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監査にも、あれこれ種類があります。

監査の種類1. 監査の種類

・会計監査・・・会計監査人による財務諸表の監査

（決算書が正しいかどうか確かめる。）

・業務監査・・・監査役による会社の事業活動の監査

（取締役が行う業務の監視も含む。）

Tax auditは監査とは異なります！！
意味合いは税務調査になります。違いは以下の通り。

会計監査 税務調査

目的 決算書が正しいか検証 税金の不足の有無を検証

実施者 会計監査人 税務署

強制力の有無 なし あり
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財務諸表監査

企業

作成

財務諸表の利用者

監査人

信用できるか不安

財務諸表
(決算書)

2. 会計監査の必要性
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3. 法定監査と任意監査

・法定監査・・・法律の定めにより会計監査人による監査を
受けるもの
法定監査の要件は以下のうち、2つを満た
す場合（2020年に更新あり）

・任意監査・・・法律の定めによらずとも会計監査人の会
計監査を受けるもの（次頁参照）

監査要件 従来 変更後

年間売上 30億リエル以上
（約75万ドル以上）

40億リエル以上
（約100万ドル以上）

総資産 20億リエル以上
（約50万ドル以上）

30億リエル以上
（約75万ドル以上）

従業員数 100人以上 100人以上

※金融機関及びQIP企業は上記に当てはまらなくとも会計監査
を受ける必要がある。

Presenter
Presentation Notes
金融機関については、法定監査を受けないと、ライセンス取消QIP企業については、監査を受けないとQIP取消のリスクがあり一般の会社は以下で記載の罰金のほかに、ゴールドステータスを取り消され、ミニマム税免税取消のリスクがある。
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任意監査①・・・連結財務諸表目的の監査

（連結グループ全体の決算書の監査）

連結グループの財務i諸表の正確性を担保する
ため、親会社の監査人から依頼を受けて、実
施する監査（イメージは以下の通り）

任意監査②・・・親会社監査人等の依頼によらず、会社の依
頼により、実施する監査
（銀行等の依頼により、実施する監査）

連結財務諸表（連結計算書類）3. 法定監査と任意監査（続き）

　連結グループの監査

支配 支配 監査実施の指示

子会社（重要性：低） 子会社（重要性：高）

　　親会社

親会社監査人

子会社監査人

子会社の監査
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7

監査人の責任

財務諸表の
適正性を
保証する

経営者の責任

適正な
財務諸表を
作成する

二重責任の原則

4. 経営者と監査人の責任

経営者と監査人の責任は以下の通り（一般的には二重
責任の原則といわれる）。

http://jbac.info/index.html
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パートナー

シニアマネ
ジャー

マネジャー

シニア

スタッフ

エンゲージメントパートナー
監査報告書に署名
監査意見に対外的に責任を負う

インチャージもしくは主査
マネジャーの指示の下、現場作業の監督
スタッフに対する指導的役割も担う。
監査チームの中で、クライアントと
最もコミュニケーションを行う機会が多い

エンゲージメント・マネジャー
監査上の問題を把握、パートナー
と協議、クライアントに対しての提案

スタッフ
インチャージの指導の下、現場作業を実施

監査チームの構成

5. 監査チームの構成

それぞれの役割

一般的な監査チームの構成は以下の通り。
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Qualified Opinion・・・・・「○○の事項を除き、（中略）適正に表示して

いるものと認める。」

Adverse Opinion・・・・・「適正に表示していないものと認める。」

Disclaimer of Opinion・・・「適正に表示しているかどうかについての意
見を表明しない。」

Unqualified Opinion・・・適正に表示しているものと認める。

（無限定適正意見） ・全体として正しい

・利用者の判断を誤らせるほどの重要なエラー
がない

・全く間違いがないという保証ではない

・重要性という概念が含まれている。

監査意見の種類
6. 監査意見の種類

（限定付意見）

（不適正意見）

（意見不表明）
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7. 監査が予定通り進まなかっ

た事例

 監査人の作業に対する理解不足

監査人は、基本的に上記のP.7の「二重責任の原則」の考え方より、会社が財
務諸表及び根拠資料を作成することが原則と考えている。

そのため、基本的には会社が財務諸表及び関連する根拠資料を作成しないと
監査が進まないことになる。

・「監査法人が何とかしてくれるだろう。」と思っていても監査は進まない。
また、外部のアドバイザーに財務諸表の作成を依頼したとしても最終的な
責任は会社側に帰属し、ペナルティは会社の負担になる。

