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平成 28年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論【講評】 

 

短答式試験，おつかれさまでした。 

今回の短答式試験の問題数は，平成 27年第Ⅰ回，第Ⅱ回に比べ２問多い 20問でした。しかし，問

題数が増えても，時間的に厳しいということはなかったのではないかと思います。また，難易度につ

いては，監査役会の監査報告書の記載事項など，細かな論点からの出題もありましたが，基本的な問

題も多く出題されておりましたので，前回の平成 27年第Ⅱ回（平成 27年５月実施）とほぼ同レベル

の難易度だったといえます。 

 

次に，出題範囲については，ここ数年の短答式試験の傾向どおり，幅広く様々な論点から出題され

ております。具体的には，監査実施論，監査報告論から３問，監査総論，会社法監査，不正リスク対

応基準から２問，監査基準論，監査主体論，監査の品質管理，公認会計士法，倫理規則，金融商品取

引法，内部統制監査，四半期レビューから１問ずつ出題されております。なお，この数年，毎回５問

程度出題されていた監査実施論の問題が３問に減っていたことには，少し驚きました。 

 

今回の短答式試験の難易度は，正答したい問題であるＡ問題が 11問，正答が可能な問題であるＢ問

題が７問，正答を得ることが難しい問題であるＣ問題が２問でした。 

なお，今回の試験の合格ボーダーは，Ａ問題については 11問中９問，Ｂ問題については７問中４問，

正答していただきたいので，65 点程度になると思っています。 
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短答式試験 

監査論・解答解説  

 

正解 ４ （難易度：Ｂ） 

ア．× 公認会計士法が制定されたのは 1948年７月であり，公認会計士試験が実施された

のは翌 1949年である。また，財務諸表監査の実施については，監査の環境が未整備

であったことに配慮し，５段階の漸進的導入が図られ，正規の財務諸表監査が開始

されたのは 1957 年１月１日以降開始事業年度の財務諸表に係る監査からである。こ

のように，正規の財務諸表監査が開始されたのは，公認会計士法が制定された翌年

ではない。 

イ．○ 公認会計士による財務諸表の監査は，制度としてみると，企業のディスクロージ

ャーを支えるインフラストラクチャーと捉えることができる（「監査基準の改訂に関

する意見書(平成 14年)」一 １など）。 

ウ．○ （「監査基準の改訂に関する意見書(平成 14年)」三 １(１)） 

エ．× 財務諸表監査は企業内容の適正開示を支える社会的インフラストラクチャーであ

るので，監査サービスの受益者は，監査報酬の支払主体である被監査会社に限定さ

れるものではなく，株主やその他の利害関係者などの財務諸表の利用者も該当する。 

 

 

正解 ６ （難易度：Ａ） 

ア．× 誇張した宣伝及び他の者と自己との根拠のない比較を禁じる規定は，「公正性の原

則」ではなく，「職業的専門家としての行動の原則」において規定されている（「倫

理規則」第７条第３項）。 

イ．× 職業的専門家としての判断又は業務上の判断を行うに当たり，先入観をもたず，

利益相反を回避し，また他の者からの不当な影響に屈せず，常に公正な立場を堅持

しなければならないとする規定は，「職業的専門家としての能力及び正当な注意の原

則」ではなく，「公正性の原則」において規定されている（「倫理規則」第４条第１

項）。 

ウ．○ （「倫理規則」第３条第１項第１号） 

エ．○ （「倫理規則」第７条第１項） 

 

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 監査役会設置会社における会計監査人は，株主総会の決議によって，いつでも解

任することができるが，監査役全員の同意による解任については，当該会計監査人

について，① 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき，② 会計監査人として

問題 1 

問題 2 

問題 3 
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ふさわしくない非行があったとき，③ 心身の故障のため職務の執行に支障があり又

