
＜目的＞
専門的労務監査は、施設職員が働きやすい職場環境の醸成を促し、当該施設の「保育の
質」の向上を図ることを目的として実施するものである。

＜令和３年度実施方針＞
令和２年度の専門的労務監査の実施を通じて、
・監査後の報告書類の作成や評価の平準化の事務処理に時間を要すること
・監査品質の確保のため、監査員やグループリーダーへの研修の着実な実施が必要であ
ること
といった課題が明らかとなったことから、令和３年度の実施方針は下記のとおりとした。
・監査の目的及び上記課題を踏まえた実施計画を検討する。
・監査対象施設については、過去複数年にわたって、立入調査で労務関係の指摘を受けた
施設を優先的に実施する。

＜令和３年度実施計画＞
○上記実施方針を踏まえ、対象施設として５００施設を選定。

（内訳：１０月２００施設、１１月２００施設、１２月１００施設）
○施設選定にあたっては、処遇改善加算を申請している施設（※）のうち、令和２年度まで
の立入調査で複数回、労務関係の指摘を受けた施設から選定。

（※）職員の処遇改善の実効性を確保することを目的として、本人へ確実に処遇改善加算に応じた給与等
が支払われているかを確認する観点から、対象施設とした。

[対象地域]令和２年度に対象とした10都道府県に広島県を加えた11都道府県。
（北海道・神奈川県・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・広島県・岡山県・山口県・福岡県・熊本県）

資料2－1専門的労務監査 実施にあたっての当面の考え方【１】
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＜令和４年度・５年度の実施方針＞
令和５年度末までに全ての施設を対象として実施するとしていたが、専門的監査として求
められる監査水準の確保や、新型コロナ感染症に伴う社会状況の変化の中での安定的かつ適
切な監査の実施を考慮し、令和４年度・５年度は以下の考え方に基づいて実施数を絞って実
施する。

○監査実施年度前年における立入調査において労務関係の指摘を受けた施設を最優先
に対象とし、当該施設の職場環境の改善を図る。
（参考）令和２年度立入調査で労務関係の指摘を受けた施設数
・賃金、労働時間管理等の労務管理体制の指摘があった施設（４２９施設）
・就業規則の整備など労務管理関連規定等に問題があった施設（４１０施設）

※上記は事項別の指摘実績数。いずれか又は両方の指摘を受けた施設数は７３９施設となる。
○なお、上記指摘があった施設以外についても、職員の処遇改善の実効性を確保すること
を目的として、本人へ確実に処遇改善加算に応じた給与等が支払われているかを確認す
る観点から、「処遇改善加算を申請している施設」を追加して選定し、対象施設とする。

＜令和４年度・５年度の実施計画＞
監査品質の確保や全国社会保険労務士会連合会が監査員（社会保険労務士）に対して

実施する教育・研修の機会の確保等を勘案し、各年度５００施設を下限の実施数として、
２年間で１，０００～１，５００施設とする。

Ø令和６年度以降については、毎年度の監査状況や監査実績を踏まえて検討する。
Ø本方針等については、社会状況の変化等を踏まえ適時必要な見直しを行うものとする。

専門的労務監査 実施にあたっての当面の考え方【２】
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＜実施計画（全体）＞

専門的労務監査 実施にあたっての当面の考え方【３】

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度̃

※ 毎年度の監査状況や監査実績を踏まえて検討
する。

※各年度の実施数 500施設～ 

500施設27施設 1,000̃1,500施設
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＜目的＞
専門的財務監査は、公認会計士等の専門的知見を有する者を監査員として、通常の立入調

査では確認が困難な財務事項を調査することにより、助成金の不正使用や不適切な会計処理
等がないかを確認することを目的として実施するものである。

＜令和３年度実施方針＞
令和２年度のモデル財務監査の実施を通じて、
・監査の円滑な実施や質の確保のため、協会監査員と委託先監査法人と間での入念な事前
確認が望まれること

・監査人員や実施日数の増強など体制や計画の見直しが必要
といった課題が明らかとなったことから、令和３年度の実施方針は、監査の目的及び上記
課題を踏まえた実施計画を検討するとした。

＜令和３年度実施計画＞
○上記実施方針を踏まえ、対象施設として５００施設を選定。
○施設選定にあたっては、運営費の助成額が３，０００万円以上の施設（※）のうち、
過去の立入調査で財務関係の指摘を受けた施設から選定。

