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当法人の事業年度は 8月 1日から翌年 7月 31日です。2022年度とは 2021年 8月

1日から 2022年 7月 31日までを指します。本報告書は 2022年度を報告対象期間とし

て作成していますが、必要に応じて、過去の経緯や今後の取組みについても説明しています。
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Ⅰ．統括代表社員ご挨拶 

１．社是・社訓及び基本原則 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズは、下記に掲げる社是・

社訓及び基本原則を行動規範としています。 

（１）社是 

当監査法人は、社是として「Be of good use」を掲

げ、職業専門家として常に精進しながら、自らを戒め、謙

虚な気持ちで「役に立つ」存在であることを追求しています。 

（２）社訓 

当該社是を受けた具体的な社訓として「証券市場に対

する貢献」「顧客に対する貢献」「仲間に対する貢献」を掲

げ、これらに貢献できるよう日々努力しています。 

（３）基本原則 

更に、職業倫理に対する５つの基本原則「誠実性の原

則」「公正性の原則」「職業的専門家としての能力及び正

当な注意の原則」「守秘義務の原則」「職業的専門家と

しての行動の原則」を常に念頭に置き、高い品質の業務

の提供を目指します。 

２．法人名由来 

当監査法人名に掲げた二つの「Ａ」は、監査業務にお

け る 「 Assurance 」 と アド バイザ リ ー業務における

「Advisory Service」の提供を行っていくことを意味して

います。 

（１）Assurance 

公正な判断が求められる「Assurance」業務において

は、当監査法人は、証券市場の番人として不羈独立の

精神を保ち、経営者と緊張感のある関係を築いて行くこと

を目標とし、「品質」を重視した質の高い監査を提供するこ

とを励行しています。 

（２）Advisory Service 

一方 、企業の成長をサポー トす る 「 Advisory 

Service」業務においては、当監査法人は、企業の主治

医として専門性と情熱を傾け、経営者と本音で語り合える

信頼関係を築くことを目標としています。 

（３）二つの「Ａ」に込めた思い 

当監査法人に所属するパートナー及び職員全員が二

つの「Ａ」の業務を確実に遂行することにより、個々人の能

力がより高くより幅のあるものになるとともに、高い品質を誇

る組織体制の構築に寄与することになると考えています。 

３．長期的目標 

当監査法人は、「世の中から必要とされる法人となる」

及び「メンバーが安心して働ける職場となる」ことを長期的

な目標に掲げています。 

（１）世の中から必要とされる法人となる 

当監査法人は、大手監査法人では困難となっている顧

客との良好かつ適切な距離感を重視するとともに、我が国

の経済市場に必要不可欠な中堅層の企業を大事に考え

ています。顧客からの信頼性を確保することに加え、我々

自身も顔の見える組織を大切にしながら監査品質の向上

や質の良いアドバイザリー業務の提供を実施し、世の中か

ら必要とされる法人を目指しています。 

（２）メンバーが安心して働ける職場となる 

当監査法人は、広義のダイバーシティへの取り組みを実

施しており、場所に関する多様性としてサテライトオフィスの

利用を含めたテレワーク規程の導入、時間に関する多様

性としてコアタイム無しのフレックス制の導入、時短勤務や

各種の休暇制度の導入がなされています。更に、過労死

防止の観点からも、有給休暇取得の促進や残業時間削

減に向けた管理体制に加え、勤務時間インターバル条項

も規定化し、ワークライフバランスを重視し、働きやすい労

働環境の提供に努めています。 

４．今後も見据えた取組 

（１）監査品質向上に向けた取組 

下記（２）6 つの基盤に記載のとおり、各基盤を整備

運用し、強化することにより、監査品質向上に向けた取組  
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を実施していきたいと考えます。また、今後、社会的なニー

ズの高まりが予想されるサステナビリティ情報開示に向け、

当監査法人としても非財務情報に対応すべく、体制の整

備強化も検討していきます。 

（２）６つの基盤 

①品質管理基盤 

(a)品質管理部 

監査業務に対する品質管理は、一義的には被監査会

社の業務執行社員をはじめとした監査チームが責任を担う

こととなりますが、それをサポートする組織として品質管理部

があります。パートナー及びマネージャーを中心に構成され、

新しい会計基準や監査基準への対応だけでなく、監査

ツールの開発等、監査現場に必要な事項のサポートを実

施します。また、近年の監査の高度化、及び当監査法人

の規模の拡大に伴い、専任者の設置も予定しています。 

(b)審議会 

品質管理部に加え、監査意見の妥当性を審査する組

織として合議制による審議会制度及び予備審査が実施さ

れています。複数のパートナーの見解による審査及びその

前提となる予備審査を実施することにより、適切な監査意

見の表明を実施しています。また、被監査会社の増加に

伴い、より深度の高い審査が必要との認識の下、レビュー

パートナー制度への移行を予定しています。 

(c)内部監査室 

更に、品質管理システムを監視するために、内部監査

室で定期的な検証及び日常的監視を実施しています。

日本公認会計士協会の品質管理レビューアー経験者３

名を加え、自主的な検証体制の強化を図っています。また、

新たに導入が予定されている品質管理基準に対応するた

め、当監査法人の内部統制の見直しを図る予定です。 

②組織・ガバナンス基盤 

(a)組織 

当監査法人の最高意思決定機関である社員総会を

はじめ、日常の重要事項を決定する経営会議があり、 

更には、経営管理部・ＩＴ部・品質管理部・業務部・人

材教育部・事業開発部・国際業務部・内部監査室・広

報室の７部門・２室に権限を委譲し、日常の意思決定

を諮っています。また、経営会議の議事内容に関しては、

パートナー全員から構成される業務運営会議への報告が

なされ、質疑等による監視が実施され、法人全体に関わ

る事項については、毎月開催される全体会議において、職

員を含む全員に周知が図られています。 

(b)ガバナンス 

また、当監査法人は、2018年 10月より、「監査法人

の組織的な運営に関する原則」（所謂、監査法人のガ

バナンス・コード）を導入し、辯護士の中村先生を迎え、

業務運営会議等での発言を参考に第三者の視点による

健全経営を図っています。更に、2020 年から、外部調査

期間を利用した顧客満足度調査及び従業員満足度調

査を実施することにより、客観性の高い当監査法人に対

する評価を実施し、2021 年から、「監査品質に関する報

告書 2021」を作成開示することにより、広く当監査法人

の品質管理の状況を理解して頂けるように努めています。 

③人的基盤 

(a)人材確保及び教育訓練 

業務部を中心として、公認会計士試験論文式試験合

格者の採用のための PT によるリクルート活動及び人材紹

介会社等を利用した大手監査法人退職者等の中途採

用を実施し、積極的な人材採用活動を実施しています。

採用した人材は、12 名未満のプロフェッショナル職員のみ

で構成されるグループに所属し、各グループでの OJT を中

心とした品質管理教育だけでなく、QC サークル活動により

更に監査品質を高める行動が図られています。更に、現

場教育以外でも、人材教育部の計画立案・実行・監視

の下、各職階等に応じた研修プログラムの提供により、監

査品質向上等のための教育研修が図られています。 
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(b)業務評価及び昇給・昇格 

