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　中日本五会研究大会の午後の自由論題の部におい

て、近畿会の監査会計委員会のメンバー5名で、「（G）

会計上の見積りの監査－税効果会計」をテーマに報

告を行いました。当日は、51名の方に参加いただきま

した。

　近畿会の監査会計委員会では、監査実務で昨今話
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会計上の見積りの監査
―税効果会計―

自由論題　午後の部



題になる「会計上の見積りの監査」を本年度の研究

テーマに取り上げました。この「会計上の見積りの監

査」のテーマとして、「固定資産の減損会計チーム」と

「税効果会計チーム」の2チームを立ち上げ、中日本五

会研究大会に向けて、研究を進めました。今回の報告

は、「税効果会計チーム」の報告です。

　報告したテーマと報告を行った担当者5名を、以下

に記載していますので、ご確認ください。

　本報告の「（G）会計上の見積りの監査－税効果会

計」では、まず、「報告テーマ1」で、税効果会計の会計

基準や実務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、税効果会計チー

ムで、税効果会計の実務で悩むと考えられる論点「報

告テーマ2～5」について、税効果会計についての時系

列での事例分析を行い、研究大会では、実際に各テー

マを担当した担当者より各自報告を行いました。税

効果会計の繰延税金資産・負債を監査する際に実務

で留意が必要なところや今後に向けた提言につい

て、報告が出来たと考えています。

　報告の詳細は、インデペンデンスに、当日報告した

際のまとめと調査対象会社の分析結果のシートの両

方の掲載を予定しています。それぞれの報告につい

て、まとめ資料として記載していますので、税効果会

計を実務で検討される際に参考にしていただければ

と考えています。

　はじめに

　2014年1月25日に行われた中日本五会研究大会に

て、近畿会ＩＴ委員会で行った自由研究の発表を行い

ました。発表の場にご参加頂いた会員の方々と活発

な意見交換を行い、大変有意義な研究発表となりま

した。この度はＣ.Ｐ.Ａ.ニュースの場を借り、さらに

広く会員の皆様と研究成果に共有できることを光栄

に思います。

　1．ベンフォード分析とは

　ベンフォード分析とはベンフォードの法則を用い

て、母集団を分析する手法です。現在、監査実務の

中ではCAATツールを用いた仕訳テストの際に利用

されていることがあります。そもそもベンフォード

の法則の起源は1880年代に遡ります。当時、数理計

算には対数表が用いられていましたが、“1”で始ま

る数値を記載した対数表のページが他のページに比

べてずっと擦り切れていることにニューカムという

学者が気づいたことがきっかけとなっています。

近畿会　IT委員会　卜部　陽士、北川　廣基

CAATによる不正対応
～ベンフォード分析による仕訳テスト～

税効果会計の枠組みと主要論点

監査委員会報告第66号における「重要な税務上の欠損金」の重要性の判断基準と考え方

監査委員会報告第66号におけるタイプ4ただし書きにおける「非経常的な特別の原因」について

業績急変時の繰延税金資産の再計上または取崩しのタイミングについて

業績急変時の四半期での取り扱いについて
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　ニューカムによる研究では、最初の1桁目の数字をN

とすると、その出現確率は

　　log(N+1)-log(N) （N=1,2,3,・・・)

　　※本法則の詳細は下記のようになります。 

となることを提

唱し、後にベン

フォードが当該

法則を検証した

ことで、ベン

フォードの法則と呼ばれるようになったものです。

上記の式によると対数グラフにおける目盛幅が数字

の発生確率と対応することとなり、対数表から着想

を得た本法則が対数グラフで表現されるという自然

法則の妙を感じることができます。

　ベンフォードの法則は無作為に発生する数字に対

してベンフォードの法則が成立します。逆に言え

ば、ベンフォードの法則から逸脱する場合には、数

値が人為的に作成（あるいは改ざん）された可能性

があると言えます。そのため、ベンフォード分析で

は、ベンフォードの法則に基づく数字の出現確率と

実際の数字の出現確率を比較し、逸脱のあった数字

（スパイク値）をもつデータに着目し、追加の検証

を行います。

　下図はベンフォード分析の簡単な事例です。下図

のようにベンフォード分析で想定される出現確率

（青いバーで表現）と実際の出現確率（赤いバーで表

現）を比較し、ス

パイク値である

“4”に着目し、さ

らに検証を行うこ

ととなります。

　2．ベンフォード分析の適用範囲

　ベンフォードの分析が有効とされる母集団は多岐

にわたります。下記はその一例です。

　◇　全件調査の正確性の検証
　◇　フィボナッチ数列との関連性
　◇　上場会社の株価（例を次項に記載）
　◇　税率表を利用した租税回避
　◇　元帳残高の信ぴょう性
　◇　都道府県別企業数
　◇　倒産情報の正確性
　◇　ねずみ講の発見

　◇　慈善のための寄付金の不正
　◇　電気料金の請求金額
　◇　乱数の掛算
　一方で下記のような母集団にはベンフォード分析

が適用できないといわれており、数字の発生に制限

ないし、規則性があるという特徴をもつ母集団とな

ります。

　◇　電話番号、社員番号のようにある種の規則性

　　　をもつもの

　◇　ペーパテストなど正規分布にのっとって数字

　　　が発生するような場合である

　◇　数値の幅が限定されているようなもの

　◇　サービス業における小規模企業者の従業員　

　　（無作為な数字が発生しそうですが、“小規模

　　　企業者”という定義はサービス業における従

　　　業員5名以下の会社を指します。）

　3．すぐにできるベンフォード分析による仕訳テスト

　近年監査現場で使用されているCAATツールであ

るACLやIDEAなどはベンフォード分析がメニュー

化されています。そのため、皆さんがお使いのPCに

ACLやIDEAがインストールされているのであれ

ば、あとはデータを準備するだけで、すぐにベン

フォード分析による仕訳テストを行うことが可能です。

　また、CAATツールを使わなくてもExcelのような

汎用表計算ソフトをお持ちであれば、下記の5つの

ステップでベンフォード分析による仕訳テストを行

うことができます。（以下Excelの関数を記載しま

すが、open office等ソフトウェアが異なれば関数は

異なりますので、お使いのソフトウェアにあわせて

関数は変更下さい。）

ステップ１．仕訳金額の絶対値化

ベンフォード分析において正負の符合

（＋、－）は考慮しませんので、ABS関数

を用いて母集団の全ての数値を絶対

値化することで符号を取り除きま

す。
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ステップ２．先頭二桁の抽出

一般的にベンフォード分析では先頭二

桁をもとに分析します。そのため、

LEFT関数を用いて、数字の先頭二桁

だけを抽出します。

ステップ３．先頭二桁の数字の個数のカウント

ステップ２.で抽出した先頭二桁のパ

ターンごと（例、10,11,12,…,99）の個数を

数えます。この場合、COUNTIFを用いる

と比較的簡単にカウントすることがで

きます。

ステップ４．割合の計算

ステップ３により、先頭二桁のパター

ンごとに個数が分かりますので、本ス

テップでは、全体に対する各パターン

の割合を計算します。四則演算を用い

て、個別のパターンの個数÷母集団全

体の個数を計算することで計算するこ

とができます。

ステップ５．推定値との比較

個別のパターンの推定値は、前述のベ

ンフォードの法則の式と常用対数の関

数であるＬＯＧ１０を用いて算定します。

パターンNの出現確率 = LOG10(N+1) ‒ 

LOG10(N)  =  LOG10(1+1/N)

(ここでNは、10,11,12,…,99) 

全てのパターンについて推定値算定が

終われば、後はグラフ化することで完

了です。下図のようなベンフォード分

析の結果を得ることができます。

ベンフォード分析の結果、スパイク値

（推定値と実際の割合に差があるも

の）が検出された場合には、ヒアリン

グ等の追加の手続を実施します。

　4．さいごに

　今回駆け足でベンフォード分析についてご紹介い

たしました。ベンフォード分析は研究の余地が、ま

だまだ有ります。これからも研究を進め、機会があ

れば皆様に成果をご報告したいと考えております。

その際には、会員の皆様からのご意見賜れれば幸い

です。今後も皆様からのご協力よろしくお願い致し

ます。

　１．はじめに

　地方自治体における監査制度と監査フィールドと

しての公会計に問題点や課題がある。地方自治体の

任期付職員（公認会計士）の勤務経験を踏まえて、

この問題点等とその改善について考えてみたい。

　２．地方自治体の会計制度の問題点

　まず、現在の地方自治体の会計制度は、①現金主

近畿会　道幸　尚志

地方自治体における
監査の現状と課題

義会計であるため、ストック情報がない、②もらっ

たお金と借りたお金の区別を意識していない、③公

会計基準が不完全等の問題点がある。

　上記の地方自治体における会計制度の問題点は、

「財務４表」の導入により解決すると地方自治体に

かかわる公認会計士方々が考えているように思え

る。しかし、本当に財務４表の作成でこれらの問題

は解決するのであろうか。
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　財務４表について筆者は以下のような問題意識を

