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中日本五会研究大会

■日時：平成２６年１月２５日（土）１０：３０〜１９：００■場所：大阪国際交流センター
１．自由論題

午前の部（１０：３０〜１２：００）
（D）学校法人を取り巻く環境の変化と、

（A）会計上の見積りの監査
−固定資産の減損会計−

改正学校法人会計基準の導入について

近畿会 監査会計委員会 減損会計チーム

近畿会 非営利会計委員会 小林謙一郎氏

（B）多様なフィールドでの活躍が期待される

（E）不正会計
東海会 大橋敦司氏

組織内会計士と将来の展望
近畿会 組織内会計士委員会
西谷剛史氏、齊藤賢一氏、羽根康博氏

（F）ＩＦＲＳ任意適用会社の開示事例分析
兵庫会 三井孝晃氏、加治孝幸氏

（C）ＭＢＯにおける会計税務上の留意点
近畿会 税制・税務委員会

河野 研氏

４月号では自由論題 午前の部をご報告させていただきます。
自由論題 午後の部、統一論題は次号５月号にてご報告させていただきます。

自由論題 午前の部

会計上の見積りの監査
−固定資産の減損会計
近畿会 監査会計委員会委員長

山添

清昭

中日本五会研究大会の午前の自由論題の部におい

テーマに取り上げました。この「会計上の見積りの監

て 、近 畿 会 の 監 査 会 計 委 員 会 の メ ン バ ー ９ 名 で 、

査」のテーマとして、
「固定資産の減損会計チーム」と

「（Ａ）会計上の見積りの監査−固定資産の減損会計」

「税効果会計チーム」の２チームを立ち上げ、中日本

をテーマに報告を行いました。当日の参加者は、５０

五会研究大会に向けて、研究を進めました。今回の報

名で、
多かったと思います。

告は、
「固定資産の減損会計チーム」の報告です。
報告したテーマと報告を行った担当者９名を、以

近畿会の監査会計委員会では、監査実務で昨今話

下に記載していますので、
ご確認ください。

題になる「会計上の見積りの監査」を本年度の研究
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「
（Ａ）会計上の見積りの監査−固定資産の減損会計」の各報告テーマと報告者
項

目

Ⅰ．全

報告テーマ
般

Ⅱ．グルーピング

報告者

１．固定資産減損会計の枠組みと主要論点

山添

清昭

２．グルーピングはどのように行われるか

許

仁九

柴原

啓司

安井

康二

渡部

靖彦

髙見

勝文

８．主要な資産と経済的残存使用年数はどのように決定するか

田中

隆之

９．減損損失は営業外費用に計上することも可能か

奥村

圭

10．減損損失計上後の減価償却はどのように行うのか

上野

剛

３．事業用資産と共用資産、共用資産と遊休資産、
共用資産と投資不動産、
それぞれの区別はどのように行われるか
４．営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナス

Ⅲ．兆

候

の場合の判定のタイミングは
５．経営環境の著しい悪化とは
６．割引率はどのように決定するか

Ⅳ．認 識 ・ 測 定

７．不動産の時価の算定及び不動産鑑定評価書の信頼性の評価はどのように
行われるか

Ⅴ．会計処理・開示

の減損会計を監査する際に実務で留意が必要なとこ

本報告の「（Ａ）会計上の見積りの監査−固定資産

ろを報告出来たと考えています。

の減損会計」では、まず、
「報告テーマ１」で、会計基準

報告の詳細は、インデペンデンスに、当日報告した

や適用指針についての取り扱いや主要論点を整理
し、報告を行いました。その上で、減損会計チームで、

際のまとめ資料の掲載を予定しています。それぞれ

固定資産の減損会計で実務で悩むと考えられる論点

の報告について、Ｑ＆Ａの形式でまとめて記載して

「報告テーマ２〜１０」について、事例分析とその結

いますので、固定資産の減損会計を検討される際に
実務で参考にしていただければと考えています。

果のまとめを、実際に担当した担当者より各自報告
を行いました。各報告のまとめの箇所では、固定資産

多様なフィールドでの活躍が
期待される組織内会計士と将来の展望
近畿会

西谷

剛史

（以下、本文の記載は、すべて筆者の経験に基づく
私見であることにご留意の上、ご参照のほどお願い
致します。）
（知識・経験）
１．監査業務外における会計士としての「強み」

務を通じて習得した知識、経験は役立った。

私は監査法人での業務経験後、経営コンサルティ

①数字に対する感覚

ングファームやベンチャーでの事業開発などいわゆ

プロジェクトの進捗管理においては、経営の実態

る「組織内会計士」として活動しているが、それら

を定量的に把握する「数字に対する感覚」が不可欠

の業務においても、会計士試験及び監査法人での勤

となるが、会計士は資格取得過程からその後の業務

中日本五会研究大会
（自由論題）
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を通じてこの「感覚」を日々磨いている。

事業運営においては、判断基準も前提情報も曖昧

②数多のベストプラクティスに触れられる

かつ不十分な中で、日々意思決定を迫られることに
なるため、かかる意思決定プロセスへ適応する努力

多様な監査対象クライアントの経営実態を観察す
る機会を得たことで、それぞれに適した経営手法や

が必要となる。

管理手法を自身の知見として蓄積することができる

②価値生成プロセスへの関心
クライアントの事業価値を向上させる経営コンサ

（守秘義務には十分留意のこと）。

ルティングの観点、又は自らの事業を育てる経営者

③社会的信用

の観点からは、事業を監査とは異なる観点から評価

会計・税務並びにそれ以外の折衝の場面で、公認

することが求められる。

会計士という国家資格を有することが、自己の主張
の説得力を高めることがある。

３．終わりに
２．知見、経験を生かすために

前述の素養を具備した会計士は、将来より多様な

前述の知見、経験等を十分に活用するためには、

フィールドで活躍する潜在的な素地を有すると思わ

監査法人勤務時代とは異なる意識の持ち方も必要と

れる。公認会計士が将来的にますます活動領域を拡

なる。

大していくことを期待する。

①「決める」訓練

多様なフィールドでの活躍が
期待される組織内会計士と将来の展望
京滋会

齊藤

賢一

１．略歴等

同業他社や取引先の企業などからのＭ＆Ａの需要が

公認会計士試験合格後は大手監査法人に勤務し、

あります。

上場企業や公開準備会社などの監査チームの主査と

一般的なＭ＆Ａの実務的な手順は、対象会社の選

して従事しました。また、品質管理部に所属して、監

定、対象会社の調査、対象会社のリスク評価、ストラ

査基準・監査手続・監査業務管理システム導入支援と

クチャーの検討、企業評価および株価算定、条件交

監査現場でのユーザーのサポートや、法人内研修の

渉、契約締結および代金決済などです。自分自身が案

講師の仕事も経験しました。２０１２年１１月から、

件の担当者になる場合もあれば、一連の流れの中で

レンゴー株式会社の経営企画部に所属して、Ｍ＆Ａ

何らかの形で関与する場合もあります。

の業務に従事しています。

３．公認会計士資格や監査法人での実務経験の活用

以下の記述は、あくまでも私の主観、体験に基づく
ものであり、この点はご了承くださるようお願い申

公認会計士試験を通じて学んだ広範囲な知識や経

しあげます。

験があれば、Ｍ＆Ａ案件の概要を把握し理解するに
あたっては有利です。監査の現場で問題点を指摘し

２．Ｍ＆Ａの業務

て改善案を検討してきたことなどは、Ｍ＆Ａの際の

段ボール業界には、非常に多くの中小規模の企業

リスクを分析評価することにつながっています。幾

が存在しています。
不況の影響や後継者不在のため、

度となく経営陣とのディスカッションを繰り返して
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きましたので、経営者の視点に立った企業経営上の

