
業務及び財産の状況に関する説明書類 

 

第 15期 2021年 9月 1日から 2022年 8月 31日まで 

 

2022年 10月 31日作成 

監査法人名 赤坂有限責任監査法人 

所在地 東京都港区元赤坂一丁目 1番 8号 

代表者 池田 勉 

 

 

一．業務の概況 

 １．監査法人の目的及び沿革 

当監査法人は、①財務書類の監査又は証明の業務、②財務書類の調製、財務に関す

る調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務、③公認会計士試験に合格した者に

対する実務補習を目的とし、2008 年 5 月 27 日に設立され、同年 6 月 24 日に金融庁

に登録された有限責任監査法人であります。 

 

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、有限責任監査法人であります。 

 

３．業務の内容 

  (1) 業務概要 

当監査法人の業務は、監査証明業務として法定及び任意監査証明業務、非監査証明

業務として各種コンサルティング業務等を行っております。 

 

(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当事項はありません。  

 

  



 

(3) 監査証明業務の状況 

  

種類 
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 9社 9社 

② 金商法監査 0社 0社 

③ 会社法監査 14社  0社 

④ 学校法人監査 0社 0社 

⑤ 労働組合監査 0社 0社 

⑥ その他の法定監査 37社  1社 

⑦ その他の任意監査 46社   0社 

計 106社  10社 

 

(4) 非監査証明業務の状況 

 

 大会社等 その他の会社等 

対象会社等数 18社 30社 

 

 

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、

高品質のサービスを提供することを目指して経営を行っております。そのために、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

の発行について、品質管理のシステムを適切に整備し運用しています。 

また、社員全員が構成員となっている社員会を月 1回以上開催し、経営管理及び業

務遂行上の重要事項について意思決定を行っております。 

 さらに、今後の当監査法人の健全かつ継続的な成長を図るためには人材育成が重要

であるとの観点から、後進に対する教育・指導にも十分な配慮を行うこととしていま

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 品質管理に関する責任 

 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、品質管理担当



責任者は、不正リスクに関する品質管理を含む品質管理のシステムの整備及び

運用に関する責任を負い、社員会はすべての監査業務において監査業務の質が

優先されるという考え方を当監査法人の運営方針に適用し、社員会の代表者が、

当監査法人の品質管理のシステムに関する最終的な責任を負っています。 

 

② 職業倫理及び独立性 

(ア)  職業倫理の遵守 

当監査法人は、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に、職業倫理の遵守に関

する方針及び手続を定めて運用しています。 

(イ) 独立性の保持 

当監査法人は、当監査法人、専門要員及び該当する場合は独立性の規定が

適用されるその他の者が、倫理規則等で定める独立性の規定を遵守するため

に、独立性の保持のための方針及び手続を定めて運用しています。 

(ウ) ローテーションの方針及び手続 

当監査法人は、大会社等の監査業務については、業務執行社員及び審査担

当者に該当する場合には、職業倫理に関する規定で定める一定期間のローテ

ーションを義務付けています。最長の連続関与会計期間は７会計期間とし、

必要なインターバル期間は、筆頭業務執行社員は５会計期間、審査担当者は

３会計期間、その他の業務執行社員は２会計期間としています。 

 

③ 監査契約の新規の締結及び更新 

 当監査法人は、監査契約の新規締結前に、また既存の監査契約を更新するか

否かの決定に関し、監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手

続を定めて運用しています。 

また、監査契約の新規の締結及び更新は、当該判断に重要な影響を及ぼす事

項として、関与先に対する独立性、関与先の規模、事業内容、財政状態及び経

営成績、経営者の誠実性及び企業統治の状況、内部統制の状況、監査報酬の妥

当性を総合的に評価し、その評価結果に基づいて決定しています。 

 

