等に有用な情報を共有するため、報告、監
査役会への出席、適宜経営者や監査役等との協議を通じて、双方向のコミュニケーションを達成してい
ます。
当監査法人は、会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、重要な会計実務の適切性、
監査の過程で監査人が発見した財務報告システム及び財務報告に係る内部統制の整備・運用におけ
る重要な不備、未修正の虚偽表示に対する監査人の評価等について、当監査法人の見解を監査役等
に提供しています。
KPMGインサイト
KPMGは、KPMG内外に対し、多くの企業に影響する最新の会計・監査情報を、専門家がわかりやす
く解説する情報提供を積極的に行っています。
簡単にアクセス可能なKPMGのインサイトには当監査法人のHPやKPMGインターナショナルが提供
するIFRS Institute(https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reportingstandards.html）等があります。
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(5) 監査事務所間の引継について
当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査人となる場合又は後任の監査人となる場合の双
方について監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するために、本部が指示を行い、立
会を実施しています。
(6) 守秘義務、情報セキュリティ及びデータ・プライバシー
関与先の機密情報を保持することの重要性は、グローバル及び当監査法人の倫理規範、専門要員
全員が受講することが要求されている研修及び年次での宣誓書等の確認プロセスを通じて強調されて
います。
当監査法人は、関連するIESBAの規定、その他法令、規則、基準等に従い、監査調書その他の業務
に関連する記録の保存期間について、調書保存に関する方針を定めています。
また、情報セキュリティに関する明確な方針を定めています。データ・プライバシーに関する方針は、
個人情報の取扱いを管理するために適用される個人情報保護法に準拠して定められ、構成員全員は、
データ・プライバシーに関する研修を受講することが要求されています。
(7) リスク情報の集約・管理
当監査法人は、リスク評価に係る情報を集約・管理する体制を整備し、管理体制を強化しています。
同一の監査関与先の監査業務を担当する監査責任者が交代した場合、不正リスクを含む監査上の重
要な事項が適切に伝達されるよう、伝達状況を確認する体制についても整備しています。
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8. 継続的な改善
KPMGは、監査品質、監査手法の一貫性や効率性について、継続的な改善活動を行っています。
KPMGネットワークファームにおいては、統合的な監査品質の監視体制を構築しており、監査品質に不備
となる事項があれば、それを特定し、特定された不備について原因分析を行い、個別の監査業務及び
KPMGの品質管理システムに関する改善活動に役立てる態勢を取っています。
KPMGインターナショナルの統合的な監査品質の監視体制には、クオリティ・パフォーマンス・レビュー
（QPR）、リスク・コンプライアンス・プログラム（RCP）及びグローバル・コンプライアンス・レビュー（GCR）があ
ります。監査品質のモニタリング及びコンプライアンスプログラムは、グローバル単位で管理され、内部検査
の実施や結果の報告など、全メンバー・ファーム間において、一貫したアプローチがとられています。
当監査法人では、受領した内部レビューの結果を外部の監督機関による検査結果と照らし合わせ、適
切な措置を取っています。
(1) 監査法人内部における監視活動
当監査法人は、以下の事項を対象に継続的な監視活動を行っています。
・ 監査業務の実施にあたり、適用される基準、法令・規則、当監査法人及びKPMGの方針及び手続
への遵守状況
・ 当監査法人の、KPMGインターナショナルの方針や手続への遵守状況、主要な品質管理に係る
方針や手続の目的適合性、十分性及び運用状況の有効性
当該監視プログラムからの結果及びそれに基づく要改善事項は、各メンバー・ファーム間で共有され
ており、当該監視プログラムからの総合的な評価結果及び要改善事項は、各国においてだけでなく、グ
ローバル及び各地域レベルにおいて検討され適切な対策がとられています。この内部レビューの結果