といった部署が考えられます。

課題や取引条件の交渉には役立っています。

公認会計士は、会計処理ばかりではなく、会社の業
務処理についても必要な指摘事項と改善提案を行う

４．今後、公認会計士が必要とされる分野

思考を持っていますので、さまざまな分野で活躍す

組織内会計士であれば、経理、内部監査、経営企画

る可能性があるのではないかと考えます。

多様なフィールドでの活躍が
期待される組織内会計士と将来の展望
兵庫会

羽根

康博

Ⅰ．はじめに

ローズアップされており、この分野におけるスペ

昨今の公認会計士合格者の就職状況が芳しくない

シャリストの需要が高まりつつあります。こうした

なか、日本公認会計士協会は、公認会計士というもの

環境下においては、
今後、
国際税務に通じた専門家と

の可能性を広く世間へアピールし、公認会計士資格

しての公認会計士への期待が大きく高まるのではな

保有者が様々な分野へ進出できるよう、様々な努力

いでしょうか。

を行っているところであります。

Ⅲ．組織内・企業内

そのなかで、特に、一般の企業や官公庁等が公認会
計士資格保有者の活躍の場として注目されています

第二に、公認会計士の将来性を考えるに際し、
「組

が、今回の研究大会では、一企業に勤務しているとい

織内・企業内」というキーワードも欠かすことはでき

う私の立場から、公認会計士の将来の展望について

ないと考えております。

考えてみたいと思います。

２年前からはじまった、
「アベノミクス」により、証
券市場が全体として活況を呈し、例えば、新規上場社

Ⅱ．国際化

数が増加傾向にある等、公認会計士資格保有者への

第一に、公認会計士の将来性を考えるにあたり、

需要が再び高まりつつあります。
こうした影響を受け、最近の公認会計士試験合格

「国際化」というキーワードが重要になると考えてお

者の監査法人への就職状況は好調に推移しており、

ります。

一時期と比較して、企業や官公庁へ進まれる公認会

国際会計基準が日本の上場会社に全面的に適用さ

計士資格保有者が減っているかもしれません。

れるのは、暫く先のことになると思われますが、いず

但し、私が思うに、公認会計士資格の取得のために

れは、全面的に適用される時代が到来するものと思

学んだ知識は、会計や監査といった分野のみならず、

われます。
国際会計基準の詳細をこの場で論じることはいた

税務、情報システムの構築、ＩＲ、資金繰り等の面に

しませんが、当然、そのような時代が到来した暁に

おいて大いに応用できるものであります。また、これ

は、多くの会社において、国際会計基準の導入に伴う

らの知識を、自分の勤務先の企画・管理業務のなかで

従業員の教育、社内システムの刷新、各種開示資料等

活用するという道もあれば、自分の勤務先のアドバ

の見直し等、多くの課題が浮上してくるものと思わ

イザリー部門等において、コンサルティングやアド

れます。こうした様々な課題の解決に向けた担い手

バイザリーといったかたちで、顧客（クライアント）

として、将来的に、公認会計士への役割期待は大きく

のために活用するといった道もあります。

中日本五会研究大会
（自由論題）
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Ⅳ．終わりに

現在の公認会計士業界では、監査法人や税理士法
人等へ勤める場合に比べ、一般企業や官公庁へ勤務

これは、私の個人的な感想ではありますが、若い合

するケースはまだまだ少ないケースであり、現状で

格者で、監査法人や税理士法人への就職がかなわな

は、こうしたケースは公認会計士としての主流とは

かった方のなかには、一般企業や官公庁への就職が

いえないかもしれませんが、一般企業や官公庁の企

不本意であったかたもいらっしゃるかもしれません

画・管理部門に身を置くことで、企業や組織というも

が、現在のように変化の激しい時代では、いつ、どの

のがどのような仕組みで運営され、どのようなプロ

ようなキャリアが役立つのかは、誰にもわかりませ

セスによって意思決定を行っているのかを垣間見る

ん。

ことができます。一方、アドバイザリー部門等に身を
置くことで、顧客のニーズに合わせて、何かを提案し

私が最も好きな諺のなかに、
「 人間万事塞翁が馬」

ていくという前向きな仕事に携わることもできま

というのがありますが、まさに、一見、会計や監査と

す。

は程遠い経験が、思わぬ箇所で活きることもありま

そういった点では、企業や官公庁等の組織に身を

す。
いい意味で、公認会計士という資格に囚われるこ

置くことで、非常に有益な体験やキャリアが得られ

となく、この資格を上手く活用し、様々な可能性を広

るものと思われます。

げていくことこそが重要なのではないかと考えてお
ります。

MBOにおける
会計税務上の留意点
近畿会

河野

研

近年、MBO（Management Buy Out：上場企業の株

第1編ではMBOの基本について検討しました。ま

式非公開化）を実施する企業が増加し、起業からIPO

ず、MBOの目的や最近の傾向を紹介し、一般的なス

といった一般的な成長戦略だけでなく、
証券市場か

トラクチャー及びスケジュールを確認しました。そ

らの退出も企業経営における戦略の一手法となって

して、MBOで問題となる買収価格について検討し、

います。MBOは外部から見ればTOB（株式公開買付）

代表的な裁判事例を取り上げました。

の実施だけがクローズアップされますが、TOBの後
も、少数株主のスクイーズアウト、対象会社と買付者

第2編ではMBOにおける会計について検討しまし

との合併といった取引を経て完了します。そして、そ

た。MBOの一連の取引の中で会計上の論点があるの

の実行の前提としてアドバイザーの選任、ストラク

は、対象会社と買付者との合併です。合併について企

チャーの立案、ローン交渉や関係各所との調整が必

業結合会計の会計処理を解説しました。

要です。
第3編ではMBOにおける税務について検討しまし
た。MBOの一連の取引の中で税務上の論点があるの

本研究では、MBOの基本を概観するとともに、会

は、対象会社においては合併であり、株主においては

計税務上の留意点について報告しました。

スクイーズアウト時の課税関係です。合併について
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は組織再編税制、スクイーズアウトについては全部

なお、研究大会当日の配布資料はIndependence

取得条項付株式の取得に係る税務処理を解説しまし

（第４５回研究大会記録）
をご参照ください。

た。

学校法人を取り巻く環境の変化と
改正学校法人会計基準の導入について
近畿会

小林

謙一郎

今年度の中日本五会研究大会の発表者に非営利会

スピードが緩やかであることで、目立った情報に

計委員会よりご選出いただき、若輩者ではあります

なっていない、しかし、現実には学校法人毎にみると

が諸先輩方にご指導を頂き、お陰様で無事発表を終

非常に厳しい状況になっていることが分かりまし

えることができました。また、当日は予想外に多くの

た。
17歳までの日本の人口はもうすでに決定してお

先生方にご出席いただきました。この場をお借りし

り、少子化の流れはまだまだ続きます。私立学校法人

御礼申し上げます。

においては、これまでの10年間よりもこれからの10
年間が正念場ということが良くわかりました。

まず、研究発表の準備に先立って、私立学校法人経
営及び学校会計について私は2つの疑問をもってい
ました。まず第１に、少子化がかなり前から問題指摘

次に、学校法人会計基準の改正についてですが、改

されているのに対し、経営破綻する私立学校法人に

正の背景や趣旨は、平成25年1月に公表された「学校

ついてあまり耳にしないということ。第2に、いわゆ

法人会計基準の在り方について報告書」において、見

る一般事業会社の企業会計が国際化の流れを受けて

直しの方向性が報告されています。報告書の内容を

この10年間頻繁に見直されているのに対し、学校法

理解することは難しくないのですが、なぜ今なのか

人会計基準の見直しが今までほとんどなされていな

という疑問はやはり残りました。ただ、この数年、税

かった中で、急遽、会計基準の見直しが行われたとい

制優遇や国の補助金を受ける組織に対する国民の注

うことについてです。

目が高まっているということは、民主党が実施した

一つ目の疑問に対しては、文部科学省等が発表

事業仕分け時の盛り上がりや、公益法人や社会福祉

する各種数値データをみることで納得することがで

法人にかかる基準の改正からも感じ取ることがで

きました、というのも、大学への進学の状況をみる

き、等しく税制優遇や補助金収入のある私立学校法

と、18歳人口が年々減少する中で、この10年間、大学

人についても見直しの動きが生じることについて納

の進学率は年々増加しており、結果として人口は減

得感を持つことができました。

少したが、学生生徒は増加しているという状況に
あったことがわかったからです。さらに、学校規模別

研究発表にて新会計基準の導入インパクトを報告

の定員充足率をみると、一定規模以下の学校では、軒

するため、どのような切り口にするかを検討したの

並み定員割れが発生していることが見て取れまし

ですが、まず今回の基準改正では、基本金制度は維持

た。結局、少子化が新聞記事等で大きな問題として取

され、減損会計等も採用されておらず、会計処理方法

り上げられていますが、学校経営においてもこの問

については、多くの学校法人に大きなインパクトを

題は当然に目の前にあり、
ただ経営環境が悪化する

与える改正は行われておらず、むしろ、開示に係る見
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直しが多くなされています。私が、特に注目する開示

私立学校法人を取り巻くステークホルダーは多岐

様式の変更は、事業活動収支計算書を用いて、区分計

にわたり、私の分析はその一片の切り口だけで見た

算を導入した点です。現行の消費収支計算書では、収

にすぎません、私立学校法人の経営環境が一層厳し

支差額概念として「当年度消費(収入)支出超過額」の

くなる中、新たな基準に基づく開示がステークホル

みであるのに対し、新基準の事業活動収支計算書で

ダーにどのような影響を及ぼすかは慎重に判断しな

は「教育活動収支差額」
「 教育活動外収支差額」
「 経常

ければなりません。私は今回の学校会計基準の改正

収支差額」
「特別収支差額」
「基本金組入前当年度収支

は、一過性のものではなく、これが口火となり情報を

差額」
「 当年度収支差額」という区分表示が設定され

利用する側からより一層の改善を求める声が生じる

ています。これらの表示の区分は、一般事業会社の損

ことも十分可能性があると考えています。係る状況

益計算書と表現や計上箇所が類似していますが、そ

下、後追いで対応することなく、ステークホルダーの

もそも、一般事業会社が用いる企業会計と学校法人

期待に先取りで対応することが重要であると考えま

会計はその目的も構造も異なることから、単純に表

すので、学校法人に関与される公認会計士におかれ

示様式が類似することは、誤解を生じさせるリスク

ましては、数少ない外部の専門家としてその専門知

があるとも感じました。そういうわけで、HPで開示

識を生かし私立学校法人をサポートいただければと

される私立学校法人の計算書類を新基準の様式に簡

思います。

便的に組み替えてその区分収支がどうなるかを確認
することにしました。結果、組み換えによっては驚く

最後に、今回の研究大会の企画・運営にご尽力いた

ほどの影響は見られなかったものの、やはり区分開

だいた各地域会の準備委員の皆様、事務局の皆様に

示により読み手にとっての情報量が増えていること

心から甘藷申し上げ、
厚く御礼申し上げます。

が実感できました。

不正会計
東海会

大橋

敦司

自由論題（E）
「不正会計」
では、
東海会の大橋敦司氏により発表がなされました。
以下、当日の主な発表内容を記載いたします。

１．
統計データから見る会計不正の特徴
「2012年度版

ど、損失額が低い傾向にあり、企業の不正防止に対
する取り組み姿勢が損失額に影響しているものと

職業上の不正と濫用に関する国民

への報告書」
「平成25年6月

考えられる。

金融商品取引法におけ

・社内だけでなく、得意先や業者等の社外の情報源

る課徴金事例集」等の不正に関する統計資料から下

も有効に活用する必要がある。匿名による情報提

記のような特徴を指摘している。

供にも重要性があり、情報源の匿名性の確保に十

（不正のカテゴリーと発見手段）

分配慮する必要がある。

・資産の不正流用は発生頻度が高いが損失額が低い

（犯行者）

傾向にある。一方、財務諸表不正の発生頻度は低い

・職場内の役職位について、管理者以上の発生頻度

が、
一旦発生すると損失額は大きい傾向にある。

が高く損失額も大きくなる傾向がある。

・企業内部での有効な防止策が行われている企業ほ
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としては、経営者や部門長による研修等が効果

・犯行者の約半数が31歳から45歳。共犯者がいるこ

を発揮するものと考えている。また、人事面談等

とが多い。

でのフィードバックも有用と考える。

・マネジメント層を除くと、経理、営業、仕入業務に

③業務プロセス評価・・・業務プロセスにおける整

従事している。

備評価においては、承認行為のコントロールの

（違反行為者の市場別分類）

有無だけでなく、重要リスク項目についてのモ

・金融商品取引法による課徴金事例から判断する
と、新興市場における勧告率は相対的に高い。
これは、

ニタリング行為に関する判断基準の内容分析、

新興市場では会社規模が小さく意思決定権限や業務

職務分離、業務ローテーションの状況、現物資産

分担が特定の役職員に集中する傾向がある点、特定

の管理状況等についてポイントを絞って行う必

部門における不正が会社全体の財務に大きな影響を

要がある。
運用評価としては、プロセス評価だけでなく

与えやすい点が背景になっているものと考えられる。

取引自体の検証も必要となる。またJ-SOXでの

２．内部統制上での不正対応方法の検討

無作為サンプリングでは十分ではなく、重要リ

不正を防止発見する観点から氏の考えるJ-SOX適

スク項目について分析的手続や、異常取引の抽
出・分析、現物等の管理状況の検証を行うことが

用会社の留意点が発表された。

中心となると考える。CAATの利用は、調査内容

①リスク評価・・・評価項目を具体的に決定できる

の網羅性・確実性をより強固なものにする。

よう、リスクが発生する取引や部門等を特定す

④リスク評価の総括・・・不正リスク防止プログラ

るとともに、検証方法、検証結果をあらかじめ想

ム自体の有効性の評価。発生した不正行為に対

定しておく必要がある。

する総括も盛り込むべきである。

②全社的な内部統制の評価・・・不正に対する意識

（報告：西村 強）

向上策は、短期間で効果が発揮されることは困
難であり、継続的な取り組みが必要である。手法

IFRS任意適用会社の
開示事例分析
兵庫会

三井

孝晃・加治

孝幸

自由論題（F）
「IFRS任意適用会社の開示事例分析」では、兵庫会の三井孝晃氏・加治孝幸氏により発表がなされま
した。
以下、
当日の主な発表内容を記載いたします。

Ⅰ．はじめに

このように、国内におけるIFRS適用へ向けた環境
が整いつつある中で、任意適用会社の開示を調査し、

2013年9月までに国内において16社がIFRSを任
意適用している。また、これ以外に、8社が任意適用時

日本企業のIFRS適用における特徴を分析すること

期を公表しており、潜在的には50〜60社が任意適用

に一定の意義がある。

を準備していると言われる。また、平成25年10月28
日の金融庁の発表によると、金融庁は内閣府令を改

Ⅱ．各社の分析

正し、IFRSの任意適用が可能な会社の要件を緩和し

適用から2〜3年経過及び最初に適用した会社の事

た。この緩和により適用企業が600社から4,000社に

例等も参考にIFRS適用の財務諸表を作成したと考

増えたといわれている。

えられる会社4社を選定。主に比較年度（日本基準と
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３．
C社の場合