④ 専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任 

 当監査法人は、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監査実施者を十分に確保する

ために、専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任等の人事に関する方針及

び手続を定めて運用しています。 

また、当監査法人は、専門要員に必要とされる適性や能力を維持し開発する



ために、全ての専門要員が継続的な研修を受けることの必要性を強調し、必要

な研修の機会を提供することとしています。専門要員については、継続的専門

研修制度の必要単位数を履修していることを確認しています。 

社員の報酬については、品質管理への貢献、能力、適性及び業績等を総合的

に勘案して社員総会で決定しております。 

 

⑤ 業務の実施 

(ア)  監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方

針及び手続 

当監査法人は、日本公認会計士協会の各種委員会報告等に準拠し、あるい

は参考にして、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

て定めることにより、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について監査業務の品質を確保し

ています。 

(イ) 専門的な見解の問合せの方針及び手続 

当監査法人は、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めて、判

断に困難が伴う重要な事項については、必要に応じて外部の専門家等へ見解

を問い合せることとしています。 

(ウ) 審査の方針及び手続 

当監査法人は、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

ための監査業務に係る審査を行うための方針及び手続を定めて運用してい

ます。 

当監査法人は、審査が完了するまで監査報告書を発行しない方針であり、

監査責任者は、審査が完了するまで監査報告書に署名をしないこととしてい

ます。 

(エ) 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続 

当監査法人は、監査上の判断の相違に関する方針及び手続を定めて、専門

要員間、専門的見解の依頼者と回答者、監査責任者と審査担当者等との間の

監査上の判断の相違がある場合にその解決を図っています。 

当監査法人は、監査上の判断の相違が解決されない限り、監査報告書を発

行しないこととしており、最終的には品質管理担当責任者又は社員会におい

て当監査法人としての判断を決定します。 

(オ)  監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続 

当監査法人は、監査報告書日後、監査ファイルの最終的な整理を完了する

ため、監査ファイルの最終的な整理に関する方針及び手続を定めるとともに、

監査調書の管理に関して並びに監査調書の保存及び廃棄に関する方針及び



手続を定め運用しています。 

 

⑥ 品質管理のシステムの監視 

 当監査法人は、個々の監査業務が適切に行われていることを確認するため、

品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定め、日常的監視及び定期的な

検証を実施しています。 

 

⑦ 監査事務所間の引継 

 当監査法人は、監査人の交代に際して、前任及び後任となる場合の双方につ

いて監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するために、方針及

び手続を定め運用しています。 

 

(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 

当監査法人は、特定社員制度を採用しておりますが、現在特定社員は 1名のみで

あり、社員会の構成員のうち、公認会計士である社員の割合が過半数を占めていま

す。また、特定社員は、監査証明業務の執行には関与しておりません。 

 

(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 

2022年 3月（通常レビュー） 

 

(5) 業務の品質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 

当監査法人において最終的な品質管理責任を負っている代表社員池田勉が、当該

措置が適正であることを確認しております。 

 

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 

該当事項はありません。  

 

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 

該当事項はありません。  



二．社員の概況 

 １．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

6人 1人 7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 合計 

 社員会 

法人の基本方針、運営方

針全般についての意思決

定を行う 

6人 1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) 
東京都港区元赤坂

一丁目 1番 8号 
6人 1人 7人 17人 

 

四．監査法人の組織の概要 

 

 

 

  



五．財産の概況 

 １．売上高の総額 

    （単位：百万円） 

  第 14期 第 15期 

  2020年 9月 1日～ 2021年 9月 1日～ 

  2021年 8月 31日 2022年 8月 31日 

売上高     

監査証明業務 427 576 

非監査証明業務 387 263 

合計 814 839 

 

 ２．直近の二会計年度の計算書類 

   添付のとおりです。 

    

 ３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

   該当ありません。 

    

 ４．供託金の額 

 （単位： 円） 

公認会計士法施行令第 25条に規定する供託金の額 14,000,000 

供託所へ供託した供託金の額 

（金銭及び有価証券の額） 
14,000,000 

保証委託契約の契約金額 0 

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） 
100,000,000／200,000,000 

     