（※）助成金の不正使用、不適切な会計処理があった場合に被害金額が多額になるなどリスクがある
と考えられることから、対象施設とした。

資料2－２専門的財務監査 実施にあたっての当面の考え方【１】



＜令和４年度・５年度の実施方針＞
令和５年度末までに全ての施設を対象として実施するとしていたが、専門的監査として

求められる監査水準の確保や、新型コロナ感染症に伴う社会状況の変化の中での安定的か
つ適切な監査の実施を考慮し、令和４年度・５年度は以下の考え方に基づいて実施数を
絞って実施する。

○監査実施年度前年における立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管
理・使用の観点で指摘（把握）があった施設を最優先に対象とする。

（参考）令和２年度立入調査で助成金の適正な管理・使用の観点で指摘（把握）があった施設数
① 経理規程及び契約に関する規程（規定）が整備されていない。（１,０７８施設）
② 保育園分の収支を明確とする区分経理が行われていない。（４５６施設）
③ 会計責任者と経理担当者が別々に任命されず、相互牽制体制が未確立。（２４７施設）
④ 会計帳簿の整備が不十分。（１８８施設）
⑤ 積立資産の積み立て及び管理が不適切。（５９施設）
※上記は事項別の指摘（把握）実績数。１つ以上の指摘（把握）を受けた施設数は１,４００施設となる。

○なお、運営費が高額な施設は、助成金の不正使用や不適切な会計処理があった場合に
被害金額が多額になるなどのリスクがあることから、上記対象施設から実施施設を選
定する際には、運営費の助成額（特に３，０００万円以上）についても考慮する。

＜令和４年度・５年度の実施計画＞
監査品質の確保や協会の同行職員の確保、リモート（オフサイト）監査の実施による施

設側の負担増加等を勘案し、各年度５００施設を下限の実施数として、２年間で１,０００
～１,５００施設を対象として実施する。

令和６年度以降については、毎年度の監査状況や監査実績を踏まえて検討する。
本方針等については、社会状況の変化等を踏まえ適時必要な見直しを行うものとする。

専門的財務監査 実施にあたっての当面の考え方【２】



専門的財務監査 実施にあたっての当面の考え方【３】

➡実施状況
令和３年８月末日現在における実施実績等は以下のとおり。

計画数 実績 進捗率
有限責任あずさ監査法人 200 41 20.5%
有限責任監査法人トーマツ 150 17 11.3%
EY新日本有限責任監査法人 150 20 13.3%
合計 500 78 15.6%

＜実施計画（全体）＞
令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

※各年度の実施数：500施設～

令和６年度~

※　毎年度の監査状況や監査実績を踏まえて検討
する。

　（モデル監査）

500施設67施設 1,000~1,500施設



モデル財務監査における検討課題への対応状況（報告）

■財務監査研究会における検討状況（点検・評価委員会（第10回）以降）

〇 本年２月より実施したモデル財務監査の結果を踏まえ、１．財務監査基準案、２．モデル財務監査
の実施と課題、３．今後の方針の３点について、議論を行った。
※モデル財務監査：２４社の６７施設に対して実施
（北海道１施設、首都圏３５施設、東海１１施設、関西６施設、中四国４施設、九州１０施設の
計６７施設）

○ 議論の結果、財務監査基準案については、モデル財務監査の実施において用いた「財務監査仮基
準」を「財務監査基準」とする方針とされ、これを受けて策定された「企業主導型保育事業専門的
財務監査基準」により本年７月から専門的財務監査を開始している。

○ モデル財務監査において明らかになった検討課題（各監査項目の評価基準の検討等）については、
その内容等に鑑み、
① 短期的課題 ： 専門的財務監査本格実施の前までに財務研究会において検討するもの
② 中長期的課題： 専門的財務監査を本格実施する中で企業主導型保育施設における実態を十分

