
業務及び財産の状況に関する説明書類

第７期 令和3年9月1日から令和4年8月31日まで

令和4年10月31日作成（公衆縦覧の開始日）   

監査法人名 興誠監査法人           

所 在 地 東京都中央区日本橋三丁目６番７号

代 表 者 本橋 清彦            

一．業務の概況

１．業務の概要

(1) 当監査法人の目的

当監査法人は、次の各号に掲げる業務を行うことをその目的としております。

① 財務書類の監査又は証明の業務

② 財務書類の調整、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

(2) 当監査法人の沿革

平成２８年１月４日 設立

現在に至る。

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、公認会計士法第1 条の3 第5 項に規定する無限責任監査法人です。

３．業務の内容

(1) 業務概要

当監査法人は、一般事業会社に対して、公認会計士法第２条第１項に定める監査証明業

務（財務諸表監査及び内部統制監査）及び公認会計士法第２条第２項に定める非監査証

明業務として、デューデリジェンス及び委託審査を行っています。

(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項

当監査法人は、当期より新たに非監査証明業務として、デューデリジェンス業務及び委

託審査業務を行っています。

(3) 監査証明業務の状況

令和4年8月31日現在

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 1  社 1  社
② 金商法監査 － －

③ 会社法監査 2 社 1  社
④ 学校法人監査 － －



⑤ 労働組合監査 － －

⑥ その他の法定監査 － －

⑦ その他の任意監査 － －

計 3  社 2  社

(4) 非監査証明業務の状況

区分 総数 内大会社等の数

非監査証明業務 3  社 －  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、公認会計士法第 34 条の 13 第 1 項及び公認会計士法施行規則第 25 条
第 1 項の規定に則り、法人の業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について次の
とおり、整備しております。

（経営の基本方針及び経営管理に関する措置）

当監査法人は、「誠の精神」を中核とし、「日本国民経済の発展、アジア民族経済、更に

は、世界経済の発展及び人類の発展に寄与し、経済活動の基盤となり、また、経済基盤を

よりよいものとすることに貢献する。」ことを経営理念として定めています。また、理事の

職務執行が適正に行われていることを確保するため社員会を設置し、当監査法人全体とし

て理事の職務執行の適正さを確保しています。

（法令遵守に関する措置）

社員・職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、基本理念及び

倫理行動規範を制定しています。各種規程の制定及び周知を通じて、社員・職員が法令等

を遵守することを確保するための体制を整備しています。

(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

当監査法人は、当監査法人及び個々の監査業務における品質を合理的に確保するため、

「監査に関する品質管理基準」、「監査における不正リスク対応基準」、品質管理基準委員

会報告書第１号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書 220「監査業
務における品質管理」に準拠して、当監査法人における品質管理に関する方針及び手続を

「監査の品質管理規程」として定め、適切に整備し運用することとしております。品質管

理担当責任者は、当監査法人の社員会の代表者であることを定めており、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おります。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスクに対応して品質管理に関する適切な方針及び手続を定めてお

り、品質管理担当責任者が不正リスクに対応する品質管理の責任者として責任を負ってお

ります。

① 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



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、日本公認会計士協会倫理規則第 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おります。

2) 独立性

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するこ

とを合理的に確保するために、独立性の保持のための方針及び手続きに関する確認書であ

る「監査人の独立性チェックリスト」による調査をはじめ、独立性の保持のための方針及

び手続を定めております。

3) ローテーションの方針及び手続

大会社等の監査責任者に対して、倫理規則等で定める一定期間のローテーションを義務

付ける方針及び手続を定めております。

② 監査契約の新規締結及び更新

当監査法人は、関与先との契約の新規の締結又は更新を行うことを合理的に確保できる

ようにするため、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、当

監査法人の適性及び能力の有無、職業倫理に関する規定の遵守の実行可能性、関与先の誠

実性等を考慮しております。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務に係る監査契約の新規の締結

及び更新の判断に関して、リスクの程度に応じて審査担当者など監査チーム外の適切な者

が評価の妥当性を検討する等の方針及び手続を定めております。

③ 専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

当監査法人は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して業務を実施

すること及び、当監査法人又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書を発行できる

ようにすることを達成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

倫理を備えた十分な専門要員を合理的に確保するために、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おります。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務において、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、当監査法人