  

  



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 

 

契約の相手方 保険の種類 契約年月日 

保険金の額 

（てん補限度額） 

（１事故／期間中） 

東京海上日動火

災保険株式会社 

公認会計士職業賠

償責任保険（有限

責任監査法人用） 

2022年 8月

19日  

100,000,000／

200,000,000 

 

 

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称 

 

・群栄化学工業株式会社 

・湘南信用金庫 

・東京ボード工業株式会社 

・三益半導体工業株式会社 

・株式会社 ASJ 

・株式会社東京一番フーズ 

・鈴与シンワート株式会社 

・ジェイリース株式会社 

・リソルホールディングス株式会社 

・株式会社コンヴァノ 

 

以上 



赤坂有限責任監査法人

（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）社員資本等変動計算書
（４）注記表

計 算 書 類

第 14期

自　2020年9月 1日
至　2021年8月31日

（５）附属明細書



（2021年8月31日現在）
（単位：円）

金額 金額

資産の部 負債の部

流動資産 258,057,812 流動負債 115,724,126

現金及び預金 206,183,449 未払金 74,430,461

業務未収入金 51,874,363 未払法人税等 871,400

固定資産 80,365,721 未払消費税 20,656,500

有形固定資産 18,181,051 預り金 6,772,086

建物 14,475,129 賞与引当金 12,614,489

建物附属設備 833,869 その他流動負債 379,190

器具備品 2,872,053 固定負債 3,140,000

無形固定資産 803,322 退職給付引当金 3,140,000

ソフトウェア 803,322 118,864,126

投資その他の資産 61,381,348 純資産の部

長期前払費用 18,745,122 社員資本 219,559,407

敷金及び保証金 37,284,772 資本金 14,000,000

繰延税金資産 5,351,454 利益剰余金 205,559,407

利益準備金 2,920,000

その他利益剰余金 202,639,407

繰越利益剰余金 202,639,407

219,559,407

338,423,533 338,423,533

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表

科目 科目

負債合計



業務収入 814,834,370 814,834,370

業務費用

報酬給与 495,937,861

退職給付費用 220,000

賞与引当金繰入額 3,081,565

福利厚生費 65,833,814

業務委託費 124,988,094

事務用品費 7,378,014

通信費 6,203,028

旅費交通費 18,713,658

賃借料 41,950,264

保険料 4,923,633

減価償却費    3,483,023

その他業務費用 41,533,665

合計 814,246,619

営業利益 587,751

営業外収益

受取利息及び配当金 1,406

その他営業外収益 2,165,434 2,166,840

営業外費用

雑損失 71,528 71,528

特別損失

固定資産除却損 2 2

税引前当期純利益 2,683,061

  法人税、住民税及び事業税 1,642,600

  法人税等調整額 △ 1,300,391 342,209

当期純利益 2,340,852

（単位：円）
金額

損益計算書
自 2020年9月 1日
至 2021年8月31日



社員資本等変動計算書
自 2020年9月 1日
至 2021年8月31日

（単位： 円）

社　員　資　本

利益剰余金

その他利益剰余金

14,000,000 2,640,000 203,378,555 206,018,555 220,018,555 220,018,555

剰余金の配当 -              -              △ 2,800,000 △ 2,800,000 △ 2,800,000 △ 2,800,000

剰余金の配当に伴う積立 -              280,000 △ 280,000 -              -              -              

当期純利益 -              -              2,340,852 2,340,852 2,340,852 2,340,852

当期変動額合計 -              280,000 △ 739,148 △ 459,148 △ 459,148 △ 459,148

14,000,000 2,920,000 202,639,407 205,559,407 219,559,407 219,559,407

純資産合計
資本金 利益

準備金

当期変動額

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

前期末残高

社員資本合計

当期末残高



注 記 表

(1) 退職給付引当金：

退職給付債務とする方法）により計算した当期末の退職給付債務に

基づき計上している。

(2) 賞与引当金：

　　業務収入：306,756,459円

Ⅳ．税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金等である。

２．関係会社に対する金銭債権・債務

　　短期金銭債務：54,695,092円

２．関係会社との取引高

(2) 無形固定資産　：定額法によっている。
なお、耐用年数は原則として法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