IFRSの有価証券報告書が並行開示される年度）を分
析対象として、日本基準からIFRSへの資本の調整表

IFRSを適用した場合における会社規模は、総資産

及び包括利益合計額への調整表より、多額の調整が

約9千億円、売上高約5千7百億円の会社となってい

行われている勘定科目にかかる会計方針・注記を分

る。C社は勘定科目別に日本基準とIFRSの差異を記

析したとの説明があった。

載するのではなく、差異の内容別に記載していると

１．A社の場合

いう点及びIFRSでの連結貸借対照表について、資産
の部は「非流動」
・
「流動」の順に配列されているのに

日本基準、IFRSいずれを適用したとしても会社規
模

総資産約2兆円

対して、負債の部は「流動」
・
「非流動」の順に配列さ

売上高約3千億円ということに

差異はない。注目すべき点は日本基準によれば、税引

れている点に特徴があるとの説明があった。また、

前当期利益が△150億円であるのに対して、IFRSに

個別項目として①有形固定資産の減価償却方法

よれば△11億円になっている点であるとの説明が

開発費

あった。また、個別項目として①金融商品（分類、認

産

退職給付引当金

③組成された事業体

③のれん、耐用年数が特定できない無形資

④有給休暇引当金

⑤修繕引当金

⑥調整表

（資本の調整表）について開示を含め大きな差異が生

識、測定） ②金融商品（表示） ③のれん、耐用年数
が特定できない無形資産

②

じているとの説明があった。

④

４．
D社の場合

⑤収益（代理人、カスタマーロイヤ

日本基準、IFRSいずれを適用したとしても会社規

リティプログラム）について、開示内容も踏まえて日
本基準とIFRSとの差異についての説明があった。

模

総資産約3兆5千億円であるが、売上高について、

２．
B社の場合

日本基準によれば約6兆円であるのに対して、IFRS

日本基準、IFRSいずれを適用したとしても会社規

によれば約2兆円となっており、ここで大きな差異が

総資産約2兆円ということに差異はない。注目す

生じている旨の説明があった。また、個別項目として

模

べき点は日本基準によれば、売上高が4兆円を超える

①有形固定資産及び無形資産の減価償却方法

のに対して、IFRSによれば約2兆円になっている点

発費

であるとの説明があった。また、個別項目として①金

休暇引当金

融商品（分類、認識、測定） ②金融商品（認識の中止）

整勘定

③持分法の適用

④期首為替換算調整勘定

②開

③のれん、のれんの換算（機能通貨） ④有給
⑤退職給付引当金

⑥期首為替換算調

⑦収益（及び営業債権、在庫）及び収益（代理

人） ⑧収益（リベート） ⑨決算期（注記） ⑩偶発

⑤収

益（代理人、カスタマーロイヤリティプログラム）

事象について開示を含め大きな差異が生じていると

⑥調整表（決算期変更）について、開示内容も踏まえ

の説明があった。
（報告：西本

て日本基準とIFRSとの差異についての説明があっ

利恵）

た。
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第48事業年度 IFRS研修会
第4回 実施報告
国際委員会 副委員長
１．
はじめに

守谷

義広

い環境の中での業務でした。

平成26年2月12日（水）、日本公認会計士協会近畿

３．IFRS導入に当たっての実務上の留意点

会の研修室において、近畿会国際委員会の企画による
「IFRSセミナー
（第4回）
」
が開催されました。
このセミナー

IFRS導入に当たっては、事業部全体をいかに巻き込

は、IFRSの改正内容や今後の動向などを中心に全５回

むかが重要な要素であり、
そのためには、
誰にでも理解可

のシリーズで毎年開催されており、当年度は基準改正点

能なように、難解なIFRSの基準を具体的実務マニュア

の解説はもとより、IFRS導入における課題等をより実務

ルに落とし込む作業が必要でありました。
また、
これらに並

に即した形で研修することを主眼として取り組んでおりま

行して、勘定科目体系の決定やシステムに関する検討も

す。第4回となる今回は、HOYA株式会社様より財務部

必要であり、税務・単体（自国会計基準）
・連結（IFRS）
と

アシスタント・ゼネラル・マネージャーの田邊るみ子先生

いった複数目的の決算書を同時に作成出来るよう、会社

をお招きし、
「IFRS導入事例紹介と注意点」
についてお

コードや仕訳タイプを工夫したり、基本データは共有しな

話頂きました。

がら複数の償却計算が行えるよう固定資産台帳システム

田邊先生は、公認会計士として監査法人に勤務した

を改変する等、会計基準の検討のみならず、
こうした実務

後、大手外資系会社の経理財務部長等を経て、2007年

上の対応にも入念な準備が必要でありました。また、

1月にHOYA株式会社に連結グループリーダーとして着

IFRS導入に対する経営トップの信念や哲学及び監査人

任されました。その後、同社のIFRS導入プロジェクトの

からの頻繁な資料提出期限が後ろ盾となってIFRS導入

チームリーダーに抜擢され、最前線でIFRS導入を推進し

プロジェクトを完遂できた点も強調されていました。

てこられました。
実務担当者ならではの経験に基づく苦労

苦労話の一方で、IFRS導入の結果、財務内容の透明

話や留意点は非常に多くの示唆に富んでおり、3時間の

性が向上し、国際的な資金調達の選択肢が拡大して資

時間が短く感じる程の充実した研修となりました。

金調達コストが削減されたことなど、
導入のメリットを強調
されていたことも印象的でありました。

２．概要
４．
まとめ

同社がIFRS導入を決定したのは、日本でIFRSの任
意適用が認められる以前の2006年の夏であり、導入目

現在でこそHOYA株式会社をはじめ多くの先行事例

的は、全世界の子会社を同じ物差しで評価するための管

があり、実務的な指針等も充実して参りましたが、当時は

理会計に主眼が置かれたものでした。その後、2010年3

先行事例のない中、試行錯誤しながら基準適用を進めら

月期にIFRS初度適用を実施し、翌年にIFRSの任意適

れたご苦労を考えますと本当に頭が下がりました。
これら

用による有価証券報告書を開示されております。

の苦労によって、我々の実務上の負担が大きく軽減され

IFRS導入に際しての組織体制は、専任担当者は置か

ている部分もあり、今回の研修をお引き受け頂いた御礼

ず全員が兼任であり、特に連結チームは3人という少人

と共に、改めて感謝の意を表したいと思います。
ありがとう

数で100社を超える連結子会社の連結業務を執り行い

ございました。

ながら、IFRS導入プロジェクトを推進するという大変厳し

第48事業年度 IFRS研修会
第4回 実施報告
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会計士業界における
女性活用の動き
監査法人の取組み

第一弾

〜新日本有限責任監査法人の場合〜
女性会計士委員会

宮口

亜希

皆様こんにちは！安倍首相が、アベノミクスの成長戦略として女性活用を打ち出し、政権公約の一つに、「に
いまる・さんまる」
（2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30％以上とする目標）を掲げたのを受けて、
企業や官公庁でも女性の管理職の増加、役員の登用を意識する動きが新聞等で目につくようになってきました。
女性会計士委員会では、世間のこのような状況の中、我々会計士の業界ではどのような女性活用の動きが起き
ているのか、シリーズ化してお届けしますので、ご期待下さい。

ネジメント部会などの分科会を組成し、主に以下の
ような活動を行っています。
◆ 育児・介護支援制度の周知活動
◆ 女性の活躍推進のため、女性の意識改革に向け
た活動
◆ 女性構成員のパートナー・管理職への積極的な
登用と能力開発支援活動
◆ 男性構成員からのサポート促進支援活動

平成20年1月、EY Japanで働くすべての女性構
成員によるネットワーク組織としてWindS
（Woman s Interactive Network for Dreams &
Success）が発足しました。設立の目的は、女性が
生き生きと活躍できる、より働きやすい職場環境を
提案していくことです。WindSでは、EY Japanの
D&I戦略に則り、経営執行部をはじめとした法人組
織に対し、主に女性に関連する各種施策の提案を積
極的に行うとともに、女性構成員に対しては、諸制
度の周知や利用の促進、女性構成員自らの意識改革
を促すよう働きかけるなど、EY Japanの女性関連
施策の推進を支える役割を担っています。
具体的には、リーダー育成部会、ライフワークマ

15581

平成26年1月15日に新日本有限責任監査法人大阪
事務所において、WindSが企画したイベントが行わ
れました。その内容をご紹介いたします。
当日は、四半期レビュー等で忙しいにもかかわら
ず、約80名の女性構成員、約20名の男性パート
ナーらが出席し盛大に行われました。
メインプログラムは、
１．経営トップからの激励メッセージ
２．女性パートナー・女性管理職比率のKPIの説明
３．フェイスブックCOOのシェリル・サンドバーグ
のプレゼンDVD視聴
４．上記プレゼンを受けての大阪事務所長、WindS
代表らによるパネルディスカッション
その他、女性パートナー体験談、近畿会の女性会
計士委員会の活動報告等も織り交ぜ、盛りだくさん
な内容で行われ、あっという間の2時間でした。
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〜会計士業界における女性活用の動き〜
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続く、シェリル・サンドバーグのDVDは、働く女
性への3つのメッセージが込められていました。
■働く女性への3つのメッセージ
①交渉のテーブルにつこう〜女性は自分を過小評価
し、交渉しようとしない現状がある
②夫を真の意味でのパートナーに育てよう〜家庭で
公平に家事・育児を分担することが女性を仕事に
留める
③ギリギリまで職場に留まろう〜将来（子供を産む
こと等）を考えすぎて緩やかに積極性を失ってし
まう。早すぎる段階で決断するべきではない。
このシェリル・サンドバーグのメッセージを受け
て、パネルディスカッションが行われました。
パネラーからは、
・チャンスは逃さない⇒機会が与えられたら躊躇し
ない。
・開き直ろう、解き放たれよう⇒自然体になろう。
萎縮感から解き放たれていろんなことに取り組ん
でいこう。
・完全なる異質になろう⇒男性に同化するのではな
く、女性の個性を生かしてしなやかに。
・男性側の意識を変えることが大切⇒ぜひご主人の
意識改革を。
・1年の育休があるのは日本と北欧ぐらいであり、
権利をすべて使うのではなく、緊急避難的に制度
を使うというような意識も必要
等の話がありました。

最初に加藤義孝EYジャパンエリア・マネージン
グ・パートナー、新日本有限責任監査法人理事長か
ら以下のメッセージがありました。
「女性ももっとリーダーになってほしい」
従来の男性中心の組織では、
この激動の社会を生
き残れないと考えています。
女性の感性、仕事の進め
方を受け入れ、
取り入れることが、
活力ある柔軟性の
ある強い組織を作っていきます。
法人では、
女性活用の数値目標としてKPIを定め
ました。
現状との差は大きいですが、
リーディング
ファームとして生き残るため、
活力ある組織にする
ために、
女性リーダーが必要だと考えています。
全構
成員がその重要性を認識し、
目標達成に向けて進ん
でいく必要があります。
KPIとは、平成25年7月に設定された数値目標で
す。女性の活躍を推進するためには、一定の数値目
標を掲げ、女性に特別枠を与えるのではなく、機会
を与えていくものであることを前提に、KPI実現の
ためにさまざまな施策を実行していく必要があると
の説明がありました。
＜設定されたKPI＞
2020年の女性パートナー比率を10％に
〜現状6.2％
KPI実現のために打ち出された施策は以下のとお
りです。
・募集、採用時の女性向けリクルートの強化
・能力開発の一環として、海外事務所への若手女性
の派遣推進
・時短勤務者の昇格評価基準の検討
・意識改革のための研修の実施
・ワークライフバランス確保のため、介護制度の充
実、育児・介護休業中、休業復帰時のサポート等
KPIの説明者である女性シニアパートナーから
は、上司に対しては、優しすぎる心配りで女性を甘
やかさないでほしい、男女ともに実績だけでなく能
力もよくみてほしいというメッセージを、女性構成
員に対しては、与えられたチャンスを大切にしてほ
しいとのメッセージがありました。