持っている。

①財務４表は法的位置づけがあいまいであり、

　法定決算書とは別に作成するため負担が大き

　い。

②作成コストの割には有用性がはっきりしない。

③複数モデルが存在しており、他の自治体との

　単純比較ができない。

④内訳表が存在せず、管理会計としての有用性

　に疑問がある総務省改定モデルの決算書が一

　番多く作成されている。

⑤詳細な分析をしようと思うと継続記録法が必

　要であるが、決算統計を元に作成される総務

　省改定方式は詳細な分析が困難である。

　以上のように、現状の財務４表では地方自治体の

抱える会計制度の問題点をすべて解決できるわけで

はないと考える

　３．地方自治体の監査の課題と見直しの方向性

　総務省の地方行財政検討会議・第二分科会の資料

によれば、現行の地方自治体の監査制度は、監査委

員及び同事務局の独立性の確保が不十分、監査の品

質管理が不十分、公会計監査基準が設定されていな

い、公監査の目的が明確でない等の問題点があると

している。

　総務省は上記の議論を踏まえ、「監査制度の見直

しの方向性について（たたき台）」（平成22年7

月）において①長の責任の明確化及び監査機能の外

部化、②内部と外部の監査機能の明確化、③監査機

能の共同化という3つの見直し案を提示している。

　４．現状における公認会計士と地方自治体監査

　　(1)地方自治体の監査事務局職員の限界

　地方自治体の監査の主役である監査委員及び

同事務局職員には監査人としての独立性や専門

能力が求められる。

　しかしながら、事務局職員は3年程度のサイ

クルで人事異動により、専門能力がたかまった

頃、監査事務局職員が入れ替わることになり、

専門性が監査事務局という組織に蓄積されな

い。また、3年程度で元の首長部局に戻るた

め、監査対象部局に対する遠慮が生じることも

十分ありえると考えられる。つまり、現状にお

いて同事務局職員の監査人としての独立性と専

門性に問題を抱えているといえる。

　これらの問題を解決しようとする試みが大阪

を中心に行われている。それは、監査委員監査

業務の外部委託化であり、任期付職員（公認会

計士）の採用である。

　公認会計士及び監査法人は独立性と専門性を

持ち、具体的には、①地方公営企業会計決算審

査、地方財政健全化法審査、出資団体監査等の

監査において強みを発揮できる。

　(2)監査業務の外部委託及び任期付職員の採用の

　実績及び成果

　大阪府の監査委員監査の外部委託は平成22年

度に始まり、監査法人の担当は定期監査（会計

分野の業務監査）では15部局中7部局にとどま

るが、決算審査、出資団体等はすべて外部委託

されている。大阪府は外部委託導入の成果につ

いて組織の監査能力の向上を図れた等の評価を

公表している。また、外部委託前と委託後の指

摘事項等は、導入前と導入後では件数（平成21

年度86件、平成22年度222件）が著しく増加し

ている。

　大阪市の任期付職員（公認会計士）の業務

は、監査ノウハウをOJT的に一般職員に引き継

ぐとともに、職員のスキル向上のための研修の

実施等である。同市の任期付職員の在籍数は、

導入当初（平成17年度）の2名から、現在は6名

（1名欠員）に増員されており、導入の評価を

あらわしていると考えられる。

　(3)その他の活躍事例

　日本公認会計士協会関西三会が共催で監査事

務局職員向け実務者無料研修会を過去2回開催

しているが、その研修の無記名アンケート結果

は、5段階評価において平均で2回とも4を超え

る高い評価を得ており、公認会計士が地方自治

体の監査について高いレベルの知見を有する証

であると考えられる。

　５．公認会計士が地方自治体監査で活躍するために

　今後、我々公認会計士が地方自治体の監査におい

て貢献していくためには、公認会計士の地方自治体

業務の知識不足をカバーし、公認会計士の長所を生

かす監査方法の確立が不可欠であるが、これは日本
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公認会計士協会が中心となって地方自治体における

監査手法の研究を実施し、地方自治体の制度等を体

　1.はじめに

　制度業務等中堅・若手会計士委員会は、中堅・若

手会計士（主に４０歳、かつ、公認会計士登録後１５年

目までの会員・準会員）が集まり、公認会計士業界

の将来について議論する委員会であり、平成２５年９

月より柴原啓司委員長のもと、公認会計士の業務拡

大について議論を深めてきました。委員会での検討

内容を第４５回中日本五会研究大会において発表しま

したので、その内容をご報告します。

　2.発表内容

（1）問題意識の共有（柴原委員長）

　近年、近視眼的な顧客獲得競争によって監査報

酬が低下し、監査法人は採用を減らしました。そ

の結果、合格者の未就職問題が発生し、公認会計

士受験者数が減少したと考えられます。公認会計

士が社会に貢献し、かつ、公認会計士業界が発展

するためには優秀な人材の確保が重要であり、そ

のためには業務の拡大によって貢献、活躍の場を

広げることが必要です。そこで、公認会計士の業

務をどのように拡大していくか、について検討し

ました。

（2）先行研究のリサーチ（冨田副委員長）

　「『公認会計士業務の専門業務に関する社会の認

識の調査』の結果について」（青山学院大学大学

院町田祥弘教授他）は、企業が公認会計士に期待

する業務は何か、という観点から調査した研究で

す。当委員会では先行研究をふまえて考察を行っ

た結果、ＣＦＯや経営者に認識されている公認会計

士の批判機能は法定監査に偏っていることが分か

りました。しかし、その一方で非上場企業には指

導機能に対するニーズが高いことも判明したた

め、公認会計士が指導機能を発揮して経営者の良

きパートナーとなることができれば、結果として

業務拡大につながると考えました。

（3）公認会計士の推薦依頼の分析（川喜多副委員長）

　当委員会では、公認会計士協会の各地域会に寄

せられた公認会計士への依頼内容から、社会が公

認会計士に期待する業務を読みとることができる

と考え、各地域会のご協力のもと、過去５年間の

データ分析を行いました。

　その結果、いずれの地域会においても依頼者は

地方公共団体が多く、また、依頼内容は委員への

就任依頼が多いことが分かりました。そこで、近

畿会の過去２０年間のデータでより詳細な分析を

行ったところ、近年、指定管理者選定委員会の委

員等の「選定」を行う委員に関する推薦依頼が増

加していました。これは、パブリックセクターに

公正性・透明性を求める社会のニーズが高まった

結果、パブリックセクターが公認会計士に公正性・

近畿会　制度業務等中堅・若手会計士委員会　委員　古川　千佳

J「公認会計士の業務拡大について」
～過去の分析から将来への展望～

系的に公認会計士が学べる仕組みにつくるが不可欠

である。
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透明性の担保に寄与する専門家としての業務を期

待していることによると考えられます。

　なお、今後は、近畿会以外の地域会のデータの

詳細分析を実施する予定です。

（4）大学教授からのメッセージ（奥澤副委員長）

　近畿Ｃ.Ｐ.Ａ. ニュースでは平成２５年２月号から

  「大学教授に聞く」というインタビュー記事が掲

載されています。そこで、当委員会はインタビュー

の回答から学識経験者が公認会計士に期待する業

務を分析しました。

　その結果、公認会計士の業務拡大のためには、

保証という業務に対する社会の認知度を高め、理

解を求めていくアプローチと、社会のニーズに応

えて保証業務を柔軟にカスタマイズするアプロー

チの両方が必要である、という示唆をいただきま

した。

（5）保証概念の多様化（川喜多副委員長）

　当委員会は多様化する保証業務を担保する基準

である「監査基準の改訂について（公開草案）」（平

成２５年１１月１９日）、監査基準委員会報告書８００「特

別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された

財務諸表の監査（公開草案）」、及び、監査基準委

員会報告書８０５「個別の財務表又は財務諸表項目

に対する監査（公開草案）」（平成２５年１２月１３日）

に基づき、特別目的の財務諸表に対する準拠性監

査による業務拡大の可能性と課題を検討しまし

た。

　特別目的の財務諸表に対する監査によって監査

対象や監査クライアントが拡大し、かつ、一般目

的の財務諸表に対する監査のノウハウを活かせる

ため、業務拡大に資すると考えられます。ただし、

社会の認知度を向上させるとともに、社会の期待

に応えるための実施手続の明確化等が課題だと考

えました。

　なお、研究大会での発表の後、「監査基準の改

訂に関する意見書」、監査基準委員会研究報告「監

査基準委員会報告書８００「特別目的の財務報告の

枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監

査」及び監査基準委員会報告書８０５「個別の財務

表又は財務諸表項目に対する監査」に係るＱ＆Ａ

（公開草案）」が公表されています。

（6）まとめ（柴原委員長）

　現在の業務は過去の諸先輩方が諸団体から信頼

を獲得したことの結果であり、今後の業務拡大の

ためには、中堅・若手の私達が１０年後、２０年後の

業界のことを真剣に考え、公認会計士への社会の

期待に応えるために自ら行動を起こしていくこと

が必要である、という結論に至りました。

　3.終わりに

　当委員会による発表終了後、日本公認会計士協

会森公高会長からお言葉をいただきました。協会

は公認会計士の業務拡大に寄与する施策を実施し

ていく方針であるため、当該施策への会員みなさ

まの支援をお願いしたい、という内容であり、当

委員会にとっては大変心強いものでした。

　当委員会では、今後も公認会計士の業務拡大、

という重要なテーマの調査・研究を行い、必要な

意見発信を継続的に行っていきたいと考えており

ます。みなさまのご意見、ご指導、ご支援を賜り

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
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　自由論題（K）「非営利法人における組織再編」では、東海会の渡邊貴志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。