非監査収入（その他の収入）：387,414,069円

非監査収入（その他の収入）：契約に基づく請求基準によっている。

３．引当金の計上基準

Ⅱ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額　：12,709,017円

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の支給

対象期間に対応する額を計上している。

及び2016年4月1日以降取得の附属設備、構築物については定額法によっている。

(1) 業務収入の計上基準

監査収入：　　　　　　　427,420,301円

(1) 有形固定資産　：定率法によっている。但し、1998年4月1日以降取得の建物

なお、耐用年数は原則として法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

２．収益及び費用の計上基準

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法　：税抜方式によっている。

職員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を

監査収入：役務提供進行基準によっている。

Ⅲ．損益計算書に関する注記

１．業務収入の内訳

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法



　　（1）現金及び預金、並びに（2）業務未収入金

　　（3）未払金
　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
　　　　　帳簿価額によっている。

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
　　　　　帳簿価額によっている。

　（注）金融商品の時価の算定方法

２．金融商品の時価等に関する事項

　　2021年8月31日における貸借対照表上計上額、時価及びこれらの差額については下記

　　のとおりである。

　（＊）負債に計上されているものは（　）で示している。

Ⅴ．金融商品に関する注記

１．当監査法人は資金運用については、原則として短期的な預金等に限定している。

　　業務未収入金に係る顧客の信用リスクは顧客ごとの期日管理及び残高管理を行い、

　　リスク低減を図っている。

貸借対照表計上額（＊） 時価 差額

(1) 現金及び預金 206,183,449 206,183,449 － 

(2) 業務未収入金 51,874,363 51,874,363 － 

(3) 未払金 (74,430,461) (74,430,461) － 

　　　　　　　　　　（単位 ： 円）　



１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

２．引当金の明細

附属明細書

目的使用 その他
9,532,924       9,532,924       -                    12,614,489
2,920,000       -                    -                    3,140,000

   （単位：円） 
当期減少額

期末残高

賞与引当金 12,614,489             
退職給付引当金 220,000                  

科目 期首残高 当期増加額

（単位：円）

区分 資産の種類
期首

帳簿価額
期中
増加額

期中
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

償却
累計額

期末
取得価額

建物 15,032,874           -           - 557,745 14,475,129 1,960,150 16,435,279
建物附属設備 943,191 -          -          109,322 833,869 1,100,692 1,934,561
器具備品 4,325,344 1,084,200  2          2,537,489 2,872,053 9,648,175 12,520,228

計 20,301,409 1,084,200  2          3,204,556 18,181,051 12,709,017 30,890,068

区分 資産の種類
期首

帳簿価額
期中
増加額

期中
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

償却
累計額

期末
取得価額

無形固定資産 ソフトウェア 1,081,789           -           - 278,467 803,322 1,645,713 2,449,035
計 1,081,789           -           - 278,467 803,322 1,645,713 2,449,035

有形固定資産



３．販売費及び一般管理費の明細（業務費用科目別）

販売費及び一般管理費の明細（業務費用科目別）
（単位：円）

科目 内訳
報酬給与

報酬給与 358,264,722
賞与 137,673,139 495,937,861

退職給付費用
退職給付費用 220,000 220,000

賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額 3,081,565 3,081,565

福利厚生費
法定福利費 65,363,431
福利厚生費 470,383 65,833,814

業務委託費
業務委託費 124,988,094 124,988,094

事務用品費
事務用品費 7,378,014 7,378,014

通信費
通信費 6,203,028 6,203,028

旅費交通費
旅費交通費 18,713,658 18,713,658

賃借料
賃借料 41,950,264 41,950,264

保険料
保険料 4,923,633 4,923,633

減価償却費
減価償却費 3,483,023 3,483,023

その他業務費用
租税公課 1,849,931
水道光熱費 3,175,956
清掃費用 1,368,000
支払手数料 16,704,226
交際費 959,756
新聞図書費 4,035,260
研修費 66,000
諸会費 6,742,364
会議費 328,022
保管費 947,720
雑費 5,356,430 41,533,665