はこれに堪えないとき，という３つ条件のいずれかに該当する場合に限られる（「会

社法」第 339 条第１項，第 340条第１項第２項）。 

イ．○ （「会社法」第 397条第１項第３項） 

ウ．× 会計監査人は，いつでも，会計帳簿等の閲覧及び謄写をし，又は取締役及び会計

参与並びに支配人その他の使用人に対し，会計に関する報告を求めることができる

が，監査役に対してそのような報告を求める権限はない（「会社法」第 396条第２項）。 

エ．○ 計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監

査人が監査役と意見を異にするときは，会計監査人には，定時株主総会に出席して

意見を述べる権限が与えられている。また，この権限を行使するに当たっては，定

時株主総会の決議は求められていない（「会社法」第 398条第１項）。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ａ） 

ア．× 有限責任監査法人は，その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す

文字として内閣府令が定める「有限責任」を使用しなければならない（「公認会計士

法」第 34 条の３第２項，「公認会計士法施行規則」第 18条）。 

イ．○ （「公認会計士法」第 34条の 10の４第２項） 

ウ．○ （「公認会計士法」第 34条の 32第１項，「公認会計士法施行令」第 24条） 

エ．× 大規模監査法人は，上場有価証券発行者等の財務書類について監査証明業務を行

う場合において，筆頭業務執行社員等が上場有価証券発行者等の政令で定める連続

会計期間（５年間）のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行

った場合には，当該筆頭業務執行社員等は連続会計期間の翌会計期間以後の政令で

定める会計期間（５年間）は監査関連業務を禁じられる。このように，「５年－５年

ルール」は，公認会計士法上の大規模監査法人にのみ適用される規定である（「公認

会計士法」第 34条の 11の４第１項，「公認会計士法施行令」第 19条，第 20条）。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ｃ） 

ア．○ （「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第５条第１項） 

イ．× 監査証明をしようとする連結財務諸表に係る連結会計年度の各期首において，関

連会社に対する投資について持分法を適用することを被監査会社が決定していない

場合，当該監査証明に係る特別な利害関係について，持分法適用会社に係る関係は

適用がないものとして取り扱われる（「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第

２条，「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の取扱いに関する留意事項について

(監査証明府令ガイドライン)」２－２）。 

ウ．× 監査が特定証明であるときは，当該特定証明に係る指定有限責任社員である業務

執行社員が監査報告書の作成の年月日を付して自署し，かつ，自己の印を押さなけ

ればならず，有限責任監査法人名で署名，押印することは認められていない（「財務

諸表等の監査証明に関する内閣府令」第４条第１項）。 

問題 4 

問題 5 
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エ．○ （「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第４条第１項第１号ロ，第３項第２

号） 

 

 

正解 ２ （難易度：Ｂ） 

ア．○ （「会社法施行規則」第 130条第２項第２号，第 129条第１項第２号） 

イ．× 監査役会監査報告書には，当該株式会社の取締役の職務の遂行に関し，不正の行

為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは，その事実を記載し

なければならないが，そのような事実があったかどうかの記載が求められるわけで

はない（「会社法施行規則」第 129条第１項第３号）。 

ウ．○ （「会社法施行規則」第 129条第１項第４号） 

エ．× 監査役会の監査報告書には，会計監査人の監査の方法又は結果の内容が相当でな

いと認めるときは，その旨及びその理由を記載しなければならないが，相当と認め

たときは，その旨を記載する必要はない（「会社法施行規則」第 129条第１項第５号）。 

 

 