は、品質管理システムが適切に構築され、効果的に導入・運用されているか判断するためにも用いられ
ています。
当監査法人は、監査及びアドバイザリー部門それぞれに対し、年次で実施される2つの内部検査プロ
グラム（QPR及びRCP）を実施しています。これに加え、当監査法人では、メンバー・ファームから独立し
たグローバル・コンプライアンス・グループに所属するレビューアーにより実施される部門横断的なGCRs
を、3年に1度受けています。
これらのプログラムは、KPMGグローバルによって策定されているものであり、これらのプログラムを受
けることは、KPMGネットワークの継続的なメンバーシップ維持の条件となっています。
さらに、当監査法人は、不正リスクへの対応状況についての定期的な検証により、以下のような事項
が当監査法人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ています。
・ 監査契約の新規の締結及び更新
・ 不正に関する教育・訓練
・ 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、監査実施の責任者間の引継を含む）
・ 監査事務所間の引継
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監査クオリティ・パフォーマンス・レビュー（Audit Quality Performance Reviews（QPRs））
QPRプログラムは、業務レベルでのパフォーマンスを評価し、その結果をフィードバックすることにより、
監査業務の品質を向上させるプログラムです。
全ての監査責任者は通常、少なくとも3年に1度はレビュー対象として抽出されます。監査リスクに基づ
いてレビュー対象となるエンゲージメントが選定されます。当監査法人はKPMGインターナショナルの
QPRのインストラクションに基づいて年次のレビューを実施しています。QPRは、メンバー・ファーム単位
で実施され、地域単位（ASPAC）及びKPMGグローバルのQPRチームによる監視の下で実施されます。
また、レビューは当監査法人から独立したKPMGの経験豊かなリードレビューワーによって監督され
ます。
（レビューワーの選定、準備及びレビュープロセス）
レビューワーは厳しい選定基準のもとに選定されます。レビューワーやQPRプログラムの運営に携わる
人員は、規制当局の関心事項を理解し、厳格なレビューを実施するために研修を受講します。
（QPRの結果評価）
QPRの結果は、統一的な基準に基づいて評価が行われ、その評価は、S評価（不備なし又は明らかに
重要性のない不備のみ）・P評価（主として文書化の不備）・U評価（主として監査手続の不備）の3つに区
分されます。
（結果の報告）
QPRプログラムからの検出事項は、通達、研修及び各種ミーティングを通して当監査法人の専門要員
に周知されます。また、これらの検出事項は、改善状況の継続的な測定のため、その後のレビューにお
いて重点項目として取り扱われます。
監査責任者は、監査関与先の主要な海外子会社等の監査が低い評価を受けた場合に通知を受けま
す。また、親会社の監査を担当する監査責任者は、そのグループ子会社・関連会社の監査を実施して
いるメンバー・ファームがQPRの過程で品質上の問題点を識別された場合にも通知を受けます。
リスク・コンプライアンス・プログラム（Risk Compliance Program（RCP））
KPMGインターナショナルは、全てのメンバー・ファームに適用される品質管理に関する方針と手続を
定めています。この方針や手続には、ISQC1（国際品質管理基準第1号）への遵守も含まれています。
例年行われるRCPでは、品質管理やその手続の文書化、これらに関連するテストの実施、不備事項
の報告、不備に対する対応法人や結論の表明といった、一連の評価手続を実施しています。
RCPの目的は次のとおりです。
・ 当監査法人における品質管理システムが、KPMG Globalの定める品質管理の方針（Global
Q&RM Manual）や、専門的なサービスを提供するにあたり適用される主要な法令、規則に準拠し
ているかどうかを監視、文書化、評価すること
・ 当監査法人及びその構成員について、職業専門家に適用される基準及び適用される法令・規則
を遵守しているかどうかを評価するための基礎を提供すること
検出された不備事項については、是正措置の策定及び各是正措置項目の状況の監視が要求され
ます。
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グローバル・コンプライアンス・レビュー・プログラム（Global Compliance Review Programs（GCRs））