814,246,619

金額

合計



赤坂有限責任監査法人

（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）社員資本等変動計算書
（４）注記表

計 算 書 類

第 15期

自　2021年９月１日
至　2022年８月31日

（５）附属明細書



（2022年８月31日現在）
（単位：円）

金額 金額

資産の部 負債の部

流動資産 286,375,297 流動負債 142,379,419

現金及び預金 229,903,691 未払金 110,989,491

業務未収入金 56,471,606 未払法人税等 706,700

固定資産 79,535,300 未払消費税 3,864,000

有形固定資産 16,889,015 預り金 10,665,451

建物 13,917,384 賞与引当金 15,702,287

建物附属設備 736,537 その他流動負債 451,490

器具備品 2,235,094 固定負債 4,885,400

無形固定資産 557,048 退職給付引当金 4,070,000

ソフトウェア 557,048 その他固定負債 815,400

投資その他の資産 62,089,237 147,264,819

保険積立金 18,745,122 純資産の部

敷金及び保証金 36,654,772 社員資本 218,645,778

繰延税金資産 6,689,343 資本金 14,000,000

利益剰余金 204,645,778

利益準備金 3,200,000

その他利益剰余金 201,445,778

繰越利益剰余金 201,445,778

218,645,778

365,910,597 365,910,597

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表

科目 科目

負債合計



業務収入 839,076,578 839,076,578

業務費用

報酬給与 540,055,177

退職給付費用 930,000

賞与引当金繰入額 3,087,798

福利厚生費 66,766,406

業務委託費 68,537,336

事務用品費 10,922,560

通信費 6,379,483

旅費交通費 23,419,329

賃借料 44,322,133

保険料 4,234,190

減価償却費    3,161,292

その他業務費用 64,737,690

合計 836,553,394

営業利益 2,523,184

営業外収益

受取利息及び配当金 1,758 1,758

営業外費用

雑損失 448,755 448,755

経常利益 2,076,187

特別損失

固定資産除却損 5 5

税引前当期純利益 2,076,182

  法人税、住民税及び事業税 1,527,700

  法人税等調整額 △ 1,337,889 189,811

当期純利益 1,886,371

（単位：円）
金額

損益計算書
自 2021年９月１日
至 2022年８月31日



社員資本等変動計算書
自 2021年９月１日
至 2022年８月31日

（単位： 円）

社　員　資　本

利益剰余金

その他利益剰余金

14,000,000 2,920,000 202,639,407 205,559,407 219,559,407 219,559,407

剰余金の配当 -              -              △ 2,800,000 △ 2,800,000 △ 2,800,000 △ 2,800,000

剰余金の配当に伴う積立 -              280,000 △ 280,000 -              -              -              

当期純利益 -              -              1,886,371 1,886,371 1,886,371 1,886,371

当期変動額合計 -              280,000 △ 1,193,629 △ 913,629 △ 913,629 △ 913,629

14,000,000 3,200,000 201,445,778 204,645,778 218,645,778 218,645,778

純資産合計
資本金 利益

準備金

当期変動額

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

前期末残高

社員資本合計

当期末残高



注 記 表

(1) 退職給付引当金：

退職給付債務とする方法）により計算した当期末の退職給付債務に

基づき計上している。

(2) 賞与引当金：

（収益認識に関する会計基準等の適用）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
　なお、計算書類に与える影響はない。

