
今年度公認会計士試験合格者採用予定監査事務所

上場会社監査事務所部会所属監査事務所

No 監査事務所名 URL
所  在  地
 (都道府県)

採用予定

1 RSM清和監査法人 http://www.seiwa-audit.or.jp/ 東京都 ○

2 藍監査法人 http://www.i-kansa.com/ 東京都 ○

3 監査法人アヴァンティア http://www.avantia.or.jp/ 東京都 ○

4 赤坂有限責任監査法人 http://www.akasaka-audit.or.jp/ 東京都

5 暁監査法人 http://akatsuki-audit.com/ 大阪府

6 明星監査法人 https://akahoshi.or.jp/ 東京都

7 あけぼの監査法人 http://www.akebono-audit.or.jp/ 大阪府

8 アスカ監査法人 https://www.aska-co.jp/ 東京都 ○

9 有限責任 あずさ監査法人 https://home.kpmg.com/jp/ja/home/careers/memberfirm/azsa.html 東京都 ○

10 ＰｗＣあらた有限責任監査法人 http://www.pwcaaratacareers.com/ 東京都 ○

11 監査法人アリア http://www.aria-audit.or.jp/ 東京都

12 あると築地有限責任監査法人 http://altkansa.or.jp/ 東京都

13 監査法人アンビシャス http://audit-ambitious.jp/ 岐阜県

14 イースト・サン監査法人 岡山県

15 五十鈴監査法人 https://isuzu-audit.or.jp/ 三重県 ○

16 和泉監査法人 東京都

17 井上監査法人 http://inouekansa.jp/ 東京都 ○

18 監査法人薄衣佐吉事務所 https://www.usugiaudit.or.jp/ 東京都 ○

19 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ http://www.aap.or.jp/ 東京都 ○

20 ＡＣアーネスト監査法人 http://acearnest.net/ 岡山県

21 永和監査法人 http://www.eiwa-audit.com/ 東京都

22 ＳＫ東京監査法人 http://sktokyo.or.jp/ 東京都 ○

23 SCS国際有限責任監査法人 http://www.scsglobalaudit.com/ 東京都

24 ＯＡＧ監査法人 https://www.oag-audit.or.jp/ 大阪府

25 應和監査法人 http://www.ohwa-audit.co.jp/ 東京都 ○

26 大手前監査法人 http://www.otemae.or.jp/ 大阪府

27 監査法人大手門会計事務所 東京都

28 海南監査法人 http://www.kainank.or.jp/ 東京都 ○

29 かがやき監査法人 http://www.kagayaki-audit.com/ 愛知県

30 監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県

31 霞友有限責任監査法人 http://www.kayuukansa.or.jp/ 東京都

32 ＰｗＣ京都監査法人 https://www.pwc.com/jp/ja/kyoto.html 京都府

33 京橋監査法人 http://www.kyoubasi.or.jp/ 東京都

34 協立監査法人 http://www.k-a-c.or.jp/ 大阪府

35 協和監査法人 http://www.cpakyowa.or.jp/ 東京都

36 きさらぎ監査法人 http://www.kisaragi.or.jp/ 東京都 ○

37 近畿第一監査法人 大阪府 ○

38 仰星監査法人 https://www.gyosei-grp.or.jp/ 東京都 ○

39 監査法人銀河 http://www.ginga-audit.jp/ 北海道

40 監査法人グラヴィタス http://gravitas.jp/ 京都府 ○

41 ＫＤＡ監査法人 http://www.kdajapan.com/menu.html 東京都

42 監査法人元和 http://www.genwa.org/ 東京都 ○

43 興亜監査法人 http://www.koaaudit.jp/index.html 東京都

44 恒栄監査法人 http://www.fan.hi-ho.ne.jp/kitahama/ 大阪府

45 高志監査法人 http://www.koushi-kansa.or.jp/ 新潟県

46 興誠監査法人 http://www.kose.or.jp/ 東京都

47 監査法人浩陽会計社 大阪府

48 監査法人コスモス http://www.cosmos-cpa.or.jp/ 愛知県 ○

49 栄監査法人 http://www.sakae-audit.or.jp/ 愛知県

50 桜橋監査法人 http://www.sakurabashi-grp.com/ 大阪府

51 三優監査法人 http://www.bdo.or.jp/ 東京都 ○

52 史彩監査法人 http://www.431.or.jp/about/ 東京都

53 至誠清新監査法人 http://www.seishinshisei.or.jp/ 東京都 ○

54 監査法人シドー http://auditingfirm-shido.com/wp/ 神奈川県

55 新月有限責任監査法人 http://www.shingetsu.or.jp/ 大阪府

56 新宿監査法人 http://www.sac.or.jp/ 東京都

57 新創監査法人 http://www.shinsoh.co.jp/ 東京都 ○

58 EY新日本有限責任監査法人 https://www.shinnihon.or.jp/recruit/ 東京都 ○

59 神明監査法人 兵庫県

60 神陽監査法人 兵庫県

61 如水監査法人 http://jwater-group.com/audit/ 福岡県

62 仁智監査法人 http://jinchiaudit.com/ 東京都
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63 水都有限責任監査法人 http://www.suito-audit.or.jp/ 大阪府 ○

