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当法人には『志』があります。大いなる望みを抱き大海原を航海する船が、進

むべき方角を確かめるために「仰ぎ見る星」のように、激動の世界を突き進む

企業を導く道標、「確かなる視座」になるという『志』です。そのための決意

と情熱を「仰星監査法人」という名前に込めています。

その『志』を実現するため、パブリックインタレストとプロフェッショナリズム

を当法人の最も重要な基本価値とし、３軸でのバランスの取れた成長を志向し、

真にクオリティの高い監査法人の創造を目指しています。

1. 品質が確保されていること（Quality）
監査業務の高い品質を維持向上することに最も重点を置いた業務運営を基本

方針とし、高品質な監査を行える磐石な組織体制の構築を目指しています。そ

のためには、人材の獲得・育成・維持、デジタル化が非常に重要な要素であ

ると考えています。

2 . 組織規模拡大による財務的な安定性（Scale）
必要な人材を獲得・育成・維持し、また、デジタル化を推進するには、それ相応

の先行投資が必要となり、組織として一定の成長が不可欠であると考えています。

3. 組織カルチャー（Culture）
組織 規模が大きくなっても忘れてはならない我々の強みは「組織カルチャー」

です。ともに喜びともに苦しむという「組織の一体感」が大事であり、以下の

３点については事あるごとに周知しています。 

・・風通しの良い組織として、開放的で自由闊達なコミュニケーション風土を維

持する。 

・・個の強い組織として、個々人は当事者意識を持って自らの責任を果たす。

・・共創活動ができる組織として、自ら業務のメソドロジーを開発し実践する。

そのため、役職員の依って立つべき指針として経営理念及び行動指針を掲げ、

全役職員に浸透を図っています。

仰星監査法人 理事長   南 成人
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南 成人  l NARUHITO MINAMI

理事長メッセージ

3軸でのバランスの取れた

真にクオリティの高い監査法人を目指す
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企業を導く道標
確かなる視座

星空を仰ぎ見るとき、心は壮大に広がり、自己の狭量や小さな利害に拘る

気持ちを忘れさせる。私たちは「公正と誠実」を基本姿勢とし、仰ぎ見る星

のように「確かなる視座」になるという決意と情熱を、「仰星監査法人」と

いう名前に込めています。仰星監査法人は、企業経営者とそこに関わるす

べての人々のための偏りのない眼の役割を担います。

経営理念

• 公正と誠実を貫く

• 最大ではなく、最強を目指す

• 高度な人格と専門的能力・実務経験を備えた人材を育成する

• 競争力のある組織体質を追求しつつ、高品質なサービスを提供する

もって我々は、寡占化された公認会計士業界において、

大手監査法人の真の Alternative として日本経済の発展に貢献する

行動指針

• 絶えず組織内外からの「信頼」を得ることを旨とすること

• Positive な考え方に裏付けられた「情熱」を保持すること

• 常に「人間性の向上」に努め、魅力ある人間となること

• 社会やクライアントへの「貢献意欲」を保持すること

• 幅広い知識と能力の研鑽に励み、「高度な品質」を維持すること

• 開放的で自由闊達な「コミュニケーション風土」を維持すること

•「後進の育成」に注力し、仰星 DNA の維持向上を図ること
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経営理念・行動指針
Management Philosophy & Action Guidelines
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監査の公共財としての社会的役割を果たすべく、仰星監査法人は監査品質を重視する

方針を掲げ、これまで継続的に監査品質を確保する努力を続けており、創立以来、大

きな監査上の失敗に陥ることなく順調に成長し、現在上場会社90社以上の監査に関

与させていただいております。

仰星監査法人は、監査のプロフェッショナル集団として構成員に脈々と受け継がれて

いる監査品質を重視する理念と組織文化の下、適切な法人運営に常に注力し、監査ツー

ルの独自開発、人材の確保や教育研修の充実に腐心し、高品質の監査を追求してま

いりました。また、当法人は「監査法人のガバナンス・コード」を導入しておりますが、

導入以降も継続的に改善を重ねております。

これらの取り組みは、次の事項を念頭に今後も継続していきます。

①法人内部の自由闊達な議論と相互啓発を行い、監査の品質を組織として持続的に

向上させます。

②構成員の職業的懐疑心が常に適切に発揮できるように人材の育成・研修や配置をす

るとともに、監査の品質向上に向けた意見交換や議論をより積極的に行います。

③監査法人の運営及び監査の品質に関する外部からのご意見・ご指摘を真摯に受け

止め、組織的な運営の改善、監査の品質の向上に役立てます。

この具体的な活動として、本部の品質管理室、業務管理室、審査室を横断的に情報

交換する場としてクオリティ・カンファレンスを設置し、必要に応じてさまざまな階層のパー

トナー及び法人メンバーとの自由闊達な意見交換を行い、品質向上のための様々な提

案を行っております。

仰星監査法人が構築している品質管理体制及び「監査法人のガバナンス・コード」へ

の対応状況を本報告書「QUALITY REPORT 2021 監査品質に関する報告書」に

おいてご説明いたします。
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仰星監査法人 クオリティ・カンファレンス議長   川﨑 浩

 クオリティ・カンファレンス
議長メッセージ

Message from the Quality Conference Chair

監査法人にとって

最も重視すべき課題は

監査品質の確保です

川﨑 浩  l HIROSHI KAWASAKI
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社員会

経営企画室

本　部

国際企画室

人材開発室

業務開発室

東京事務所

地域社員会

大阪事務所

地域社員会

名古屋事務所

地域社員会

北陸事務所

地域社員会

品質管理室

業務管理室

審査室

情報管理室

総務企画室 事務局

クオリティ・カンファレンス

理事会

公益監視委員会

〈監視・助言・意見具申〉

〈監視・助言・意見具申〉

〈
監
視
・
助
言
・
意
見
具
申
〉

〈組織図〉

ガバナンス体制

当法人のガバナンス体 制は、① 全パートナーで意

思決定をする社員会、②本部組織として経営の基

本方針及び諸施策を適切かつ迅速に確立し、それ

に基づく経営活動を推進するとともに、経営の重

要事項に関し協議を行う理事会及びその実務を行

う各室、③各地域事務所における業務運営を担当

する地域社員会の３層の組織により構成されます。

これに加えて、これらの機関の活動を監視し、必

要に応じて助言及び意見具申する機関として公益

監視委員会を設けています。

社員会

全社員で構成され、法令・定款に定められた事項

の他、重要な業務に関する事項、すなわち、①経

営方針の決 定、② 理事の選出、③ 組 織 規程、社

員会規程及び理事会規程の制定及び変更を決議す

るため、原則として年2回（定例会及び決算承認社

員会）開催します。また必要に応じて理事長が招

集した場合にも開催します。

本部組織

・理事会

10名以内の理事で構成され、法人の業務執行の

最高責任者として法人を代表し、社員会の定める

基本方針に基づき法人業務を統括する理事長及び

２名以内の副理事長を置きます。理事会は、具体

的な法人運営に関する意思決定機能及び業務執行

機能を担う機関であり、経営の基本方針及び諸政

策を適切かつ迅速に確立し、それに基づく経営活

動を推進するとともに、経営の重要事項に関し協

議を行います。また、社員会から委ねられた事項

についても、審議の上で決 定することができ、原

則として年間10回程度開催します。
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・本部各室

本部の業務運営を実効性あるものとするための機

関であり、理事メンバーを中心とした担当パート 

ナーが室長を務め、副室長を置くことができます。

・クオリティ･カンファレンス

監 査の品質に直 接的に関わる品質管理 室、業務

管理室、審査室が中心となって構成する組織であ

り、法人の監査の品質の向上のための具体的な検

討及び情報交換等を行う機関です。構成メンバー

は、パートナーのみならず法人全体から広く人材を

集めて開催されます。

地域社員会

地域社員会は、社員会又は理事会の決定した基本

方針に基づき、その地域における具体的な法人運

営に関する機能を担い、原則として月に１回開催し

ます。地域社員会は、地域事務所の円滑かつ迅速

な業務運営を図るため、地域事務所ごとに組織部

署を設置することができます。

公益監視委員会

公益の観点から法人の運営を監視し、必要に応じ

て助言及び意見具申することにより、透明性の高

いガバナンスを実践するための機関で、社員のうち

社員会で選任された公益監視委員１名と法人外部

から社員会で選任された独立公益監視委員２名以

内で構成されます。公益監視委員会は、原則とし

て３ヶ月に１回開 催します。公益 監視委員及び独

立公益監視委員は、社員会及び理事会に出席する

とともに、社員会議事録、理事会議事録、各地域

社員会議事録を自由に閲覧することができ、各理

事に自由に質問等を行うことができます。
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理事長　南 成人

