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（法 34 条の 16 の 3）[監査法人用]

業務及び財産の状況に関する説明書類

第34期   令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

令和４年６月30日作成（公衆縦覧の開始日）

監査法人名 監査法人コスモス

所在地  名古屋市中村区名駅南１丁目３番18号

NORE名駅６F

代表者   富田 昌樹

      新開 智之

一．業務の概況

１．監査法人の目的及び沿革

〈監査法人の目的〉

  当監査法人は、財務書類の監査又は証明及び財務に関するコンサルティング業務を行

うことを目的とする。

〈監査法人の沿革〉

  昭和 63 年６月 ３日 監査法人コスモス設立許可

昭和 63 年６月 20 日 名古屋事務所（主たる事務所）、東京事務所（従たる

事務所）設立登記

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別

当監査法人は無限責任監査法人である。

３．業務の内容

(1)業務概要

令和４年３月31日現在では、金融商品取引法監査・会社法監査５社、金商法監査１

社、会社法監査８社、学校法人監査１社、その他の法定監査１社、その他の任意監査49

社、計65社について監査証明業務を実施した。その他の会社等56社に対して非監査証明

業務を実施した。
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(2)新たに開始した業務その他の重要な事項

該当なし。

(3)監査証明業務の状況

※令和４年３月31日現在

（会計年度末日）

種別
被監査会社等の数

総数 内大会社等の数

① 金商法・会社法監査 ５社 ５社

② 金商法監査 １社 ０社

③ 会社法監査 ８社 ０社

④ 学校法人監査 １社 ０社

⑤ 労働組合監査 ０社 ０社

⑥ その他の法定監査 １社 １社

⑦ その他の任意監査 49社 ０社

計 65社 ６社

(4)非監査証明業務の状況   

その他の会社等56社に対して非監査証明業務を実施した。

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況

(1)業務の執行の適正を確保するための措置

当監査法人は、業務の品質を第一とする運営基本方針を定め、公認会計士法及びそ

の関係法令並びに日本公認会計士協会の倫理規則、上記に基づく品質管理規程の遵守

を全構成員に義務付けている。また、全構成員を対象に利害関係の調査を毎年実施

し、遵守の状況を確認している。また、業務執行社員の交替に関しては、公認会計士

法及びその関係法令並びに日本公認会計士協会の倫理規則に基づいて業務執行社員の

交替に関する規定を品質管理規程に設けている。

(2)業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置

①業務の品質管理に関する責任について

当法人では品質管理委員長の所管の下、品質管理に関する適切な方針及び手続を

定め、以下の品質管理のシステムの整備及び運用を行っているが、品質管理に関す

る 終的な責任は社員会が負うこととしている。
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②独立性保持のための方針

(ア) 職業倫理について

   当法人は、監査事務所及び監査実施者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に、倫理規則第２条に基づき職

業倫理の遵守に関する方針及び手続を定めている。なお、職業倫理の遵守状況

の監視については、チェックリスト等により確認している。

(イ) 独立性について

当法人は、監査事務所及び監査実施者が倫理規則等で定める独立性の規定を

遵守することを求め、独立性の規定を遵守させるため品質管理担当責任者は監

査実施者から独立性に関するチェックリストを提供させ遵守状況を監視してい

る。また、監査業務の主要な担当者の長期間の関与に関して、大会社等の監査業

務については、監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間

（７会計期間）のローテーションを義務付けている。

③監査契約の新規の締結及び更新

当法人は、監査契約の新規の締結及び更新をする際には、関与先の誠実性、当法人の

事務所の規模及び組織、潜在的な利益相反関係のほか監査業務実施中に生じた重要な

事項が監査契約の更新の判断に与える影響を考慮することとしている。また、監査契約

の新規の締結及び更新を確実にするため、監査契約の新規の締結及び更新のチェック

リストを整備し運用している。また、監査契約後、監査契約の締結を辞退する原因とな

る情報を業務執行社員が入手した場合、当該情報を適宜社員会に伝達し適切な措置を

講じることとしている。

④監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

当法人は、監査業務の質を合理的に確保するために必要な適性、能力、経験及び求

められる職業倫理を備えた監査実施者を採用することとしている。また、監査業務従

事者に対し専門的知識・能力、職業的専門家としての資質の養育、監査業務の質的水

準の維持・向上のため随時研修を行っている。また、監査マニュアルの有効な運用に

より教育・訓練を実施している。なお、各構成員の研修の履修結果を管理し、日本公

認会計士協会の継続的専門研修制度で定められている必要な単位数を満たしているこ

とを確かめている。また、監査実施者の評価に関しては、能力を高め維持すること及

び職業倫理（独立性を含む。）を遵守することを評価し、報酬及び昇進を決定してい

る。次に、業務執行社員の選任に関しては、職責を果たすのに適切な能力、適性、経

験、独立性及び権限を保持し、十分な時間を確保すること、業務執行社員は職業倫理

（独立性を含む）を遵守して監査業務を実施すること等を考慮することとしている。
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⑤業務の実施