東海会　渡邊　貴志

非営利法人における
組織再編



　Ⅰ．研究の目的

・非営利法人はこれまで所轄官庁の主導・監視のも

と法人運営管理が行われており、広く一般に対す

る情報公開制度や統一的な会計のあり方に対する

見解は未整備となっていた。

・非営利法人の組織再編についてその事例が増えつ

つあるとともにニーズも高まっているものと予想される。

・平成25年7月2日に「非営利組織の会計枠組みの

構築に向けて」（日本公認会計士協会　非営利法

人委員会研究報告第25号）が公表されており、そ

の研究報告で、非営利組織の合併等の会計処理に

ついて今後の検討課題として取り扱われている。

　Ⅱ．非営利法人の類型

　非営利法人の類型は様々あるが、①利益の分配を

目的としていない法人　②持分権者が存在しない法

人（残余財産請求権者がいない）の２つの性質を持

つ非営利法人に焦点を当てて、これらの主体同士に

おける合併処理のあり方について考察を進めるとした。

　Ⅲ．非営利法人における合併

１．非営利法人における合併の意義

　・地域社会での信用力の向上、金融機関からの信

　　用力の向上。

　・それぞれの異なる事業活動、ノウハウ、人的資

　　源が統合されることにより、新たなパブリック

　　ベネフィットを生み出す。

　・公共入札事業等における企画提案力の強化が図

　　られる。

　・法人を取り巻く関連諸法令手続を一元化するこ

　　とができる。

２．非営利法人における合併の諸論点

　非営利法人の合併処理においてはその特徴から、

次のような論点が存在する。

　① その主体となる持分権者が存在しない、すなわ

ち、合併により新たな持分権者が発生しない

ため、合併時の資産・負債承継時の処理をど

のように捉えるのか。

　②　持分概念（投資概念）が存在しないため、企業

結合会計の考え方をそのまま適用することがで

きない。すなわち、「取得」「結合」の概念を

そのまま斟酌できるのか。承継される資産・負

債をどのような評価額で引き継ぐのか。

３．FASBが示す非営利組織体の合併処理

　非営利向けの合併処理については、（Acquisitions

取得）資産負債を公正価値で引き継ぐ方法の他に、

（Mergers 結合）資産負債を帳簿価額で引き継ぐ方

法を認めていること及び、各方法における氏の解釈

論についての発表があった。

４．我が国における事例

　次に、非営利法人の合併について典型的な3事例

が発表された。

　①合併の種類：吸収合併　

　　合併年度：平成２２年度

　　存続会社：公益財団法人

　　消滅会社：公益財団法人

　・受入純資産の会計処理

　　消滅法人の純資産を正味財産増減計算書（フ

　　ロー計算書）にて受入

　・資産、負債の測定方法は

　　指定正味財産については簿価引継

　・その他

　　資産の拘束属性の別に、資産、負債を受け入れ

　②合併の種類：新設合併　

　　合併年度：平成２２年度

　　存続会社：公益財団法人

　　消滅会社：公益財団法人

　・受入純資産の会計処理は

      新設のため受入処理なし

　・資産、負債の測定方法は

      全て帳簿価額で引継

　③合併の種類：吸収合併　

　　合併年度：平成２１年度

　　存続会社：特例民法財団法人

　　消滅会社：特例民法財団法人

　・受入純資産の会計処理は

      合併年度の正味財産増減計算書を合算する方法

　・資産、負債の測定方法は

      全て帳簿価額で引継と推察される

　Ⅳ．まとめ

　純資産の引継を公正価値に依るか帳簿価額に依る

かの選択は、その後の財務報告に大きな影響を与え

る。何らかの指針が示されない限り、恣意性が介入

することにもなり得る。そのためいずれの方法を選

択すべきかについての具体的な指針の設定が必要と

考える として締めくくっている。

（報告：西本　利恵）

平成26年5月10日 第659号（5月号） 近畿 C.P.A. ニュース

中日本五会研究大会（自由論題） 1561010



　自由論題（Ｌ）「農業会計」では、北陸会の斎藤

栄慶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．農業を取り巻く環境

　平成２１年度、農地法の改正があった。これは法人

の農地所有を認め、農業参加を緩和したものである。

北陸の農家の状況を確認すると、経営耕地面積規模

別農家数について、平成２４年度と平成２５年度との

比較で、１０ha 以上の経営耕地面積の販売農家数が２，

１００戸から２，４００戸へ増加。また農産物販売金額規模

別販売農家数も１ ,０００万円以上の販売農家が平成２４

年度と平成２５年度との比較で増加傾向（４，２００戸か

ら４，６００戸へ）にある。このことから、大規模農家

が増加傾向にあることが確認できたとしている。

　２．農業に関する会計基準 

　ＩＦＲＳでは、農業会計としてＩＡＳ４１号が規定さ

れているが、日本においては、農業活動に関する会

計基準の設定はない。そのため、農業会計の実務上、

個人は所得税法に、法人は法人税法、上場企業は企

業会計原則等にそれぞれ従っているのが現状であ

る。

　３．特徴的な会計処理

　農業会計における特徴的な会計論点がいくつか提

示された。例えば、棚卸資産の評価については下記

のような説明があった。

　所得税法上、農産物は収穫時の価額（生産者販売価

額）で評価し、未収穫農産物は、その作物の栽培に投

下した種苗費、諸材料費、労務費の合計とされる。法

人税法上は、購入した棚卸資産は購入対価、自己の製

造等に係る棚卸資産は、その資産の製造等のために

要した原材料費、労務費及び経費の額とされる。この

ように税法同士で棚卸資産評価の仕方が異なる。

　また上記を会計的な観点から見るといくつか論点

がある。例えば個人農家で、所得税法の方法で会計を

した場合で、かつ製造単価より販売単価が高い場合

には、結果として、棚卸資産に対して評価益が認識さ

れてしまう。また、法人税の評価方法によった場合、

「米」の製造に要する価額は通常販売価額よりも高く

なるため、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適

用を考えた場合、取得原価が正味売却価額より高く

なる傾向にあり、棚卸計上、即、収益性の低下ありと

の判断となりうる。

　4．本研究のまとめ

　農業の大規模化が進むことで、ますます農業法人

が増加することが予想される。一方で、農業に係る会

計について、現状ではまだまだ統一化されている状

況とはいえない。農業に係る会計基準の策定などを

通じて、他社比較を可能とすることが、今後重要に

なってくると締めくくっている。

（報告：西村 強）
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　1．日本企業のIFRS導入について

　業種では医薬品メーカーの導入例が多い。研究

開発活動の会計処理について、日本基準では原則

費用処理だが、IFRSでは資産計上した上で減価償

却を行うなど、多額に発生が見込まれる医薬品

メーカーでは影響額が大きいこと、国際的な比較

可能性を担保することなどから採用しているので

はないか。また、のれんの償却負担が大きい会社

で適用されている例もあるだろう。

　2．IFRSと日本基準の相違点

主な特徴・相違点は以下のとおりである。

①帰納法と演繹法

　日本では一般に公正妥当と認められる会計基準と

いわれているように商慣習が優先されてきた。これ

は実務的だが必ずしも理論的な考え方ではないこと

もある。また、日本の商慣習からとらえるため、国

際的な比較可能性という意味では劣る面もある。

　一方、IFRSでは、概念をまず定めている。フォー

ムができているため、様々な国での利用が可能にな

るが、必ずしも実務には即していない場合があるこ

とがデメリットとなる。

②規則主義と原則主義

　日本では、会計事象の判断・結果をあらかじめ規

則に落としこむ。数値基準も細かく、判断のばらつ

きを少なくし、一定の比較可能性が担保される。し

かし、経営環境や経済環境の変化に応じた処理や基

準にはない事象が発生した際の判断をし難いなどの

難点がある。

③収益費用アプローチと資産負債アプローチ

　日本ではＰ/Ｌが主要な財務諸表となる。IFRSの資産

負債アプローチでは資産の定義が重要である。

　3．IFRS適用に向けて

①全般

　IFRS適用に当たっては、実務重視のスタンスから

理論重視への見直し、実務への導入（会計方針の変

更など）を行う。

　簡便な会計方針についても見直しが必要なため、

各種の取引について交通整理が必要となる。また、

導入に伴う影響分析（差異分析）も必要となる。つ

まり、企業の採用している会計方針をＩＦＲＳに適用

した場合の影響を検討することになる。

②基幹システムや業務への影響の考慮

　プロジェクトの開始からゴールまでのロードマップを

明らかにし、プロジェクトチームを作って進捗管理を行う。

この際、グループでの方針を固めなくてはならない。例え

ば、減価償却の方法について、従来どおり継続するかど

うかを検討するなどが考えられる。過去の費消パ

ターンの分析を行い、将来の費消パターンを見積っ

帰納法・演繹法

規則主義・原則主義

収益費用アプローチ・資産負債アプローチ

帰納法

規則主義

収益費用アプローチ

演繹法

原則主義

資産負債アプローチ

特徴点 日　本 IFRS
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た上で、定額法、定率法の採用を再度検討するなど

が考えられる。

　また、これらの方針決定が基幹システムにどのよ

うな影響を及ぼすかの検討も必要だ。

　さらに、先の例では、税務上の耐用年数よりも会

計の耐用年数が短い場合、別表調整を行うことを考

慮に入れた検討も必要であり、場合によっては、固

定資産台帳について税務、会計の両方で持つことも

必要となる。

③修正再表示について

　　　IFRS適用会社を見ると、修正再表示をしている

例として、固定資産（減価償却含む）、棚卸資産、

売上高、減損テスト、のれん、未実現利益、有給引

当金等の取扱いが見られる。

（報告：荻窪輝明）

パネリスト　川曲弘城氏（東海会）

　　　　　　三箇成幸氏（北陸会）

　　　　　　野瀬大樹氏（京滋会）

　　　　　　前原啓二氏（兵庫会）

　　　　　　Jerry Thia氏（KPMGシンガポール所属）

コーディネーター　田中久美子氏（近畿会）

　1．はじめに

　グローバル化の現在、円安、原油価格の変動、アジ

ア諸国の台頭など海外の影響を受けずにビジネス展

開することは難しくなっている。

　このような環境の中、クライアントがどのような

ことを悩み、考えているか、また、会計士がビジネス

パートナーとしてどのようなサポートが可能かを、

世界で活躍する会計士によるパネルディスカッショ

ンを通じて考える機会にしたい。

　2．各国の監査・会計制度について

　各パネラーから、各国の概況説明の後、会計・監査

制度等、現地にいる公認会計士が担う役割などの説

明がなされた。

①中国について

　会計法により、IFRSを基本的な下敷きとした新会

計準則と旧会計準則の2つで構成されている。2006

年から適用となった新会計準則は現地でも高い能力

のある人材によって活用されており、従来は金融機

関での採用が主だったが、地域によって適用時期は

異なるものの取り込みが進んでいる。決算期の選択

は認められず12月となる。また、外資系の会社は全て

監査を受けなければならない。決算期中に春節が到

来するため、決算の提出期日が遅くなる原因となっ

ている。

　税収がGDPを支えるため税務調査は非常に活発。

統一論題の部

世界に翔る！
ニッポンの公認会計士
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特に移転価格について、年々課税額が拡大している。