 資料提出の遅れによる監査作業の遅延

決算作業が遅れ、資料の提出が遅れると、その分作業が遅れることとなる。

監査法人のリソースが限られているため、監査スケジュールに基づきリソー
スを割り振っているため、資料がタイムリーに提出されないと作業が遅延す
る。

・資料の提出時期と監査の作業時期は綿密なスケジューリングが必要となる。

http://jbac.info/index.html
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 監査人からの要請に対する理解不足

追加の資料提出や質問に対する回答などに会社が対応できていない場合、作
業がストップしてしまう。

監査人からの質問は、例えば以下のような各財務数値間の整合性を確かめる
ものが多いため、決算書を見て、自社でも分析し、回答ができるように準備
する必要がある。

・売上が減少しているのに売掛金が増加している。

・売上が減少しているのに営業利益が増加している。

・各回転期間の計算指標が著しく増減している。

7. 監査が予定通り進まなかっ

た事例（つづき）

http://jbac.info/index.html
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8. 監査に関する法改正

1．監査人のローテーション

2020年7月10日付 省令563 11条により、2020年度を1
年目として、最大5年までしか同一の監査人により、監
査を受けられないこととなった。

http://jbac.info/index.html
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8. 監査に関する法改正（続き）

2．罰則の導入

2020年6月1日付 改正 政令第79号により以下の罰則が
導入された（ただし、適用は1年延期となっている。）。

* GDTの分類より

会社規模
非営利団体

大規模* 中規模* 
KHR KHR KHR

関係当局の承認なしで異なる会計期間で財務諸表
を作成する（通常は12月が決算月となるが、当局

の承認を得れば他の月を決算月とすることも可
能）

2 million          
（約USD 500）

1.5 million          
（約USD 375）

0.8 million         
（約USD 200）

会計帳簿や財務諸表でのクメール語の不使用
2 million          

（約USD 500）
1.5 million          

（約USD 375）
0.8 million         

（約USD 200）

関係当局の承認なしに会計帳簿や財務諸表で外貨
を使用

2 million          
（約USD 500）

1.5 million          
（約USD 375）

0.8 million         
（約USD 200）

国家会計評議会（NAC）への財務諸表の提出遅延
もしくは不提出（6ヶ月と15日以内）

2 million          
（約USD 500）

2 million             
（約USD 500）

1.2 million         
（約USD 300）

会計帳簿等を適切に保存/保持していない（10年）
10 million     

（約USD 2,500）
10 million           

（約USD 2,500）
6.4 million

（約USD 1,600）
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8. 監査に関する法改正（続き）

会社規模
非営利団体

大規模* 中規模* 
KHR KHR KHR

有効な会計基準に従って財務諸表を作成していない
10 million     

（約USD 2,500）
8 million          

（約USD 2,000）
6.4 million     

（約USD 1,600）

独立監査人による財務諸表の監査を受けていない
20 million          

（約USD 5,000）
16 million        

（約USD 4,000）
1.6 million  

（約USD 400）

納税に際して、有効な会計基準に従った財務諸表を
使用していない

10 million     
（約USD 2,500）

8 million          
（約USD 2,000）

4.8 million      
（約USD 1,200）

法律及び規制に準拠して会計文書の保存/保持して
いない

10 million     
（約USD 2,500）

8 million          
（約USD 2,000）

8 million         
（約USD 2,000）

※ 複数回の違反の場合は、直近の罰金の倍額の罰金が課される可能性があるため、注意が必要となる。

また、NACの決定に不服がある場合は、通知された日から15営業日以内にNACに対して異議申立が可能で

ある。

さらに、NACに対する異議申立後のNACの決定に不服がある場合は、経済財政省に対して異議申立が可能

である。
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講師紹介

＜連絡先＞
KPMG Cambodia Ltd.
4th floor, Delano Center, No. 144, Street 169 
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
Office Tel: +855 (23) 216 899 (ext.7219)
Mobile: +855 (17) 423 977
Mail: shinarihara@kpmg.com.kh

氏名 在原 伸

所属／役職 マネジャー, Global Japanese Practice
資格 早稲田大学 商学部卒

公認会計士（日本）

経歴 2007年にあずさ監査法人東京事務所に入所。
2020年8月まで主に製造業、サービス業、小売業、IT産業に関する会
計監査に従事
2020年9月にKPMGカンボジアに赴任し、カンボジアで操業中および
投資を検討中の日系企業向けの会計監査・税務・アドバイザリーサービ
ス全般に関するコーディネート業務を担当。

JBAC税制委員（2020年度～）
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