(ア)監査業務の実施

当法人は、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監

査・保証実務委員会等の委員会報告に準拠し、研究報告等を参考として、監査

業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定め運用してい

る。監査補助者への指導及び監督等を通じ、監査業務の質を合理的に確保す

る方針である。

(イ)専門的な見解の問合せ

当法人は、今後専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を次のように

定め、その遵守を監視している。

・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

な事項に関して、適切に専門的な見解の問合せを実施すること

・専門的な見解の問合せが適切に実施されるように、監査事務所内外におい

て、十分な人材等を確保すること

・専門的な見解の問合せから得られた見解を十分に検討し対処すること

・専門的な見解の問合せの内容、得られた見解及びその対処を文書化するこ

と

(ウ)監査上の判断の相違

当法人は、監査上の判断の相違を解決するため、監査上の判断の相違に関する

方針及び手続を次のように定めている。

・専門的問合せを行った者は、監査上の判断の相違に関して到達した結論及び

その対処について、適切に文書化しなければならない

・監査報告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り、発行してはならない

(エ)監査業務に係る審査

当法人は、原則としてすべての監査業務について、意見形成のための審査を実

施している。また、審査の担当者は審査対象監査業務からの客観性や倫理規程等

で要求される独立性等を考慮し選任することとしている。
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⑥品質管理のシステムの監視

各監査業務の日常的監視は、原則として業務執行社員から独立した社員により行っ

ている。このほか、監査業務に関する品質管理の実施状況を点検するための監査業務

の定期的な検証を、毎年実施している。なお、この監査業務の定期的な検証は、監査

業務に関わる社員が一定期間（３年）のうちに１回は検証の対象となるように計画す

ることとしている。

(3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不

当な影響を及ぼすことを排除するための措置

当法人の 高意思決定機関である社員会は公認会計士のみによって構成し、社員会が

認めた場合のみ社員以外の者が社員会に出席し意見を述べることができることとしてい

る。また、監査証明業務に係る契約の締結・監査業務の執行及び監査業務に係る審査を

公認会計士である社員が執行する方針である。

なお、令和４年３月31日現在、当法人では特定社員を選任しておらず、当法人の定款

には特定社員が当法人の意思決定に関与する旨および重要な意思決定機関の構成員たる

旨の定めはない。

(4) 直近において公認会計士法第46条の９の２ 第１項の規定による協会の調査（品質

管理レビュー）を受けた年月

品質管理レビュー(改善状況の確認) 令和２年11月

(5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認

当法人の統括代表社員は、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置

が適正であることを確認している。

５．他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）

又は監査法人との業務上の提携に関する事項

(1) 提携を行う他の公認会計士の氏名又は監査法人の名称

該当なし。

(2) 提携を開始した年月

該当なし。
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(3) 提携上の提携の内容

該当なし。

６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得

て財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項

(1) 提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称

Prime Global

(2) 提携を開始した年月

平成19年５月25日

(3) 業務上の提携の内容

海外のメンバーファームからの照会への対応及び業務の委託が主な内容である。

(4) ネットワーク及びその取り決めの概要

該当なし。

二．社員の概況

１．社員の数

公認会計士 特定社員 合計

８人 ０人 ８人

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成

合議体の名称 合議体の目的
合議体の構成

公認会計士 特定社員 計

社員会

監査証明業務を含む

監査法人の活動に係

る重要な事項の決定

８人 ０人 ８人
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三．事務所の概況

名称 所在地

当該事務所に勤務する者の数

社員 公認会計士

である使用

人の数
公認会計士 特定社員 計

(主)名古屋事務所
名古屋市中村区名駅南

１-３-18 NORE名駅６F

７人 ０人 ７人 23人

(従)東京事務所
東京都千代田区神田鍛冶

町3-7神田ｶﾄﾞｳﾁﾋﾞﾙ5F

１人 ０人 １人 25人

四．監査法人の組織の概要

  組織図を添付

五．財産の概況

１．売上高の総額

（単位： 千円）

第33年度

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

第34年度

令和３年４月１日～

令和４年３月31日

売上高

監査証明業務

非監査証明業務

484,002

90,205

575,436

95,894

合 計 574,207 671,330

２．直近の二会計年度の計算書類

該当なし。

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書

該当なし。

４．供託金の額

該当なし。



8

５．供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容

該当なし。

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称

  

監査の種類 会社名

金商法・会社法監査 株式会社アークコア

金商法・会社法監査 アスカ株式会社

金商法・会社法監査 株式会社オーイズミ

金商法・会社法監査 株式会社安江工務店

金商法・会社法監査 株式会社 KVK
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〈添付資料〉

Ｒ４.３.31 現在

監査法人コスモス 組織図

＜品質管理部会＞

部長 外山 CPA 木村 CPA

部員 林田 CPA 柴田 CPA

   杉江 CPA 佐藤 CPA

主査

林田 CPA 柴田 CPA 

木村 CPA 寺島 CPA 小林 CPA

補助者

岡田 CPA 小野 CPA 藏藤 CPA

國立 JA 山崎 JA 伊藤 JA 金居 JA 

篠田 JA 常冨 JA 山田 JA

長谷川 JA 中園 JA

＜業務開発部会＞

小室 CPA 犬飼 CPA

スタッフ

髙谷

＜経営委員会＞

委員長 富田 CPA

委員 新開 CPA 岩村 CPA

＜品質管理委員会＞

委員長  新開 CPA

委員    相羽 CPA 小室 CPA 犬飼 CPA

〔監査部〕

富田 CPA 新開 CPA 岩村 CPA

統括代表社員

富田 CPA     新開 CPA

補助者

佐藤 CPA 星野 CPA 岡村 CPA

副島 CPA 加藤 CPA 岩瀬 JA 

伊賀井 JA

主査

伊藤 CPA 外山 CPA 瀬古 CPA

杉江 CPA 鈴木 CPA 芳賀 CPA

社員

相羽 CPA 櫻井 CPA 小室 CPA

長坂 CPA 犬飼 CPA

上級スタッフ

今津

社員会

〔総務部〕

部長 櫻井 CPA