また、高額所得者に対する監督も強化されている。

　現地での対応については、担当者ごとに意見が大

きく異なる点への対応が大変。時には現地当局側で

も担当によって意見が異なることがあり、対応に困

難を極めることもありうる。日系企業が通訳を通し

て現地とコミュニケーションを取ろうとしても、税

務、会計面で精通する方が少ないため、本社への伝わ

り方が曖昧となることや正しく伝わらない可能性が

ある。

　日本から駐在をしている公認会計士に期待されて

いることは、コミュニケーションを通じて日系企業

と現地との橋渡しで貢献することにあると思う。

②タイについて

　全ての会社で国家資格の有資格者によるF/S作成、

公認会計士による会計監査が必要なため、慢性的に

人材不足となっている。有資格者は必要会社数の10

分の1程度しかおらず、公認会計士も日本と比べて1

人当たりサインの数が多く35社以上とも言われてい

る。

　会計基準は11年に大幅改正。財務報告基準、中小規

模企業用の財務報告基準の2つを併用し、前者は

IFRSの翻訳版ともいえ上場会社と金融機関、後者は

それ以外を対象とする。

　決算期の定めは特にないが、大半が12月。ソンクラ

ンのある4月は作業が止まる時期のため決算の進捗

が悪い。

　投資奨励法（BOI）による最大8年の法人税免除を

代表にする恩典制度がある一方で、法人所得税率を

20%に引き下げる中で歳入目標があがっているた

め、税務調査は大変厳しく、追徴が多額になると撤退

リスクも考慮しなければならない原因にもなってし

まうため気を付けたい。法定監査が未了でも少額の

罰金と公開される程度で済むが、外資規制法への抵

触、税務調査には気を付けること。

　日系企業側が困っている点としては、現地駐在員

の税務、法務知識が不足していること。このため、コ

ミュニケーションが大変であり、現地に駐在してい

る公認会計士は税務、会計、法務面でのコミュニケー

ションの架け橋となることが求められていると思う。

③英国について

　英国では、監査人のことを勅許会計士（チャーター

ドアカウンタント）と呼び、ごく小規模なものを除

き、全ての会社に対して勅許会計士による監査を実

施。決算書は Companies House と呼ばれる登記所

で公示されており、誰でも閲覧ができ、現在はイン

ターネットでの入手も可となっている。

　いわゆる監査法人には大学卒業後入所し、3年間

勅許会計士の試験勉強をして登録後一般企業に行く

パターンが多い。

　非公開会社（リミテッドカンパニー）は決算後

10ヶ月以内に提出すれば良い。日本から指示を出

さないと先方のペースで提出されるためコントロー

ルは必須で、想定よりも大幅に遅れる可能性がある

ことに注意を払いたい。タイトな日程での作業が予

想されるので、日本と現地監査人との協力関係が重

要であり、決算書ドラフトの送付時期、監査のデッ

ドライン、適用会計基準の相違点について確認する

ことが求められる。期中の早い段階から監査上の論

点について両者の監査チーム同士がディスカッショ

ンするとよいだろう。

　会計の導入が先進国は早く、自分が駐在していた

20年前の時点でも、イギリスには税効果、連結納税、

包括利益の概念があり、当時から 1 人 1 台貸与され

るPCで監査調書を作成していた。パートナーのロー

テーションも当時から導入されていた。常に現地の

制度が先行して導入されていたため、日本における

将来の制度改正を予測できることから、日系企業の

親会社への説明では助かっていたと記憶している。

④インド

　IFRSを導入している。旧英国領であったため、英

国同様に小規模会社でも監査は必要で、連単ともに

監査が実施される。

　間接税が複雑で、消費税は4種類あり、州をまたぐ

と相殺できないなどの難点もあることから、どの州

に進出するかも重要となる。外資に対して厳しい制

度をとる国であり、進出検討企業には税務コストを

含めたトータルコストをシミュレーションすること

が大事。

　現在は、現地で会社を設立して会計サービスを提

平成26年5月10日 第659号（5月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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供している。現地でサービスを提供する会計事務所

によると税務と監査で担当が違うため、フットワー

クの軽さや窓口の一本化で小さい事務所でも強みを

生かせることもある。現地のリソースはまだまだ不

足しており、非常に簡単なセミナーであっても通用

することが多いため、日本の公認会計士が貢献でき

る余地は多分にある。

　3．　～海外CPAの観点から～

　　　　　日本の会計士に足りない要素

　多くの企業が多様性（ダイバーシティー）を重んじ

ており、クライアントからも会計アドバイザーより

もビジネスアドバイザーになることが要求される。

日本は、性別の違いを超えた多様性が少なく、また、

仕事と生活のバランスも取れていないように感じて

いる。

　4．最後に

　海外で活躍する公認会計士から会場参加者へのコ

メントがあった。

①前原氏

　税務の問題が多く、外国税額控除、タックスヘイブ

ン対策税制などの対応が必要となってくる。個人所

得税についても、国外財産調書などの論点がある。こ

のため、外国子会社を持っている日系企業が想定外

の税務問題に巻き込まれないように今後もサポート

したい。

②川曲氏

　日系企業の子会社駐在員に会うと、海外に駐在し

て初めて監査人と付き合う人もいた。また、現地の社

長を含めて現地の法務、税務、会計に精通している人

材がいないことが多く、駐在のサポートが十分で

あっても問題解決に至らないこともある。会計方針、

税務調査への対応など日系企業の親会社が決定しな

いといけないことも多く、親会社からのコントロー

ルは必須。海外での経験を通じて、各海外拠点の会計

士とのコミュニケーションをもっと取っていきたい

と思っている。

③三箇氏

　現地では責任感が欠如しているケースに多く遭遇

する。定時に帰る、期日設定の報告書もあがってこな

い、依頼したものも違うことなどがよくあるケース。

また、コンプライアンスの問題があっても認識して

いながら放置する例もある。これまでの経験でも、子

会社から報告される数値がおかしいので調べてほし

いと日本の親会社より依頼され調査したところ、撤

退につながるような重要事実が発覚したこともあっ

た。海外での経験を活かすとすれば、課題と優先順位

をつけて、解決策についての方向性を示すような活

動を行いたい。

④野瀬氏

　英語は必要だが、流暢である必要はない。日本の会

計士は何故？と考える力が相対的に高い。自らの得

意分野をもちながら、幅広い知識を持つことを心が

けるとよく、ある情報が連結、開示を通して最終的に

どうなるかを知っている会計士は強いと思う。

（報告：荻窪輝明）
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【日　　　時】

【会　　　場】

【出　席　者】

第250回企業財務研究会報告
「会計上の見積りの監査－固定資産の減損会計」

監査会計委員会委員長　山添　清昭

【発　表　者】

当会からの報告終了後、近畿財務局から「四半期報告書の訂正事例について」の報告がありました。

　　Ⅰ．はじめに

 近畿会の監査会計委員会では、監査実務で昨今話

題になる「会計上の見積りの監査」を本年度の研究

テーマに取り上げ、本年度「会計上の見積りの監

査」のテーマとして、「固定資産の減損会計」と

「税効果会計」の2つに研究を進めてきました。企

業財務研究会では、このうち、「固定資産の減損会

計」について報告を行いました。

　報告では、まず「固定資産の減損会計」の会計基

準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、固定資産の減損

会計で実務で悩むと考えられる主要論点について、

Q&A形式でまとめを作成し、事例分析の結果も交

えて報告を行いました。

　　Ⅱ．固定資産減損会計の枠組みについて

 固定資産の減損会計の会計基準等や基本的枠組み

について、まず、説明しました。

（1）固定資産の減損に係る会計基準等

　固定資産の減損会計については、「固定資産の減

損に係る会計基準」、「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針（以下「適用指針」という）」が公

表されており、実際の実務は、これら基準に従うこ

とになります。

　適用指針には、会計処理の具体的な取扱いや留意

点、設例による解説もされていますが、「固定資産

の減損会計は、多種多様な事業を営むそれぞれの企

業が、当該企業に固有の事情を反映した合理的で説

明可能な仮定及び予測に基づいて将来キャッシュ・

フローを見積ることとするなど、その程度や判断を

一律に示すことは困難な場合が多い。その中で、本

適用指針は、減損の兆候をはじめとして、必要と考

えられる範囲において一定の目安や例示を示してい

る（適用指針第２項）」とされていることが重要で

あることを強調しました。

（2）減損会計の基本的な枠組み（5段階のステップ）

　減損会計は、減損会計基準に従うと5段階のス

テップ（手順）にしたがって、適用されることにな

平成26年2月7日（金）

大阪合同庁舎第4号館

近畿財務局　今川　秀敏理財部次長　他11名

近畿会　増田　明彦副会長　他6名

京滋会　深井　和巳会長　他6名

兵庫会　八木　一法会長　他4名

山添　清昭（監査会計委員会委員長）

柴原　啓司（監査会計委員会副委員長）

安井　康二（監査会計委員会副委員長）

髙見　勝文（監査会計委員会副委員長）
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固定資産について資産のグルーピングを行います。