公認会計士登録年月：1990年3月
1993年 東京赤坂監査法人（現仰星監査法人）入所
1999年 理事 代表社員 就任
2010年 副理事長 東京事務所長 就任
2017年 理事長 就任（現職）

副理事長　髙田 篤
本部 業務開発室長、大阪事務所長

公認会計士登録年月：1990年3月

1994年 北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所

2005年 理事 代表社員 就任

2013年 大阪事務所長 就任（現職）

2017年 副理事長 就任(現職)

理事及び各室メンバー紹介
Member Profile

ガバナンス体制

Chapter 04

理事　小出 修平
本部 人材開発室長、名古屋事務所長

公認会計士登録年月：2002年5月
2006年 東京北斗監査法人
 （現 仰星監査法人）入所
2010年 社員 就任
2019年 理事 代表社員 
 名古屋事務所長 就任（現職）
2021年 人材開発室長 就任（現職）

理事　榎本 尚子
本部 総務企画室長

公認会計士登録年月：1991年3月
1993年 監査法人芹沢会計事務所
 （現 仰星監査法人）入所
2005年 社員 就任
2012年 代表社員 就任
2014年 国際企画室 副室長 就任（現職）
2017年 理事 就任（現職）
2018年 人材開発室 副室長 就任
2019年 総務企画室長 就任（現職）

理事　向山 典佐
本部 審査室長、北陸事務所長

公認会計士登録年月：1986年12月
1987年 明澄監査法人（現 仰星監査法人）入所
1997年 代表社員 就任
2008年 統括代表社員 就任
2011年 理事 代表社員
 北陸事務所長 就任（現職）
2017年 審査室長 就任（現職）

理事　川﨑  浩
本部 業務管理室長、
クオリティ・カンファレンス議長、
東京事務所副所長

公認会計士登録年月：1999年4月
1994年 明和監査法人（現 仰星監査法人）入所
2009年 代表社員 就任
2012年 統括代表社員 就任
2014年 理事 代表社員
 東京事務所副所長 就任（現職）
 品質管理室副室長 就任
2017年 業務管理室長 就任（現職）
2018年 品質管理室長 就任
 クオリティ・カンファレンス議長 就任（現職）

理事　洪 誠悟
日本公認会計士協会会務担当

公認会計士登録年月：2002年2月
2002年 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所
2007年 社員 就任
2019年 理事 代表社員 就任（現職）

理事　金子 彰良
本部 情報管理室長

公認会計士登録年月：1997年4月
2003年 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所
2013年 仰星マネジメントコンサルティング㈱
 （現 仰星コンサルティング㈱）
 代表取締役 就任
2016年 MCS業務推進室長 就任
2018年 社員 情報管理室長 就任（現職）
2021年 理事 代表社員 就任（現職）

理事　福田 日武
仰星グループ会社管掌

（仰星コンサルティング㈱代表取締役）

公認会計士登録年月：1993年4月
2007年 仰星監査法人入所、代表社員 就任
2009年 理事 就任（現職）
2013年 国際企画室長 就任
2019年 仰星コンサルティング株式会社
 （仰星グループ）代表取締役就任（現職）

MEMBER PROFILE

副理事長　中川 隆之
本部 経営企画室長、東京事務所長

公認会計士登録年月：1990年3月

1994年 東京赤坂監査法人（現 仰星監査法人）入所

1999年 理事 代表社員 就任

2017年 副理事長 東京事務所長 就任（現職）
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Chapter 04

公益監視委員　
神山 俊一（パートナー）

独立公益監視委員　
大森 進（ＵＢＳ証券株式会社監査役）

ＵＢＳ証券株式会社 社長・会長
クレディスイスファーストボストン証券会社在日代表・東京支店長
日本証券業協会 自主規制会議会員委員、
国際関係懇談会委員、会員理事、
政策委員会理事、総務委員会副委員長、東京地区副会長、 
公社債新業務委員会委員長、日本証券業厚生年金基金理事、 
資産運用委員会委員長、東京証券取引所 市場運営委員会委員、
日本投資者保護基金理事

MEMBER PROFILE

理事及び各室メンバー紹介
Member Profile

ガバナンス体制

•  事務所長（副事務所長）
 東京事務所：中川 隆之（川﨑 浩） 
 大阪事務所：髙田 篤（寺本 悟） 
 名古屋事務所：小出 修平
 北陸事務所：向山 典佐

〈理事及び理事長等の選任〉
• 理事会は、10名以内の理事をもって構成し

ます。理事は、社員会にて法人としての一
体的な業務運営を行うため、本部機能を担
う最適な人材を法人全体から選任します。

• 理事長及び副理事長は理事の互選により選
出します。

•  理事長：南 成人
•  副理事長：髙田 篤、中川 隆之
•  理事（50音順）：榎本 尚子、金子 彰良、川﨑 浩、
 小出 修平、洪 誠悟、福田 日武、向山 典佐
•  本部各室室長（副室長） 
 経営企画室：中川 隆之
 品質管理室：杉山 利夫
 業務管理室：川﨑 浩
 審査室：向山 典佐
 国際企画室：岩渕 誠（榎本 尚子） 
 人材開発室：小出 修平
 業務開発室：髙田 篤（中川 隆之）
 総務企画室：榎本 尚子
 情報管理室：金子 彰良
•  クオリティ･カンファレンス議長：川﨑 浩

公認会計士登録年月：1986年3月
1982年 監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）入所
1999年 社員 就任
2006年 代表社員 就任
2017年 公益監視委員 就任（現職）
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仰星監査法人 品質管理室長   杉山 利夫

品質管理責任者
メッセージ

Message from the Quality Control Partner

杉山 利夫  l TOSHIO SUGIYAMA

企業を取り巻く経済環境が、急速に変化している中で、企業における

不適切な会計処理に関する適時開示が多く見受けられる現状がありま

す。このような環境の下で、財務諸表の信頼性を担保することを目的と

する監査の役割は重要性を増していると認識しています。

監査は、被監査会社の株主・投資家等の監査報告書の利用者のため

に行われますが、監査は、監査人の能力や資質に依存し、基準の適用

には監査人の判断が必要です。また、十分かつ適切な監査証拠を入手

したかは、監査人の判断に委ねられるため、監査法人として状況に応

じた適切な監査報告書を発行するためには、有効な品質管理のシステ

ムを整備・運用することが必要となります。当法人は、「監査業務の高

い品質を維持向上する」を基本方針とし、この基本方針を実現するた

めに、今後改訂が予定されているリスク・アプローチに基づく品質管理

システムの導入も見据えて、適切な品質管理体制を構築しております。

また、企業環境の変化に伴い監査の環境も変化する中で、いかに適切

な品質管理のシステムを構築し、運用していくかを継続的に検討してい

くことが品質管理の最重要課題と認識しています。この品質管理の最

重要課題に対応するためには、監査業務のモニタリングが重要と考え

ています。今後も監査業務のモニタリングを実施し、継続的に監査品

質の向上に努めて参ります。

監査業務の高い品質の維持向上のためには、

適切な品質管理のシステムの構築・運用を

継続的に検討していくことが不可欠
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監査業務の高い品質を
維持向上するために