正解 ６ （難易度：Ｂ） 

ア．× 監査責任者は，監査契約の新規の締結及び更新に当たり，不正リスクを考慮して

監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価すること，並びに，当該評価の妥当性

について，新規の締結時，及び更新時はリスクの程度に応じて，監査チーム外の適

切な部署又は者により検討することが，監査事務所の定める方針及び手続に従って

適切に行われていることを確かめなければならない。このように，本問の責任は，

不正リスクに関する品質管理の責任者ではなく，監査責任者にある（監査基準委員

会報告書 220「監査業務における品質管理」Ｆ11－２項）。 

イ．× 監査責任者は，不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合，又

は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には，監査チームが必

要に応じ専門的な見解の問合せを適切に実施する責任を負わなければならない（監

査基準委員会報告書 220「監査業務における品質管理」Ｆ17－２項）。 

ウ．○ （監査基準委員会報告書 220「監査業務における品質管理」Ｆ20－２項） 

エ．○ （監査基準委員会報告書 220「監査業務における品質管理」Ｆ20－３項，ＦＡ25

－２項） 

 

 

正解 １ （難易度：Ｂ） 

ア．○ （「監査に関する品質管理基準」第十一） 

イ．○ （品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管理」Ａ38項，Ａ

39項） 

ウ．× 特定の監査業務に関して審査担当者を選任しない場合，会議体による審査を実施

することができるが，構成員が従事している監査業務に係る審査においては，当該

構成員は案件の説明を行うことはできるが，審査に加わることはできない（品質管

問題 6 

問題 7 

問題 8 
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理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管理」Ａ46項(２)）。 

エ．× 監査事務所は，監査責任者，審査担当者などに対して，一定期間のローテーショ

ンを義務付けなければならないが，監査チーム自体をローテーションすることまで

は義務付けられていない（品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における

品質管理」24項）。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．○ （監査・保証実務委員会報告第 82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実

務上の取扱い」159項） 

イ．× 内部統制監査の目的は，経営者の作成した内部統制報告書が，一般に公正妥当と

認められる内部統制評価の基準に準拠して，内部統制の有効性の評価結果をすべて

の重要な点において適正に表示しているかどうかについて，監査人自らが入手した

監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにあり，内部統制その

ものの有効性について意見を表明するもの（ダイレクトレポーティング）ではない

（「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準の設定に関する意見書」二(４)③）。 

ウ．× 内部統制とは，基本的に，業務の有効性及び効率性，財務報告の信頼性，事業活

動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の４つの目的が達成されているとの合理

的な保証を得るために遂行されるプロセスをいうが，内部統制監査は，経営者の作

成した内部統制報告書の適正表示に対して意見表明されるものであり，内部統制の

目的の達成について合理的な保証を得ることは求められてない。また，内部統制監

査の対象は，内部統制の４つの目的のうち，財務報告の信頼性を確保するための内

部統制，つまり，財務報告に係る内部統制に限定されている（「財務報告に係る内部

統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の設定に関する意見書」二(１)，(４)③）。 

エ．○ ＩＴに係る業務処理統制の運用状況の評価の検討に当たっては，関連するＩＴに

係る全般統制も評価することが前提となっており，ＩＴに係る全般統制の評価結果

が有効であることを前提とすれば，必要最低限のサンプル数で運用状況の評価の検

討を実施できたり，ＩＴを利用して自動化された内部統制についての過年度の検討

結果を継続して利用することができたり，検討作業を減らすことができる（監査・

保証実務委員会報告第 82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱

い」161～165項）。 

 

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 監査人は，四半期レビューであっても，経営者確認書を入手しなければならない

ので，経営者確認書の入手を省略することはできない（「四半期レビュー基準」第二

10）。 

イ．○ 四半期レビューにおいては，通常，内部統制の運用評価手続は要求されていない

問題 9 

問題10 
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（監査・保証実務委員会報告第 83 号「四半期レビューに関する実務指針」10 項，

11項）。 

ウ．× 四半期レビュー手続は，質問，分析的手続その他の四半期レビュー手続に限定さ

れており，年度の財務諸表の監査で要求される証拠のすべてを入手する手続は求め

られていないため，四半期レビューにおいては，通常，内部統制の運用評価手続や

実査，立会，確認，証憑突合，質問に対する回答についての証拠の入手及びその他

の実証手続に基づく証拠の入手は要求されていない。しかし，それらの手続の実施

が認められないというものではない（監査・保証実務委員会報告第 83号「四半期レ

ビューに関する実務指針」10項，11項）。 

エ．○ （「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」二 ３(１)） 

 

