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業務及び財産の状況に関する説明書類

第 44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 5 月 26 日作成（公衆縦覧の開始日）

監査法人名    監査法人 和宏事務所

所 在 地
東京都千代田区神田北乗物町7番地               

                     ＫＳビル

代 表 者 大 嶋 豊

一．業務の概況

1．監査法人の目的及び沿革

目的

財務書類の監査又は証明業務

財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案をし、相談に応じる業務

沿革

昭和 54 年 2 月 26 日 髙木快雄他 4名により東京都千代田区神田東松下町 48番地に設立。

昭和 62 年 10 月 2 日 主たる事務所を東京都千代田区内神田 3丁目 9番 8号に移転。

平成 4年 5月 従たる事務所を大阪府大阪市淀川区西中島 7丁目 5番 25号に設置。

平成 9年 10 月 1 日 主たる事務所を東京都千代田区神田北乗物町 7番地に移転。

平成 11 年 12 月７日 従たる事務所を大阪市中央区島町二丁目 2番 19号に移転。

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別

    無限責任監査法人

３．業務の内容

（1）業務概要

監査収入 320,474 千円

前期の 289,201 千円に比し 31,273 千円の増収となりました。
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（2）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 12 12

(2)金商法監査 － －

(3)会社法監査 ７   １

(4)学校法人監査 １ －

(5)労働組合監査 １     －

(6)その他の法定監査 － －

(7)その他の任意監査 １ －

計 22   13

（3）非監査証明業務の状況

該当事項なし。

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

当法人は、当法人及び監査実施者が職業的専門家としての基準及び法令等を遵守し

て監査業務を実施し、適切な監査報告書を発行することを合理的に確保するために、

監査契約の新規の締結及び更新から、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告

書の発行に至る監査のプロセスについて、品質管理のシステムを適切に整備し、運用

しております。

  

（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独立性の保持のための方針の策定（職業倫理及び独立性）

イ、職業倫理

当法人及び監査実施者が監査業務に関係する職業倫理の遵守を合理的に確保するた

め、誠実性、公正性、専門能力、正当な注意、守秘義務及び職業的専門家としての行

動に関する方針及び手続を定め、すべての監査実施者にその遵守を求めるとともに、

業務執行社員は、補助者がこれを遵守していることを確かめております。

ロ、 独立性

当法人及び監査実施者が、関係法令及び倫理規則等で定める独立性の規定を遵守し

ていることを確認するため、毎年1月1日現在並びに必要となる時点において独立性の

保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書を入手し、独立性の保持について確

かめております。

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おります。

大会社等以外の監査業務については、監査業務の主要な担当者が長期間継続して同
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一の監査業務に従事している場合、監査業務の目的や内容（公共性の程度等）及び業

務執行社員が同一の監査業務に従事している期間などを考慮し、独立性に対する脅威

について適切な措置を講じる必要性があるかどうかを検討しております。

②監査契約の新規の締結及び更新

監査契約の新規の締結及び更新に際しては、関与先の誠実性、当法人の規模及び組

織、監査実施者の能力や経験等を勘案し、適切な監査業務を実施するための方針及び

手続を定めております。

③監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

当法人は、監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する方針及び手続を

定めております。採用に際しては履歴書により必要な能力と職務経験、面接により適

正性と誠実性の有無を確かめております。職業専門家としての教育・訓練は、日本公

認会計士協会の主催する研修会への参加及び当法人主催の研修会への参加を奨励する

とともに、より経験豊富な監査実施者による補助者への指導を行なうとともに、監査

実施者の評価・報酬・昇進に際しては監査業務の質や職業倫理の遵守状況を考慮して

おります。監査責任者の選任は社員会が決定し、補助者の選任は、その能力、適性、

経験等を考慮して配置しております。

また、監査実施者にはCPE履修単位40単位以上の履修を義務付けるとともに、「履修

状況報告書」によりその履修結果を確かめております。

④業務の実施

イ、 監査業務の実施

当法人は、監査業務の質を合理的に確保するために、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

として定めております。当該方針及び手続には、監査の実施、補助者への指示、監

督及び査閲の方法、監査調書としての記録及び保存の方法等が含まれております。

ロ、専門的な見解の問合せ

当法人は、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めております。

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、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しております。