監査業務の質を重視する監査法人の風土を醸成す

るためには、その前提として、開放的で自由闊達

なコミュニケーション風土を維持し、組織の構成員

がプロフェッショナルとしての強い自覚と当事者意

識をもって協働することが何よりも求められると考

えています。この前提を踏まえ、理事長は、品質

を重視し、すべてに公正と誠実を貫くことを柱とす

る「経営理 念」及び 実 践するための「行動指 針」

の浸透を図るため、以下の対応を実施しています。

• 「経営理念」「行動指針」を携帯カードにしてす

べての役職員が携帯

• 全国研 修や地域事務所研 修、非公式の意見交

換の場においても、高度な監査品質の維持に重

きを置いたメッセージを繰り返し強調

• 経営理念・行動指針をテーマとする理事長メッ

セージを社内報・社内ブログを通じて伝達

〈理事長メッセージ アンケート結果〉

理事長は監査業務の品質を重視する旨のメッセー
ジを発信していると思いますか。

〈監査チーム内の関係図〉
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監査業務の高い品質を支える
品質管理体制

以下の本部の各室が、監査チームに働きかけ、監

査業務の品質を支えています。

88.9%

強くそう思う

そう思う

+

監査チーム

監査業務

指示・監督・査閲

指示・査閲

被監査会社

業務執行社員

インチャージ

監査チームメンバー

審査
審
査
担
当
者

品質管理 室及び各事務所の品質管理委員会の人

員構成は以下のとおりです。これらの構成員は、

品質管理室長を除き、監査業務を兼務しています。

監査業務における重要な品質管理の構成要素ごと

に、その内容を説明します。

【独立性及び職業倫理】

監査業務を実施する前提として当法人及び構成員

が被 監査先から独 立していることが必 要となりま

す。当法人及び構成員が独立性の保持を含む職業

倫理に関する規定を遵守することを確保するため、

全構成員を対象に、法令及び倫理規則上の規制に

抵触していないかについて、毎年４月１日を基準日

として独立性に関する調査を実施し、その遵守の

状況を確認しています。

当法人の構成員（非常勤者を含む）回答率と違反

件数は以下のとおりです。

なお、コンプライアンスの観点から、インサイダー

取引を防止するため、「インサイダー取引防止規程」

を制定し、全構成員に遵守を義務付け、研修を実

施するとともに、毎年４月に調査を実施し、規程

遵守に関する誓約書を入手しています。

仰星監査法人

人材開発室品質管理室 業務管理室 審査室

被監査会社

クオリティ・カンファレンス

監査チーム

監査品質向上のための検討・討議

監査業務の支援 審査モニタリング

監査業務

研修計画及び
実施の管理

モニタリングと
改善指導

品質管理室

東京（品質管理委員会）

大阪（品質管理委員会）

名古屋（品質管理委員会）

北陸（品質管理委員会）

　　　  合　　　　計

監査に従事するパートナー及び
マネージャーの総数

　　　  割　　　　合

7名

3名

4名

3名

1名

18名

109名
　

16.5％

8名

6名

6名

4名

1名

25名

110名
　

22.7％

2020.6.30 2021.6.30

独立性に関する年次
確認手続きの回答率

認識された違反件数

2020.4.1

100％

0件

2021.4.1

100％

0件

〈品質管理に関する関係図〉
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【業務執行社員のローテーション】