女性会計士委員会
〜会計士業界における女性活用の動き〜

WindS代表の女性シニアパートナーからは、今、
さまざまな社会的背景もあいまって、政府・企業・
社会において、かつてないほどの「女性活躍推進」
の風が吹いている、当法人でもKPIを設定し、女性
自身が本気で責任を持って仕事に向かっていくとい
うステージにきている。こうした流れは、WindSの
活動の方向性とも同じベクトルであり、心強く思っ
ている、女性はアクセルを踏み続け、自ら手を挙げ
ていろいろな経験や挑戦をし、その達成感に快感を
覚える域に達してほしいとのメッセージがありまし
た。
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女性会計士委員会
〜ザ・グローバル

女性会計士シリーズ〜④

香港で翔く女性会計士
野村

有季子

はじめに

しい一方、基本はルーティンで創意工夫の余地に限界が

私は大阪生まれで、関西で育ち、2002年に二次試験

あり、私にはタフに感じました。
ただ、監査人の
「特権」
なの

に合格するまでは、大阪で働いていました。後にKPMGと

か多種多様な会社の内情を知り得、起業家精神のある

なった監査法人の東京事務所で6年間過ごしましたが、

方や人生経験豊かな方々と直接話す機会を得られるこ

2008年秋からKPMG香港事務所でトレーニーとして過

とは、貴重であり楽しく、結果的に長くお世話になることに

ごしました。日本帰国後は同じ法人の東京事務所に戻り、

なります。

アドバイザリー部に所属し、昨年2013年10月に一般企

香港時代

業へ転職しました。

三次試験に合格し1年程たって落ち着いたころ、海外

東京時代

でのトレーニーの話があり、
トライしてみることにしました。

監査法人で働くに当たっては、
企業数や業種数が多い

結果、
2008年秋からKPMGの香港事務所で働きました。

方がいいだろうと思い、東京で働くことにしました。関西人

初めての海外生活でしたので、当初ナーバスになって

の私にとって、初めて住む東京では、人との距離感が関

いたのですが、杞憂に終わりました。香港の言語は広東

西と違い、大変戸惑いました。相手を笑わそうとか、自分

語ですが、外国人を受入れるインフラが出来上がってお

をさらけ出そうとする慣習が無く、それがかえって下品に

り、
イミグレーション手続きも、
マンション選びも、水道・ガ

思われるので、
最初は馴染めませんでした。
いろんな地方

ス・電気の手続きも、
つたない英語で十分済ますことがで

▲オフィス前の皇后像広場から、
HSBCを望む

の方が集まった土地柄なので、

き、
しかも彼らの仕事が速いので、
ストレスフリーでした。

どうしてもディスクリートになる

後で、
これは香港人が投資好きで気が短くせっかちであ

のでしょうが、言葉で発せられ

ることが理由であることが判りましたが。

なければ相手の考えが解らな

香港の日常生活は、欧米に駐在する場合に比べて

い若輩者だったので、全くもっ

おそらく快適だったと思います。同じアジアであるため、差

て気持ちが悪かったのです。最

別もされず、日本食、

近、相手は何も言わなくても何

日本製品ブームのお

を考えているかわかるようにな

かげで、私が偉いわ

り、解らない方がよかったと思う

けでもないのにリスペ
クトされましたので、

こともあります。
会社の決算期がどうしても3月か12月に集中します

監 査 先の日 系 製 造

し、
クライアントの進度に合わせる必要があるので仕方

業 企 業とその 駐 在

がないですが、仕事は長時間で、計画通りにいくことが難

15583

▲香港赴任時のウェルカムディナー 鹿鳴春
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謝をしていました。地理的に日本の食材も容易に手に入

いるため、香港・中国の法

り中華料 理もおいしいので食 事に困ることもありませ

令・規則の習得や、日本

ん。職場も街でも英語ではなく広東語が主流なので 、

企業が相手ならではのき

映 画 Lost in Translationの気分を一時的に味わうもの

め細かい対応など、
プラス

の、少ない情報量から多くを想像して行動するという能力

アルファの仕事がたくさん

というか、細かいことは不明でもほっておく癖がつき、
もと

あり、そこが大変だったと

もと、おおざっぱな性格がここでより強くなったと思いま

記憶しています。

▲スターフェリー乗り場から香港島を望む

香港は海に囲まれる緑多き土地であり、仕事に疲れる

す。
香港事務所で印象的だったのは、平均年齢が非常に

とよく、
スターフェリーに乗りに港へ行ったり、
ピークで山登

低くUp or Outの

りをしたりしました。
また空港へのアクセスがよいので、駐

文化であったこ

在中は中国本土・台湾・オーストラリア・ＮＹへと旅行しま

とです。労働市

した。当時景気の悪化により、自主的にほぼ無給休暇を

場の流動性の違

取るという施策があったため、せっかくの機会を有効利用

いもあると思い

して積極的に休暇取得に協力した結果ですが。

ますが、2008年
▲外部エクスパット達とオクトーバーフェスタ

現在の仕事

ごろの日本の監

査法人はまだそういった雰囲気はなかったので、衝撃を

帰国後、東京事務所に戻りアドバイザリー部に所属し

受けた記憶があります。香港人のパートナーは30代半ば

ましたが、英語で会話を継続的に行う機会がほとんどな

から後半くらいで、
ほとんどが女性でした。
オジサマの数は

かったため話せなくなってしまい、焦りを感じていました。

少なく、やっとみつけると植民地時代から居るのかな？と

そこで、2013年10月に転職しました。二次試験合格から

思わせる少数のイギリス人の男性でした。若い女性優位

ちょうど11年が経っていました。私のような者が11年もお

の職場の雰囲気ですが、1945年に香港事務所が設置さ

いてもらったので監査法人は懐の深い職場なのだと思っ

れてから、50年近く後の1993年に女性パートナーが初め

ています。

て誕生したようですので、
女性がパートナーとなる環境が

現在、
Philippe Morris Internationalのマーケティン

できるには時間がかかったようです。
女性が活躍している

グ子会社、
フィリップ モリス ジャパン株式会社でInternal

のは香港ならではのようで、香港人夫婦は、妻が夫より高

Auditの仕事をしています。
リスクアプローチ、重要性の

給なのが普通との噂を聞いたことがあります。
それでも事

基準値などの監査基準の言葉こそ出てきませんが、
それ

務所では、日本と同様に
「女性の地位向上」
を謳う活動

らが基本になってプロシジャーが決められているのがわか

がありました。
駐在中、
講演に来た女性政治家（香港政界

ります。監査ポジションが重要視されていること、性別・年

ナンバー２くらいの人）
に対して、
「女性は十分社会進出

齢差別の禁止などを掲げてコンプライアンス意識が高い

し、高い地位を得ているから今後活動は不必要では？」
と

のが特徴です。社内で飛び交う英語のレベルの高さは、

女性パートナーが質問しました。政治家は「女性が活躍

私にはとてもチャ

できていないフィールドがまだ社会にはあふれている」
と

レンジングな環境

答え、私は中国人女性の出世欲に良い意味で感心しまし

ですが、自分を鼓

た。

舞する良い刺激と

紆余曲折しながらも会計がグローバルで統一化されつ

なっています。

つあり、監査手続もプロセスもマニュアル化されているの
で当然ですが、香港事務所の仕事は、日本の監査法人

▲帰任日（オフィス最後の日）

と基本同じでした。
ただし、外国人として香港に滞在して

〜ザ・グローバル 女性会計士シリーズ〜④
香港で翔く女性会計士
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翔る！ニッポンの公認会計士
〜中国編
第20回
高橋
【はじめに】

臣一

は日本語を専門で勉強する学生の数が非常に多く、
日系企業の間でも社内言語を日本語としている会社

2006年12月より中国の上海市にあるEYという大

も珍しくありません。

手会計士事務所にて勤務しています。主に日系企業
に会計監査、税務コンサルティング、不正防止等の

【中国経済の今後】

内部統制改善のコンサルティングや買収等のプロ
ジェクトのサービスを提供しています。2013年7月

一昨年のデモについても、実は共産党政権に対す

より現地のEYパートナーとして参画しましたの

る不満の捌け口として政府がこれを先導したのでは

で、今後はより長期的な視点に立って業務を遂行し

とも囁かれています。事実デモの人たちが毛沢東の

ていくことになります。

写真を掲げ始めた頃から、政府が慌ててデモを取締
るようになりました。中国社会はその目覚しい経済

【日中関係悪化の影響】

成長とは裏腹に、凄まじい貧富の差という社会問題

2012年9月に尖閣諸島をめぐる大規模なデモが中

に直面しています。税制等の富の公正な分配システ

国全土で展開されました。私の勤務地が上海という

ムが正常に機能しない状況下で、不正や役人の腐敗

比較的リベラルな土壌が熟成され、外国の資本と連

が横行しており、一般の民衆はこの状況を生じさせ

携して個人の富を増やすことのメリットを理解して

た政府に対して憤慨しています。

いる人々が多く住んでいる都市であったことから、

現政権もこの格差問題を大変重視しており、税制

地方都市と比較するとデモの影響は限定的でありま

改革や不正・腐敗への取締り強化の策を講じ、今後

した。一方、地方都市では多くの日系企業、日本食

中国が安定的に成長していくための健全な土壌づく

料理店やスーパーが破壊等の被害に遭い、改めて日

りに取組んでいます。最近日本の新聞でも報道され

中関係の危うさを思い知らされました。現在も公共

ている上海の自由貿易区という試みがその一つで

事業に関連するビジネスではまだ、日系企業締め出

す。特定のエリアにおいてビジネスを実施する場合

しという影響が残っており、完全な関係改善の兆し

の、煩雑な行政手続きや規制を簡素化又は撤廃し、

が見えないのが正直な感想です。

賄賂等で行政の便宜を図るような不正行為が発生す

一方、個人レベルではこの問題がクローズアップ

る余地を取り除こうとしています。行政手続きだけ

され人間関係の障害になることはほぼありません。

でなく資本の自由化も今後推し進め、裏ルートでの

中国の人たち、特に知識層は政治の問題とビジネス

海外との資本移動に絡む不正や資本移動の非効率性

や文化の問題は別問題として認識しており、むしろ

を改善し、中国が引続き海外からの投資対象として

日本の文化や慣習を積極的に取り入れようという姿

魅力ある存在であり続けようとしています。中国が

勢にあるように見えます。その表れとして、中国で

選択した社会主義市場経済が今後どのように展開さ

15585
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れ、それが形を変えて更なる成長をしていくのか興

実施しなければなりません。中国の大手会計事務所

味深いところであると思います。

では中国人のマネージャーレベルの方は英語能力が
高く、複雑な税務の仕組についても英語で説明でき

【ビジネスウェポンとしての英語】

ます。そのため、相談する方も英語でしっかりと相

緊迫する日中関係、格差社会や不正・腐敗問題等

談内容を伝える必要がありますので、英語が苦手で

ネガティブな話が先行しましたがEY上海での仕事

あると相談すること自体を躊躇するようになり、個

は非常に充実しております。海外の大手会計事務所

人の能力アップが思うようにできないことになりま

は監査法人というよりはコンサルティングファーム

す。ビジネスの基本がコミュニケーションです。そ

としての色合いが強いのが特徴です。ここ中国でも

れには正確性とスピードが求められます。如何に、

会計士、税理士や戦略系のコンサルティングファー

迅速で正確な英語でのコミュニケーションができる

ム出身のコンサルタントが同じビルの同じフロアで

かが、海外で働く場合には重要になってきます。

仕事をしています。

【最後は信頼関係】

監査クライアントが税務問題を抱えている場合で
あれば、税務の同僚に相談し、その解決策をクライ

日本に限らずどこでもそうですが、仕事をする上

アントと共に考えることができます。これらの相談

で信頼関係は一番大切だと思います。海外では文化

やクライアントとのやり取りを通じて、今まで自分

や慣習、言語の違いがあり信頼関係を築くのは大変

の専門外であった国際税務等の視点や制度又は典型

ですが、その中で築き上げたものは簡単には崩れ

的な論点が理解でき、ビジネススキルの向上を図る

ず、困ったときの助けになります。私も日々助けら

ことができます。

れています。このような環境で働ける状況に感謝し

一方、言語の違いが大きな壁となることもありま

てますので、PM2.5の問題もさほど気にならなくな

す。同僚と税務問題について相談する場合は英語で

りました。

重要なお知らせ
平成２６年度から全会員
「税務」
に関する研修科目２単位の履修及び申告が必須となります。
● 平成２６年度以降の必須単位数について
・
「職業倫理」
に関する研修科目・・・２単位
全会員
（免除の承認を受けた会員を除く） ・
「税務」
に関する研修科目・・・２単位
加えて、
法定監査業務に従事する会員