パートナー及びプロフェッショナル職員に対して、年間を通

じて、業務評価が実施されます。業務評価は品質管理の

状況を中心として実施され、パートナーは統括代表社員

及び各部門長を中心とした全人評価が実施され、プロフェ

ッショナル職員は、業務執行社員や上長である職員による

業務評価が実施され、業務評価結果に基づき、業務評

価面談が実施されます。また、当該業務評価を基礎として、

昇給及び昇格の検討が実施され、公平性のある評価等

が実施されています。尚、現状の業務評価はレーティングに

よる方法が中心となっていますが、今後、ノン・レーティング

への変更を視野に入れた業務評価方法の変更が検討さ

れています。 

(c)人材の安定性 

人的基盤を維持するための取組として、勤務時間と場

所の多様性を図っています。出産育児や介護の問題をは

じめ、当監査法人に帰属する人員の特性は多様化が見ら

れるため、単なる時短勤務や休暇取得に留まらず、完全フ

レックス制の導入やサテライトオフィスの利用を含むテレワー

クの活用を推奨しています。また、過剰労働を防止するた

めの残業時間管理だけでなく、勤務間インターバル制度の

導入を実施しています。更には、当監査法人への帰属意

識を高めるために業務評価面談・１on1 ミーティング・従

業員満足度調査の実施の他、福利厚生充実を目的とし

た聖路加病院による健康診断（配偶者含む。）・懇親

会の実施・誕生日におけるギフトブックの進呈等を実施し

ています。 

④ＩＴ基盤 

(a)ＩＴインフラ 

ＩＴ活用のため、当監査法人は、業務上必要なノート

型パソコン、スマートフォン及びＷｉ-Ｆｉについて、全ての

パートナー及び職員への貸与を実施しており、往査先やテ

レワークに対応可能な環境を整備しています。また、情報

セキュリティ強化の観点から、シンクライアント化等が図られ 

ており、パソコンの紛失等の際の情報漏洩防止に努めてい

ます。この他、社内の文書に関しても電子承認によるペー

パーレス化も図られており、更には、出退勤管理ソフトや

PC 監視ソフトの導入も実施済みとなっており、新型コロナ

ウイルス感染症の影響下においても、テレワークで対応可

能な環境が整備されています。 

(b)監査での利用状況 

監査調書に関しても電子監査調書の 10 年以上の利

用実績があり、改竄防止による高い監査品質の確保が図

られています。今後は、電子化が進むと思われる監査契

約書・監査報告書・経営者確認書等についても対応可

能なように、電子認証へも取り組む予定です。 

また、当監査法人は、監査上で利用する情報源として、

㈱ユーザーベースや㈱日経金融工学研究所と契約を締

結し、「SPEEDA」や「DEFENSE」を活用することによって

顧客の属する業界の情報や顧客の市場リスク等の情報を

入手しています。更に、監査上、CAATs（Computer 

Assisted Audit Techniques,：コンピュータ利用監査

技法 ）の必要性が高まってきていることから、当監査法

人は、一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協

会 （ ICAEA JAPAN ） へ 入 会 し 、 ICCP

（International Certified CAATs Practitioner：

国際認定 CAATs 技術者）の資格取得を奨励し、現在

10 名が資格保有者となっています。今後は、近い将来、

開発が進むと考えられるＩＴ技術を駆使した監査ツール

も導入することを検討しています。 

(c)ｅラーニングシステムの状況 

当監査法人は、パートナー及び職員が何時でも自己

学習が可能な環境を整備するため、2018 年３月より、

自社開発したｅラーニングシステムを利用しています。当

監査法人で開催された研修に加え、日本公認会計士協

会主催の研修もコンテンツとして用意されています。現在、

階層別に自己学習が可能となるように階層別研修のコン

テンツの充実を図るとともに、顧客の業種毎に自己学習が  
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可能となるように業種別研修のコンテンツに関しても取り組

んでいます。 

⑤財務基盤 

当監査法人は、中堅監査法人でありますが、被監査

会社数も 100 社を超える状況であり、特定の被監査会

社に対する報酬依存度も高くなく、報酬依存度が 15％に

抵触するような被監査会社はございません。また、自己資

本比率 40%超と安定しており、かつ、現金預金保有残

高も年間業務費用の 6 ヶ月超を保有している状況であり、

財務安定性及び資金繰りの面からも健全であると考えま

す。 

⑥国際対応基盤 

当監査法人は、MORISON GLOBAL LIMITED 及

び Plante & Moran,PLLC と業務提携しています。提携

先が主催する国際会議やセミナーへの参加等を通じた情

報収集、及びメンバーファーム間のクライアント紹介等を通

じて当監査法人の業務に活用しています。当監査法人の

被監査会社における国際対応のニーズの高まりに応じて、

業務提携先の拡大等の検討を実施したいと考えています。 

５．監査法人のガバナンス・コード及び監査品質に関する

報告書 

昨今の会計不祥事の発生に関連して、社会から公認

会計士監査の透明性及び監査の品質の向上が求められ

る状況において、信頼される監査法人を目指し、「監査法

人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナン

ス・コード）を導入しました。そして、この度、「監査品質に

関する報告書 2022」を作成しました。本報告書において

は、上記の考え方に基づく当監査法人の監査品質に関す

る取組みをご紹介しています。関係者のみなさまにおかれ

ましてはご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

６．最後に 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズは、常に、社是である

“Be of good use”（役に立つ）を念頭に置くことを忘れ

ません。 

今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

統括代表社員 
 加賀美  弘明 



 

5 

Ⅱ．当監査法人の基本理念 

１．社是・社訓 

社是 

Be of good use（役に立つ） 

 

社訓 

一、証券市場に対する貢献 

二、顧客に対する貢献 

三、仲間に対する貢献 
 

私たちは、人間として、そして、職業専門家としての役立ちが期待されている存在です。専門家としての精進

の必要性は言うまでもありませんが、みずからを戒め、謙虚な気持ちで、「役に立つ」存在であることを追求すべき

と考え、“Be of good use”（役に立つ）を社是に掲げました。 

 職業専門家として、証券市場、顧客に対しての貢献、そして組織内外に存在する仲間への貢献を社訓とし、

これらへの貢献を追求していきます。 

２．A&A パートナーズが提供する監査業務の４つの軸 

監査法人の行うメインの業務は、「監査業務」です。監査法人 A&A パートナーズでは、大手監査法人と中

小監査法人のそれぞれの長所を融合した、有効かつ効率的な監査の実施を行うことを目指しています。その結

果、「Be of good use」な監査業務を行っているものと自負しています。 

（１）経営者の誠実性を保証 

企業の業績が良いときもそうでないときも、経営者が誠実に情報開示を行うことによって、企業は社会の信頼

を獲得します。ディスクロージャーの根幹を担っているのは、公認会計士ではなく経営者です。経済社会の複雑

化、グローバル化によって、経営者はより厳しい説明責任が求められています。当監査法人は、お客様が証券

市場から厚い信頼を得られるために、市場でフェアに闘う経営者の誠実性を保証したいと考えています。 
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（２）高品質の監査業務 