監査業務の責任者となる業務執行社員には、適用

される法令等により、定期的に交替することが義

務づけられています。当法人は、業務執行社員に

ついては、大会社等に対する監査業務に従事する

最長連続会計期間を７年、それ以外の監査業務に

従事する連続会計期間を最長15年としています。

なお、審査担当社員については、最長連続関与期

間を７年としています。業務執行社員のうち筆頭業

務執行社員のインターバル期間は５年とし、その

他の業務執行社員は２年、審査担当社員のインター

バル期間を３年としています。

当法人が定める職業倫理及び独立性の保持に関する

方針及び手続に疑義が生じた場合には、品質管理室

との協議を義務付けています。

【監査契約の新規締結及び更新】

監査契約の新規受嘱及び更新に際して監査契約の

締結に伴うリスクの程度を評 価し、その評 価結果

反社会的勢力の調査等を含む必要書類を業務管理室

に提出し、報告することを求めています。

【監査チームの選任】

監査チームの構成メンバーについては、各地域事

務所において、リスクに応じ、会 社の属する業 界

や事業内容に精通した者を中心に、個人の監査経

験・能力及び業務量を勘案して、メンバーの選任、

配分を決定しています。

【業務の実施】

監査業務の質を合理的に確保するため、不正リス

クへの対応を含む当法人の監査業務の実施に関す

る方針及び手続、すなわち監査の実施、補助者へ

の指示、 監督及び 査閲の方法、監 査調書の記 録

及び最終的な整理に関する事項を、監査マニュア

ルに定め、これに準拠して監査業務を遂行してい

ます。特に当法人では、以下に記載のコミュニケー

ションを重視しております。

• 監査チーム内討議

開放的で自由闊達なコミュニケーション風土の下、

業務執行社員が主体となって、監査チーム内討議

を実施しています。討議では、被監査会社のビジ

ネスの理解に基づき、リスクを識別し、識別したリ

スクに対応するリスク対応手続を立案しています。

• 被監査会社とのコミュニケーション

被監査会社のビジネスをより深く理解するためには、

経営者や監査役等とのコミュニケーションが重要で

あると認識し、監査計画や監査結果の説明時に経

営者や監査役等と十分に意見交換し、また、論点

になった事項に関して被監査会社と議論を尽くすこ

とで、深度ある監査を実践しています。

【専門的な見解の問合せ】

判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まってお

らず判断が 難しい重要な事項（不正等への対応を

含む）に関しては、適切に専門的な見解の問合せ

を実施することとしています。これらの場合、業務

が 一定の条件に該当する場合には、地域社員会

等の承認を義務付け、承認がなければ契約の新規

締結又は 更新は認めないこととしています。監査

契約の新規締結に関するリスクの程度が、相当程

度高い場合及び反社会的勢力の関与が判明した場

合には、監査契約を締結しないこととしています。

【監査事務所間の引継】

当法人は、監査人の交代に際しては、業務執行社

員（業務執行社員就任予定者を含む。）に対して、

不正リスクへの対応状況、監査の過程で識別した

重要な事項について引継を行うことを義務付け、

引継の内容は議事録に記録して相互確認を行うこ

とを求めています。

また、当法人が前任監査人となる場合には、業務執

行社員からの監査契約の解除の申請により品質管理

室の承認が行われます。後任監査人となる場合には、

前項の監査契約の新規締結の承認申請により品質管

理室の承認が行われます。なお、新規受嘱前には、

執行社員は、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っています。

【監査業務の審査】

審査は、当法人が発行する監査報告書の適切性を担

保するために実施する品質管理上の重要な構成要素です。

すべての監査証明業務について審査担当社員を選

任し、監査計画から監査意見形成までの監査手続

全般を対象とした審査を実施します。監査意見の

審査が完了するまで監査報告書の発行を禁止して

います。審査資料は、審査終了後に品質管理室に

提出され、審査室委員の確認を経て品質管理室で

保存されます。 品質管理室はそれに基づき審査の

実施状況について常時監視を行っています。

審査は、審査担当社員の審査で同意が得られれば

審査完了となりますが、意見相違及び所定の条件

に該当する場合には、以下の図にあるとおり、階

層的に審査が行われます。

各審査会の構成員は以下のとおりです。

審査会

特別審査会 審査室長及び審査室指名の理事の職制
にある者の計５名（特別審査会委員）

審査室長及び審査室が選任した社員の
職制にある者の計３名（審査会委員）

機関等 構成員等

〈階層的審査関連図〉

階層的審査

審
査
完
了

特別審査会

審査会

審査担当社員の審査

全員の意見が一致しなかった場合
及びその他所定条件に該当

審議・決裁

同意

全員の
意見一致 監査

報告書
発行

意見相違及び
その他所定条件に該当
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【モニタリング】

• 品質管理システムの監視

品質管理システムの監視は、監査業務が、品質管

理システムに従って適切に実施されたかを確かめ、

改善事項を指摘し、改善を図っていく仕組みとして、

品質管理上の重要な構成要素です。

「品質 管理のシステムの監 視 規程」に基づき、品

質管理のシステムに関する日常的監視及び監査業

務の定期的な検証を実施しています。

日常的監視は、独 立性の確 保、監 査 契 約の締 結

から意見表明までの品質管理のシステム全般の整

備・運用状況をその検討対象としています。

定期的な検証は、原則として日本公認会計士協会

の倫理 規則で定める「大 会 社等」を対象に3年を

超えないサイクルで1人の監査責任者に対して少な

くとも1つの監査業務が検証対象となるように監査

業務を選定し実施しています。また、不正リスク対

応基準が 適用される監査業務における不正リスク

への対応状況について、定期的な検証により、当

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。

監視結果は、理事会及び地域社員会で報告し、不

備事項等については、研修等により全構成員に周

知徹底をしています。

【通報制度】

• 外部通報

関与先又はその他の第三者からの不服と疑義の申

立ては、ホームページ（ＨＰ）に掲載しているホッ

トラインを利用したメールでの通報や封書による通

報を本部事務局が受付け、ホットライン管理表に

記録し、公益監視委員会へ回付し、不正等の内容

であった場合には理事長及び品質管理室長へ内容

を伝達します。

品質管理室長は、その内容を吟味し、関連する業

務執行社員等適切な者へ調査を依頼し、監査チー

ム等から報告された調査結果を検討し、必要に応

じて業務執行社員等へ対処すべき事項を伝達します。

• 内部通報

法令違反その他該当する事項を発見した者は、ホッ

トライン制度により、いつでも品質管理室に報告

することができるようにしています。報告を受けた

場合、品質管理室長は、その内容を吟味し関連す

る監査チームへの質問を行い、必要と認める場合

には、関連する書類等を閲覧して不服と疑義の申

立てを調査します。ホットライン制度の通報受領者

が法人内部者となっていることを考慮して、法人外

部の者を通報受領者とする内部通報制度も並行し

て運用しています。社員、職員が法令違反及び不

正行為等を発見し、これを通常の手段、方法によっ

て改善することが不可能または困難である場合、

内部通報制度に則り匿名でも通報することができ、

通報者は保護の対象になります。通報受領者から

報告を受けた場合、総務企画室長は関連部署に指

示し、法令違反行為および不正行為の有無及び内

容を調査します。重大な調査結果については理事

会に報告します。

•リスクモニタリング

「リスクマネジメント規程」を制定し、法人の事業継

続を脅かす事実等をリスクとして捉え理事会に報告し、

経営の重要事項に関し協議をしています。特に監査

業務に関しては、監査リスクが比較的高いと判断さ

れた監査業務、適時開示の情報、ホットラインへの

情報等により、監査チームへのヒアリング等を行い、

対応結果を定期的に理事会に報告しています。

【不正リスクへの対応】

「監査基準」及び「監査における不正リスク対応基

準」 に準拠し、品質管理の方針と手続を整備して

います。

• 職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮

・監査契約の新規締結における関与先の誠実性に

関する理解を含む不正リスクを考慮

・監査チーム内討議により不正リスクの識 別、対

応手続立案

・不正事例を含む研修の実施

• 不正発覚

不正に関連する情報を入手した場合には、イント

ラネット窓口に報告することとしており、報告があっ

た事項について、不正による影響を品質管理室長

が判断し、必要な場合には、不正に関する知見が

あるメンバーにより専門的見解の問い合わせを行

います。不正調査の進 捗により、人的リソースの

確保を行います。

審査 体制としては、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には適時に審査を

受け、必要に応じて審査会の審査を義務付け、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、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並びに入手した監査証

拠が十分かつ適切であるかどうかについて、通常

の審査担当社員による審査に加えて、審査会によ

る審査を義務付けています。

【情報セキュリティ】

最 高 経 営 責 任 者である理 事 長が 明 文化した、全

法人的なセキュリティに対する経営方針をセキュリ

ティ・ポリシーとして定め、それを受けてセキュリティ

対象ごとに対策基 準を定めています。更に、法人

職員が情報を取り扱うにあたって、より具体的なルー

ルを情報セキュリティ実施手順書として定めていま

す。これらの基 準等については、研 修を通じて周

知徹底を図った上で、定期的な自己点検の実施や

情報機器の検査によるモニタリングの実施により

遵守されていることを確認しています。

構成員へ貸与するメインの作業用 PC は仮想デスク

トップ (Amazon Web Services が提供するWork 

Spaces というサービス ) を利用しています。監 査

調書をはじめ監査等業務で作成するドキュメントは、

すべて WorkSpaces 上で作成します。さらに、情

報漏えい（機密性）の観点から、外部へ持ち出す

WorkSpaces 接続端末については、利用目的から

法人が認めた端末以外、業務資料を保存できない

ようにしています。

パートナーのカバー率

内部検証の対象となった
監査業務数

2020.6.30

8業務

37.2％

2021.6.30

10業務

45.5％
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2018年度

注4：日本公認会計士協会が定める継続的専門研修制度（CPE制度）において3年間で120
単位を取得することが義務となっているため、年間40単位を取得することを推奨してい
ます。
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日本公認会計士協会（JICPA）による
品質管理レビュー

JICPA による品質管理レビューは、原則として３年

に一度実施され、監査事務所が行う監査の品質管

理状況について通常レビューが行われます。

品質管理レビューにより改善が必要と認められる事

項が発見された監査事務所に対しては、改善勧告が

行われ、改善状況の報告が義務付けられています。

これらの品質管理レビューの結果に対して、必要に

応じ措置が決定されます。当法人における過去の品

質管理レビューに関して上記の措置を受けたことは

ありません。

公認会計士・監査審査会（CPAAOB）
による検査

CPAAOB は、JICPA 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。

立入検査の結果、監査事務所の品質管理のシステ

ムや個別監査業務の不備を発見した場合には、検

査結果通知書により通知し、 監査事務所にその改

善を促します。

CPAAOB が実施する審査及び検 査は、監査事務

所が表明した個別監査意見そのものの適否を直接

主眼とするものではなく、JICPAによる品質管理レ

ビューの一層の実効性向上を公益的立場から促して

いくとともに、監査事務所等における監査業務等の

適正な運営の確保を図っていくことを目的としています。

このため、JICPAの品質管理レビューが適切に行わ

れていなかったことが明らかになった場合や、監査

事務所において監査の品質管理が著しく不十分であ

る場合、監査業務が法令等に準拠していないことが

明らかになった場合には、CPAAOB は、業務の適

正な運営を確保するために必要な行政処分その他の

措置を金融庁長官に勧告します。

当法人は、過去、行政処分を受けたことはありません。

モニタリングの結果とその対応

当 法 人では、JICPA の 品 質 管 理レビューまたは

CPAAOB の検査において指摘された事項は、その

原因を分析し、社員・職員に対して集合研修等で周

知徹底し、適切な改善を行っております。

公認会計士・
監査審査会

日本公認
会計士協会

金融庁

被監査会社等

監査役等
検査

勧告

審査
検査

監査 コミュニケーション

品質管理レビュー
監査事務所

品質管理
レビューの報告
品質管理

レビューの報告

基本方針

当法人は、その成長と品質の維持向上のために、

優秀な人材の採用と育成は極めて重要であることを

認識し、法人を挙げて取り組んでいます。

当法人の経営方針・行動指針を理解し、現職の役

職員と共に法人を盛り上げていこうという意志を持

ち、何事にもアグレッシブに行動し法人構成員が一

緒に働きたいと感じさせる人材を採用し、職業的専

門家としての能力と人間力を向上させることにより、

社会の幅広いニーズに応えられる人材を育成するこ

とを基本方針としています。

教育研修プログラム

当法人は、監査業務の質を合理的に確保するため

に必要とされる適性、能力及び経験並びに求めら

れる職業倫理を備えた専門要員を十分に確保するた

め、専門要員を対象に、専門的知識・能力の習得、

職業的専門家としての資質の養成、及び監査マニュ

アルの有効な運用等に関し、職階別研修及び専門

研修を計画的に実施しています。

また、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事

例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、

当法人内外の研修等を含め、不正に関する教育･訓

練の適切な機会を提供しています。

研修方法については、講義形式の他に、ディスカッ

ション形式による研修も実施しています。研修を受

講した場合には、アンケートの記載を義務付けてい

ます。このアンケート結果は、人材開発室及び担当

講師にフィードバックされ研修内容の理解度につい

て確認するとともに、今後の研修内容の改善に向け

て検討しています。

〈概要図〉

■パートナー　■マネージャー　■CPAスタッフ　■専門家
■試験合格者（JA）　■アシスタント　■非常勤CPA

注1：2021年度における全体に占める稼働時間数に占める非常勤者の稼働時間の
　　割合は10％です。
注2：2021年度における非常勤を除く退職率は10％です 。
注3：2021年度における 監査従事者の年間平均執務時間は、以下のとおりです。
　　パートナー・・・1,861時間 　職員・・・1,782時間
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〈総人員数と人員構成〉