 

正解 ６ （難易度：Ａ） 

ア．× 監査基準は，監査実務の中に慣習として発達したもののなかから，一般に公正妥

当と認められたところを帰納要約した原則である。従って，監査基準は，「演繹的方

法」ではなく，「帰納的方法」によって設定されている（「監査基準の設定について」）。 

イ．× 監査基準は，公認会計士監査のすべてに共通するものであるので，任意監査にお

いても，監査基準は適用される（「監査基準の改訂に関する意見書(平成 14年)」二

３，監査基準委員会報告書 805「個別の財務表または財務諸表項目等の対する監査」

６項参照）。 

ウ．○ 監査基準は継続的に改訂が行われ，近年は資本市場の国際化等の影響により，国

際的な会計基準との整合性を高めるための改訂も実施されている（「監査基準の改訂

に関する意見書(平成 14年)」一，「監査基準の改訂に関する意見書(平成 17年)」

一 など）。 

エ．○ 金融商品取引法において，「内閣府令で定める基準及び手続」への遵守が求めら

れ，「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」において，「監査基準」が一般に

公正妥当と認められる監査の基準の一つとされているという関係にある（「金融商品

取引法」第 193条の２ ５項，「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第３条第

３項第１号）。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ａ） 

ア．× 監査の対象となる財務諸表の種類，あるいは監査の根拠となる制度や契約事項が

異なれば，それに応じて，意見の表明の形式は異なるものとなる（「監査基準の改訂

に関する意見書（平成14年）」三１(３)）。 

イ．○ （「監査基準の改訂に関する意見書（平成14年）」三１(５)） 

ウ．○ 特別の利用目的に適合した会計基準により作成されている財務諸表に対して，準

拠性の枠組みに基づいて意見を表明する場合であっても保証水準は変わらない（「監

査基準の改訂に関する意見書（平成 26年）」一）。 

エ．× 準拠性の枠組みにおいて意見を表明する場合，財務諸表が全体として適切に表示

問題11 

問題12 
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されているかの一歩離れての評価を行う必要はない（「監査基準の改訂に関する意見

書（平成26年）」二 １）。 

 

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 監査人は，監査上の判断の相違が解決しない限り，監査報告書を発行してはなら

ない。従って，監査人は，見解の相違が未解決のまま，監査人自らの見解に基づい

て監査意見を表明してはならない（監査基準委員会報告書 220「監査業務における

品質管理」21項）。 

イ．○ （監査基準委員会報告書 220「監査業務における品質管理」10項） 

ウ．× 正当な注意の内容は，監査を取り巻く社会経済状況の変動や監査技法の発展の影

響を受けて変化していくものである。 

エ．○ 正当な注意の具体的な内容は，監査基準や実務指針において規定されている。し

かし，監査人が実施すべき監査手続は，監査人の職業的専門家としての判断により

決定するものであるので，監査基準委員会報告書等で画一的に決定することはでき

ない（監査基準委員会報告書 200「財務諸表監査における総括的な目的」Ａ22項）。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ｂ） 