GCRは、当監査法人から独立したKPMGインターナショナルのグローバル・コンプライアンス・グルー
プに所属するレビューアーによって、当監査法人に品質管理のシステムの有効性を検証するために、3
年間に1度実施されます。
GCRは、KPMGメンバー・ファームから独立した、KPMGの品質管理の方針に知見のあるレビュー
チームにより客観的に実施されます。GCRでは、選択されたKPMGインターナショナルの方針及び手続
の遵守を評価し、メンバー・ファーム内でベストプラクティスを共有します。GCRは、下記について独立し
た評価を提供します。
・ 品質管理システムの評価を独立した観点から監督し、品質やリスクマネジメントへのコミットメント
（経営者の方針や姿勢）、そのコミットメントを補強するための組織、ガバナンス及び財務プロセス
や、当監査法人のRCPが適切に行われているかどうかの検証
・ メンバー・ファームによる主要なKPMG方針及び手続の遵守
・ メンバー・ファームが実施しているコンプライアンスプログラムの堅牢性
当監査法人はGCRにおいて検出された発見事項に対して是正措置案を策定し、GCRチームと合意
します。合意された是正措置の進捗は、GCRチームにより監視されます。その結果は、メンバー・ファー
ムによって適時の 改善活動が行われるよ う、GCRのグローバル組織であるGlobal Quality & Risk
Management Steering Group（GQ&RMSG）や、必要に応じて、KPMGインターナショナル及び所属する
地域のKPMGに報告されます。
根本要因分析（RCA）
当監査法人は、監査品質に関する問題を特定し改善するためにRCAを行い、再発の防止や継続的
な改善を目指しています。
メンバー・ファームは、RCAの実行や監査品質問題に対する適切な改善計画の特定・策定に責任を
負います。当監査法人の品質管理統轄専務理事は、ソリューション提供者の特定など、RCAの結果に
基づくアクション・プランの策定及び実施に対して責任を負います。
改善に向けた提案
グ ロ ー バ ル レ ベ ル で は 、KPMGイ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル がGlobal Audit Quality Steering Committee
（GAQSC）及び Global Quality & Risk Management Steering Group（GQ&RMSG）を通じて品質モニタリ
ング・プログラムの結果を査閲し、メンバー・ファームの根本要因及びアクション・プランを分析した上で、
適宜グローバルなアクションを追加的に策定します。
KPMGインターナショナルが策定したグローバルの改善計画は、KPMGネットワークにおける組織文
化や行動に変化をもたらし、メンバー・ファームにおける監査チームのパフォーマンスを継続的に向上さ
せることを目的としています。改善計画は、一貫性の向上や適切な基礎の確立、KPMGネットワーク内で
のベストプラクティスの共有を確実にするために、グローバルでの研修、ツール及び指針の開発を通じて
実施されています。
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(2) 監査法人外部からの監視
① 規制当局
公認会計士・監査審査会（CPAAOB）は、行政としての監視・監督の立場から、JICPAによる自主規制
の限界を補完するとともに、JICPAの公平性・中立性・有効性を確保する観点から適切な役割を果たす
ために、JICPAによる品質管理レビューの監視を行っています。
CPAAOBは、JICPAから監査事務所ごとの品質管理レビューの結果について書面による報告を受け、
必要に応じて法人に対して立入検査を行います。
KPMGインターナショナルは監査監督機関国際フォーラム（International Forum of Independent Audit
Regulators (IFIAR)）と双方向のコミュニケーションを行っており、監査品質に係る指摘事項や、ネットワー
クファーム全体で対応を行っている指摘事項について協議を重ねています。

② 監査関与先からのフィードバック
当監査法人は、監査関与先に提供したサービスの品質に関して、経営者等から積極的にフィードバッ
クを求める正式なプログラムを運用しています。このプログラムから受け取るフィードバックは、当監査法
人及び監査チームが提供するサービスの水準を改善するために、法人及び監査チームにより正式に検
討されます。

以 上
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