高品質の監査業務は、公認会計士の独立性を基盤とする高い倫理観と、粉飾を見逃さない高いスキルの

両立で成立します。当監査法人では、高品質の監査業務を実施する観点から、パートナーも監査職員も法人

業務に専念できるよう常勤を主軸とした体制をとっています。また、監査スキルを一定水準に確保するため、監

査調書の電子化を実施しています。これにより、やるべき業務が明確化され、過去の経験も生かすことができ、

監査効率もアップしています。 

（３）満足度の高いクライアント・サービス 

昨今の市場経済の状況や会計基準の改定状況に伴い、企業会計における会計処理についてはより一層慎

重に検討することが望まれます。その際には、当監査法人ではタイムリーかつ迅速な意思決定を行い、円滑な決

算業務の遂行をサポートする体制を構築しています。また、徹底したリスク・アプローチに基づく監査手続の実施、

弾力的な監査手続の実施等により効率的な監査業務を行っているため、適正な水準での監査報酬による監

査業務を行うことができます。 

（４）アライアンスによる充実したネットワークを構築 

当監査法人は、会計・監査業務の職業的専門家である公認会計士によるプロフェッショナルな集団です。し

かしながら、経済社会の複雑化、グローバル化により、より複雑かつ広範なクライアント・サービスを行うニーズがあ

ることを承知しています。そのようなニーズに応えるべく、全世界レベルでの海外会計事務所、税務事務所、シス

テムベンダー、ＩＲコンサルタント等の様々な職業的専門家とのアライアンス契約を締結しています。 
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Ⅲ．ガバナンス体制 

１．組織図 

当監査法人は、機動的かつ実効性のある組織運営を行うため、法人業務を機能的に６部門（経営管理

部、ＩＴ部、品質管理部、業務部、事業開発部、国際業務部）に区分し、各部門へ権限を委譲しています。

社員及びマネージャーを適材適所に配置し、部門毎に合議に基づき業務の意思決定を行い、業務遂行にあ

たっています。 

 

なお、研修担当の人的資源を拡充し、人材教育面の体制を強化することを目的として、2022年8月1日

付けで、人材教育部を新設しております。 

（2022年 8月 1日改定） 
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２．社員総会 

当監査法人における最重要案件に関しては、パートナー全員参加による社員総会に基づき意思決定を行っ

ています。年１回の定時社員総会以外にも、経営会議からの上程を受けて、適宜、臨時社員総会の招集及

び開催を行い、意思決定を行っています。 

３．経営会議 

組織の経営は、統括代表社員及び業務執行の責任者である各部門長の５名（人材教育部長及び国際

業務部長を除く）によって構成される経営会議が主導し、当該経営会議メンバーの合議に基づき当監査法人

全体の経営意思決定が行われます。 

 

経営会議メンバー 

統括代表社員   加賀美  弘明 

事業開発部長   齋 藤  晃 一 

経営管理部長   佐 藤  禎 

 I T 部 長   村 田  征 仁 

 業 務 部 長   宮之原  大輔 

 品質管理部長   岡  賢 治 
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４．統括代表社員 

統括代表社員は定款又は社員総会の定めにより委譲された権限の範囲において、当監査法人を代表し、

経営会議の決議に基づいて当監査法人の業務を執行します。 

５．業務運営会議 

経営会議における合議内容等に関しては、月1回開催される全パートナーが出席する業務運営会議におい

て報告されるとともに、質疑と応答、相互の意見交換が行われ、経営会議メンバー以外のパートナーによる経営

会議に対する監督・評価も行われることになります。 

更に、当該業務運営会議メンバーに加え、当監査法人に対して独立性を有する第三者であり、かつ、企業

法務の専門家である弁護士（外部有識者）も業務運営会議へ参加することにより、組織的な運営の実効

性に関する評価への関与等に関する監督・評価機関としての役割が整備されています。 

 

 

（外部有識者） 

中村 直氏 略歴 
東京弁護士会所属弁護士(司法修習第 50 期 1998 年

登録)。2012年から現在まで敬和綜合法律事務所に所属。 

企業法務を主に取り扱い、法律相談や訴訟・紛争への対応

のほか、不祥事対応やコンプライアンスの確立にも豊富な経

験を有する。
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Ⅳ．業務運営体制 

１．業務運営に関する基本方針

高品質な監査業務の提供は監査法人の存続の基盤をなすものですが、それ

を達成するためには、社員及び職員に十分な業務実施時間を提供すること、そ

して常にモチベーション高く業務に臨める心身の状態を維持することが不可欠と

考えております。 

業務部は他の監査法人にはあまり存在しない、当監査法人特有の部門で

す。ここでは、法人全体での業務量と人員のバランスを考慮し、業務受嘱量の

コントロール、担当者の割り振り、人材の採用、そして各パートナー・職員の労

働環境の監視など、幅広い業務を行っております。当監査法人における常勤

監査職員の離職率は３年平均で 2.9%と、監査法人としては異例の低さを

誇っております。働きやすい職場であることが離職率を下げ、それにより各人が

経験曲線効果を享受でき、また十分な検討時間を確保できるため、より高品

質な監査業務を提供することができる、そのような好循環を生み出すことを目

指しております。 

 

 

業務部長 宮之原 大輔 
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２．業務部の役割 

業務部は当監査法人の監査業務を有効かつ円滑に遂行するために、人員を一体的に管理すると共に当監

査法人のクライアント業務を管理し、必要な業務運営を行っています。 

３．構成員の状況 

当監査法人の構成員の状況は、以下の通りです。新卒採用はもちろん、実務経験者を中心とした中途採

用も積極的に行っており、多種多様なバックグラウンドを持った人材で構成されています。 

（各職階の役割） 

パートナー 
当監査法人が定めた品質管理のシステムに準拠して監査業務を実施するとともに、監査
チームのメンバーがこれに準拠して監査業務を実施していることを確認します。 

マネージャー 
適切な判断力が要求される重要クライアント、リスク水準の高いクライアントの主査業務を
担当します。また、部門に所属し、パートナー業務のうち一部の業務をサポートします。 

スーパーバイザー 小規模又は中規模で平均的なリスク水準のクライアントの主査業務を担当します。 

シニアスタッフ 
監査業務の補助者として、主査の指示に従い重要監査項目の監査業務を担当します。
また、小規模で複雑な判断を必要としないクライアントの主査業務を担当します。 

スタッフ 
監査業務の補助者として、主査の指示に従い所定の作業を受け持つスタッフとして補助業
務を担当します。 

サブスタッフ 
公認会計士資格を有しない補助者であり、専門的な判断を伴わない監査周辺業務を行
います。監査業務をサポートすることにより、専門要員の事務負担の軽減、判断業務への
集中を目的としています。 
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（構成員の職階別人員数） 

（注）上記には、非常勤職員 31名（2021年 7月末時点）及び 33名（2022年 7月末時点）は含

まれていません。 

 

 

 

 

 