ア．× 一定金額以上の全ての項目を抜き出して調べる場合は，「特定項目抽出による試

査」に該当する（監査基準委員会報告書 500「監査証拠」Ａ54項）。 

イ．○ （監査基準委員会報告書 530「監査サンプリング」10項，Ａ15項） 

ウ．○ 詳細テストの場合，推定による虚偽表示に例外的な虚偽表示を加えた額が，母集

団における虚偽表示に係る監査人の最善の見積りとなる。ここで，例外的な虚偽表

示は，母集団における虚偽表示額の推定からは除外されるが，その後の母集団にお

ける虚偽表示に係る監査人の最善の見積りを行うに際しては，推定による虚偽表示

にこの例外的な虚偽表示を加える必要がある点に注意する必要がある（監査基準委

員会報告書 530「監査サンプリング」Ａ19項，Ａ22項）。 

エ．× 抽出したサンプルに対して監査手続が適切に実施されないことによって，監査人

が誤った結論を導くリスクは，ノンサンプリングリスクである（監査基準委員会報

告書 530「監査サンプリング」Ａ１項）。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ｂ） 

ア．× 確認は，紙媒体，電子媒体又はその他の媒体により，監査人が確認の相手先であ

る第三者（確認回答者）から文書による回答を直接入手する監査手続をいう。従っ

て，口頭による回答は，確認とは同様に取り扱うことはできない（監査基準委員会

報告書 505「確認」５項(１)，Ａ15項）。 

イ．○ 代替手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できたときは，監査範囲の制約と

する必要はない。 

問題13 

問題14 

問題15 
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ウ．○ ブランクの確認依頼は，確認回答者からの回答率は低くなる場合が多い。しかし，

ブランクの確認依頼の場合には，確認回答者は，回答を記入するに際し，調査をし

たうえで，より正確な数字を記入することになるので，金額を記載した確認状と比

較して，より信頼性が高い監査証拠を入手することができる（監査基準委員会報告

書 505「確認」Ａ５項）。 

エ．× 発送した債権残高確認状が宛先不明として返送された場合，不正リスク要因を示

唆することがある。それにも関わらず，代替的な手続として他の得意先を選定して

しまうと，不正を見逃すことになりかねない。従って，本問の対応は誤っている。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ｃ） 