グルーピングは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行います。

減損の兆候（減損が生じている可能性を示す事象）が生じているかどうかを把握します。

資産又は資産グループに関連して、以下のような事象が発生していること（①～④の4つの例示）

①　営業活動から生ずる損益、キャッシュ・フローが継続してマイナス
②　事業の廃止・再編成など
③　経営環境の著しい悪化
④　市場価格の著しい下落

①資産のグルーピング

②減損の兆候の把握

ります。減損会計適用時において、まず、「資産の

グルーピング」を行います。グルーピングが完了す

れば、そこで決定されたグルーピングに基づいて、

各資産又は資産グループについて、減損の判定を行

います。「減損の兆候（減損が生じている可能性を

示す事象）」が生じているかどうかを把握し、減損

の兆候が把握されたものについて、減損の認識の判

定、減損損失の測定の 2 段階で回収可能性テストを

行います。最後に、会計処理、開示が検討されます。

　今回採り上げた論点について、この 5 段階のス

テップに関連づけて報告しました。

減損損失を認識するかどうかの判定をします。

将来キャッシュ・フローの総額（割引前）と帳簿価額を比較することによって行います。

減損損失を認識すべきとされた資産または資産グループについて、減損の測定（帳簿価額－

回収可能価額）を行います。

回収可能価額とは、使用価値（資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって

生じると見積られる将来キャッシュ・フローの現在価値）と正味売却価額（資産又は資産グ

ループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額）のいずれか高い方の金額

減損損失を損益計算書の特別損失に計上します。また、重要な減損損失を認識した場合には、

損益計算書（減損損失）に係る注記事項が必要となります。

③減損の認識の判定

④減損損失の測定

⑤会計処理、開示検討

　　Ⅲ．固定資産減損会計の主要論点

　固定資産の減損会計で実務で悩むと考えられる論

点について、Q&A形式でまとめを作成し、事例分

析の結果も交えて報告を行いました。以下に、各報

告テーマについて示しますので、ご参考にしてくだ

さい。各報告のまとめの箇所では、固定資産の減損

会計を監査する際に実務で留意が必要なところをま

とめています。報告の詳細は、インデペンデンス

に、報告した際のまとめた資料を掲載しています。

それぞれの報告について、Q&Aの形式でまとめを

記載していますので、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。

項　目 番　号 報告テーマ

固定資産減損会計の枠組みと主要論点について教えてください。

資産のグルーピングは、具体的にはどのように行われていますか。

特に製造業、小売業、不動産業を例に取って教えてください。

資産のグルーピングを見直すのは、どのような場合ですか。

事業用資産と共用資産の区別のポイントを教えてください。

共用資産と遊休資産の区別のポイントを教えてください。

共用資産と投資不動産の区別のポイントを教えてください。

減損の兆候の一つである「営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続

してマイナスの場合」の判定のタイミングを教えてください。

減損の兆候のうち、「経営環境の著しい悪化」というのは、どのような場合が該当す

るのでしょうか。

割引率の考え方や実際の割引率の適用状況はどうなっているか教えてください。

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ますか。

主要な資産の識別と経済的残存使用年数の決定はどのようにするのでしょうか。

減損損失を営業外費用に計上することも可能でしょうか。

減損損失計上後の減価償却はどのように行うのか教えてください。

Ⅰ．全般

Ⅱ．グルーピング

Ⅲ．兆候

Ⅳ．認識・測定

Ⅴ．会計処理・開示

Q1

Q2-1

Q2-2

Q3-1

Q3-2

Q3-3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10
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第48事業年度　IFRS研修会　
第5回　実施報告
　1．はじめに

　平成26年3月10日（月）に日本公認会計士協会近

畿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5回）」が開催されまし

た。開催にあたって、まず後藤紳太郎担当副会長か

ら挨拶がありました。

　2．各国の中小企業におけるIFRS対応の現状

　　　　　　　～中小企業会計の最新動向を踏まえて～

　講師：甲南大学大学院教授　河崎照行氏

　河崎氏から各国の中小企業におけるIFRS対応の

現状として、以下の説明がありました。

　2009年7月、SMEs（中小企業）のためのIFRSが

公表された。そもそも純粋IFRSを適用する必要が

あるのかどうかであるが、海外資金調達が必要でな

ければ純粋IFRSの適用は不要ではないか。日本に

おいて20数社しか適用していない実態からすると、

IFRSに問題があるのではないかと考える。

　中小企業向けIFRSは発展途上国の要望に応える

べく公表された。完全版IFRSへの移行を容易にす

ることを目的として、説明責任のない会社が金融機

関向けに報告することを前提として、IFRSと基本

方針を同じくして、開示を軽減し、単独の基準書と

して策定されている。特徴としては、一株あたり利

益等不要なものや、複雑なオプション等を削除し、

簡素化を求めている。適用状況としては、イギリス

のみが先進国で適用しており、それ以外はもっぱら

後進国が適用している。

　タックスとの関係では、日本においては逆基準性

で悪影響がある。各国の状況では、シンガポールで

は完全版IFRSを適用しており、中小企業向けIFRS

はその存在をあまり知られていない。中国において

は取得原価主義であってもIFRS適用であると主張

している。

　EUの対応としては、ドイツでは会計法現代化法

が2009年に成立し、IFRSへの全面的なコンバー

ジェンスではなく、逆基準性の原則の廃止など、

IFRSと同等性を有する商法典の会計規定の現代化

を行うが、税務中心の会計はそのままとしている。

また、コスト負担の関係から中小企業向けIFRSは

導入せず、会計制度の大幅な規制緩和措置と統一貸

借対照表を維持存続させることによって対応するこ

ととした。

　フランスは、社会的コストが高まること、システ

ムの組み換えなど小規模会社に過重な負担となるこ

と、また、中小企業の財務諸表の利用者がIFRSが

想定するものと異なることから適用には消極的であ

る。

　イギリスは、2010年に中企業のための財務報告

基準を公表、2012年にFRS100号及び101号を公

表、2013年にFRS102号を公表し、中小企業版

IFRSをベースとした既存UK-GAAPの代替基準を策

定した。

　アメリカは、2013年に中小企業向け財務報告フ

レームワーク（中小企業版FRF）を公表、プリンシ

パルベースの会計基準となった。ただ、信頼性の構

成要素に保守主義が含められており、ここはIFRS

と異なる点である。測定の基礎については、歴史的

原価が原則とされ、時価は例外とされている。ま

た、米国税制との親和性が高いという特徴もある。

　シンガポールは、IFRSを中小企業に対しても適

用させており、中小企業については中小企業版

SFRSとの選択適用を容認しているので、その内容

がほとんど同じである中小企業版IFRSについては

知られていない。

　中国は、共産主義国という制度の違いからカー

国際委員会委員長　田中　久美子
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ブアウトしたIFRSを新企業会計準則として策定し

た。まずは国の制度としてなじむことが必要であ

る。

　韓国は、韓国版IFRSを策定、連単統一会計基準

の適用を基本とする。また、中小企業に対しても韓

国版IFRSの適用を促している。

　3．　監査人の観点からのIFRS導入における実例と留意点

　講師：新日本有限責任監査法人　沢木ニコラ氏、

徳野大二氏

　沢木氏及び徳野氏から監査人の観点からのIFRS

導入における実例と留意点として、以下の説明があ

りました。

　IFRS初度適用の場合、比較年度もIFRS適用が必

要である。ただし、内部管理目的財務情報や連結

パッケージは含まない。また、IFRSへの移行によ

る影響を説明するため、調整表を開示する必要があ

る。適用前の情報を出したい会社もあり、それらの

会社はウェブサイトやプレスリリース等IR目的で開

示している。

　監査報告書について、日本たばこは単年度だけれ

ども比較情報及び開始BSは監査済みという背景が

あった。丸紅は第1四半期からIFRSに準拠している

と記載している。ブリティッシュエアウェイは、

Preliminaryの財務諸表に対する意見については

IFRSに準拠したとは書いていない。

　ISA800の適用においては、クライアントとの合

意が重要であり、フルセットではないことを明確に

する必要がある。

　IFRSが原則主義であることから、各論を解釈す

るのが監査人の役割である。IFRS導入プロジェク

トをフェーズごとに実施するプラン例、組織例を紹

介。また、導入に付随する論点として、決算早期化

を含めた決算日統一、会計方針整備、ITシステム整

備、グループ内コミュニケーション等を紹介。さら

に、IFRS導入時の実務的な留意点や監査人の課題

として、期待ギャップから生じる問題を予防するた

めに適宜適切なコミュニケーションが必要なこと等

を紹介。

　IFRSにおける論点の実例として、耐用年数の検

証を紹介。企業の期待効用の点から耐用年数は何年

が妥当かを検証する必要がある。イギリスでも論点

となっており、検討する際には経理部門だけでな

く、他の部署にもヒアリングをする必要がある。

　原価計算の対応についても紹介。正常生産能力と

いう場合の正常とは何かを定義することが難しい。

経理に情報がないケースがあり、現場ヒアリング等

も必要になる。ライフサイクルを考慮する必要があ

るケースもある。

　開発費の資産化については、6要件をクリアする

ことが必要であるが、もともと日本において資産化

するプロセスが存在しておらず、研究と開発とに時

間をどのように分けるかがポイントとなる。例え

ば、タイムシートを現場でどのように作成するべき

か等を検討する必要がある。

　IFRS適用国について、日本は任意適用企業数を

増やし、資金的供与を行うことをコミットした。ス

イスは国として公式にコミットしていないが、実際

に84％が適用している。アメリカは、世界から孤立

することは望まないため、USGAAPをIFRSに近づ

ける努力をしている。それらを踏まえて、IFRS採

用状況を紹介。EUにおいて修正版IFRSを適用して

いるのは例外的であり、上場企業8000社のうちわ

ずか20数社のフランスの地方銀行のみが適用するの

みであることを紹介。

　4．おわりに

　講師による説明は定刻通り終了し、国際委員会委

員長により閉会が告げられました。
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　この度、海外駐在の経験談をご紹介させて頂くこ