に把握した上で、引き続き検討するもの
に分類して議論を行っており、その検討結果については、必要に応じ、財務監査基準に反映するこ
とも念頭に置いている。

資料2－3
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■短期的検討課題への対応

①施設ごとの区分経理として求める内容の検討

②各監査項目の評価基準等の検討

基本的にはモデル監査実施施設では、当該保育施設ごとに紐づけられた番号をつけて経理処理さ
れており、収入支出側について、その番号で抽出すれば区分経理はできている。同じく貸借対照表
側についてもその番号で各勘定ごとに抽出することは可能であるが、例えば、預金については事業
会社全体で入金勘定口座と出金勘定口座を内部統制上区分し分離して管理されているため、当該保
育施設ごとには区分経理されていない場合が多い。つまり、保育施設ごとの試算表や貸借対照表、
損益計算書は大会社になるほど作成されていない。

各監査項目における評価基準（文書指摘、口頭指摘）をどのように定め判断するか。また、重要
な指摘があった施設に対して、その後のフォローをどのように実施していくか。

〇 「専門的財務監査評価基準」を策定し、問題点についての各監査事項に対する判定区分（文書指
摘及び口頭指摘）を評価事項として定めている。

〇 文書指摘事項については、改善結果報告により改善状況を確認するとともに、その後の立入調査
等の機会においても確認する。

〇 令和２年度運営費の完了報告から、報告を行う保育施設の損益計算書（明細含む）及び貸借対
照表の提出を求め内容を確認している。また、本年度から実施している専門的財務監査において
も、会計帳簿との整合性等について確認している。
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③リモート（オフサイト）監査の検討

④運営費完了報告書（収支報告書）計上項目に関する明細保管の義務化検討

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、リモート（オフサイト）監査の実施も検討。

令和元年度運営費完了報告書（収支報告書）内に計上されている各項目について実際に会計帳簿
へも同額が記載されているかを確認したところ、比較的大手の企業においても同額となっていない
ケースや、計上根拠となる明細が十分整備されていないケースが多数確認された。
今後は収支報告書への計上項目については必ず説明できる明細表を作成しておくよう、既に事業
者宛てに周知したところ。併せて、事業者において明細表が存在しない場合に講ずべき措置につい
ても今後要検討。

○ 令和２年度運営費の完了報告から、報告を行う保育施設の損益計算書（明細含む）及び貸借対
照表の提出を求めており、提出がない場合は立入調査等において継続的に作成するように指導
を行っている。また、専門的財務監査においても、運営費完了報告書（収支報告書）内の各項
目の計上額の根拠となる損益計算書の計上額と総勘定元帳の金額が一致しているか確認し、一
致しない場合には調整を行った経緯が把握できる調整表の作成を求める等の指摘を行っている。

○ 感染対策を講じた上での実地監査を基本としているが、実地監査を実施することに特段の支障
がある施設等に対しては、リモート（オフサイト）監査により実施する方向で対応する。

3



■中長期的検討課題への対応

①会計帳簿や証憑書類（必要な補助簿や入出金伝票及び関連帳票）の保管・整備の確実な
実施の検討

②企業主導型保育施設向け会計処理ガイドライン、FAQ作成の検討

大企業と中小企業では、会計帳簿やその作成の基礎となった証憑書類の保管整備状況に大きな隔
たりがある。中には領収書等の証憑書類の保管期間が不適切であり帳簿の作成自体が不完全なケー
スもあった。

〇 今年度の専門的財務監査から、会計帳簿の作成状況や証憑書類の保管状況を確認し、証憑書類
については請求書や領収書等の証拠書類と会計伝票との整合性が図られているか検証した上で、
不適切な場合には指摘等を行っている。また、経理規程等において会計帳簿や証憑書類の保管・
整備に関するルールが規定されていないような場合には、規程（規定）を整備するよう併せて指
摘を行っている。

必要となる各経理関係資料の作成について、何をどこまでの水準で作成してよいかわかっていな
い施設が散見された。

〇 今年度の専門的財務監査から、各経理関係資料の作成状況や適正な作成を担保するための経理
規程等の整備状況を確認し、不適切な場合には指摘等を行っている。また、施設向け会計処理ガ
イドライン、FAQ等については、専門的財務監査の実施結果を通じて把握された問題点の分析や
施設側の意見等も踏まえ、引き続き作成を検討していく。
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③積立資産の取扱い

④保育業務運営委託費の妥当性、適正性に係る検討

積立資産について、その制度の理解不足や本来の趣旨とは異なった計上をしている保育施設が存
在している。（例：運営を委託している保育施設において人件費積立資産が計上されている等）