17.7%

17.7%

19.0%
12.7%

16.4%

8.9%
7.6%

構成員の職階別人員割合

パートナー

マネージャー

スーパーバイザー

シニアスタッフ

スタッフ

サブスタッフ

アドミサポート職員

 
2021年 7月末 2022年 7月末 

人員数 人員数 人員割合 

パートナー １３名 １４名 １７.７％ 

マネージャー １１名 １４名 １７.７％ 

スーパーバイザー １３名 １５名 １９.０％ 

シニアスタッフ １１名 １０名 １２.７％ 

スタッフ １０名 １３名 １６.４％ 

サブスタッフ ６名 ７名 ８.９％ 

アドミサポート職員 ６名 ６名 ７.６％ 

合計 ７０名 ７9名 １００.０％ 
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（構成員の資格別人員数） 

 
2021年 7月末 2022年 7月末 

人員数 人員数 人員割合 

公認会計士 ３９名 ４４名 ５５.７% 

日本公認会計士協会  
準会員 

９名 １３名 １６.５% 

米国公認会計士 ３名 ３名 ３.８% 

公認情報システム監査人 ２名 ２名 ２.５% 

その他監査従事者 １１名 １１名 １３.９% 

アドミサポート職員 ６名 ６名 ７.６% 

合計 ７０名 ７９名 １００.０% 

（注）上記には、非常勤職員 31名（2021年 7月末時点）及び 33名（2022年 7月末時点）

は含まれていません。 

 

 

55.7%
16.5%

3.8%
2.5%

13.9%

7.6%

構成員の資格別人員割合

公認会計士

日本公認会計士協会 準会員

米国公認会計士

公認情報システム監査人

その他監査従事者

アドミサポート職員
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（構成員のその他の状況） 

※監査技法のＩＴ化対策として、一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会に加盟し、ICCP

（International Certified CAATs Practitioner, 国際認定 CAATs 技術者）資格取得を職員に

奨励し、CAATs（コンピュータ利用監査技法）の技術取得促進を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3%

83.3%

100.0%

7.7%

10.0%

26.7%

0.0%

14.3%

0% 25% 50% 75% 100%

合計 20名

アドミサポート職員 5名

サブスタッフ 7名

スタッフ 1名

シニアスタッフ 1名

スーパーバイザー 4名

マネージャー 0名

パートナー 2名

2022年7月末
構成員の女性割合 女性 男性

12.7%

7.7%

30.0%

13.3%

21.4%

0% 25% 50% 75% 100%

合計 10名

スタッフ 1名

シニアスタッフ 3名

スーパーバイザー 2名

マネージャー 3名

2022年7月末
ICCP（国際認定CATTs技術者）資格取得者 取得者
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※監査品質向上のために、人的資源を確保する方法として、実務経験者を中心とした人材採用を実施してい

ます。人材紹介会社からの紹介だけでなく、将来の職員採用も見据えて、出産・子育てのために大手監査法

人を退職した女性公認会計士を非常勤職員として迎え入れることも積極的に取り組んでいます。 

４．執務時間等 

専門職員の執務時間、有給休暇消化率は以下の通りです。ワークライフバランスを重視した労働環境の改

善に努めています。 

 

  

17名 16名

0% 25% 50% 75% 100%

2022年7月末
非常勤職員の女性割合

女性 男性

マネージャー スーパーバイザー シニアスタッフ スタッフ

2021年7月期 2,097.5 1,987.8 1,987.5 1,605.5

2022年7月期 2,105.5 1,988.5 1,970.6 1,777.2

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2022年7月期
職階別年間平均執務時間
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（有給休暇消化率） 

 2020年４月～2021年３月 2021年４月～2022年３月 

平均有休取得日数 １０.１日 １０.５日 

有給休暇消化率 ７１.５％ ７４.０％ 

（注）上記は通年在籍者に限り、育児休暇取得者は含まれていません。また、有給休暇以外に、全職員を

対象とした 5日間のリフレッシュ休暇制度を導入しています。 

※採用した職員が、長きに亘り当監査法人へ貢献してもらえることが重要であると考えます。良い労働環境の

提供を通じた離職率の低下を目指すため、働き方改革として、以下のような様々な施策を実施しています。 

（１）働き方改革法に基づく残業時間管理の徹底、有給休暇取得の促進 

（２）働き方の自由度を勘案した専門職制度、フレックスタイム制度の導入 

（３）職員の健康管理に配慮した勤務時間インターバル制度の導入 

（４）移動時間削減及び生産性効率性向上を目的としたテレワーク制度の導入 

（５）外部機関が提供するサテライトオフィスの利用 
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５．人事評価制度 

パートナー評価に関しては、社員規程に従い年に１回実施しています。評価方法については、統括代表社

員を除く全パートナーを対象に、統括代表社員を中心に各部門長による全人的評価が実施されます。評価項

目は、「業務遂行力・現場力」「業務遂行力・管理面」「社会常識・品格」「組織への貢献意欲」「リスク感覚・

バランス」「課題認識解決力」「将来性」となっており、監査業務や担当業務等に対して、複数人による評価が

なされます。なお、統括代表社員については、毎年７月に開催される臨時社員総会決議で信任を問うことによ

り全人的評価に代えて評価がなされています。 

専門職員の評価に関しては、「職員の業務評価に関する規程」に従い年に１回実施しています。具体的に

は、業務執行社員が関与先の主査の業務評価を実施し、主査が関与先のスタッフの業務評価を実施します。

評価項目は、「業務遂行・品質管理」「チームワーク」「時間管理」「クライアント対応」となっており、監査業務等

の品質管理を中心に業務評価がなされます。そして、当該評価に基づき上位職階への昇進やパートナー登用

の検討がなされます。 

パートナーの登用に関しては、「社員登用の方針と手続」に則って、年に１回検討しています。具体的には、

一定の職歴年数を経験したマネージャー職階の職員を対象として、毎年実施される業務評価の結果に基づき、

パートナー登用の可否が検討されます。また、各マネージャーが所属する部門からもパートナー登用の可否につ

いて検討がなされます。これらの検討結果を総合的に判断し、経営会議でパートナー登用に関する推薦の有無

を判断し、経営会議で推薦された職員について、最終的には社員総会により承認決議が実施されます。 

更に、監査業務の品質管理に重点を置くため、社員報酬規程及び業務評価規程を新設し、公認会計士・

監査審査会の結果、日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果、定期的な検証及び日常的監視の結

果に応じて、パートナー及び専門職員の業務評価に反映させることとしています。 
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Ⅴ．人材教育体制 

１．人材教育に関する基本方針 

会計・監査業界を取り巻く膨大な制度や規則は、頻繁に制定・改廃されて

いることから、公認会計士は、職業的専門家としての知識を継続的に更新す

るとともに、自らの能力開発を積極的に行うことが求められています。 

当監査法人においては、専門職員の研修・能力開発を組織的に担うため

に、2022年 8月より人材教育部を新設しました。専門要員の能力の底上げ

を図り、監査の現場に密着した監査品質の向上に資する取組みを行っていま

す。 

 