〈パートナー・マネージャーに占める女性の割合〉

〈CPE 取得単位数の推移〉
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人事評価

当法人は、高度な人格と専門的能力を備えた人材を

育成し、高品質なサービスを提供することを経営理

念として位置づけ、常に「人間性の向上」に努め、

魅力ある人間になること、幅広い知識・能力の研鑽

に励み、「高度な品質」を維持することを行動指針

として掲げています。この方針に立脚し、人材育成

の観点から、専門要員の評価、報酬及び昇進等に

反映させることにしています。

柔軟な人事制度

働き方に関する価値観が多様化する中、柔軟な人事

制度を運用することで、人材の定着率の向上を図る

とともに各人の自己研鑽をサポートしています。有給

休暇の取得を促進しワークとライフのバランスを取る

ことを目指しています。2021年度における有給休暇

取得率は70%です。

有給休暇に加えて就業時間の一定割合を休暇とする

選択休暇制度を導入しています。休暇の利用目的に

制限はなく、自己研鑽、家庭での時間等様々な目的

で使うことができます。選択休暇を利用して税務や

執筆など会計・監査周辺業務の経験を積むことで、

専門能力の向上を図ることができます。2021年度

における選択休暇申請者における取得率は88%です。

ライフイベントに合わせた働き方を選択できるよう

に、時短勤務、子供の看護休暇、時間外勤務の制

限など、幅広い育児介護支援制度を設けています。

2021年6月30日時点で、過去育児休業を取得した

者の復職率は100％です。

人材交流

【事務所間の人材交流】

パートナーが本人の所属事務所以外の監査業務に関

与している業務数及び比率（事務所間交流に関与し

ているパートナーの比率）は次の通りです。

業務執行社員：12業務、19％

審査担当社員：24業務、26％

職員については、各事務所の管轄エリアの他事務所

の監査業務を中心にチームメンバーとして応援する

という形で関与しています。

【クオリティ・カンファレンス】

クオリティ・カンファレンスは、監査の品質に直接

的に関わる品質管理室、業務管理室、審査室が中

心となって構成する組織であり、法人の監査の品質

の向上のための具体的な検討及び情報交換等を行

う機関であり、年４回の全体会議とテーマごとに編

成される分科会があります。

・ 全体会議の延べ出席人数：96名

・ 2020年度には７つの分科会が編成され、各分科

会のメンバーは５～10名で構成されています。

【仰星グループ内の交流】

仰星監査法人の理事が代表取締役社長を務める仰

星コンサルティング㈱ の役員の兼務は２名で、相

互に監査業務及びコンサルティング業務の補助者

として職員の交流が行われています。また、新設の

GYC 税理士法人との間でも監査業務及びタックス

レビューや税務に関する相談等を通じて交流が行わ

れています。

88%

選択休暇申請者における取得率

100%

育児休業後復職率

70%

有給休暇取得率
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ITに関する未来への対応

IT を取り巻く環境

今、私たちの想像を超える速度でデジタル革命が飛

躍的に進み、IoT やロボティクス、人工知能（AI）、

ビッグデータ等の先端技術を活用することによって、

新たな価値を創出し、多様なニーズ、潜在的なニー

ズにきめ細かに対応したモノやサービスを提供する

ことのできる新たな時代、「Society5.0」を迎えよ

うとしています。監査業界への影響も大きく、非連

続的な変化が予想される時代において、社会やクラ

イアントへ貢献する監査法人とはどのような存在か、

また、そのための人材をどのように育成するかが問

われています。

また、監査業界の中に目を向けると、人手不足が声

高に叫ばれ、これまでの延長線上にある監査手法で

は、監査の品質の高度化や不正会計への対応に限

界がきています。いかにして監査の生産性を向上し、

もっと本質的なところに監査時間を割いていくか、

そのインフラを組織として IT を駆使しながら整備す

ることが重要な課題になっています。

私たちは、これら社会および業界動向が大きく変化

していく中で、IT に関する未来への対応にあたり、

監査法人および構成員も学び方を変え実践していか

なければと、前向きに取り組んでいます。

デジタル化の方針

１. 環境変化をキャッチアップし、時代と組織の成

長に即したITインフラを整備運用するとともに、

先端テクノロジーの監査への活用について前向

きな姿勢で取り組む

２.デジタル化を推進することによって、監査品質の

向上に寄与し、社会とクライアントのニーズに応

える

３. 新しいワークスタイルを法人の成長やセキュリティ

要件と矛盾させることなくデジタル化で後押しす

ることで、役職員の満足度を高める

電子調書システムの活用

当法人では、従来から、リスクの高い監査領域に監

査資源を集中的に投入することにより、監査工数を

低減しながら企業の適切な開示体制を支援すること

が可能な「監査業務のメソドロジー」を自ら開発し

てきました。このメソドロジーを組織内に確実に浸

透させるために ITを活用しています。

具 体 的 には、CaseWare International Inc. が 提

供する監査調書の管理ソフト「CaseWare Working 

Papers」を導入し、監査調書を電子的に作成し、

整然と明瞭に保管し、管理できる仕組みを構築して

います。

自ら開発をしている監査業務のメソドロジーと電子

調書システムを融合させて運用しているため、Case 

Wareを利用して調書の作成を行うことにより、監

査基準等に準拠した体系的な調書作成や調書管理

が可能になっています。
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データ分析ツールの活用

当法 人では、CAAT ツールとして「IDEA」、「モダ

ン Excel（Powerクエリ、Powerピボット）」（以下

IDEA 等という。）を導入し、リスク評価及び実証手

続におけるデータ・アナリティクスのツールとして活

用しています。IDEA 等を利用して実施されている監

査手続としては、仕訳テスト、分析的実証手続の他、

仕訳データ以外のビックデータによる精査的手法（母

集団100％について監査的検討）による実証手続、

リスク評価時の分析等があり、その利用範囲の拡大

に取り組んでいます。

また、役職員の ITリテラシーの向上による監査業務

のデジタル化の浸透を図るため、データ・アナリティ

クスに関する所内外の研修への参加、オンライン学

習サイトの利用などを積極的に進めています。

リモートワーク環境の整備と
業務生産性の向上

当法人では、監査業務の遂行にかかるITインフラの

環境について、Amazon Web Services, Inc. が提

供するクラウドコンピューティングサービスを2015

年に国内監査法人で初めて導入しました。法人内の

各事務所の物理的なIT 環境（現実空間）をクラウド

上（仮想空間）で統合することによって、IT 運用保

守の容易性と監査業務の生産性をともに向上させて

います。

仮想デスクトップおよびサーバを利用することによっ

て、貸与端末のデータレスの運用や、災害が発生し

たときでも法人の業務が中断しない環境を構築する

とともに、移動時間の削減や隙間時間の活用といっ

たリモートワーク環境を実現しています。新型コロナ

ウイルス禍でのリモートワークによる監査対応が強

いられた際も、3密状態に陥ることなくスムーズに在

宅勤務に移行できました。

情報セキュリティの
リスクマネジメントにおけるリスク対応

当法人が監査業務を実施するに当たり、クライアン

ト等から種々の情報を電子データとして入手する機

会があります。また、職員がＰＣ等の情報機器を持

ち歩き、クライアント等と業務に関する情報のやり

取りに電子メールやインターネットで提供されるクラ

ウドサービスを利用しています。

監査法人が外部の経営資源を活用し情報を取り扱

う事は一般的になってきていますが、取り扱う情報

の重要性を認識し、紛失や漏えいへの対応を行い、

継続して管理体制を見直すことが求められています。

また、サイバーセキュリティリスクが法人経営上の重

要な課題になっていることから、貸与端末等がマルウェ

アに感染することに起因して情報が漏えいするリス

クに対応することも求められています。

不正会計検知ツールの活用

当法人では、外部公表された財務諸表をもとに、過

去に発生した不正な財務諸表との類似性から不正の

可能性を算出するツール（CatchLightF）を開発し、

運用準備を進めています。

品質管理室における既存のリスク管理指標と組み合

わせて不正リスクを見える化することで、リスクの高

いまたは指標値の変動幅が大きいクライアントを特

定します。その結果を用いて、監査チームに共有・

注意喚起したり、品質管理室のモニタリング実施要

領を検討したり、新規受嘱のリスク評価時の検討指

標にしたりして、役立てていきます。

当法人は、公認会計士に求められる守秘義務の意

味を認識し、電子データだけではなく紙媒体の情報

も含めた、特にクライアント等に関する情報の漏え

い・流出、不正・私的利用のリスクを十分に認識し、

その対策を検討し、情報セキュリティの確保に努め

ています｡

職員に対しては、法人のセキュリティ方針・対策基準・

実施手順・マニュアルを正しく理解し、策定した情

報セキュリティ対策に従って法人内部で業務上使用

する情報を適切に取り扱うために、継続的な教育研

修を実施しています。また、情報セキュリティ関連

の規程において整備し、運用している内部統制に関