とになりました。乏しい経験ではありますが、何か

の参考になれば幸いです。

　私は2008年夏から2年間上海に赴任し、その後隣

の蘇州に異動して2年間現地で日系企業様向けのサ

ポートを担当しました。

　駐在の4年間を通じて感じた、コミュニケーショ

ンエラーに関する話と、中国人の合理性に関してお

話させて頂きたいと思います。

　コミュニケーションエラーについて

　赴任直後にカルフールで買い物をしていたときの

話です。

　カルフールは、日本からは既に撤退しています

が、中国では2013年200店舗を上回る展開を見せて

います。中国では「家楽福」の名前で有名ですが、

この上海にある店舗での話です。

　家楽福のその店舗従業員は、語弊を恐れずに言え

ば、どこにでもいるおばちゃん従業員で、少々世話

焼きの普通の方でした。私は、赴任直後、借りた家

にあるキングサイズベッド用シーツを買うため、サ

イズを調べて、近所の家楽福まで買い物に来ていま

した。

　途中のやり取りは省きますが、結論としてはその

従業員の勧めでクイーンサイズのベッドシーツを買

うことになります。もちろん、キングサイズのベッ

ドであること、クイーンサイズでは小さいと言うこ

とも伝えたのですが、その従業員の意見は強固で、

「（クイーンサイズの）このシーツで良いんだ。」

と言う話になりました。

　中国語がほとんど出来ない状況で、辞書片手に筆

談で買い物をしていたので、先輩駐在員に電話で話

を聞いてもらうことになりました。「キングサイズ

のものは高い。クイーンサイズでも十分に使えるん

だから、こっちを買った方がいいのよ。」と言うの

がその従業員の主張でした。

　話を聞いて拍子抜けし、逆に、何でそこまで考え

て対応してくれるのか意味不明でしたが、そう言わ

れてみると、何かと世話を焼いてくれた実感が有り

ます。要するに、事情が判らない私に対し、良かれ

と思って勧めてくれたものと妙に納得したことを覚

えています。実際、キングサイズは商品展開も限ら

れており、値段は1.5倍ほどでした。私は、それま

では正直「こいつ何言っているの」と言う気持ちも

ありましたが、ここまで理解出来て、やっとありが

とうと言える気持ちになりました。もちろん、購入

して帰ったクイーンサイズのベッドシーツは、キン

グサイズのベッドでも十分に使えました。

　言葉が判らないので仕方ないとも言えますが、最

初からそこまでの対応を期待していなかったという

こともあると思います。

　ただ、赴任直後のこの経験から、相手の主張はど

んな思いから出ていることなのか、良く知らない場

面であれば、特に真摯に相手の主張を聞いてみるこ
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とが必要だと思うようになったと感じています。

　最初の部分で間違うと、海外でのコミュニケー

ションはあらぬ方向に進んでしまいます。折角の優

秀な現地リソースを活用するにも、最初で躓いてし

まうケースは極めて多く、一度エラーが生じてしま

うと、時間とコストの無駄に加え、感情的にも悪い

ことだらけです。後々このことを思い出し、家楽福

のおばちゃん従業員から大事なことを学んだと強く

前向きに受け止めたことを記憶しています。

　中国人の合理的な発想について

　2010年前半、上海駅から蘇州駅まで初めて新幹

線に乗りました。当時蘇州駅は古い建屋でした。

　駅周辺には物売りが沢山居て、新駅舎工事の土埃

にまみれた場所でしたが、何となく中国っぽい駅舎

にちょっと感動した記憶があります。

　2010年後半、私は蘇州に異動しましたが、その

頃旧駅舎の裏側に新しい駅舎が完成しました（下写

真は最近のもの）。大きく立派な建物に驚きました

が、最初は既に使われていたホームと、新しい駅舎

だけが完成し、他の設備は何も完成していない状況

で開業しました。

　中国では、施設が開業する時点で大半が未完成と

言うケースに良く遭遇します。蘇州駅に関して言う

と、駅舎以外何も出来ていませんでした。

　新しい駅舎はありますが、トイレとチケット売り

場は昔のものを流用し、エスカレーターは動かず、

売店は何が入るのかすら判らないような情況でし

た。

　ただ、新幹線に乗ることには何の問題もありませ

ん。様々見方はあるものの、最も大事なことを先に

進めると言う観点からは、これで良いのかも知れま

せん。実際に中国人にそのことを話しても、「使え

るんだし、問題ないんじゃない？」と言う極めて冷

静な回答が出てきます。

　計画経済で地方に予算と計画がどんどん下りてき

ている状況下、まずは開業する、計画に間に合わせ

ると言うことが非常に重要であったものと感じま

す。その為、深夜に及ぶ突貫工事もごく普通に目に

付く状況でした。

　それが良いかは別にしても、結果として新幹線は

立派に利用することが出来ます。都市計画の整備や

様々な開発計画がある中で、必要にして最低限の目

標に絞って先に進めることは、この国では極めて重

要なのだろうと感じました。また、これだけ変化の

早い世の中を考えた時に、中国人の割り切った合理

的な発想をうらやましく感じたことを思い出しま

す。

　取り留めの無い思い出話に終始してしまいました

が、異なる環境、異なる文化、初めて会う人々の中

で、自分の発想を見直すことが出来た貴重な4年間

であったと感じています。

　日本の中では感じる事の出来なかったこれら経験

を通じ、多様化し進歩の早い経済環境の中で、少し

でも貢献出来ればと願い、結びとさせて頂きます。
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　この随筆のテーマは自由とのことですので、とて

もローカルな話題で恐縮ではありますが、私の出身

地である兵庫県明石市、そして私は大学で河川工

学、岩盤工学、地震工学等を専攻しておりましたの

で、明石市を流れる明石川について述べさせて頂き

ます。

　それぞれについて簡単に説明させて頂きますと、

明石市は東経135度が通っており、日本標準時と

なっている市です。明石市で太陽が南中しますと、

稚内から石垣島までを含む、日本中が12時になりま

す。また、明石市は漁業がとても盛んな街で、「明

石ダイ、明石ダコ、明石のり」などが有名であり、

年末には「魚の棚」商店街が大勢の人で賑わい、お

正月用の祝い鯛が魚屋の軒先にずらりと並びます

（このような光景も、他の地方の方から見られると

珍しく映るかも知れません）。私の住んでいた地域

も大半の方が漁業関係の仕事をしており、私自身も

小さい頃から釣りを楽しんでおりました。海を見て

いるだけで楽しく時間を過ごせますので、それ以外

には特に何も要らないという感じでした。明石海峡

を挟んで見える淡路島、また私の幼い頃にはまだあ

りませんでしたが今では明石海峡大橋も眺められ、

とても風光明媚な所です。夜景も絶景です。

　次に、河川工学、岩盤工学、地震工学等というの

は、とてもざっくりと申し上げますと（正確な描写

ではありませんが）、洪水や地震の対策、堤防の強

度構造計算等をするもので、土木工学（大規模建造

物の構造計算等）、資源工学（石油資源の採掘法

等）、環境工学（水質汚染、大気汚染の対策等）等

も含めて「社会基盤工学、地球工学」などと総称さ

れます。建築工学ともそれなりに近く、構造力学等

一部の内容が重なるのですが、建築工学が比較的小

規模な家屋、マンション等の積算をするのに対し、

社会基盤工学ではダム、橋、空港等の大規模建築物

の積算および地震・洪水等の被害対策等を行うもの

です。関西国際空港、黒部峡谷ダムなどをイメージ

して頂ければ宜しいかと思います。ですので、工学

部時代の友人は主に、空港建設、ダム建設、大地震

の被害予想、騒音対策等の仕事に就いています。ま

た、建築工学とは近いのですが、建築士の資格は基

本的に対象外で、代わりに技術士（建設部門、資源

工学部門）、弁理士（地球工学）等の資格を取る人

もいます。また、環境工学等は営利とは結びつきに

くいものですので、公務員（環境職、土木職）へ就

職する人が多いのも特徴の一つです。

　さて、本随筆の本題である明石川に戻らせて頂き

ます。

明石川は、兵庫県南部を流れる二級河川であり、明

石市では最大の川だと思われます。

明石川水系の本流であり、加古川土木事務所が所管

しています。

　ここで、二級河川とは、一級河川以外の水系で、

公共の利害に重要な関係があるもののうち、都道府

県知事が指定した河川です。

　更に、一級河川とはそもそもなんぞやと申します

と、国土交通大臣が国土保全上または国民経済上特

に重要として指定した水系であり、都府県をまた

がって流れる川が多いですが、北海道などでは天塩

川や石狩川、十勝川など道内だけを流れる川も多く

指定されています。現在全国で109水系が指定され

ており、北上川、最上川、多摩川、阿賀野川、信濃

川、姫川、神通川、大井川、天竜川、庄内川、鈴鹿

川、九頭竜川、淀川、加古川、揖保川、紀の川、熊

野川、吉井川、吉野川、渡川、物部川、遠賀川、

明石川を訪ねて
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筑後川、松浦川、球磨川、大分川、大淀川、川内

川、など有名な川が多くあります。

　二級河川とは、これら一級河川以外のものではあ

りますが、十分に魅力的な川が多くあります。

　明石川は総延長26kmであり、梅田～三宮と大体

同じ距離があります。流域面積は126.7km²ありま

す（ちなみに、琵琶湖の総面積が670.25kmで

す）。

　私は明石市に住んでおりましたので、明石川と言

うと河口の播磨灘へ注いでいる下流のイメージが大

きいですが、その水源は遥か北の兵庫県中部、神戸

市北区山田町藍那に発します。神戸市北区とは、日

本三大名湯の一つである有馬温泉がある所であり、

藍那とは鈴蘭台の近くだと言えば、神戸市にお住ま

いの方なら何となくイメージが掴めるかも知れませ

ん。

　藍那から湧き出た明石川源流は、神戸市西区押部

谷町木幡にある神鉄木幡駅の南で木見川と木津川が

合流して明石川となり、神戸市西区平野町をへて、

玉津町で伊川と合流し、明石市東部で播磨灘に注ぎ

ます。

　伊川とは、神戸市営地下鉄の終点、西神中央の近

く、伊川谷駅がある辺りで、とてものどかな所で

す。

　また、西区にある中流から下流にかけては国道

175号が並行します。国道175号線沿いにはいわゆ

る郊外型立地の大型ショッピングモールや各種専門

店、病院等が多く点在する為、この辺りに住んでい

る方には馴染みのある道路かと思います。明石市民

病院へ行かれる場合も、このルートから行かれる方

も多いのではないかと思います。

　また、中流の平野町西戸田には1658年に完成し

た林崎疏水の取水口があるそうで、私はまだその辺

りには足を運んだことがありませんので、ぜひ一度

行ってみたいと思っております。

　私は、魚で有名な漁師街、明石市に住んでおりま

したので、神戸市西区、ましてや北区などと言いま

すと、遥か遠い山の中、縁のない場所というイメー

ジを持ってきました。幼い頃のこのイメージは強い

もので、今でもまだまだ別世界という感覚がありま

す。

　そんな漁師街で毎日見ていたあの川、あの水が、

実は山深い神戸市北区からはるばる流れ出てきたも

のだと知ると、幼い頃からこの川と慣れ親しんでい

る身としては、感慨深いものがあります。この川を

上流へ辿っていけば、今まで縁のなかった伊川谷、

押部谷などの神戸市西区、更には藍那などの神戸市

北区へと繋がっているのです。

　登山好きの方の中にはご存知の方もいらっしゃる

かも知れませんが、姫路文庫より「播磨　山の地名

を歩く」というアウトドア本が発刊されておりま

す。しかし、山以外に川も、歩くことにとても楽し

いものがあります。

　いつか時間が取れたら、車ではなくぜひ徒歩で、

河口より源流まで辿ってみたいと思います。きっ

と、今まで知らなかったような素敵な光景を川は私

に見せてくれると、今から楽しみにしています。
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　平成26年3月4日近畿会会員の中道信廣先生がご