人材教育部は、部長の他パートナー1名及び職員２名により構成されてい

ます。主な業務としては、当監査法人独自で開催する研修の策定・遂行・管

理、日本公認会計士協会等の外部団体が開催する研修案内・当監査法人

内への展開、専門要員*の研修受講予定の把握、CPE 単位取得の定期的

な確認等が挙げられます。いずれも、当監査法人の他部門と綿密な連携を取

りながら進めています。 

*専門要員とは、当監査法人に所属するパートナー及び専門職員を指します。

専門職員とは、監査専門業務に従事する職員です。 

 

 

人材教育部長 伊藤 宏美 
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２．人材教育部の役割 

人材教育部は、当監査法人に所属する専門要員の研修及び能力開発に係る業務を統括しています。 

３．研修及び能力開発のための環境 

研修及び能力開発のための環境としては、主に以下が挙げられます。 

（１）充実した研修コンテンツ 

当監査法人では、日本公認会計士協会等の外部団体が開催する研修以外にも、多様な研修を開催して

います。毎年 6 月と 12 月には全体向けの研修を開催し、主に監査業務に直結するような基準等の改訂、こ

れに伴う電子監査調書・監査ツールの変更に関して周知徹底を定期的に図っています。また、入所時に受講

する新人研修、属する職階に応じて受講が求められる主査研修・階層別研修、さらには、個人ごとの興味に応

じて自主的に受講する業種別研修等を用意しています。 

また、公認会計士は、職業的専門家としての能力を高めつつも、社会環境が目まぐるしく変化する昨今の潮

流を理解し身に付けることが求められます。当監査法人では、毎年テーマを設け、外部団体が主催するマネジメ

ント研修・コーチング研修・ワークライフバランス研修等、社会の変化・時代の流れに則した意識の改革・キャッチ

アップの機会も積極的に設けています。 

（２）多様化した研修受講環境 

受講者が多い集合研修は、リアルタイムでの Web 受講も可能となっています。また、全ての研修は、当監査

法人で自社開発した e ラーニングシステムのコンテンツとしてリリースされます。豊富な研修プログラムを e ラーニ

ングシステムのコンテンツとして取り揃えることにより、専門要員に対して、時間と場所を問わず受講可能な環境

を提供しています。 
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（３）各専門要員とのコミュニケーションと研修受講計画 

当監査法人では、定期的に全ての専門要員から興味のある研修分野についてのコミュニケーションを実施し

ています。これを翌年度の全体、もしくは階層別等の研修プログラムの策定に役立てることにより、各人がモチ

ベーションを保ちつつより積極的に研修を受講し、能力開発が可能となる環境を提供しています。  

また、人材教育部では、全ての専門要員から研修受講予定を記載した計画書を定期的に入手しています。

当該計画書を共有することにより、各専門要員が監査業務より疎かになりがちな研修受講機会を確実に確保

することが可能な環境を整えています。 

（４）グループ制による監査品質向上の底上げ 

専門職員については、相互に監視及び管理可能な単位（12 人以下）にグループを設定し、品質の向上

を目的としたグループ制を採用しています。グループ制の導入により、特定の監査チームのパートナーによる指導

監督とは別に、監査チームの壁を取り払った環境のもとで、監査チームの業務実施状況をグループメンバーが相

互に確認し合い、監査品質向上のために切磋琢磨できる体制となっています。 
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Ⅵ．品質管理体制 

１．品質管理に関する基本方針 

当監査法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、全ての

監査業務において監査業務の品質が保持されなければならないという要求事

項が当監査法人の運営方針において優先されるということを認識し、品質管

理を行っています。 

監査品質の向上は、当監査法人の存続及び発展の根幹を成すものです。

そのため、人材育成の手段として、定期的または適時の研修開催による専門

要員の能力向上に努めています。また、品質管理を充実させる仕組みとして、

合議制の審議会による審査制度を整備し、運用するとともに、品質管理部を

中心として、審査資料・電子監査調書の整備、監査業務マニュアルの適時の

改訂を実施しています。そのうえで、電子監査調書システムにおける監査手続

や文書化のモニタリングを行い、内部監査室による日常的監視や定期的な検

証を確実に実施しています。 

 

 

 品質管理部長 岡 賢治  
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２．品質管理部の役割 

当監査法人の品質管理は、主に品質管理部で担当しています。品質管理部では当監査法人の品質管理

のシステムを整備し、運用しており、具体的には以下を実施しています。 

・品質管理に関する規程や電子監査調書システムの監査手続書の改廃 

・品質管理研修の実施 

・独立性及びインサイダー情報確認の管理 

・審議会の運営・管理 

（品質管理部の人員数） 

 2021年 7月末 2022年 7月末 

パートナー 6名 6名 

マネージャー 7名 ９名 

スーパーバイザー 2名 2名 

合計 15名 17名 

品質管理部内に監査グループ、会計グループ、ツール・調書管理グループの３つのグループを設置し、役割分

担を明確にしたうえで、各グループが担当パートナーの指示のもと、主体的に業務に取組むようにしています。 

また、監査基準委員会報告書 315改訂等、多くの準備作業が必要な場合には個別にプロジェクトチームを

編成し、対応しています。最近において個別にプロジェクトチームを編成した例は KAM、収益認識基準、監査

基準委員会報告書 315等があります。 

３．職業倫理の遵守及び独立性の保持のための方針及び手続 

（１）職業倫理について 

当監査法人及び専門要員が監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保
するため、当監査法人としての方針及び手続を定めています。 

監査責任者は、当監査法人の定める職業倫理の遵守に関する方針及び手続を遵守するとともに専門職員
がこれを遵守していることを確かめています。
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（２）独立性について 

当監査法人及び専門要員が倫理規則等で定める独立性の規定を遵守することを合理的に確保するため、

独立性の保持のための方針及び手続を定めています。 

また、当監査法人及び専門要員が、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守していることを

確認するため、独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書の提出を求めています。 

（独立性の遵守状況） 

 2021年 7月末 2022年 7月末 

確認書回答率 １００％ １００％ 

違反件数 ０件 ０件 

（３）担当者の長期間の関与に関する方針及び手続 

公認会計士法上の大会社等の業務執行社員については、パートナーの専門分野、経験、業務量及びロー

テーション計画の円滑な推進などに配慮し、監査業務の品質が確保できるように留意して、ローテーションを実

施しています。 

役割 最長関与期間 インターバル期間 

筆頭業務執行社員 7会計期間 5会計期間 

その他の業務執行社員 7会計期間 2会計期間 

更に、金融庁の「監査法人のローテーション制度に関する調査報告（第二次報告）」の結果、及び日本公

認会計士協会による「チームメンバーローテーション制度の導入」の趣旨を鑑み、当監査法人として監査人の独

立性の強化へ向け、2020 年４月以降、公認会計士法上の大会社等（潜在的な公認会計士法上の大会

社等を含む。）の監査業務に対しては、主要な監査補助者についてもローテーション・ルールを規定化していま

す。具体的には、統括主査又は主査として関与を開始してから最長 10 会計期間を関与期間の限度とするも

のであり、専門職員からパートナーへ登用された場合でも当該関与期間の上限を厳守するものとなっています。 
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４．契約の新規の締結及び更新の方針及び手続 