連して、リスクの高い項目を中心としたモニタリング

を行っています。これらのモニタリングは、①職員に

よる自己点検、②職員間の相互チェック、③ IT 管理

者の運用状況モニタリング、④公益監視委員会によ

る内部監査、として定期的に実施しています。

2020年度のモニタリングを実施した結果、情報セ

キュリティ管理システムの品質方針・目標に照らして、

重要な不適合事項はありませんでした。

中小監査事務所の
IT インフラ共同体への参加

当法人は、他の中小監査事務所と協力して、「ITイ

ンフラ共同体構想」を具体化する活動を進めていま

す。ITインフラ共同体は、監査業務のデジタル化や

ITインフラ人材の不足、IT 投資に対する財政的な制

約など、中小監査事務所が共通して抱えるIT 関連

の課題に対して、協力して解決していくことを目的と

した活動に取り組んでいます。

昨年より電子監査調書システムのプラットフォームの

構築を進め、2021年4月に稼働、当法人の監査業

務環境も ITインフラ共同体のプラットフォームへ参

加しています。不正会計検定（Ｆスコアの算出）
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被監査会社等との対話

被監査会社を中心に、当法人が発信するメルマガ

の読者を対象としたセミナーを開催しており、質疑

応答を通じて対話を行うとともに、忌憚のない意

見をアンケート形式で記載していただいています。

これらによって得られた意見を法人運営にフィード

バックし、法人運営の改善に役立てています。

監査役等に対するアンケート

当法人の監査品質向上のため、被監査会社の監査

役等の皆様に、アンケート調査を行いました。

ご回答いただきましたコメントにつきましては、真

摯に受け止め、監査チームにフィードバックしてい

ます。さらに各監 査チームだけではなく、法人全

体で取り組む課題として認識し、改善を図っていき

ます。

「監査上の主要な検討事項」への対応

2021年３月決算に係る財務諸表の監査から金融

商品取引法監 査において監 査人の監 査報告書に

「監査上の主要な検討事項」、いわゆる KAM（Key 

Audit Matters の略語。カム）が記載されています。

当法人は、2018年１月に、KAM について検 討・

実務展開していく専門組織「KAM 分科会」を立ち

上げました。

本分科会において KAM に関する情報収集と分析、

また、実務への展開の検討、研修での周知及びワー

クショップ形式での研修を重ねてきました。

KAM の候補となりうる項目について、監査基準委員

会報告書701「独立監査人の監査報告書における監

査上の主要な検討事項の報告」等で要求されている

文書化も踏まえて、検討過程や結果、該当調書が把

握できる調書様式を法人内にリリースしました。

KAM 分科会メンバーが、計画段階の KAM 文案を収

集して分析し、各監査チームにフィードバックするとと

もに、品質管理室がモニタリングを実施しています。

投資家等との対話

監査品質の向上への取組みについての説明や監査

法人への期待をテーマとした投資家等との意見交

換会を実施し、法人運営の改善に役立てています。

2021年7月1日に準大手監査法人と投資家等との

対話の会に出席し、以下の事項について意見交換

しました。

・「会計上の見積り」の開示への取り組み

・有価証券報告書の総会前開示の可能性

・デジタルフォレンジックなど専門人材の活用状況

・グローバル監査に関わる体制の在り方

非監査業務

当法人は、監査業務を中心に経営しており、非監

査業務の法人全体の収入に占める割合は6％程度

です。

しかし、非監査業務の経験を会計監査に関連する

幅広い知見や経験を獲得する機会と考え、監査業

務のレベル・アップに資するものとして取り組んで

います。なお、第２次成長戦略（2017年から５ヵ

年の戦 略）では、非監 査業務の収 入割合を15％

まで引き上げることを目標としています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

【感染拡大】

2019年12月以降、新型コロナウイルス感染 症の

感染が全 世界的に拡大し、翌2020年3月には世

界保健機関により新型コロナウイルス感染症がパ

ンデミックに至っているとの見解が示されました。

日本国内においても2020年1月に新型コロナウイ

ルスに関連した感染 症の症例が報告されてから感

強くそう思う

18.8%

そう思う

78.1%

〈品質管理システムの適切な運用〉
当法人は、品質管理システムを適切に整備・運用
していると思いますか。
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染は拡大を続け、その後、何度か感染拡大の大き

な波を繰り返しながら、2021年８月現在、日本国

内では過去最大の感染者数が報告される状況で、

その収 束の見通しがつかない状況です。この間、

数度の「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措

置」が発出されています。

【緊急事態宣言下での対応】

当法人では、緊急事態宣言等が発出される都度、

その具体的な対応方針を法人内に発出し、感染予

防措置を明確に提示するとともに、在宅勤務によ

るリモートワークの導入を実践しております。

当法人は感染拡大防止を最優先事項とし、被監査

会社と慎重に協議を重ねた上で、監査業務を適切

に遂行しております。
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Nexia Internat ional に加盟

Nexia Internationalとは、世界各国の独立した会計事務所及びコンサルティング・ファー

ムによって構成される世界第8位の国際的なネットワークです。イギリスのロンドンに本部

を置き、世界120以上の国と地域に750を超える拠点があります。メンバーファームは各

国の企業の成長をサポートし、Nexia Internationalとの連携により企業の国際市場へ

の進出に対し質の高い支援を提供しています。当法人のパートナーである岩渕誠はアジア

パシフィックボードメンバーの一員として同地域のメンバーファームの教育研修プログラム

の促進を図っています。また当法人は、定期的に Nexia International の主催する各種

の国際会議に出席し、メンバーファームと活発な意見交換を行っています。

国際業務のサポート体制

国際業務の経験豊富なメンバーは、メンバーファームとの交流により相互の信頼を醸成

しつつ、常に最新の情報を共有しながら、機動的、かつ円滑に国際サービスを提供でき

るように心掛けています。Nexia Internationalとの提携を通じ、日本企業の海外進出

支援や海外上場支援等に多くの実績を重ねています。外国企業の日本子会社に対する監

査の経験も豊富です。大規模案件から小規模案件まで、サービス内容の多様なアレンジ

にも対応します。日本企業の進出が著しいインドに関しては、Nexia International のメ

ンバーファームである Nexdigm グループと個別に提携し、東京事務所内にインドデスクを

設置、日本企業のインド進出を全面サポートする体制を整えています。

© 2021 Nexia International Limited. All rights reserved.
Nexia International is a leading, global network of independent accounting and consulting firms that are members of Nexia International Limited. Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, 
coordinates the Nexia International network. It does not provide services to clients. Please see the “Nexia International disclaimer” at https://nexia.com/disclaimer/ for further details.
Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content of this document. Professional advice should be obtained before acting or 
refraining from acting on the contents of this document.
The content of this document are condential and may be privileged. This document may be read, copied and used only by the intended recipient. If you are not the intended recipient, please notify the sender by 
return email or telephone. Erase all copies of this document and do not disclose it or any part of it to any person.
Any and all intellectual property rights subsisting in this document are, and shall continue to be, owned by (or licensed to) Nexia International Limited.