(2) 無形固定資産　：定額法によっている。
なお、耐用年数は原則として法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

３．引当金の計上基準

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額　：14,539,835円

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の支給

対象期間に対応する額を計上している。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

及び2016年4月1日以降取得の附属設備、構築物については定額法によっている。

(1) 業務収入の計上基準

(1) 有形固定資産　：定率法によっている。但し、1998年4月1日以降取得の建物

なお、耐用年数は原則として法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

２．収益及び費用の計上基準

２．関係会社に対する金銭債権・債務

　　短期金銭債務：85,135,092円

職員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を

　　役務提供進行基準によっている。

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期
首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
　これらの結果、当事業年度期首の純資産額、当事業年度の業務収入及び各段階損益への影響はない。



　　業務収入　　：160,000,000円

　　現金及び預金、業務未収入金、未払金については、現金であること、及び短期間で決済されるため、
　　時価は帳簿価額に近似することから注記を省略している。

１．業務収入の内訳

２．金融商品の時価等に関する事項

　　人件費負担金：160,000,000円

Ⅵ．金融商品に関する注記

　　当監査法人は、資金運用については原則として短期的な預金等に限定している。

　　業務未収入金に係る顧客の信用リスクは、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行い、

　　リスク低減を図っている。

Ⅴ．税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金等である。

１．金融商品の状況に関する事項

２．関係会社との取引高

非監査収入（その他の収入）：262,708,190円

Ⅳ．損益計算書に関する注記

監査収入：　　　　　　　　　576,368,388円



１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

２．引当金の明細

附属明細書

目的使用 その他
12,614,489     12,614,489     -                    15,702,287
3,140,000       -                    -                    4,070,000

   （単位：円） 
当期減少額

期末残高

賞与引当金 15,702,287             
退職給付引当金 930,000                  

科目 期首残高 当期増加額

（単位：円）

区分 資産の種類
期首

帳簿価額
期中
増加額

期中
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

償却
累計額

期末
取得価額

建物 14,475,129           -           - 557,745 13,917,384 2,517,895 16,435,279
建物附属設備 833,869 -          -          97,332 736,537 1,198,024 1,934,561
器具備品 2,872,053 1,622,987  5          2,259,941 2,235,094 10,823,916 13,059,010

計 18,181,051 1,622,987  5          2,915,018 16,889,015 14,539,835 31,428,850

区分 資産の種類
期首

帳簿価額
期中
増加額

期中
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

償却
累計額

期末
取得価額

無形固定資産 ソフトウェア 803,322           -           - 246,274 557,048 1,891,987 2,449,035
計 803,322           -           - 246,274 557,048 1,891,987 2,449,035

有形固定資産



３．販売費及び一般管理費の明細（業務費用科目別）

販売費及び一般管理費の明細（業務費用科目別）
（単位：円）

科目 内訳
報酬給与

報酬給与 365,020,958
賞与 173,426,000
退職金 1,608,219 540,055,177

退職給付費用
退職給付費用 930,000 930,000

賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額 3,087,798 3,087,798

福利厚生費
法定福利費 66,158,415
福利厚生費 607,991 66,766,406

業務委託費
業務委託費 68,537,336 68,537,336

事務用品費
事務用品費 10,922,560 10,922,560

通信費
通信費 6,379,483 6,379,483

旅費交通費
旅費交通費 23,419,329 23,419,329

賃借料
賃借料 44,322,133 44,322,133

保険料
保険料 4,234,190 4,234,190

減価償却費
減価償却費 3,161,292 3,161,292

その他業務費用
租税公課 1,067,930
水道光熱費 3,594,965
清掃費用 1,765,443
支払手数料 37,374,692
交際費 1,727,508
新聞図書費 3,915,208
研修費 180,000
諸会費 9,547,984
会議費 382,221
保管費 1,022,130
雑費 4,159,609 64,737,690

836,553,394

金額

合計