契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を定めています。これには、当監査法人として、

関与先の誠実性等について慎重に判断すること及び当監査法人として監査を実施するための適性、能力及び

人的資源を勘案すること等が含まれています。 

関与先の誠実性等については、関与先に重要な影響力のある株主、経営者等の姿勢や統制環境に関す

る情報などを考慮して検討しています。また、反社会的勢力及び反市場的勢力との繋がりを根絶するため、新

規受嘱はいうに及ばず既存のクライアントに対しても常にスクリーニングを実施しています。更に、市場からの退場

を迫られていると思われる上場企業等の新規受嘱に関しては「受嘱しない」ことを前提に慎重な判断を実施し、

既存のクライアントに対しても、継続企業の前提に疑義の生じた場合等監査リスクが極めて高くなった場合には、

契約継続に関して慎重な判断を行うこととしています。 

一方、監査を実施するための適性、能力及び人的資源については、専門要員が関与先の属する産業の知

識及び関連する規制等に関する経験等を有しているか、など検討しています。 

５．電子監査調書システム（Primes）を利用した監査 

監査の品質を高水準に維持し、更なる品質の向上を確保するとともに監査業務の効率化を図ることを目的

として、監査業務を実施するにあたっては、自社開発の電子監査調書システム（Primes）を利用しています。

電子監査調書システム（Primes）は、会計基準や監査基準等の改訂に対応するため、基本となるテンプ

レートの改訂を随時行うとともに、監査対象会社の業種、業態に合わせたカスタマイズを行っています。 

電子監査調書システム（Primes）を利用することにより、監査現場以外からも監査調書の査閲が可能と

なっていることから、品質管理部と内部監査室が個々の監査業務に対して適宜モニタリングを行い、業務改善を

行っています。 

一方で、情報セキュリティ対応として、「情報セキュリティ対策基準」を設け、管理方針を明確にしています。電

子監査調書システム（Primes）は 10 年以上の利用実績があり、改竄防止による高い品質が確保されてい

ます。業務用の個人パソコンで事務所内部のサーバーへ事務所外部からアクセスする際には、VPN 接続を採

用しています。また、個人パソコンの紛失リスクに備え、シンクライアントパソコン及び VDIを採用しています。
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６．審査の方針及び手続 

（１）合議制による審議会 

当監査法人では、監査業務に係る審査に関する方針及び手続を定めています。これには、審査の内容、実

施時期及び範囲、審査委員の適格性、客観性及び審査の記録及び保存が含まれています。当該方針及び

手続に従い、監査意見表明にあたっては審議会による審査を実施しています。 

審議会は、議長及び複数の審査委員から構成される合議制の組織であり、事前審議、相談事項への検

討・回答及び全ての監査業務に関する最終の監査意見を審査します。合議制による審査は、複数の審査担

当者が合議により審査を行う方法であるため、1 名の審査担当者の意見に左右されず、多角的、多面的な審

査が行われる利点があります。 

審議会は原則毎週開催しており、統括代表社員、内部監査室長を除く全パートナーが審議会メンバーと

なっています。審議会は、3 名以上の審議会メンバーの出席により成立し、審議会議長は品質管理部担当

パートナーが務めています。 

なお、当監査法人の組織の拡大に伴い被監査会社数も増加してきていることから、深度ある審査を実施す

る目的により、2024年３月期以降の監査業務に対しては、レビューパートナー制度の導入を予定しています。 

（２）予備審査制度 

審議会に先立ち、パートナー又は専門職員により予備審査を実施しています。予備審査では、審査資料が

形式的に整っていることを中心に確認します。 
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７．品質管理のシステムの監視 

当監査法人は、品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定めています。これには、品質管理のシステム

に関する日常的監視及び評価が含まれています。 

監査業務の定期的な検証は、循環的に実施しています。検証のサイクルは、通常３年を超えない期間とし、

一つの検証のサイクルの中で、一人の監査責任者に対して少なくとも一つの監査業務を検証の対象として選定

しています。 

 2021年 7月期 2022年 7月期 

検証対象業務数 4件 4件 

パートナー数 13名 13名 

検証対象パートナー数 7名 7名 
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Ⅶ．その他の管理体制 

１．当法人の情報セキュリティ体制 

（１）セキュリティ・ポリシーについて 

当監査法人は、社会的信頼性の高い業務を提供するに当たり、取り扱う情報の漏洩や消失といった事態を

未然に防ぐべく、必要となるセキュリティ対策を実施するための情報セキュリティ基本方針を定めています。当該

基本方針はすべての事務所職員が情報セキュリティの重要性を認識した上で遵守すべき方針であり、対象とな

る情報は、その重要性に応じ「情報セキュリティ対策基準」に基づき取り扱わなければならないことを定めています。 

当該基本方針において、対象とする情報の範囲、対象者と適用範囲、管理教育体制、情報の分類、情報

の保管期限、実施状況の点検などを定めています。 

なお、内部監査室は定期的にセキュリティ実施状況の点検を実施することとしています。 

（２）情報セキュリティ対策基準について 

当監査法人は、情報セキュリティ基本方針を遵守するために、情報セキュリティ対策基準を設け、人的安全

対策基準、物理的対策基準、システム対策基準、アクセス管理基準、職員等行動基準などを定めています。

また、万が一の情報漏洩に備えるべく、情報漏洩時の対策として、セキュリティ責任者が従うべき「緊急事態対

応マニュアル」を定めています。 
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２．国際業務対応 

当監査法人における国際業務については、国際業務部にて一元管理しており、米国公認会計士 3 名を含

む国際業務経験が豊富なスタッフで対応しています。また、国内クライアントの海外子会社関連業務や英文財

務諸表監査業務に関しても、適宜サポートを実施しています。 

当該業務の品質管理向上の観点から、定期的に国際業務部内において研修を実施しています。今後の

IFRS業務の拡大に備えて、全スタッフ向けに定期的に IFRSに関する研修を実施しています。 

また、当監査法人は「MORISON GLOBAL LIMITED」及び「Plante & Moran,PLLC」と業務提携して

います。提携先が主催する国際会議やセミナーへの参加等を通じた情報収集、及びメンバーファーム間のクライ

アント紹介等を通じて当監査法人の業務に活用しています。 

３．新基準への取り組み 

（１）監査上の主要な検討事項（KAM）に関する対応 

2021 年 3 月期から適用となった KAM については、担当部門を品質管理部とし、品質管理部内に KAM

プロジェクトチームを設置しました。 

早期適用期から KAM プロジェクトチーム主導のもと、KAM の事例分析、情報収集を実施するとともに、電

子監査調書システムにおける監査手続書及び審査資料の改定を行いました。また、KAM の制度概要、監査

上の留意事項、作成すべき監査調書等について、品質管理部研修により専門要員に周知しました。 

また、KAM プロジェクトチームはクライアント向けに KAM の制度概要を記載した手引書及び説明資料を作

成し、各監査チームが監査役等とのコミュニケーションに活用できるようにサポートしました。各監査業務の監査

報告書の KAM文案については、審議会による審査の前に品質管理部所属のパートナー及び KAMプロジェク

トチームが検討を実施し、監査チームへのフィードバックを行いました。 

適用 2期目を迎える際には、各種研修に積極的に参加を行うことにより事例分析、情報収集に努め、現在

においても、KAM プロジェクトチームは、監査チームからの相談への対応等を行い、必要に応じて専門要員に対

して情報を提供する予定です。 
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（２）収益認識に関する会計基準等（収益認識基準）に関する対応 