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することを規定してお

ります。

④ 業務の実施

1) 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、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。

（不正リスクへの対応）



当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査責任者

は、不正リスクに適切に対応できるように、前項の事項を踏まえて監査調書を査

閲する責任を負うことを定めております。

2) 専門的な見解の問合せの方針及び手続

当監査法人は、判断に困難が伴う重要な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に関する方針及び手続を定めておりま

す。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、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、又は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、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門

的知識及び経験等を有する者に問合せ、入手した見解を検討することを定めてお

ります。

3) 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実施します。当該審査については、「監査意見表明のための委託

審査要領」（日本公認会計士協会）の規定に従って、監査業務に係る審査に関する方針

及び手続を定めております。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重

要な虚偽表示の疑義の内容及び程度に応じて、必要な場合には、追加で審査担当者を

選任する等、審査の方針と手続きを定めております。

4) 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、監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、

又は、監査責任者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の方針及

び手続を定めております。

5) 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、判断に困難が伴う重要な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に関する方針及び手続を定めております。当監

査法人は、監査調書に関し、機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性

及び検索可能性を合理的に確保するように、監査調書の管理に関する方針及び手続を

定めております。

また、監査報告書日後、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、

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ております。

さらに、適切な監査調書の保存及び廃棄に関する方針及び手続を定めております。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、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、又は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、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門的知識及び



経験等を有する者に問合せ、入手した見解を検討することを定めております。

⑤ 品質管理のシステムの監視

1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス

当監査法人は、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プロセスを定めております。

上記プロセスには、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

な検証を含んでおります。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、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、監査契約の新規の締結

及び更新、不正に関する教育・訓練、業務の実施及び監査事務所間の引継が当監査法

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おります。

2) 識別した不備の評価、伝達及び是正

当監査法人は、日常的監視及び定期的な検証によって発見された不備の影響の評価、

監視結果の伝達及び是正に関する方針及び手続を定めております。

3) 不服と疑義の申立て
当監査法人は、当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理

的に確保するために、不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定めております。

この方針及び手続の一部として、専門要員が不当な取扱いを受けることなく不服と疑

義の申立てを行うことができるように、明確に定められた内部通報等の制度を定めて

おります。

（不正リスクへの対応）

事務所は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当監査法人内外か

らもたらされる情報に対処するための方針及び手続を定めております。

⑥ 監査事務所間の引継の方針及び手続

当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事

務所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、監査人の交代に関する監査業務の引継について、方針及び手続を定めておりま

す。

（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用となる監査業務に関して監査チームが実施し

た引継の状況については、品質管理担当責任者に報告するよう定めております。

⑦ 監査事務所間の引継の方針及び手続

当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事

務所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、監査人の交代に関する監査業務の引継について、方針及び手続を定めておりま

す。



（不正リスクへの対応）

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用となる監査業務に関して監査チームが実施し

た引継の状況については、品質管理担当責任者に報告するよう定めております。

(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

平成２９年１０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該当

事項はありません。

当監査法人の代表社員本橋清彦は、当監査法人の第６期（令和２年９月１日から令和３

年８月３１日まで）の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

あることを確認しました。

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 －人 6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 合議他の目的
合議体の構成

公認会計士 特定社員 計

社員総会 経営に関する重要事項の意思決定 6人 －人 6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）

興誠監査法人

東京都中央区日本橋３

丁目６番７号 510号室
人

6
人

－

人

6
人

4
（従） － － － － －



該当なし

計 6 － 6 4

四．監査法人の組織の概要

五．財産の概況

１．売上高の総額

第６期

令和2年9月1日～

令和3年8月31日

第７期

令和3年9月1日～

令和4年8月31日

売上高

監査証明業務

非監査証明業務

44,012千円

165千円

52,152千円

825千円

合計 44,177千円 52,977千円

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称

アサガミ株式会社

株式会社民間資金等活用事業推進機構

社員総会

監査チーム 品質管理

審査会
外部事務所

（審査担当）