逝去されました。享年87歳。

　先生は神戸大学で山下勝治教授のもとで学ばれ、

公認会計士試験合格後は中道経営会計事務所を設立

し、経営指導・会計・税務業務に従事されるととも

に、監査法人東明会計社創設に参画され代表社員と

なられました。そして多忙な業務のかたわら、大阪

大学の社会学研究室の研究生として、社会人類学・

社会システム理論を専攻されました。協会会務に関

しては、公会計委員会において活動されてきたとの

ことです。

　私は、中道先生の生前に謦咳に接する機会はな

かったし、『社会統合と会計のシステム』というご

著書についても全く知りませんでした。

　今般、ご遺族から先生のご自宅に保管されていた

同書150冊を近畿会に寄贈頂けるとのお話があり、

始めて目を通したのです。そして正直なところ先生

のご興味の幅広さ、引用された専門書のレベルの高

さに圧倒されました。たまたまパッと開いたページ

にハロルド・ラスキやJ・J・ルソーが正確に引かれ

ていたのです。こんなレベルの社会科学書を縦横に

読みこなす会計士がいたんだという驚きでした。

　本を読んだ印象としては、ややごった煮的なとこ

ろもありますが、わが国に導入された民主主義が必

ずしも欧米流に定着していないという問題意識を前

提とした上で、「日本国に『民主制・地方自治の精

神』が機能する地域社会を構築する方策について考

察し」、その成果をまとめたものが本書のテーマと

なっています（本書「あとがき」参照）。

　民主主義を実効性あるものとする前提として、先

生は①公共の哲学の復権、②行政・財政情報の国民

への公開、③政治権力に対する抵抗権・革命権が受

け入れられることを掲げられます（同書58頁）。こ

の点は先生も非常に力が入っておられ、本書ではい

ろいろなところで繰り返し議論されておられます

（例えば172頁以下、221頁以下など）。

　評者である私は、中道先生が引用される論語の

「民は知らしむべからず、由らしむべし」が、現在

も生きている「愚民観に基づく思想」（57頁）で

あって、このために「日本では行政情報は人民に十

分には公開されない」（同頁）といった主張には違

和感を覚えるし、ここから抵抗権・革命権にまで波

及するのはやりすぎという気がしますが、第二次大

戦前の皇国思想、敗戦を経て戦後の民主主義、その

あとのノンポリ平和ボケ状況を見てこられた先生

は、いてもたってもいられなかったのでしょう。

　このように、本書をいま時点の目線で読むと、異

論を覚える個所もありますが、先生が生まれ育ち、

会計士として活躍された時代背景を頭におくと、共

感するところが多いと思います。

　最後に、先生の熱いメッセージが「あとがき」で

語られていますので、少々長くなりますが引用しま

す。

　『子供の教育に母親の過保護が問題となり、人工

により加工された仮想の現実との対応に慣れ親しむ

慣行が身についてしまい、厳しい自然や社会の環境

に直接対応する困難が指摘されている。同じよう

に、既得権益の維持に固執する中央・地方の官僚組

織に管理され過保護に扱われて社会生活を送る成人

達は、民主主義における一般の社会人に課せられて

いる公共の役割までも放棄し、官に依存した「お任

せ民主主義」が日本国に通用している現状にある。

我々は、デモクラシーを体得した現代人として、

「自由民権運動」を復活させ、自立した個人とし

て、地域社会を官に管理される「地方公共団体」で

はなく、その地域社会に共生する人々が「市民の資

格」でヨコに対等な社会人として「地方自治の本

旨」を実践することが可能な「地方自治体」に変え

ていく努力を積み上げ、現状のような日本国・社会

からの脱出を試みようでないか。』（284頁）

　この本にご興味を持たれた方は、近畿会の事務局

まで取りに来てください（郵送不可。事務局の負担

軽減のためご協力ください）。残部ある限り進呈し

ます。会員の皆様に広く読んでいただくことが、故

人の何よりの喜びとなることでしょう。

中道信廣著
『社会統合と会計のシステム』を読んで

安原　徹
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協 議 事 項

     第１号議案　協会本部「日本の公認会計士及び公認会計

　　　　　　　　　　　　　　士制度のあるべき姿の提言プロジェクトチー

　　　　　　　　　　　　　　ム」における検討事項について 

（提      案）  会長　高濱　滋

（提案内容）  現在、協会本部において、平成24年6月に

公表された「『日本における公認会計士及び公認会

計士制度のあるべき姿の提言プロジェクトチーム』

からの中間報告（案）」において整理された論点、

基本的現状認識及び今後の検討課題、中間報告案

に寄せられた会員からの意見、平成25年1月に開催

したラウンドテーブルにて示された意見、考え方等

を整理した上で、今後、検討が予想される公認会計

士制度改革において、協会自らが制度設計から法

改正について提案するためのあるべき姿の理念・ビ

ジョンを取りまとめることを目的として、標記プロ

ジェクトチームが設置されている。ついては、プロ

ジェクトチームでの主な検討項目における議論・論

点についてご意見をいただきたいとの説明がなさ

れた。

　この提案については、活発な意見交換が行われ

協議を終了した。

報 告 事 項
     第１号　会長報告

（報　　告　者）  会長　高濱　　滋

（報告内容）  2月報告

　主なトピックスとして、ＴＰＰ（環太平洋経済連携

協定）交渉の最終妥結に向けての実質的な議論が

始まり、我々公認会計士業界もＴＰＰへの対応とい

うより金融資本市場のグローバル化に対応していく

ために、日本公認会計士協会としての国際対応につ

いて具体的な活動が開始しつつあるとの報告がな

された。

     第２号　総務部報告

（報　　告　者）　　総務部長　南方　得男

（報告内容）　　関西地区三会会長等と近畿財務局との

意見交換会の開催結果について

     第３号　広報部報告

（報　　告　者）　　広報部副部長　岩井　正彦

（報告内容）　　関西大学第一高等学校訪問（公認会計

　　　士制度説明会）の実施結果について

     第４号　研究・ＣＰＥ研修部報告

（報　　告　者）　　研究・ＣＰＥ研修部副部長　山添　清昭

（報告内容）

1．第45回中日本五会研究大会の実施結果について

　　（日　　時）  平成26年1月25日（土）

　　（場　　所）  大阪国際交流センター

　　（参加者）  自由論題　午前の部：326名、午後の部：331名

　　　　　　　　　　　　統一論題　283名

2．ＣＰＥ協議会の開催結果について

3．ＣＰＥ研修計画及び実施結果について

     第５号　会員業務部報告

（報　　告　者）　　会員業務部長　岩井　正彦 

（報告内容）　　会員業務推薦状況について

　・河内南都市監査委員会事務研究会への講師の

　　推薦他　３件

     第６号　監査会計委員会報告

（報　　告　者）　　監査会計委員会 委員長　山添　清昭

（報告内容）

１．企業財務研究会（近畿会担当）の実施結果について

２．日本監査役協会関西支部との共同研究会の実施
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　　結果について

３．東海会から依頼を受け「会計上の見積りの監査―

固定資産の減損会計・税効果会計」研修会に赴く件

について

    第７号　経営委員会報告

（報　　告　者）　　経営委員会 委員長　伊藤　誠一

（報告内容）　　経営委員会編小冊子「中小企業に役立つ

Ｍ＆Ａ」の発行について

    第８号　本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報　　告　者）　　公会計委員会　独立行政法人・国立大学