収益認識基準の担当部門は品質管理部とし、品質管理部内に収益認識基準プロジェクトチームを設置し

ました。収益認識基準プロジェクトチーム主導のもと、以下の施策を実施しました。 

・会計基準、実務に係る情報収集、事例分析 

・電子監査調書システムにおける監査手続書及び審査資料の改定 

・収益認識基準、監査上の留意事項等について、専門要員に対する研修 

・クライアントに向けた、収益認識基準の論点を解説した小冊子の作成 

・会計処理、開示事項に関する、監査チームへのサポート体制の構築 

４．顧客満足度調査及び従業員満足度調査 

年１回、外部機関による顧客満足度調査及び従業員満足度調査を利用し、当監査法人の経営健全度

を図ることを目的として、被監査会社からの評価及び意見、並びに職員からの評価及び意見を収集しています。

当該調査結果を、パートナー及び専門職員へフィードバックすることにより、当監査法人の監査業務の質の向上

を図ることとし、更に、被監査会社へ当該調査結果を報告することにより、問題点や改善事項を共有し、より良

い関係構築を目指すこととしています。 
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◆総合評価 

・競合他社よりも高い競争力を有している水準 

◆顧客満足度調査における主なコメント 

・「見解の妥当性」「監査法人としての信頼感」「基本的なマナー」はかなり高い評価を受けている 

・約 90％のクライアントが、中長期的に当法人との関係を維持したいと答えている 

・「状況の迅速な把握と柔軟な対応」「相談/質問への論理的かつ誠実な対応」が評価されている 

◆従業員満足度調査における主なコメント 

・組織規模が拡大している中で満足度水準を維持しており、良好な状態 

・満足度水準が高いのは「ワークスタイル」「理念への共感度」「風通しのよさ」 

・職員からは「風通しの良さ」「職場の雰囲気の良さ」「働きやすい環境」「職員を大切にする取り組み」を評価する声が多い 

５．通報制度の利用 

当監査法人のコンプライアンス経営の強化に資することを目的として、職員及びクライアント等からの法令違
反行為等に関する通報の仕組みを定めています。通報窓口は外部の法律事務所に設置しており、通報案内
は、当監査法人のホームページ上に表示しています。 
通報された事項は、経営管理部が法律事務所から連絡を受けます。経営管理部は、通報された事項につ

いて経営会議に報告するとともに、通報された事項に関する事実関係の調査を行います。また、調査の結果、
法令違反行為等が明らかになった場合には、必要な措置を行います。 

６．外部機関が提供する情報の活用等 

当監査法人は、監査リスクを判断するうえで、クライアントの外部経営環境を充分に理解することが重要と考
えております。㈱ユーザーベースや㈱日経金融工学研究所と契約を締結し、様々な市場データや業界レポート
を格納した「SPEEDA」や、企業のリスク評価を行う「DEFENSE」を活用することによって、クライアントの属する
業界の情報や市場リスク等の情報を入手しております。 

更に、過去、第三者委員会の報告があった不正事例に関してもデータベース化がなされており、監査上のリス
ク把握に役立てられる環境を整備しています。また、当監査法人の被監査会社の主要な業種については、業
種別にナレッジが集約されており、監査計画の策定に活かしています。 
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７．上場準備会社 

今後の我が国の発展に寄与する新規事業等の育成のためには、上場準備会社に対する監査業務も重要
な役割と捉えております。上場準備会社においては、受嘱時のスクリーニングが重要となります。統括代表社員、
業務部長、品質管理部長及び事業開発部長の4名で構成される案件受入会議を実施し、監査リスクだけで
なく、事業性・将来性や経営成績・財政状態等を総合的に判断して選別を行い、新規受嘱の受入れを実施
しています。また、事業開発部内に上場推進担当を選任し、上場準備会社の新規獲得及び品質管理に努め
ております。 
この結果、2017年以降は継続して新規株式上場に寄与できています。 

新規上場社数 
 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 
大手監査法人（４法人） 70 78 67 62 75 
準大手監査法人（５法人） 13 10 15 22 40 

中小監査法人 6 1 2 8 8 
A&Aパートナーズ 1 1 2 1 2 

合計 90 90 86 93 125 

（2021年 12月末までの上場日ベース） 

なお、2022年の当監査法人の上場実績は、発行日現在で 3社です。 

８．新型コロナウイルス感染症への対応 

（１）監査事務所への出勤、往査の状況 

緊急事態宣言以後、クライアントへの往査については制限を加え、原則として在宅勤務により業務を実施し
ております。出勤が必要な場合には、業務に支障をきたさない範囲内で、混雑時を避けた時差通勤を奨励して
おります。監査事務所内においては、机にアクリル板による間仕切りを設置し、未利用の会議室等での業務の
実施を容認することにより密の回避に努めています。 
社内会議、クライアントとの会議はWEB会議や電話会議を推奨しています。在宅勤務が困難である場合に

は、自宅近隣のサテライトオフィスの利用を推奨しています。この他、社内の文書に関しても電子承認によるペー
パーレス化も図られており、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、テレワークで対応可能な環境が整備され
ています。 
万が一、新型コロナウイルスに感染した場合、特別休暇を付与しています。 
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（２）品質管理の状況 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績が低迷したクライアントについては、審議会の審査において、下

記の事項について重点的に実施しました。 

・新型コロナウイルス感染症の影響がどの程度の期間継続するかについての「経営者の仮定」の検討 

・追加情報及び会計上の見積りに関する注記などの開示が十分行われているかの検討 

９．システムレビュー体制の強化 

クライアントの IT高度化、複雑化に伴い、財務報告に係る IT統制の評価として、システムレビュー体制を強

化しています。システムレビューチームの人員を積極的に採用し、監査チームと連携して監査業務を実施する体

制を整備しています。 

１０．財務基盤について 

当監査法人は中堅監査法人であり、かつ、有限責任監査法人でないため、一部の財務情報の開示に留

まっていますが、財務安定性及び健全性を示す指標として、下記の３点について、追加で開示します。 

（１）報酬依存度 

当監査法人の業務収入に占める特定の被監査会社に対する報酬依存度は、下記のとおりです。 

 2021年 7月期 2022年 7月期 
最も報酬の高い被監査会社に対する報酬依存度 5.9％ 5.2％ 

上記のとおり、15％ルールに抵触する状況はございません。 

また、当監査法人の業務収入に対する報酬依存度が 15％を超過するまでの被監査会社数上位は、下記

のとおりです。 

 2021年 7月期 2022年 7月期 
報酬依存度が 15％を超過するための被監査会社数 ４社 ５社 

上記のとおり、2022 年 7 月期においては、報酬の高い被監査会社５社を合計した場合、報酬依存度が

15％を超過することとなります。 
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（２）自己資本比率 

当監査法人の自己資本比率は、下記のとおりです。 

 2021年 7月期末 2022年 7月期末 
自己資本比率 （※）―％ 43.3％ 

※：2021年 7月期は新収益認識基準等に未対応のため、比較情報を省略しています。 

上記のとおり、2022年 7月期末時点での自己資本比率は 43.3％となっており、大手監査法人の平均値

である 33.3％を上回っています。 

（３）現金預金保有割合 

当監査法人の現金預金保有割合（期末現金預金残高が業務費用の何カ月分に相当しているかの割合）

は、下記のとおりです。 

 2021年 7月期末 2022年 7月期末 
現金預金保有割合 7.47 ヶ月 7.20 ヶ月 

当監査法人は、安全余裕度の目安として、現金預金保有割合 6 ヶ月以上を目標としていますが、上記のと

おり、2022年 7月期末時点で、目標値を上回っています。 

また、大手監査法人の平均値である 3.06 ヶ月も大きく上回っています。 
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Ⅷ．外部レビュー等 