・
「監査の品質及び不正リスク対応」に関する研修科目 ・・・・・・・６単位

〈変更の趣旨〉
ＣＰＥ協議会では、昨今の公認会計士業界を取り巻く環境の変化に鑑み、税務業務に係る知識やスキルの習得もます
ます重要性が増していることを踏まえ、必須単位数に
「税務」
に関する研修科目２単位を追加しました。

翔る！ニッポンの公認会計士
〜中国編
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「犬と私」
第73回 リレー随筆
笹原
唐突ですが、私は犬が大好きです。目に入れても

たことが申し

痛くないとは正にこのこと、というくらいに大好き

訳 なく、引受

です。今回は私と犬たちとのお話を書かせていただ

の仕事は夢で

ければ、と思います。稚拙な文章ではありますが、

あり大 好 き

最後までお付き合いいただければ幸いです。

だったもの

注）会計や事務所とはほとんど関係のない話ばかり

の、それ 以上

です、すみません。

に大切な彼女

由香里

たちの声が聞こえるような仕事に就こう、と動物病院で
動物看護士の業務に従事することにしました。

●犬がきっかけの転職①：証券会社から動物看護士へ
我が家には現在、2匹の犬がいます。パピヨンの

●犬がきっかけの転職②：動物看護士から会計士へ

カフェ（15歳）と、キャバリアのモカ（8歳）で

平成20年の9月に証券会社を退職し、10月には動

す。昨年の7月までは雑種のチャッピー（19歳）も

物病院に就職しましたが、そこでの業務は動物が好

いましたが、病気で亡くなってしまいました。
どの子も、特にチャッピーは何をするにもどこに

きすぎるが故に辛いことがたくさんありました。小

行くにも連れていき、四六時中一緒に過ごしていた

さな命たちが必死になって生きようとしているにも

ように思います。しかしながら、中学・高校・大学

関わらず、自分の力では何の役に立てないこともし

に進学し、家にいる時間が短くなるにつれ、触れ合

ばしば。そんな時、今度はチャッピーが倒れ、救急

う時間はどんどん少なくなってしまいました。大学

病院に運ばれたとの連絡がありました。高校生の頃

卒業後、証券会社に就職し、東京で一人暮らしを始

にカフェを、大学生の頃にモカを知り合いから譲り

めるようになると、年に数回しか彼女たちと会えな

受け、この2匹の世話に時間を要するようになって

くなってしまいました。

からはあまり目をかけていなかったチャッピー。勝

上京して2年が過ぎたある日、仕事中に母から連絡

手に強い子だと思い込んでいましたが、フィラリア

がありました。カフェが危篤で長くは持たないかもし

を患い心臓が弱ってしまったことに加え、尿道が狭

れない、とのこと。カフェは子宮に膿が溜まり破裂してし

くなり自力で排泄することができなくなってしまっ

まう重度の子宮蓄膿症を患っていました。

ていました。隣に座って看病したり、膀胱を手で圧

担医の先生のおかげでなんとか一命を取り留めたも

迫して排泄の補助をしたりしているうちに、自分の

のの、彼女が

子どものような彼女の命さえ守れない人間が、人様

声無き声を必

のペットを守れるはずがない、私ができることは、

死で出してい

まずは彼女の病気を治すこと、そして自分の経験を

たにも関わら

生かす仕事に就くことだと思考を改めるようになり

ず、それ に耳

ました。それから前職の経験を生かすべく、会計士

を傾けなかっ

になるため勉強を開始し、勉強以外の時間は犬たち

15587
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は名前の通り気持ちのよい病気ではなく、診療を希

月、ようやく試験に合格し、就職難ではありました

望しても断る病院もある中、仲川先生は嫌な顔ひと

が縁あって今の事務所に拾っていただいた次第で

つせず処置してくださり、最後も彼女の痛みを取り

す。

除いてまるで生きているかのようにきれいにしてく
れました。進行が早い病気なので、気付いたときに

●悲しいお別れ

はもう手遅れだった、自分を責めずに彼女との楽し

ここまで読んでいただけるとご理解いただけると

かった思い出を大切にしてほしいとおっしゃってく

思いますが、これまでの私の人生のターニングポイ

ださりました。その言葉をきっかけに、残された2

ントには必ず犬が登場します。大好きな犬たちが身

匹の命を今度こそ大切に守っていこうと決心すると

をもって何かを教えてくれているようです。直近で

ともに、自分の将来、やりたいこと、後悔のない生

は去年の7月、とてもとても悲しい出来事がありま

き方について真剣に考えるようになり、現在に至り

した。

ます。犬たちを守ること、自分の人生について考え
ることをチャッピーに教わりました。

会計士の卵として、大好きな先輩方に支えられて
お仕事させていただく日々の中、前の経験があるた

●残された子たちと

め、仕事以外の時間はまずは犬たちを最優先し、極

上記のうち、前者はちゃんと守っています。

力一緒にいて体調の変化等に気を配ってはいたつも

私

りでした。チャッピーももう19歳になっていました

の一日はカフェとモカのボディチェックから始まり

ので、体力が落ちふらついていたのは気付いていま

ます。目は赤くないか、目やには出ていないか、鼻

したが、療養食に代えたりこまめに包帯を交換する

はかわいていないか、耳は汚れていないか、体を

程度しかできておらず、ハエウジ症という病気の発

触っても痛がらないか…どこか気になったら速やか

症からわずか3日で彼女は亡くなってしまいまし

に仲川先生に連絡し、病院へ向かいます。今のとこ

た。

ろ、2匹とも元気です。

最後はとても痛がって苦し

後者はまだまだ答えが見つかりません。自分は何

んでいたため、こうなるまで

がやりたいのか、どんな風に生きていきたいのか、

に気付けなかったこと、代わっ

もっとたくさん考えたいと思います（考えすぎて、

てやれなかったこと、カフェの

元来のネガティブに拍車がかかり、いつも先輩や友

病気の経験を生かせなかったこ

達に多大なるご迷惑をおかけしていること、この場

と、ありとあらゆる後悔の念に

を借りてお詫びします…）。

押しつぶされてしまい、無気力

2匹の幸せのため、彼女たちが最期を迎えるとき

になった私を助けてくださった

に、この家にきてよかったと思える飼い主になるた

のが、箕面桜ヶ丘どうぶつ病院

めに、一生懸命頑張ります（もちろんお仕事も）。

の仲川先生です。ハエウジ症

犬と私

第73回
20

15588

リレー随筆

と過ごす日々を続けました。そして平成23年11

近畿 C.P.A. ニュース

平成26年4月10日 第658号（4月号）

第４８事業年度

第９回定例役員会報告
と き
ところ
出席者

平成２６年１月２３日（木）午後６時５分〜午後８時
近畿会事務局 会議室
２５名（役員数４４名）

審議事項

続について意見するとともに、非営利法人の情報開
示の在り方について研究する。

第１号議案 第４９事業年度事業計画に係る基本方針並びに重点施策について（継続）
（提 案 者）会長 高 濱

４．税務業務やコンサルティング業務に関連する法

滋

律・制度等を研究し、
会員業務の拡充を計る。

（提案説明）以下の第４９事業年度事業計画（案）
につい

予定される会社法改正における企業統治の強化と

ての説明があり、審議の結果、
原案どおり承認された。

親子会社に関する規律の見直しに関連して、公認会

第４９事業年度 事業計画（案）
〜「士」
としての自覚を持って行動し、地域社会に貢献する〜

計士業務の拡大・深化の可能性につき調査・研究す

Ⅰ.基本方針

る。

独占業務である監査を中心とした保証業務の信頼

５．協会本部との適切な連携及び補完のため、本部が

性を確保し、多様な場面で公認会計士という独立性

発出する成果等を批判的に検討・研究し、研修活動

の高い会計専門家が活躍できる場を創出する。
また、

等を通じて会員に対する支援を継続して行うととも

これらの活動を通じて地域社会にも貢献し、社会にお

に、必要に応じて調査・意見集約を実施し本部等に

ける公認会計士の存在感を高める。

適切な提言等を行う。
６．会員相互の関係を強化するために、職場を超えた

Ⅱ.重点施策
１．監査・会計実務に関するトピックスを調査・研究し、

ネットワーク構築を支援するとともに、京滋会・兵庫会

研修活動を通じてその成果を発信する。

との共催事業等も充実させる。

「特別目的監査」
の対応可能領域を研究し、必要

第２号議案 予算特別委員会の設置並びに予算特別委員会委員長の選任について

に応じて本部に建議する。

（提 案 者）総務部副部長 洪

２．地方公共団体の会計制度及び監査制度の充実・

（提案説明）第４９事業年度予算案作成のため、｢予算特

発展に向けて調査・研究を進め、外部利害関係者に

別委員会｣の設置および委員長に
「廣田壽俊経理部

向けて情報を発信するとともに、必要に応じて本部等

長」
を、副委員長には「南方得男総務部長」
を選任し、

に提言を行う。

また、委員については、委員長に一任との説明があり、

地方公共団体関係者との接触を増やし、公認会計

誠 悟

審議の結果、
原案どおり承認された。

士のできる業務のＰＲを行う。

第３号議案 事務局運営細則の制定について

３．非営利法人の制度及び会計基準等の研究を行

（提 案 者）総務部長 南 方 得 男

い、非営利法人の発展のために会員が深く関与でき

（提案説明）日本公認会計士協会近畿会規約第５２条第

るよう支援する。

６項に基づき、
「事務局運営細則」
を制定したいとの説

「こども園」発足に伴う幼稚園の学校法人監査の継

15589
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ここで、
４号議案から１８号議案については、第４７回定

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

時総会で承認された近畿会規約の一部改正に伴う

第１６号議案 日本公認会計士協会近畿公認会計士等無料職業紹介所運営要領の
一部改正について

細則等の見直しであるとの総務部長から説明の後、
各審議に入った。

（提案者）総務部長 南 方 得 男

第４号議案 経理細則の一部改正について

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

（提案者）総務部長 南 方 得 男

第１７号議案 外部に意見を公表する場合の取扱の一部改正について

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

（提案者）総務部長 南 方 得 男

第５号議案 会務運営細則の一部改正について

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

（提案者）総務部長 南 方 得 男

第１８号議案 出版物に係る近畿会及び近畿会会長等の推薦に関する
内規の一部改正について

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。
第６号議案 文書管理細則の一部改正について

（提案者）総務部長 南 方 得 男

（提案者）総務部長 南 方 得 男

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

第１９号議案 平成２５年度新人特別研修会への参加に係る
費用の近畿会負担について

第７号議案 慶弔細則の一部改正について
（提案者）総務部長 南 方 得 男

（提 案 者）総務部長 南 方 得 男
（提案説明）新人特別研修会は、未就職者が会員事務

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

所に採用されるにあたり、監査実務に関して速やかに

第８号議案 褒賞細則の一部改正について

対応できるよう、簡単な実務指導を行う事を目的とし

（提案者）総務部長 南 方 得 男

て実施してきたが年々参加者が減少しており、今年

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

度希望者については本部（東京）での研修会に出席

第９号議案 寄附金細則の一部改正について

させることとし、出席に係る費用（交通費、宿泊費）
に

（提案者）総務部長 南 方 得 男

ついて、近畿会において負担する事としたいとの説明

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

があり、
審議の結果、
原案どおり承認された。

第１０号議案 旅費細則の一部改正について
（提案者）総務部長 南 方 得 男

協議事項

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。
第１１号議案 会員の業務推薦に関する取扱細則の一部改正について