64 誠栄監査法人 http://seac.or.jp/ 東京都

65 青南監査法人 東京都

66 清明監査法人 http://www.seimei.or.jp/ 東京都 ○

67 清友監査法人 http://www.seiyu.or.jp/ 京都府 ○

68 清陽監査法人 http://www.seiyo.or.jp/ 東京都

69 清流監査法人 http://www.seiryu-audit.jp/ 東京都

70 清稜監査法人 http://seiryo-audit.or.jp/ 大阪府

71 爽監査法人 http://soh-ac.jp/ 東京都

72 監査法人双研社 http://sohkensha.or.jp/ 東京都 ○

73 そうせい監査法人 https://www.sousei-audit.or.jp/ 東京都 ○

74 大光監査法人 http://www.taikoaudit.com/ 東京都

75 有限責任大有監査法人 http://www.taiyu.or.jp/ 東京都

76 太陽有限責任監査法人 https://www.grantthornton.jp/aboutus/audit/ 東京都 ○

77 千葉第一監査法人 https://www.chiba-ac.or.jp/ 千葉県 ○

78 有限責任監査法人トーマツ https://recruit.tohmatsu.co.jp/ 東京都 ○

79 監査法人東海会計社 http://www.tokaiaudit.org/ 愛知県

80 東光監査法人 http://www.toko-audit.or.jp/ 東京都

81 東邦監査法人 http://www.toho-audit.or.jp/ 東京都

82 東陽監査法人 https://www.toyo-career.com/ 東京都 ○

83 ときわ監査法人 静岡県

84 虎ノ門有限責任監査法人 http://www.toranomon.co.jp/audit/group/ 東京都

85 監査法人ナカチ http://www.nakachi.or.jp/ 東京都

86 なぎさ監査法人 http://www.nagisa-audit.com/ 大阪府

87 名古屋監査法人 http://nagoya-audit.com/ 愛知県

88 西日本監査法人 http://www.nnihon.or.jp/ 広島県 ○

89 日栄監査法人 http://www.nichieiaudit.or.jp/ 東京都

90 監査法人日本橋事務所 http://nihombashi.or.jp/ 東京都 ○

91 ネクサス監査法人 大阪府

92 監査法人ハイビスカス http://www.audit-hibi.biz/ 北海道

93 監査法人原会計事務所 http://hara-kaikei.or.jp/index.html 東京都 ○

94 ひかり監査法人 http://www.hikari-audit.com/ 京都府

95 ひので監査法人 https://www.hinode-audit.or.jp/ 東京都

96 ひびき監査法人 https://www.pkf-hibiki-audit.com/ 大阪府 ○

97 普賢監査法人 http://fugen-cpa.org/ 東京都

98 監査法人不二会計事務所 http://www.fujiaccount.or.jp/ 東京都

99 双葉監査法人 http://futabaaudit.com/ 東京都

100 芙蓉監査法人 https://www.fuyou-audit.com/ 静岡県

101 フロンティア監査法人 http://www.fr-audit.or.jp/ 東京都

102 監査法人ブレインワーク http://www.brainwork.or.jp/ 東京都

103 北光監査法人 http://www.hokko-audit.or.jp/ 岩手県 ○

104 監査法人まほろば http://mahoroba-ac.jp/ 東京都

105 みかさ監査法人 http://www.mikasa.or.jp/ 東京都 ○

106 瑞輝監査法人 http://www.mizuki-ac.or.jp/ 北海道

107 明光監査法人 東京都

108 明治アーク監査法人 http://www.am-audit.com/ 東京都 ○

109 明誠有限責任監査法人 http://hlbmeisei.jp/ 東京都

110 八重洲監査法人 https://www.yaesuaudit.jp/ 東京都 ○

111 監査法人保森会計事務所 http://www.yasumori.or.jp/ 東京都

112 監査法人やまぶき http://www.yamabuki-audit.or.jp/ 京都府 ○

113 UHY東京監査法人 http://www.uhy-tokyo.or.jp/ 東京都 ○

114 四谷監査法人 http://www.yotsuya-audit.com/ 東京都

115 監査法人ラットランド http://rutland.jp/ 京都府

116 リンクス有限責任監査法人 http://www.links.or.jp/ 東京都

117 ロイヤル監査法人 http://rac.or.jp/ 東京都

118 監査法人和宏事務所 http://www.wako.or.jp/ 東京都

上場会社監査事務所部会に所属している共同事務所、個人事務所では今回募集の予定がないため記載していません。
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1 福岡監査法人 http://www.fukuoka-kansa.or.jp/ 福岡県 ○
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