１．外部レビューの概要 

公認会計士又は監査法人に対する、公認会計士法に基づく我が国における外部のレビュー又は検査の制

度には、日本公認会計士協会による品質管理レビューと、公認会計士・監査審査会による検査があります。 

日本公認会計士協会による品質管理レビューでは、個別の監査業務に影響を与える監査事務所の品質

管理のシステムの整備及び運用の状況、並びに当該品質管理のシステムが個別業務において適切に運用され

ているかを確認します。 

公認会計士・監査審査会は、日本公認会計士協会から品質管理レビューに関する報告を受け、主に品質

管理レビュー制度が適切に運営されているか、監査事務所の監査業務が適切に行われているかについて審査し、

必要に応じて監査事務所等への立入検査を実施しています。 

２．日本公認会計士協会による品質管理レビュー 

2021 年 3 月 17 日付けで、品質管理のシステムの整備状況及び運用状況のいずれにおいても重要な不

備事項が見受けられない、「重要な不備事項のない実施結果」の品質管理レビュー報告書を受領しております。 

なお、品質管理レビューの結果に基づく措置は受けておりません。 

３．公認会計士・監査審査会による検査 

当監査法人は、公認会計士・監査審査会による立入検査の結果を受けての、金融庁による行政処分を受

けたことはありません。 

４．規制当局等による処分 

当監査法人において、公認会計士法で履修義務が定められる継続的専門研修の単位認定対象となる

ｅラーニングシステム利用に関し、一部の受講者が早送り受講を行い、履修単位を取り消されました。当監査

法人は所属する会員の研修の履修及び報告に係る監督義務を怠ったとして、日本公認会計士協会より

2021年８月 12日に会員権停止 1 ヶ月の懲戒処分を受けました。 

当監査法人では、当該事実を真摯に受け止め、社内調査委員会の提言に基づいて策定した再発防止策

に従い、管理体制の不備及び組織風土の不備に対する抜本的解決を図り、ガバナンス機能の強化、管理体

制の変更等を進めています。  
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Ⅸ．ガバナンス・コード 

当監査法人は、社会から公認会計士監査の透明性及び監査の品質の向上が求められる状況において、信

頼される監査法人を目指し、「監査法人の組織的な運営に関する原則」（所謂、監査法人のガバナンス・コー

ド）を導入しています。 

当監査法人における取組みの詳細はホームページをご覧ください。 

原則１ 監査法人が果たすべき役割 

パートナー及び職員に対して当監査法人の社是・社訓の浸透を図り、トップである統括代表社員が全体会

議等を通じて組織としての方向性を明示し、それを受けて各パートナーは機能別組織に基づき業務を遂行して

います。 また、専門職員もグループ制への参加、予備審査の実施や部門活動等への参加を通じて、監査業

務の品質向上へ貢献することにより、法人全体として活力のある持続的な組織の実現を担っています。 

原則２ 組織体制（実効的な経営機能の発揮） 

当監査法人は、約 80名の中規模監査法人であるため、大手監査法人と比較して、規模の拡大や組織運

営の複雑化が見られる状況にはありませんが、経営会議という会議体により意思決定がなされるため、組織的

な運営が実現され、実効的な経営（マネジメント）機能が発揮されています。 

原則３ 組織体制（経営機能の実効性の監督・評価） 

当監査法人は、約 80 名の中規模監査法人であることから、大手監査法人と比べ、経営機関と監査の現

場との距離感がないため、外部の第三者の知見を利用することなく、経営機関に対するパートナー相互の監

督・評価が可能です。しかし、当該原則の趣旨に鑑み、現状、経営機関に対して、外部の第三者の知見として、

経験豊富な弁護士を活用することとしています。また、外部機関による顧客満足度調査及び従業員満足度調

査を利用し、被監査会社からの評価及び意見、並びに職員からの評価及び意見を収集し、当監査法人の監

査業務の質の向上を図ることとしています。 
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原則４ 業務運営 

当監査法人は、約80名の中規模監査法人であり、かつ、創業オーナーの存在しない監査法人であるため、

縦割りに陥らない開放的な組織文化・風土が醸成されています。経営機関の考えは、全体会議や業務運営

会議等を通じて、パートナー及び職員へ浸透されており、また、大手監査法人と比較して、経営機関と監査の

現場との距離感がないため、監査の現場から経営機関への情報の円滑な流れも確保されています。さらに、専

門職員の人材育成や人事管理・評価を業務部が担うことにより、監査の現場に密着した監査品質の向上に

向けた取組みが行われています。 

原則５ 透明性の確保 

監査法人の組織的な運営に関する原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みに関する情報開

示は、当監査法人のホームページ上「当監査法人における実効的な組織運営に関する取組みについて」で行っ

ています。また、取組み等については、今後、当監査法人内における実効性の評価を行い、資本市場の参加

者等との意見交換とあわせ、改善を図って参ります。 
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Ⅹ．法人案内  （2022年 7月 31日現在） 

 

法人概要 

法人名 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 

統括代表社員 加賀美弘明 

所在地 東京都中央区日本橋 1-16-11 

 日本橋Ｄスクエア２階 

設立 1990年 7月 

関係会社 Ａ＆Ａコンサルティング株式会社 

 

 

海外提携先 

名称 Plante＆Moran,PLLC 

提携日 2009年１月６日 

提携の内容 インターナショナル・メンバー・アグリーメント* 

 

名称 MORISON GLOBAL LIMITED 

提携日 2011年８月１日 

提携の内容 メンバーシップ加盟* 

 

*「監査事務所における品質管理」（品質管理基準委員会報告書
第１号）に規定される「ネットワーク」には該当しません。 

 

職員数* 

パートナー 14名 

公認会計士 30名 

CPAUS 3名 

CISA 2名 

その他 30名 

合計 79名 

*上記人数には非常勤職員は含めておりません。 

 

監査クライアント数 

大会社等 

金融商品取引法・会社法 32社 

会社法 2社 

その他の会社等 

金融商品取引法・会社法 1社 

会社法 31社 

労働組合 8社 

その他の法定 10社 

その他の任意 56社 

合計 140社 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 

〒103-0027 

東京都中央区日本橋 1-16-11 日本橋Ｄスクエア２階 

Tel：03-5200-1636 

URL：https://www.aap.or.jp 