第１号議案 予算案策定のための日程について
（提 案 者）経理部長 廣 田 壽 俊

（提案者）総務部長 南 方 得 男

（提案説明）第４９事業年度予算案策定のための日程に

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

ついて下記の通り予定しているとの説明があり、協議

第１２号議案 事務局研修室及び会議室利用細則の一部改正について

の結果、
原案どおり承認された。

（提案者）総務部長 南 方 得 男

記

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

１．
第１回予算特別委員会 ２月 ６日（木）
１
５：００〜

第１３号議案 近畿会図書管理細則の一部改正について

２．
事業計画案及び予算案の用紙発送 ２月１
２日（水）

（提案者）総務部長 南 方 得 男

３．
事業計画案及び予算案の提出期限 ３月１
１日（火）

この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

４．
第２回予算特別委員会 ３月２７日（木）
１４：００〜

第１４号議案 近畿会公印取扱細則の一部改正について

５．各部・委員会との予算折衝 ４月 ４日（金）９：３０〜１７：００

（提案者）総務部長 南 方 得 男
この提案については、審議の結果、原案どおり承認された。

６．
第３回予算特別委員会 ４月１０日（木）
１
５：００〜

第１５号議案 近畿会著作物取扱細則の一部改正について
（提案者）総務部長 南 方 得 男
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報告事項

３．
新年賀詞交歓会の実施結果について
（出席者）来賓７２名、
会員・準会員２０８名、
計２８０名

第１号 会長報告
（報 告 者）会長 高 濱

平成26年4月10日 第658号（4月号）

第４号 経理部報告

滋

（報 告 者）経理部長 廣 田 壽 俊

（報告内容）
１月報告

（報告内容）平成２５年度第３四半期の各部・委員会の予

昨年末に税理士法改正に関して方向性が見え、本来
の森執行部としての懸案事項が３月末を目途に急

算執行状況について

ピッチで動き出したところである。特に
「日本の公認会

第５号 厚生部報告

計士及び公認会計士制度のあるべき姿の提言ＰＴ」

（報 告 者）厚生部副部長 西 村

強

では、公認会計士の資格がどうあるべきか今一度

（報告内容）球技大会２０１３
（準会員会共催）
の実施結果
について

我々自身が考えて監督官庁に意見していくことにな

第６号 研究・ＣＰＥ研修部報告

る。
また公認会計士試験の受験者数減についての対
応などこれから会計士を目指す若い人材にいかにア

（報 告 者）研究・ＣＰＥ研修部長 安 井 康 二

ピール出来るか考えていきたい。

（報告内容）
１．
第４５回中日本五会研究大会の準備進捗
状況について

第２号 理事会報告

２．
ＣＰＥ研修計画及び実施結果について

（報告者）理事 後 藤 紳 太 郎

第７号 会員業務部報告

報告者より、
１月１４日開催の常務理事会及び１月１５
日開催の理事会の主な点について報告があった。

（報 告 者）担当副会長 後 藤 紳 太 郎

・
「監査における不正リスク対応基準」
への対応

（報告内容）会員への業務推薦状況について

・会社法監査における十分な監査時間の確保

・大阪教育大学入札監視委員会委員の推薦

・倫理規則等の改正についての公開草案の公表について

・大阪城天守閣他4施設及び大阪市立科学館にかか
る指定管理予定者選定委員会委員の推薦

・監査基準委員会研究報告「監査基準委員会報告

・大阪市病児保育事業委託事業者選定にかかる専

800「特別目的の財務諸表の枠組みに準拠し手作
成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員

門家（公認会計士）
の推薦

会報告805「個別の財務諸表又は財務諸表項目に

第８号 監査会計委員会報告

対する監査」
に係るＱ＆Ａ」
の公開草案の公表

（報 告 者）監査会計委員会委員長 山 添 清 昭

・中小事務所等施策調査会から
「中小企業の会計に

（報告内容）第１６回金融会計研究会の実施結果につい
て

関する指針（平成25年度版）
の答申」

第９号 本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

・税効果会計検討プロジェクトチームの設置

（報 告 者）公会計委員会 今後の公会計基準検討専

・こども子育て支援法対策プロジェクトチーム
（仮称）

門部会 専門委員 中 川 美 雪

の設置

（報告内容）本部委員会（専門部会・専門委員会）
の審

第３号 総務部報告
（報 告 者）総務部長 南 方 得 男

議状況等について

（報告内容）
１．
品質管理レビュー制度、上場会社監査事

・委員会の構成 ・活動実績 ・今後の課題

務所登録制度見直しの方向等の説明会の実施結果
について
（出 席 者）会員・準会員６６名
２．日本公認会計士協会の税理士法改正問題への対
応についての説明会の実施結果について
（出席者）会員・準会員４４名
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第8回

ハイキング部報告書

山の辺の道古墳めぐり
石上神社から箸墓古墳までの歴史を探る

参加者7名

2月22日（土曜日）起点である近鉄天理駅前に10：30に集合しました。天理本通り商店街を抜けて石上神社ま
での2Kmの道のりを天理教協会本部の建物を見ながらゆっくりと歩きました。ハイキング部初デビューである私
にとって、あまりにも軽装な服装で参加したことに加えてリュックサックではなくポシェット姿とピクニック気
分で参加してしまいました。初参加のため事前準備が出来なく、ベテランの先輩の先生方からご教授頂き、次回
からはハイキング用の靴と服装で参加しなければいけないと思いました。また、ハイキングには、雨具とか傘や
土産物を入れるリュックサックは必要であることを感じました。帰りの電車
の中ではすっかり体が冷えて、危うく風邪を引きそうになりました。
30分かけて石上神社に到着し、ここから山辺の道がスタートします。東海
自然歩道だけあって道は整備され高低差も余りない道で、初めての私でも十
分無理なく歩ける道でした。途中永久寺跡、夜都伎神社を過ぎる頃より道端
に無人販売所があり、大根、ごぼう、かぶら、ミカンやキンカン、ゆずがど
れも100円で販売していました。最初は安いと思いましたが、歩くにつれて

▲本日の収穫はこれ？それぞれ 100 円也

一袋に何個入っているのか？確認してから購入するようになり、ついつい買ってしまいました。しかし、買った
野菜とかミカンを入れるリュックがなく、先輩会計士のリュックに入れて運んで頂きました。なんと楽しい
ショッピングしながらのハイキング！思わず歩く疲れを忘れてショッピングに専念してしまいました。念仏寺を
越えたあたりから前方に大きな古墳が見えて来ました。これが「崇神天皇陵」で天理駅からちょうど8.1Km歩い
たことになります。時間も12時半でお腹も空いて来たころ。何処で食事するのか？でもさすがに世話人は下見し
たことだけあり、二上山を眺められる絶景の地点で休憩所があるところで昼食をとることができました。世話人
よりワンカップの日本酒を頂き、天理駅前のコンビニで買ったお弁当を食べました。日本酒の酔いの勢いもあり
晴天の下、最高に幸せな気分でした。1時間の休憩後、後半の8Kmの徒歩を再開し、ショッピングで使った100円
玉を補充すべく自販機で飲み物を購入しました。参加者も同じ状況で100円玉だけがなくなり、自販機にて飲み物
を購入して100円玉を作りました。
次回からは世話人に100円玉を用意するような要望の声もあったりして。景行天皇陵を過ぎる辺りから山道に入
り少し登りだけの道になり、皆さん自然と無口になってしまいましたが無事桧原神社に到着し、少し休憩後、一
路、大神神社（三輪明神）を目指しました。ここまでの距離は天理から13Km 地点で午後3時に到着しました。最
終目的地の桜井駅まであと3Kmで、最後の力を振り絞り歩きましたが、途中、山辺の道から外れてしまい優しい
郵便局の配達員に道を尋ねて教えて頂いた結果、平等寺まで戻ることができました。金屋の石仏を見て、あとは
ひたすら面白くもない一般道を歩いて4時過ぎには近鉄桜井駅までの16Km
のハイキングを完歩することができました。最後に世話人から各古墳の説明
があったのですが、ショッピングの方に心を奪われたことと完歩することし
か頭になかったので、ほとんど説明は聞いていなかったです。申し訳ござい
ません。次回は耳を傾け、目は野菜、果物に集中したいと思います。
（文責：初デビュー会員

ハイキング部報告
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公認会計士協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を好評発売中です。書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご 注文 ・お 問 合 わ せ 先 】 T E L

0 3 - 3 5 1 5 - 8960

FAX

清文社

URL

h t t p ://c p a c os .or.jp

法人税関係
措置法通達逐条解説（平成26年3月1日現在）版

新・学校法人会計基準ハンドブック
清稜監査法人

03-5226-3505

大澤幸宏

著

編著

財経詳報社

刊

刊

定価2,000円＋税

定価8,500円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15%引き（送料別）

定価より15%引き（送料別）

本書は、平成27年4月から施行される

措置法通達（法人税関係）では唯一の

改正後の「学校法人会計基準」につい

逐条解説書が、7年ぶりに改訂されまし

て、改正の詳細や計算書類の作成方法等

た。本書はみなさまに長年にわたりご利
用いただき、高い評価と信頼をいただい

を解説するとともに、改正後の会計基準

ている、実務における「大定番の一冊」です。

に基づく財務分析といった応用的な内容も掲載しています。

もう「知らない」ではすまされない
社会福祉法人の不正防止・内部統制・監査
全国社会福祉法人会計研究会
清文社

要点解説

編著

勘定科目別

税務の実務ポイント

新日本有限責任監査法人

刊

第一法規

定価3,000円＋税

定価3,000円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15%引き（送料別）

編著

刊
定価より15%引き（送料別）

本書は、社会福祉法人における過去10

本書は、企業の経理担当者や公認会計

年間の不正事例を年度別・施設種類別・

士向けに、最低知っておくべき税務の実

事象別に集計・分析し、その防止策とし

務ポイントを、財務諸表の勘定科目別に

ての内部統制制度について理論編と実践

解説しています。入門レベルから実務レ

編に分けて解説しています。公認会計士はもとより理事長、

ベルまで図表と設例を豊富に用いて解説し、平成26年度税制

理事、監事、事務長、会計担当者必読の書です。

改正の論点についても掲載しています。

《公認会計士パーソナルローン》のご案内
公認会計士協同組合では、三井住友海上火災保険㈱並びに㈱損害保険ジャパンと特別提携し、組合員を対象とした《公認会
計士パーソナルローン》を取り扱っております。
本年4月1日より本年9月中の実行分まで、金利１．８０％でご融資いたします。
【概要】
対

象

融
融

資
資

金
期

額
間

資

金

使

途

返
担
諸

済 方 法
保・保証人
費
用

必

要

書

類

以下のすべての条件を満たしている組合員
・融資実行時の年齢が満２０歳以上で完済時満７０歳以下の方
・前年度税込年収が200万円以上の方※勤続1年未満の方は推定年収
・保証会社（ＭＳ＆ＡＤローンサービス㈱、㈱損保ジャパンクレジット）の保証を受けられる方
30万円〜500万円（10万円単位）※但し、他の無担保ローンの借入金額残高と合算して前年の税込み年収の50％以内
6カ月〜84か月（6カ月単位）
教育、自宅のリフォーム、家族の有料老人ホーム・介護施設への入居金、結婚、旅行等の目的ローン
（住宅ローン、自動車ローン、投機性・事業性資金、他社のフリーローン、カードローンの借換え、税金の支払い、
生活費にはご利用いただけません。）
ローン契約者本人の口座から振替、元利均等返済（ボーナス併用返済可）
原則不要
事務取扱手数料5,400円と収入印紙代を融資金額から差し引きます。
①パーソナルローン申込書
②前年の所得を証明する書類（源泉徴収票(写)、確定申告書（写）等）
※勤続1年未満の方は、直近2カ月分の給与明細および賞与明細の写し
③本人確認書類（運転免許証（写）、健康保険証（両面の写）等）
④資金使途確認書類（見積書（写）、注文書（写）等）