各運営委託費については、その内訳がわからないことが多く、またその金額の妥当性、適正性に
ついて判断が難しい。その適正性を判断するため外部委託をしている保育施設の規模や委託内容等
に応じた運営委託費の実態分析を行い、運営委託費の妥当性、適正性を判断する指標が必要。

〇 今年度の専門的財務監査から、契約締結までのプロセス、契約内容・金額等について検証すると
ともに適正な契約プロセスを担保するための規程（規定）が整備されているか検証を行っている。
〇 また、立入調査の結果等の情報から、当該施設において適正な保育サービスが提供されていない
と思われる場合は、運営委託契約の妥当性についても検証していく。

〇 今年度の専門的財務監査から、積立資産の計上や管理状況等について確認するとともに、経理
規程等において積立資産の計上や取り崩しについての規定が整備されているかを確認し、不適切
な場合には指摘等を行っている。
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⑤施設ごとの助成金専用口座の作成義務化検討
現在、施設に対しては、事業会社として、助成金受入口座を設けることは義務付けているが、助

成金受入口座について施設ごとの専用口座の作成までは求めていないため、多くの場合、助成金は
事業会社全体で一括入金管理をしており、助成金が他施設や他業務に流用されているかどうか分析
することが難しいケースがあった。

〇 今年度の専門的財務監査から、「助成金受入専用口座への入金額」や「助成金受入専用口座か
ら施設口座への振替額」等が助成金額と一致しているか検証するとともに、施設での助成金の会
計処理状況を検証し、助成金が他施設や他業務へ流用されていないかについて確認している。
〇 なお、助成金専用口座の作成義務化については、引き続き検討していく。

※ 短期的課題の積み残し事項・中長期的課題については、専門的財務監査の実施を通じて企業主
導型保育施設における実態を十分に把握した上で、財務監査研究会において引き続き検討する。
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■財務監査研究会参加メンバー

■財務監査研究会の開催実績と主な論点

（参考）これまでの検討経緯

〇山上友一郎（監査法人プレンプション 公認会計士）
〇児童育成協会指導監査部（協会所属公認会計士を含む）
〇委託先監査法人（有限責任監査法人トーマツ・有限責任あずさ監査法人・EY新日本有限責任監査法人）
（※第3回以降に参加）

〇第1回（令和2年11月11日（水））
・過去の不正事案等とその防止・発見に関する審査・監査手続、想定される不正事案等とそれに対する財
務監査項目の選定
〇第2回（令和2年11月26日（木））
・保育面を中心とした全般的な指導監査(立入調査),専門的労務監査,専門的財務監査の役割分担,
モデル監査実施先の選定方法

〇第3回（令和2年12月9日（水））
・財務監査仮基準案に関する協議、モデル監査実施に伴う研修実施
〇第4回（令和2年12月22日（火））
・点検評価委員会(第8回）報告、モデル監査実施時の確認ポイント、報告について
〇第5回（令和3年2月25日（木））
・モデル監査実施報告と実施時に判明した問題点、財務監査基準案作成について
〇第6回 （令和3年3月11日（木））
・財務監査基準案決定、令和3年度専門的財務監査実施方針
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■財務監査研究会の開催実績と主な論点

（参考）これまでの検討経緯

〇第7回（令和3年5月26日（水））
・企業主導型保育事業専門的財務監査基準・専門的財務監査評価基準の確認、令和３年度対象施
設（500件）の検討、月別立入調査件数（可能件数）の検討、報告会（復
命会）の進め方についての検討
〇第8回（令和3年7月8日（木））
・専門的財務監査実施に向けた業務の進捗状況の確認・諸課題の検討、業務フロー（監査スケジュール
管理への対応業務）の説明、モデル財務監査実施により明らかになった短期的検討課題に対する検討結
果等についての検討
〇第9回（令和3年９月6日（月））
・専門的財務監査業務の実施状況（情報共有）、オフサイト監査実施の検討、モデル財務監査実施に
より明らかになった短期的検討課題及び中長期的検討課題に対する検討結果等についての確認
〇第10回（令和3年9月16日（木））
・専門的財務監査業務の実施状況（情報共有）、オフサイト監査による対応方法等の検討、専門的財
務監査中期方針等について
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