Our world in numbers

【今後の取り組み】

当法人では、地域の状況に応じて「在宅勤務」や「時

差通勤」等の制度を柔軟に採用しつつ、また、こ

れまで整備してきたリモートワーク環境を最大限活

用することにより感染拡大を防止しつつ、監査業

務を遂行する体制を整えています。

なお、監査においては経営層、監査役等を始めと

した被監査会社と監査人の間のコミュニケーショ

ンが重要ですが、リモートワーク環境下では従 来

通りの密度あるコミュニケーションが実施可能であ

るかどうかについては留意すべきと考えております。

現在のようにコロナ禍の状況が長期化している下

では、その希薄化の可能性は否定できません。ま

た、その他の監査手続実施上の制約などが生じる

可能性も否定できません。

当法人では、今後も感染拡大防止を最優先としつ

つも、同時に監査の社会的使命を遂行するため、

セキュリティを確保した上で新たな監査ツールの導

入や、各種コミュニケーションツールの採用等、必

要な投資を含め、適切な対応を実行します。
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概　要
仰星監査法人は、東京に本部を置き、大阪、名古屋、北陸、

福岡、広島、札幌を拠点として各種サービスを提供しております。

名　称
仰星監査法人（英文名称：GYOSEI & CO.）

URL：https://www.gyosei-grp.or.jp

理事長
南 成人

所在地
本部 東京事務所
〒102-0081 
東京都千代田区四番町６ 東急番町ビル11階
TEL：03-5211-7878

大阪事務所
〒541-0052 
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング12階 　
TEL：06-6265-8461

名古屋事務所
〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10
名古屋クロスコートタワー12階　
TEL：052-581-1175

北陸事務所
〒920-0919 
石川県金沢市南町5番20号 中屋三井ビルディング6階
TEL：076-221-8788

福岡オフィス
〒812-0013 
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番21号 博多プラザビル7階 
TEL：092-409-0971

広島オフィス
〒732-0052 
広島県広島市東区光町一丁目12番16号 
広島ビル３階 
TEL：082-258-5681 

札幌オフィス
〒060-0061 
北海道札幌市中央区南一条西五丁目14-1 札幌証券取引所ビル1階　
TEL：011-232-2777

沿　革
歴史と経験に新しい発想と手法を組み合わせたサービスを提供いたします。

被監査会社数
被監査会社数を契約種別に示すと、次のとおりです。（2021年６月末現在）

日本公認会計士協会への積極的な貢献
当法人では、日本公認会計士協会（本部・各地区会）での活動に対して積極的に取り組んでいます。

〈日本公認会計士協会・本部における活動についてのみ抜粋（2021年7月現在）〉

監査業務に拘束力のある各種委員会報告の策定や、国際動向に対応した財務諸表監査や内部統制監査のツール開

発などに貢献しています。また、このような協会活動を通じて、日本国内のみならず、海外動向も含めた情報収集及

び情報発信に努めております。

1990年

1999年

2001年

2006年

2006年

2008年

2009年

2011年

2012年

2014年

2021年

 9月 北斗監査法人設立

 10月 東京赤坂監査法人（1993年設立）と合併し、
  東京北斗監査法人に名称を変更

 8月 Nexia Internationalとの間で世界レベルでの提携を開始

 9月 名古屋事務所を開設

 10月 監査法人芹沢会計事務所（1952年創業・1984年設立）と
  合併し、仰星監査法人に名称を変更

 2月 米国 PCAOB（公開会社会計監視委員会）に登録

 6月 札幌オフィスを開設

 7月 明澄監査法人（1955年創業・1987年設立）と合併し、
  北陸事務所を開設

 10月 福岡オフィスを開設

 7月 明和監査法人（1967年創業・1975年設立）と合併

 7月 広島オフィスを開設

金融商品
取引法・
会社法監査

社97

会社法監査

社65

学校法人
監査

法人7

労働組合
監査

組合6

公益法人
監査

団体9

その他の
法定監査・
任意監査

社73

日本公認会計士協会　常務理事1名　理事2名　相談役1名役員（4名）

委員会（延44名）

区　分 所属・役職等

• 品質管理基準委員会
• 監査基準委員会（部会員、
起草委員）
• 品質管理委員会（審査部会、
委員）
• 中小事務所等施策調査会
（監査専門委員会、会計専門
委員会、IFRS監査対応専門
委員会）
• 中小事務所IT対応支援専門
委員会（ITツール、ITインフラ）

• 監査・規律審査会
• 会計制度委員会 
• グリーンボンド保証検討専
門委員会 
• 企業情報開示専門委員会
• 学校法人委員会
• 非営利法人委員会
• 組織内会計士協議会
• 社外役員会計士協議会
• 倫理委員会
• IT委員会（監査IT実務指針

検討専門委員会）
• 継続的専門研修制度協議会 
• CPE連絡専門委員会 
• CPE推進センター 
• 企画専門委員会
• 実務補習所協議会
• 実務補習所教材検討会（副
委員長）
• 東京実務補習所
• 修了考査運営委員会
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主な被監査会社（上場会社）