※保証会社の審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。
申込書をご希望の方は、当組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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高濱滋会長活動報告

平成25年度

年初より協会本部執行部で推進している各種ＰＴの活動が活発化しており、私学助成法による幼稚園
監査への影響を検討している「子供・子育て支援法対策ＰＴ」においても、全国の各地方公共団体の情報を

今月のトピックス

︻ 会務報告 ︼

集約して、協会としての対応が検討されています。近畿会でも非営利委員会での情報集約、委員の輩出等
地域会の代表として積極的に対応しています。本部での政治家との意見交換、内閣府における協議会の情
報によると、現存の幼稚園監査は維持される方向での意見もあるようです。今後も引き続き状況を確認
し、会員の皆様にお伝えしていきたいと思います。
近畿会の活動では、京滋会・兵庫会との事業連携が活発化しつつあります。従来の研修や厚生行事にと
どまらず多くの委員会での連携が進んでおり、このたびＩＴ委員会も共同開催の方向で動いております。
また、大学との共同事業についても取り組んでおり、近畿会管轄府県以外にある大学とも関西三会という
立場で話を進めています。費用負担等検討すべき論点もありますが、会員の皆様にとって意義のある事業
ができるようにいい連携を積極的に推進していきたいと考えます。

日

付

2月24日

2月25日

2月28日

3月 4日

曜日

月

火

金

火

3月 5日

水

3月 6日

木

時

間

会務の内容

場

所

12：00〜14：00

近畿財務局幹部との意見交換会

ＫＫＲホテル大阪

14：00〜15：30

大阪商工会議所

大阪商工会議所

13：00〜14：00

監査法人訪問

有限責任監査法人トーマツ

14：00〜15：00

監査法人訪問

新日本有限責任監査法人

16：00〜18：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18：00〜20：00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

18：00〜20：00

関西監査法人協議会例会

日本公認会計士協会近畿会

20：00〜21：30

理事（近畿会選出）
意見交換会

日本公認会計士協会近畿会

13：00〜15：00

協会組織・ガバナンス検討ＰＴ

日本公認会計士協会

13：30〜16：30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

10：00〜13：00

正副会長会議

日本公認会計士協会

11：00〜12：00

証券取引等監視委員会との意見交換会

日本公認会計士協会近畿会

16：00〜18：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

中堅・中小企業委員会

3月 7日

金

15：00〜18：00

公認会計士あるべき姿提言ＰＴ

日本公認会計士協会

3月11日

火

11：00〜12：00

京都大学

日本公認会計士協会近畿会

3月13日

木

10：00〜13：00

協会組織・ガバナンス検討ＰＴ

日本公認会計士協会

3月18日

火

10：00〜13：00

正副会長会議

日本公認会計士協会
日本公認会計士協会

水

10：00〜16：00

常務理事会

3月19日

16：00〜18：30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10：00〜15：00

理事会

日本公認会計士協会

3月20日

木

徳賀教授との打合せ

(作成月日：平成26年3月24日)

高濱滋会長活動報告
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近畿会開催CPE研修会平成26年3月実績及び4月予定
単位

実施月日

時 間

3 月 5 日

13:30〜15:30

3 月 6 日

14:00〜16:30

3月10日

13:30〜16:30

10:00〜11:40
3月19日
13:00〜14:40

3月24日

13:30〜16:30

18:30〜20:30
3月26日
18:30〜21:30

10:00〜11:40
3月27日
13:00〜14:40

分野

研修会テーマ

職業 監査の
その他
倫理 品質

関西地区三会共催研修会（経営委員会・CSR小委
員会）
テ ィン グ
「加速する非財務報告の制度化と統合報告の役割」
東京証券取引所・大阪弁護士会共催インサイダー取
引規制セミナー
（研究・CPE研修部）
（1）インサイダー取引制度概要と最近の事例紹介ほ
か
倫 理 （2）改正金商法における情報伝達・取引推奨規制と
実務対応
（3）適時開示セミナー 〜不適正開示事例を中心に
解説〜
（会場：大阪弁護士会館 2階201〜204号室）
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー第5回」
前半：各国の中小企業におけるIFRS対応の現状
会 計
〜中小企業会計の最新動向を踏まえて〜
後半：監査人の観点からのIFRS導入における実
例と留意点
関西地区三会共催DVD研修会
倫 理
「日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理」
関西地区三会共催DVD研修会
監 査 「品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明につ
いて」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会・公
益法人小委員会）
会 計
「定期提出資料・立入検査時の必須注意事項」
「法人移行後（公益・一般）法人の監督」等
関西地区三会共催研修会（IT委員会）
スキル 「米国電子情報開示手続
（ｅディスカバリ）
とその対応
について」
大阪市南地区会研修会
倫 理
「あるべき公認会計士試験制度について考える」
関西地区三会共催DVD研修会
監 査 「公認会計士・監査審査会と最近の検査結果事例に
ついて」
関西地区三会共催DVD研修会
倫 理 「公認会計士の職業倫理（その30）-不正リスク対応
基準の下で監査人に求められるもの」
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
税 務
「平成26年税制改正」
大阪弁護士会共同主催・関西地区三会共催研修会
（国際委員会）
コンサル 「海外子会社の内部統制」
ティング 〜中国における内部統制構築のポイント、事例
紹介〜
〜会社法・金商法双方の観点からの事例分析〜
コン サ ル

2

3

前半：河﨑照行氏（甲南大学大学院教授）
後半：沢木ニコラ氏（新日本有限責任監査法人）
徳野大二氏（新日本有限責任監査法人）

3

中里吉孝氏（内閣府公益認定等委員会事務局審
査監督官（企画官））、齋藤健氏（内閣府公益認定
等委員会事務局課長補佐（参事官補佐）
）

2

守本正宏氏（NPOデシタル・フォレンジック研究会
理事、㈱UBIC代表取締役社長）

2

谷口誓一氏（公認会計士）

3

2

2

3月29日

13:00〜16:00

4 月 3 日

13:00〜17:00

監 査

4 月 7 日

13:30〜16:30

監 査

3

4 月 9 日

13:30〜16:30

監

3

4月11日

13:00〜17:30

会

4月15日

18:00〜21:00

監

4月24日

13:00〜16:00

会

15595

3

2

14:00〜17:00

3

小畑良睛氏（一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部 主幹）

3

加納尚氏（公認会計士、
レイズビジネスコンサルティ
ング（上海）有限公司 代表）、
生沼寿彦氏（弁護士、
北浜法律事務所・外国法共同事業）

小粥純子氏（本部自主規制・業務本部 調査・相談
グループ グループ長）、大山晶子氏（本部自主規
制・業務本部 調査・相談グループ 主査）

4

関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」
ほか
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」
ほか
大阪府社会福祉協議会・近畿会共催研修会（非営
利会計委員会･社会福祉法人小委員会）
計
「社会福祉法人の内部統制と新会計基準移行対応」
（会場：大阪社会福祉指導センター 5階ホール）
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」
ほか
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
計 「平成26年3月期の会計・監査上の主な改正点と有
価証券報告書作成上の留意点」

27

上妻義直氏（上智大学 経済学部 教授）

（1）東京証券取引所自主規制法人
東証COMLEC担当者
（2）三木亨氏（弁護士、前東京証券取引所自主規
制法人 売買審査部調査役、
同上場管理部調
査役）
（3）東京証券取引所自主規制法人 上場管理部
担当者

3月28日

監査事例研修会（監査会計委員会）
「最近の照会事項」
ほか

講 師

4

(近畿会社会福祉法人小委員会の委員2〜3名を予
定）

3

山添清昭氏（公認会計士、近畿会監査会計委員会
委員長）、新保秀一氏（公認会計士、総合ディスク
ロージャー研究所主任研究員）

3
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会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,208

32

3,240

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
9

50

813

計
872

合計

谷渕 大吉 （四号準会員）

牧野 和子 （四号準会員）

谷村 幸則 （四号準会員）

松井 淳二 （四号準会員）

田村 太一 （四号準会員）

松井 望

4,112

（平成26年2月28日現在）

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計
士となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