ハ、 監査上の判断の相違

当法人は、監査実施者間、専門的な見解の問合せの依頼者と助言者との間又は業

務執行社員と審査担当者との間の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定めております。

監査実施者間又は審査担当者との監査上の判断の相違が生じた場合、社員会にて

監査上の判断の相違を解決します。
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ニ、 監査業務に係る審査

当法人は、すべての監査業務について、監査計画並びに監査意見形成のための審

査を受けることを義務付けております。審査は、監査業務毎に社員の中から、知識、

経験、能力等を勘案して社員会で選任した審査担当者により実施しております。

⑤品質管理のシステムの監視

当法人は、品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分

であるとともに、有効に運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保するた

めに、品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を定めております。これに

基づいて品質管理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、その結果は、社員会に報告されております。

当法人は、上記の業務の品質管理の方針を実施する責任者として品質管理責任者を

選任し、品質管理システムの整備及び運用を推進しておりますが、 終的な責任は総

括代表社員が負っております。

（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に不当な影響

を及ぼすことを排除するための措置

   社員以外の公認会計士は使用人であり、監査証明業務の補助のみを行っております。

   また公認会計士以外の者で相談役、顧問等業務に影響力を持つ者はおりません。

（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

      令和２年 12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

施行規則第25条第2号ロに基づく措置（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）が適正に実施されていることを、統括代表社員が確認しております。

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なったものに限る。）

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

該当事項なし

（2）提携を開始した年月

該当事項なし

（3）提携上の提携の内容

該当事項なし

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

該当事項なし

（1）提携を行う外国監査事務所等の商号又名称
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該当事項なし

（2）提携を開始した年月

該当事項なし

（3）業務上の提携の内容

該当事項なし

（4）ネットワーク及びその取り決めの概要

該当事項なし

二．社員の概況

1．社員の数

公認会計士 特定社員 合    計
７人 ０人 ７人

2．重要な事項に関する意見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

社員総会
重要事項の

決定
７人 ０人 ７人

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）

東京事務所

東京都千代田区神田

北乗物町 7 番地ＫＳ

ビル

４人 ０人 ４人 13 人

（従）

大阪事務所

大阪府大阪市中央区

島町二丁目 2 番 19 号
３人 ０人 ３人 ５人

四．監査法人の組織の概要

社員会

総括責任者

経理部

総務部

品質管理部

研修部

審査部

システム部
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五．財産の概況

1．売上高の総額

第 43期 第 44期

令和２年 4月 1日～ 令和３年 4月 1日～

令和３年 3月 31 日 令和４年 3月 31 日

売上高

監査証明業務 289,201 千円 320,474 千円

非監査証明業務 － 千円 － 千円

合 計 289,201 千円 320,474 千円

2．直近の二会計年度の計算書類

無限責任監査法人につき省略

3. 2．に掲げる計算書類に係る監査報告書

無限責任監査法人につき省略

4．供託金の額

無限責任監査法人につき該当事項なし

公認会計士法施行令第 25条に規定する供託金の額

供託所へ供託した供託金の額（金銭及び有価証券の額）

保証委託契約の契約金額

有限責任監査法人責任保険契約のてん補限度額（1事故／期間中）

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

無限責任監査法人につき該当事項なし

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称

  

金融商品取引法・会社法監査

会社法監査

１．ショーボンド建設株式会社

１.ショーボンドホールディングス株式会社

２.中央魚類株式会社

３.株式会社タムロン

４.株式会社ホウスイ

５.株式会社ヨンキュウ

６. いであ株式会社

７. コタ株式会社

８．株式会社ゴルフ･ドゥ

９．東邦金属株式会社

10. オーミケンシ株式会社

11．株式会社エスケイジャパン

12．JMACS 株式会社