特定業種に偏ることなく広範に、また、東証一部から新興市場まで各種規模の

被監査会社95社に対して監査サービスを提供しております。

（2021年６月末現在　五十音順）

東証一部（48社）

（株）いなげや〈小売業〉 

エンシュウ（株）〈機械〉 

OUGホールディングス（株）〈卸売業〉 

（株）キャピタル・アセット・プランニング〈情報・通信業〉

共同印刷（株）〈その他製品〉 

（株）クスリのアオキホールディングス〈小売業〉 

（株）熊谷組〈建設業〉 

（株）グリーンズ〈サービス業、名証一部にも上場〉

クリナップ（株）〈その他製品〉 

京阪神ビルディング（株）〈不動産業〉 

Genky DrugStores（株）〈小売業〉 

コムシスホールディングス（株）〈建設業〉 

（株）サイネックス〈サービス業〉 

三共生興（株）〈卸売業〉 

（株）CKサンエツ〈非鉄金属〉 

（株）ジェイテックコーポレーション〈金属製品〉 

澁谷工業（株）〈機械、名証一部にも上場〉

（株）船場〈サービス業〉 

大建工業（株）〈その他製品〉 

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス（株）〈電気機器〉 

（株）タカショー〈卸売業〉 

竹本容器（株）〈化学〉 

（株）チャーム・ケア・コーポレーション〈サービス業〉 

中越パルプ工業（株）〈パルプ・紙〉 

（株）長府製作所〈金属製品〉 

津田駒工業（株）〈機械〉 

テスホールディングス（株）〈建設業〉 

（株）カワサキ〈卸売業〉 

カワセコンピュータサプライ（株）〈その他製品〉 

菊水化学工業（株）〈その他製品、名証二部にも上場〉

（株）クレステック〈その他製品〉 

（株）ササクラ〈機械〉 

（株）テクノスマート〈機械〉 

TONE（株）〈金属製品〉 

南海プライウッド（株）〈その他製品〉 

日本伸銅（株）〈非鉄金属〉 

（株）日本抵抗器製作所〈電気機器〉 

表示灯（株）〈サービス業〉 

ユアサ・フナショク（株）〈卸売業〉

マザーズ（3社）

かっこ（株）〈情報・通信業〉 

（株）タスキ〈不動産業〉 

ベイシス（株）〈情報・通信業〉

ジャスダック（23社）

（株）アースインフィニティ〈小売業〉 

アイサンテクノロジー（株）〈情報・通信業〉 

（株）アズジェント〈情報・通信業〉 

インターライフホールディングス（株）〈建設業〉 

（株）SYSホールディングス〈情報・通信業〉 

（株）エフアンドエム〈サービス〉 

（株）オートウェーブ〈小売業〉 

大村紙業（株）〈パルプ・紙〉 

デリカフーズホールディングス（株）〈卸売業〉 

東亜道路工業（株）〈建設業〉 

東建コーポレーション（株）〈建設業、名証一部にも上場〉

（株）東名〈情報・通信業、名証一部にも上場〉

トーヨーカネツ（株）〈機械〉 

（株）ナック〈サービス業〉 

西松建設（株）〈建設業〉 

日本システムウエア（株）〈情報・通信業〉 

（株）ヴィッツ〈情報・通信業〉 

（株）ヒマラヤ〈小売業、名証一部にも上場〉

ヘリオス テクノ ホールディング（株）〈電気機器〉 

北海道瓦斯（株）〈電気・ガス業、札証にも上場〉

（株）ホットランド〈小売業〉 

（株）牧野フライス製作所〈機械〉 

（株）マルカ〈卸売業〉 

未来工業（株）〈化学、名証一部にも上場〉

（株）ミルボン〈化学〉 

（株）安永〈輸送用機器〉 

UTグループ（株）〈サービス業〉 

わかもと製薬（株）〈医薬品〉 

（株）ワッツ〈小売業〉

東証二部（17社）

（株）イムラ封筒〈パルプ・紙〉 

（株）ウイルコホールディングス〈その他製品〉 

（株）STIフードホールディングス〈食料品〉 

オリエンタルチエン工業（株）〈機械〉 

川上塗料（株）〈化学〉 

三相電機（株）〈電気機器〉 

サンユー建設（株）〈建設業〉 

（株）成学社〈サービス業〉 

ゼネラルパッカー（株）〈機械、名証二部にも上場〉

（株）ソノコム〈その他製品〉 

チヨダウーテ（株）〈ガラス・土石製品〉 

日本テレホン（株）〈情報・通信業〉 

日本パレットプール（株）〈サービス業〉 

ハビックス（株）〈パルプ・紙〉 

不二精機（株）〈機械〉 

不二ラテックス（株）〈ゴム製品〉 

（株）プラネット〈サービス業〉

美樹工業（株）〈建設業〉 

（株）三ッ星〈非鉄金属〉 

（株）ライフフーズ〈小売業〉

名証二部（2社）

太陽化学（株）〈食料品〉 

中央可鍛工業（株）〈鉄鋼〉

名証セントレックス（1社）

（株）エスポア〈不動産業〉

福証（1社）

（株）グリーンクロス〈卸売業〉
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監査法人のガバナンス・コードへの対応状況①

監査法人が果たすべき役割

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって
国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員に
よる自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上
させるべきである。

当法人は、2017年3月31日に金融庁より公表された「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）

を採用しています。当法人は、当該ガバナンス・コードにおけるすべての原則を適用し、監査品質を最重視した組織的な運営を実

践しています。各原則に対する当法人の対応状況は以下のページで説明しています。

監査法人のガバナンス・コードの適用状況等の評価

監査法人のガバナンス・コードの適用状況について、本部の各室が関連する原則及び指針に関する自己点検を実施

し、その結果を公益監視委員会に報告しています。公益監視委員会はこの報告を基に監査品質の取り組みの実効性に

ついて評価し、その結果を理事会に報告しています。

原則1

原則・指針 参　照

監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な
向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとと
もに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たす
よう、トップの姿勢を明らかにすべきである。

経営理念・行動方針
監査業務の高い品質を維持向上す
るために
理事長メッセージ

指針
1-1

P08

P20

P07

組織体制

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営
（マネジメント）機能を発揮すべきである。

原則2

原則・指針 参　照

監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が
行われるようにすべきである。

ガバナンス体制指針
2-1

P12

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保
するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割
を明らかにすべきである。
・監査品質に対する資本市場の信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要
な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織
体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与
・監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等の
マクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度あ
る意見交換を行う環境の整備
・法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮さ
せるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
・監査に関する業務の効率化及び企業においてもＩＴ化が進展すること
を踏まえた深度ある監査を実現するためのＩＴの有効活用の検討･整備

ガバナンス体制
ITに関する未来への対応

指針
2-2

P12

P29

監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通しているかを勘案するだ
けではなく、経営機関として、法人の組織的な運営のための機能が十分に
確保されるよう、経営機関の構成員を選任すべきである。

ガバナンス体制指針
2-3

P12

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性
の発揮を支援する機能を確保すべきである。

原則3

原則・指針 参　照

監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を監督・評価し、それを
通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を
設け、その役割を明らかにすべきである。

ガバナンス体制（公益監視委員会）指針
3-1

P13

監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自
らが認識する課題等に対応するため、監督・評価機関の構成員に、独立性
を有する第三者を選任し、その知見を活用すべきである。

ガバナンス体制（公益監視委員会）指針
3-2

P13

監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三
者について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつ
つ、その役割を明らかにすべきである。
・組織的な運営の実効性に関する評価への関与
・経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与
・法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
・内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた
情報の検証及び活用状況の評価への関与
・被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与

ガバナンス体制（公益監視委員会）

指針
3-3

P13

監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果たすことができるよ
う、監督・評価機関の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供さ
れ、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。

ガバナンス体制（公益監視委員会）指針
3-4

P13

監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、
それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。

経営理念・行動方針指針
1-2

P08

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門
家としての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべ
きである。

人材（専門要員の採用、教育訓練、
評価等）
監査業務の高い品質を維持向上
するために

指針
1-3

P27

P20

監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有
し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。

経営理念・行動方針
人材（専門要員の採用、教育訓練、
評価等）
監査業務の高い品質を維持向上
するために

指針
1-4

P08

P27

P20

監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位
置づけについての考え方を明らかにすべきである。

非監査業務指針
1-5

P33
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監査法人のガバナンス・コードへの対応状況②

透明性の確保

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保
すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、 法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

原則5

原則・指針 参　照

監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価で
きるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組
みについて、一般的に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった
形で、わかりやすく説明すべきである。

本報告書
指針
5-1

監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。
・会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそ
れぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢
・法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考
え方や行動の指針
・法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけにつ
いての考え方
・経営機関の構成や役割
・監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機関の構成員に選任された独
立性を有する第三者の選任理由、役割及び貢献
・監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取
組みの実効性の評価

理事長メッセージ
経営理念・行動指針
ガバナンス体制
品質管理システムの監視
非監査業務

指針
5-2

P07

P08

P12

P24

P33

監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監
査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努
めるべきである。その際、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を
有する第三者の知見を活用すべきである。

ステークホルダーとの意見交換
指針
5-3

P32

監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの
実効性を定期的に評価すべきである。

監査法人のガバナンス・コードの
適用状況等の評価

指針
5-4

P40

監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、
本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け
活用すべきである。

ステークホルダーとの意見交換
監査法人のガバナンス・コードの
適用状況等の評価

指針
5-5

P32

P40

業務運営

監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化
し、法人内及び被監査会社等との間において会計 監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行う
べきである。

原則4

原則・指針 参　照

監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有
するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整
備し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品
質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

ガバナンス体制
指針
4-1

P12

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を
保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報
酬に係る方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が
職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。

ガバナンス体制
人材（専門要員の採用、教育訓練、
評価等）

指針
4-2

P12

P27

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
・法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を発揮できるよう、幅広
い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われる
こと
・法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出
向などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会
が与えられること
・法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価
し、計画的に活用すること

人材（専門要員の採用、教育訓練、
評価等）
非監査業務

指針
4-3

P27

P33

監査法人は、被監査会社のCEO・CFO等の経営陣幹部及び監査役等と
の間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすと
ともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や
議論に留意すべきである。

業務の実施
指針
4-4

P23

監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備する
とともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。そ
の際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべ
きである。

通報制度
指針
4-5

P24
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仰星監査法人
［本部 東京事務所］
〒102-0081 
東京都千代田区四番町6 東急番町ビル11階
TEL：03-5211-7878

［大阪事務所］
〒541-0052 
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング12階
TEL：06-6265-8461

［名古屋事務所］
〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー12階
TEL：052-581-1175

［北陸事務所］
〒920-0919 
石川県金沢市南町5番20号 中屋三井ビルディング6階
TEL：076-221-8788

［福岡オフィス］
〒812-0013 
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番21号 博多プラザビル7階 
TEL：092-409-0971

［広島オフィス］
〒732-0052 
広島県広島市東区光町一丁目12番16号 広島ビル３階 
TEL：082-258-5681 

［札幌オフィス］
〒060-0061 
北海道札幌市中央区南一条西五丁目14-1 札幌証券取引所ビル1階
TEL：011-232-2777

https://www.gyosei-grp.or.jp