松尾 圭祐 （四号準会員）

千葉 郁太郎（四号準会員）

松木 一也 （四号準会員）

坪田 亮介 （四号準会員）

松原 匠作 （四号準会員）

鶴野 衣里 （四号準会員）

松本 美咲 （四号準会員）

寺前 いずみ（四号準会員）

三木 千裕 （四号準会員）

（四号準会員）

三谷 昌史 （四号準会員）

長井 一真 （四号準会員）

宮崎 聖浩 （四号準会員）

中川 智子 （四号準会員）

宮下 知大 （四号準会員）

中島 主税 （四号準会員）

三好 祐輔 （四号準会員）

中野 貴大 （四号準会員）

村井 七織 （四号準会員）

西川 加奈子（四号準会員）

村上 由幸 （四号準会員）

（四号準会員）

村田 明浩 （四号準会員）

登川 航

資格変更（準会員から会員へ）
2月20日付

（四号準会員）

汰駆也（四号準会員）

段

西下 藍

岡部 広大

中田 雅之

溝川 裕也

西田 浩紀 （四号準会員）

村田 良平 （四号準会員）

吉良 麻里子

藤原 桃子

滿田 彩友美

二宮 幸平 （四号準会員）

森山 翔太 （四号準会員）

清水 昭博

藤原 佑大

山手 啓史

信岡 俊也 （四号準会員）

安定 晃佑 （四号準会員）

入会者

橋本 古都 （四号準会員）

安田 千秋 （四号準会員）

長谷川 真哉（四号準会員）

彌武 洋志 （四号準会員）

2月20日付

檜垣 秀治 （四号準会員）

矢野 有里衣（四号準会員）

（四号準会員）

羽野 光浩 （一号準会員）

川島 桂

東丸 恵理 （四号準会員）

山崎 貴弘 （四号準会員）

（四号準会員）

川端

晶子 （四号準会員）

福本 泰宏 （四号準会員）

山崎 裕之 （四号準会員）

浅川 博司 （四号準会員）

木内

章紀 （四号準会員）

藤井 翔太郎（四号準会員）

山下 尊信 （四号準会員）

阿部 紘也 （四号準会員）

菊池 太志 （四号準会員）

藤原 剛志 （四号準会員）

山下 大貴 （四号準会員）

（四号準会員）

木村 倫子 （四号準会員）

貴行 （四号準会員）

山田 隆一 （四号準会員）

本間 有紀哉（四号準会員）

吉田 祐太 （四号準会員）

青沼 秀

石竹 恵

堀

石塚 勝也 （四号準会員）

楠

糸川 昌佑 （四号準会員）

久保 拓也 （四号準会員）

井上 雄太 （四号準会員）

小泉 直之 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

岩井 玄太郎（四号準会員）

高乗 大貴 （四号準会員）

2月4日〜25日

植田 將弘 （四号準会員）

國米 康平 （四号準会員）

植村 拓真 （四号準会員）

小代

有美香（四号準会員）

【事務所】
橘髙 英治 （会

員）

河村 麻苗 （四号準会員）

後岡 大嗣 （四号準会員）

小玉 智宏 （四号準会員）

清水 恒宏 （会

員）

角谷 龍史 （四号準会員）

江木 洋介 （四号準会員）

小西

朝歌 （四号準会員）

塚本 純久 （会

員）

坂巻 彰悟 （四号準会員）

榎本 翔太 （四号準会員）

小西

智香子（四号準会員）

西川 哲也 （会

員）

髙田 航希 （四号準会員）

大上 哲史 （四号準会員）

小林 恵太 （四号準会員）

西田 俊幸 （会

員）

成田 憲則 （四号準会員）

大川 英俊 （四号準会員）

齊藤 啓太 （四号準会員）

涌井 正晴 （会

員）

西岡 宏樹 （四号準会員）

大倉 有加里（四号準会員）

佐藤

亜伊子（四号準会員）

青戸 祥倫 （会

員）

藤木 康司 （四号準会員）

大中 真依子（四号準会員）

佐野 伸輔 （四号準会員）

内田 吉穗 （会

員）

本田 豊昇 （四号準会員）

岡﨑 由樹 （四号準会員）

澤

（会

員）

村尾 伸之 （四号準会員）

岡田 龍樹 （四号準会員）

島田 真一 （四号準会員）

間宮 英明 （会

員）

北

岡本 真哉 （四号準会員）

杉山

（四号準会員）

森下 直樹 （会

員）

小倉 直樹 （四号準会員）

小川 貴裕 （四号準会員）

瀨藤 大一郎（四号準会員）

山本 和弘 （会

晃一 （四号準会員）

成剛 （四号準会員）
葵

大好 慧

智英江（四号準会員）

員）

小林 靖央 （四号準会員）

忠徳 （四号準会員）

髙木 彩

（四号準会員）

石橋 健

（四号準会員）

酒向 順一 （四号準会員）

奥野 揚行 （四号準会員）

高田 峻

（四号準会員）

皿池 力

（四号準会員）

鈴木 智子 （四号準会員）

長田 純一 （四号準会員）

高橋

（四号準会員）

鈴木 沙季 （四号準会員）

中野 瑛文 （四号準会員）

尾上 和也 （四号準会員）

髙原 裕樹 （四号準会員）

名嘉 友哉 （四号準会員）

服部 雅文 （四号準会員）

上野 峻

（四号準会員）

田口 和宏 （四号準会員）

山手 啓史 （四号準会員）

渡邉 理恵子（四号準会員）

河井 航

（四号準会員）

竹内 亮

（四号準会員）

江﨑 祐太 （四号準会員）

奥

徹

河合 玲奈 （四号準会員）

巽

英昭 （四号準会員）

河上 洋平 （四号準会員）

谷口

雅宣 （四号準会員）

【自宅】
一ノ瀨 聡 （会

28

員）

駒田 亮

（会

員）
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坂巻

雅文 （会

員）

築田

佐藤

和希 （会

員）

福智

瀧上

直人 （会

員）

森島

田中

謙吾 （会

員）

森本

谷口

陽子 （会

員）

吉田

玉置

康仁 （会

員）

仲村

健作 （会

本庄
近藤

平成26年4月10日 第658号（4月号）

転出者

武尋 （会
（会
岳

員）
員）

2月4日〜25日

忠也 （会
隼一 （会

員）

安藤

千秋 （会

員） 東

海

会

へ

員）

小林

祐介 （会

員） 兵

庫

会

へ

髙島

康徳 （会

員） 兵

庫

会

へ

森本

壮志 （四号準会員）
（四号準会員）
諒

垂水

淳

（会

員） 京

滋

会

へ

員）

金橋

祥

（四号準会員）

中村

武浩 （会

員） 東

京

会

へ

清春 （会

員）

木村

梢

（四号準会員）

佐々木

泰裕（会

員） 東

京

会

へ

雄介 （会

員）

長尾

知里 （会

員） 東

海

会

へ

畑山

直久 （会

員） 兵

庫

会

へ

【事務所・自宅】
髙橋 義亮 （会

員）

中尾

侑子 （四号準会員）

近江

卓

（四号準会員） 東

京

会

へ

廣瀬

友治 （会

員）

上田

哲平 （四号準会員）

岡﨑

光美 （四号準会員） 東

京

会

へ

種清

真由 （四号準会員）

武田

修一 （四号準会員） 東

京

会

へ

中村

壮佑 （四号準会員） 東

京

会

へ

生田

真理 （四号準会員） 東

京

会

へ

入江

雄貴 （四号準会員） 東

京

会

へ

転入者
2月4日〜25日
丸木

啓義 （会

員） 東 京 会 よ り

尾形

明宣 （四号準会員） 京

滋

会

へ

森島

忠也 （会

員） 東 京 会 よ り

平谷

嘉也 （四号準会員） 京

滋

会

へ

小川

一路 （会

員） 京 滋 会 よ り

小林

信哉 （四号準会員） 東

京

会

へ

田邊

大次郎（会

員） 東 京 会 よ り

清水

勇太 （四号準会員） 東

京

会

へ

橋本

美香 （二号準会員） 京 滋 会 よ り

千代

智久 （四号準会員） 東

京

会

へ

竹島

之喬 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

半田

圭吾 （四号準会員） 東

京

会

へ

山口

孝一 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

井関

理恵 （四号準会員） 京

滋

会

へ

山本

和哉 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

左海

達也 （四号準会員） 北

陸

会

へ

林

照真 （四号準会員） 東 京 会 よ り

廣内

拓哉 （四号準会員） 京

滋

会

へ

赤宗

謙太 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

石畑

裕太 （四号準会員） 北 陸 会 よ り

退会者

永野

章太 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

増田

正男 （会

員） 11月25日付 死

服部

祐治 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

新井

一雄 （会

員） 2 月 2 0 日 付 業

務

廃

止

速水

福子 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

金

明子 （会

員） 2 月 2 0 日 付 業

務

廃

止

水野

伸也 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

(小谷

元橋

翔

（四号準会員） 北 陸 会 よ り

洪

勝吉 （会

員） 2 月 2 0 日 付 業

務

廃

止

小栗

航

（四号準会員） 兵 庫 会 よ り

藤本

祐子 （会

員） 2 月 2 0 日 付 業

務

廃

止

伊藤

央真 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

大植

彰人 （四号準会員） 東 京 会 よ り

会員消息の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対し

小林

由真 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

て電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より

島田

知典 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

可能です

玉置

絢子 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

戸根

大輔 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

中谷

香央里（四号準会員） 中 国 会 よ り

中森

有香 （四号準会員） 東 海 会 よ り

四辻

千尋 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

亡

明子)

近畿会および各部各委員会行事予定（平成26年4月15日〜平成26年5月8日）
※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
4.15.（火）
監査事例ＤＶＤ研修会

5.7.（水）
研修室18：00〜21：00

本部会計監査人監査

4.23.（水）
正副会長会

会長室16：00〜18：00

定例役員会

会議室18：00〜20：00

近畿会監事監査

4.24.（木）
監査会計委員会研修会
非営利会計委員会 公益法人小委員会

15597

会長室･会議室9：00〜17：00

5.8.（木）

研修室13：00〜16：00
会議室18：30〜20：30
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近畿会
事務局
近畿会事務局事務分担一覧
平成26年4月1日現在

近
職

氏

位

【事務局長】

畿

畑 江 敏 之

【部門総括】
（兼任）
【部門総括補佐】

畑 江 敏 之
古 岡 典 子

【主 任】

井 上 美 雨

近 畿
会
主 担

和 田 尚 美

当
中 辻 宏 規

浜 屋 あか ね
（契約職員）

岩 見 朝 美
事務補習所主担当

（契約職員）

【部門総括】

会

事

名

山 部

賢

安藤 利枝子

務

局
担

当

事

務

事務局事務の総括
役員の選挙及び選任に関する事項
関係諸官庁及び関係諸団体との連絡、調整に関する事項
政治連盟に関する事項
近畿会事務に関する事項
規約その他各種規則等の制定・改廃に関する事項
総会、
賀詞交歓会、
正副会長会に関する事項
担当部・委員会 広報部
予算、
決算に関する事項
経理事務に関する事項
会費請求・管理に関する事項
継続的専門研修制度の運営に関する事項
担当部・委員会 国際委員会
部・委員会主催研修会の調整、
運営に関する事項
関係諸団体との連絡、調整に関する事項
年次研究報告書作成に関する事務
担当部・委員会 厚生部、他の職員担当分を除く委員会
情報システムの整備及び管理に関する事項
役員会に関する事項
担当部・委員会 会員業務部、地区会部、
ＩＴ委員会
継続的専門研修の実施に関する事項
文書の接受、
発信、
保管に関する事項
その他事務局長が指示する事項
実務補習所の運営に関する事項
公認会計士等無料職業紹介所に関する事項
担当部・委員会 近畿実務補習所運営委員会、組織内会計士委員会
実務補習所の運営に関する事項
中日本五会研究大会に関する事務
担当部・委員会 近畿実務補習所運営委員会、会報部、
準会員会

【慶事】
・会 員 白沢 裕希

・準会員 恒光 優輔

【弔事】
・会 員 中道 信廣氏
平成26年3月4日ご逝去

満87歳

・会 員 佐藤 日出雄氏のご令室 郁子様
平成26年3月12日ご逝去 満85歳
・会 員 増田 明彦氏のご母堂 千代子様
平成26年3月13日ご逝去 満92歳
・会 員 梶川 強士氏のご令室 貴志子様
平成26年3月17日ご逝去 満54歳

・会 員 金子 薫氏のご尊父 義髙様
平成26年3月22日ご逝去 満92歳
・会 員 金子 雅彦氏のご尊父 義髙様
平成26年3月22日ご逝去 満92歳
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【寄贈図書】
■続々・提言 倒産法改正

■会計監査六法 平成26年版
金融会計監査六法 平成26年版

寄贈者：野村剛司

寄贈者：日本公認会計士協会

編

者：倒産法改正研究会

共

発

行：一般社団法人金融財政事情研究会

編：日本公認会計士協会
企業会計基準委員会

発

■季刊会計基準 第44号

行：日本公認会計士協会出版局

寄贈者：公益財団法人財務会計基準機構
■非営利法人会計監査六法 平成26年版

編

集：公益財団法人財務会計基準機構

学校法人会計監査六法 平成26年版

発

行：第一法規株式会社

寄贈者：日本公認会計士協会
編

集：日本公認会計士協会

発

行：日本公認会計士協会出版局

■現代社会と会計 第８号
寄贈者：関西大学大学院会計研究科
編集・発行：関西大学大学院会計研究科

■経理研究５７
■甲南会計研究 No．
８

寄贈者：中央大学経理研究所

寄贈者：甲南大学大学院社会科学研究科

編集・発行：中央大学経理研究所

会計専門職専攻
発

■会計プロフェッション 第９号

行：甲南大学大学院社会科学研究科
会計専門職専攻

寄贈者：青山学院大学大学院
会計プロフェッション研究学会
編集・発行：青山学院大学大学院
会計プロフェッション研究学会
寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書
は、近畿会のホームページ（会員専用ページ）の
「図書検索」にて検索することができます。

編集後記
その他、監査会計委員会の活動で、近畿財務局や日本

今月号の会報の中に、中日本五会の研究大会の報告記
事がありますので是非ご覧ください。

監査役協会との共同研究会などに参加する機会も得ていま

私は、監査会計委員会の副委員長として中日本五会の研

す。

究大会の発表に参加しました。発表に向けて委員会で議

協会の活動には他にも様々な活動がありますが、今後、委

論したり、休日返上して最終のリハーサルをしたりしました。
ま

員会活動に興味を持たれる方は、積極的に委員として参加

た、その後、東海会会員に向けて、監査会計委員会のメン

してみてはいかがでしょうか。
（会報部：矢本浩教）

バーと共に研修会をしました。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

高濱

滋

熊木

実

kinki@jicpa.or.jp
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