ア．○ （監査基準委員会報告書 600「グループ監査」Ａ56項） 

イ．× グループ監査チームは，連結財務諸表監査のために他の監査人が複数の重要な構

成単位の財務諸表を監査する場合には，構成単位の重要性の基準値に応じて，監査

手続を指示する必要があるので，すべての重要な構成単位に同一の監査手続を実施

するように指示することはない（監査基準委員会報告書 600「グループ監査」25項）。 

ウ．○ グループ監査において，グループ監査チームは，構成単位の財務情報に関して十

分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったためにグループ財務諸表に対

して除外事項付意見を表明する場合，すなわち監査範囲の制約に関する除外事項付

意見を表明する場合，監査報告書の限定付適正意見の根拠区分において，除外事項

となった状況を十分に説明するために必要な場合は，他の監査人の業務の利用とい

う事実を記載することがある。ここで，本肢では，「無限定適正意見以外の監査意見

を表明するとき」と記述されており，意見に関する除外の場合も含む言い回しに，

敢えて実務指針の規定の文言を変更している。しかし，文章全体を読むと，当該文

言で引っかけられていないため，本肢は正しい記述である（監査基準委員会報告書

600「グループ監査」Ａ９項）。 

エ．× 他の監査人には，グループ監査チームと同一の監査手法を採用している業務提携

関係にある監査人も含まれる（旧監査基準委員会報告書第８号「他の監査人の監査

結果の利用」２項）。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ａ） 

ア．○ （「監査基準」第四 四 ２） 

イ．× 監査人は，継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況にお

いて，当該事象を解決するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合に

は，継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分か

つ適切な監査証拠が入手できないことがあるため，重要な監査手続を実施できなか

った場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。従って，本肢のよ

うな場合には，監査範囲の制約になるため，状況に応じて，限定付適正意見又は意

見不表明を表明しなければならず，不適正意見を表明することはない（「監査基準」

問題16 

問題17 
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第四 六 ３）。 

ウ．○ 追記情報は情報提供機能の発揮であり，保証機能の発揮としての監査人の意見と

は明確に区別することが必要である（「監査基準の改訂に関する意見書(平成 14年)」

三９(３)①）。 

エ．× 監査人は，① 財務諸表に表示又は開示されている事項であること，② 利用者が

財務諸表を理解する基礎として重要であるため，当該事項を強調して利用者の注意

を喚起する必要があると判断していること，③ 当該事項について財務諸表の重要な

虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手したことの３条件をすべて満

たした場合には，監査報告書に強調事項区分を設けなければならない。そのため，

会計方針の変更に関しても，著しく重要な正当な理由による会計方針の変更につい

ては，企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするために，監査

報告書上，強調事項として記載する必要がある。従って，正当な理由による会計方

針の変更であっても，重要性の乏しい変更については強調事項として記載する必要

はない（監査基準委員会報告書 706「独立監査人の監査報告書における強調事項区

分とその他の事項区分」５項）。 

 

 

正解 ６ （難易度：Ａ） 

ア．× 金融商品取引法に基づく監査報告書の宛先は，通常，取締役会となるので，株主

を宛先とするように規定されているわけではない（監査基準委員会報告書 700「財

務諸表に対する意見の形成と監査報告」Ａ16項）。 

イ．× 財務諸表が適正である旨の監査人の意見は，財務諸表に全体として重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより，財務諸表がすべての重

要な点において適正に表示されていることを意味する。従って，監査人が実施した

監査手続の範囲に限定して，財務諸表が適正である旨を監査人が表明しているわけ

ではない（「監査基準」第一 １）。 

ウ．○ 監査人は，リスク評価の過程で内部統制の評価を実施するものの，内部統制の有

効性について意見を表明するものではないことを記載することで，利害関係者の理

解の促進を促すとともに，監査人の責任が明確となる。そのため，監査人が，財務

諸表監査に併せて，内部統制の有効性に対して意見を表明している場合においても，

財務諸表監査の目的は変わらないため，内部統制の評価に関する当該記載は変更す

る必要はない（監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報

告」Ａ27項）。 

エ．○ （「監査基準」第四 五 ４） 

 

 

正解 １ （難易度：Ｂ） 

ア．○ （監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」９項） 

イ．○ （監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」14項） 

ウ．× 対応数値の場合，監査意見が対応数値を含む当年度の財務諸表に対するものであ

問題18 

問題19 
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るため，監査人は当年度の財務諸表のみについて，経営者確認書に記載することを

要請する。従って，すべての対象年度について経営者確認書に記載することは要請

されていない（監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財

務諸表」８項，Ａ１項）。 

エ．× 前年度の財務諸表が監査されていない場合，監査人は，監査報告書のその他の事

項区分に対応数値が監査されていない旨を記載しなければならない。ただし，当該

記載によっても，当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が期首残高に含

まれていないという十分かつ適切な監査証拠の入手に関する要求事項が免除される

わけではない（監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財

務諸表」13 項）。 

 

 

正解 １ （難易度：Ａ） 

ア．○ （「監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」二 ４(２)） 

イ．○ （「監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」二 ４(３)③） 

ウ．× 監査人は，不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施したが未回答のた

め，代替的な監査手続を実施する場合において，監査証拠として企業及び当該企業

の子会社等が作成した情報のみを利用するときは，当該情報の信頼性についてより

慎重に判断しなければならない。このように，代替的な監査手続を実施する場合に

おける監査証拠として，被監査会社が作成した情報を利用することもある（監査基

準委員会報告書 505「確認」Ｆ11－２項）。 

エ．× 監査人は，不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合には，適時に，

監査役に伝達しなければならない。しかし，不正による重要な虚偽表示を示唆する

状況しか発見していない場合には，監査役等に報告することは求められていない。

また，監査を完了するために必要となる監査手続についての監査役等との協議は，

不正又は不正の疑いに経営者の関与が疑われる場合における要求事項である（監査

基準委員会報告書 240「財務諸表監査における不正」40項）。 

 

問題20 