法人等専門部会　専門委員　仲下　寛司

（報告内容）　　国立・公立大学法人分科会の当期活動

状況及び産業競争力強化法に基づく出資事業に係

る会計処理の概要について
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審 議 事 項

     
第１号議案　会費免除について

（提　案　者）経理部長　廣田　壽俊

（審議内容）下記会員について、診断書及び所得証

明書を添付の上、病気のための会費免除申請が

あった。近畿会会費規則第8条第1項第二号に該

当するため、近畿会規約第13条第1項により会

費免除もやむを得ないものと思われるとの説明

があり、審議の結果、特に意見等もなく、原案

どおりに承認された。

記

（氏　名）　　　　　　　　（免除の期間）　　　　　　　　（免除額）

Ａ会員　　平成25年4月～平成26年3月　　48,000円

     
第２号議案　部・委員会に係る食事代補助の見直しについて

（提　案　者）総務部長　南方　得男

（審議内容）部・委員会開催時における食事代補助

については、現在、予算の範囲内で1人1回

1,500円、若しくは、部・委員会開催時に食事代

の補助を行わなかった場合には、年2回まで1人

3回分4,500円をそれぞれ上限として、近畿会が

負担している。この食事代補助額については、

平成4年9月役員会での申合せ事項により決めら

れたものであるが、既に20年以上経過してお

り、次年度予算案策定にあたって500円増額し

て、1人1回2,000円に致したいとの説明があ

り、審議の結果、原案どおりに承認された。

　　第３号議案　会費免除について

（提　案　者）地区会部長　洪　　誠悟

（審議内容）地区会交付金については、従来から各

地区会に対して「均等割額＋人数割額」として交付

しているが、活動費が交付金を超える地区会もあ

り、また、地区会独自の研修会開催や地域社会へ

の積極的な関わり等のより活発な地区会活動を促

すためにも交付金を見直し、下記のとおり増額致し

たい。なお、従来、地区会交付金の交付に加えて、

各地区会からの申請に基づき「地区会活動費補助」

を追加的に行ってきたが、上記のとおり地区会交付

金を増額することから、「地区会活動費補助」は原

則として受け付けないことと致したいとの説明があ

り、審議の結果、特に意見等もなく、原案どおりに

第４８事業年度

第11回定例役員会報告
日　時　平成２６年３月２７日（木）１８時～１９時４８分
場　所　近畿会会議室
出席者　３０名（役員数４４名）



承認された。

記

（現　　在）均等割額＠100,000円　人数割額＠1,000円

（改定後）均等割額＠200,000円　人数割額＠2,000円

報 告 事 項
　　第１号　会長報告

（報　告　者）会長　高濱　　滋

（報告内容）３月報告

　本部では、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・子育て支援法対策プロ

ジェクトチーム」において、全国の地方公共団体の

情報を集約して、協会としての対応を検討してい

る。現存の幼稚園監査は規模等も維持される方向

で検討されているようであり、今後も引き続き状況

を注視していきたい。

　近畿会では、従来の研修や厚生行事にとどまら

ず、多くの委員会で京滋会・兵庫会との事業連携が

活発化しつつあり、大学との共同事業についても関

西地区三会という立場で取り組んでいる。近畿会

という枠も大事だが、京滋会・兵庫会も巻き込んで

大きな活動を行っていきたい。

　　第２号　理事会報告

（報　告　者）理事　谷口　誓一

（報告内容）2月12日開催の第12回常務理事会及び

2月13日開催の第12回理事会について主に以下

の報告があった。

・会長報告（税理士法改正への対応、不正に関す

るアンケートの検討、中小企業庁の訪問、平成26

年公認会計士試験第1回短答式試験結果、2013

年度実務補習生の就職状況、協会の基盤整備プ

ロジェクトチームにおける会計基準の検討状

況）

・会計制度委員会からの答申に関する件

・会計制度委員会からの意見具申『「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

部を改正する内閣府令（案）」等に対する意見』

に関する件

・継続的専門研修制度協議会からの意見具申

『「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等

の考え方（処分基準）について」の一部改定案へ

の意見』に関する件

・品質管理レビュー制度等検討プロジェクト

チームからの意見具申「品質管理レビュー制

度・上場会社監査事務所登録制度改正要綱

案」に関する件

・制度・業務支援推進担当副会長からの意見具申

「税務業務部会の充実・強化のための会則、規

則及びその他細則等の改正要綱案」に関する件

・公会計協議会設置準備プロジェクトチームから

の意見具申「公会計協議会」の設置要綱案に関

する件

（報　告　者）理事　増田　明彦

（報告内容）3月19日開催の第13回常務理事会及び

3月20日開催の第13回理事会について、主に以

下の報告があった。

・会長報告（「会社法監査における十分な監査時間

の確保に向けて」をテーマとした座談会の実施、

子ども・子育て支援新制度への対応状況、地域

会規約変更に関するお願い、ツイッター及びフェ

イスブックの協会アカウント開設）

・協会公表物デュー・プロセス検討プロジェクト

チームからの意見具申「協会公表物デュー・プロ

セス検討プロジェクトチーム報告」に関する件

・制度・業務支援推進担当副会長からの意見具申

「税務業務部会の充実・強化のための会則、規

則及びその他細則等の改正要綱案」に関する件

・中小事務所支援担当常務理事からの意見具申 

「中小企業支援に係る常置委員会の設置要綱

案」に関する件

・財務担当常務理事からの意見具申「会費免除等

に関する細則の見直しについての要綱案」に関

する件

・平成25年度地域会の活動評価に関する件

・フィリピン台風救援募金の集計結果に関する件

・日本の公認会計士及び公認会計士制度のあるべ

き姿の提言プロジェクトチームの検討状況につい

て

・協会組織・ガバナンス検討プロジェクトチームの

検討状況について

第４８事業年度
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　　第３号　総務部報告

（報　告　者）総務部副部長　洪　　誠悟

（報告内容）五士業合同協議会の開催結果について

　　第４号　厚生部報告

（報　告　者）厚生部担当副会長　谷口　誓一

（報告内容）春休み日帰りファミリーツアーの実施

　　結果について

　　第５号　広報部報告

（報　告　者）広報部長　大谷　智英

（報告内容）「ハロー！会計」の実施結果について

　　第６号　研究・CPE研修部報告

（報　告者　）研究・CPE研修部副部長　沖　　聡

（報告内容）CPE研修計画及び実施結果について

　　第７号　会員業務部報告

（報　告　者）会員業務部長　岩井　正彦 

（報告内容）

　　１．会員業務推薦状況について

　　　　東大阪市老人福祉施設等整備事業者選定

　　　　委員会委員の推薦　他６件

　　２．テープ起こし等の業務について

　　第８号　非営利会計委員会報告

（報　告　者）非営利会計委員会委員長　藤本　勝美

（報告内容）

　　１．学校法人会計に関する意見交換会実施結果

　　　　について

　　２．大阪府社会福祉協議会と近畿会との共催に

　　　　よる社会福祉法人の内部統制と新会計基準

　　　　移行対応研修会について

　　第９号　社会・公会計委員会報告

（報　告　者）社会・公会計委員会副委員長　守谷　義広

（報告内容）研修の冊子化について

　　第10号　ＩＴ委員会報告

（報　告　者）ＩＴ委員会委員長　木下　隆志

（報告内容）研修冊子化の検討状況について

　　第11号　組織内会計士委員会報告

（報　告　者）組織内会計士委員会委員長　荻窪　輝明

（報告内容）次世代会計人のためのキャリア形成セ

　　ミナー開催結果について

　　第12号　本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報　告　者）中小事務所施策調査会　中小監査事務所

　　向け監査ツール検討専門部会　専門委員　林　直也

（報告内容）中小監査事務所向け監査ツール検討専

　　門部会の審議状況等について

平成26年5月10日 第659号（5月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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第9回　ハイキング部報告書

京都ツーデーウォーク報告
参加者 10名

　平成26年3月15日（土曜日、晴れ）に京都ウォーキング協会主催の京都ツーデーウォーク10Kmコースに参加し

ました。当日は9時に京都駅中央改札口に集合し、大阪弁護士会の中川先生の案内で集合場所である京都梅小路公

園まで行きました。受付を済ませ協会よりウォーキンググッズ（Mizunoの帽子、ウォーキングMap、ゼッケン）

を受取り、開会挨拶後、簡単な準備体操をして10時にいよいよスタートです。

　コース：梅小路公園→鴨川→辰巳大明神→知恩院→清水寺→梅小路公園

　まだ寒さが残る京都。歩き始めると身体も少しずつポカポカになり、京都の町並みを見ながら和気藹々と歩き

ました。途中至る所で、運営スタッフの方々が誘導してくださり、迷わずコースを歩けました。京都ツーデー

ウォークには、45都道府県からの参加者（総参加者数は2,514）が集

まっているため、歩いていても各地方の言葉が聞こえてきて、とても

賑やかで楽しいウォークが満喫できました。ただ、日ごろの運動不足

がたたってか、だんだんと疲れが足に溜まってきます（おそらく私だ

けだと思われますが）。ちゃんとトレッキング靴で来たのに!!と、私の

心の叫びは置いておき、出発から1時間半、知恩院に到着です。この先

の円山公園で、少し休憩をとることになりましたが、いつの間にかお

弁当タイムになってしまいました。

　円山公園では出店が多く出ていたので、たこ焼き、焼きそば、お弁

当を食べながら、既にほぼ折り返し地点に来ていました。（6Kmなん

てあっという間です！）。ゆったりと休憩していると、なんと私たち10Kmコースより2時間前に出発した30Km

コースのおじいちゃん達が、目の前を歩いて行くではありませんか。競歩並みに早い足取りに、ただただびっく

りするばかり。重い腰を上げて、私たちハイキング部も再出発です。あとはもう梅小路公園をめがけて帰るだけ

です。途中には、石塀小路、産寧坂の京都らしい町並みが続き、清水寺そして茶わん坂があり、食べ物店もいっ

ぱいで思わず足を止めたくなります。清水寺からのコースはゴール目指してひたすら歩くのみで、歩きながら歓

談しているうちに、あっと言う間に、梅小路公園に到着しゴールとなりました。最後に、到着のスタンプと【完

歩証】を授与され、フィニッシュです！

　10Kmコースのウォーキングは、ほど良い疲労感でとっても心地よかったです。次回は20Kmにチャレンジした

いですが、やはり参加者は10Kmコースが適当との意見が多かったです。

　番外編：梅小路機関車館と京都水族館に行く！

　ゴール後は、梅小路機関車館と京都水族館に行きました。梅小路機関車館では、歴代の蒸気機関車が展示され

ており、年配者にとっては非常に懐かしく、また当日はSL（D51：デゴイチ）に乗り込み子供のようにはしゃい

でしまいました。特に汽笛の大きさと白煙には今まで体験したことがなかったのでびっくりしました。往復1Km 

を約6分かけてのSLの旅は、あっという間に終わってしまいました。

　次に築2年の京都水族館では、鴨川で生息しているオオサンショウウ

オが水槽にミルフィーユ状態（サンドウィッチ状態）に並んでいるの

を見つけて、大はしゃぎ。おそらく、私たち一行は周りのちびっ子も

びっくりするくらいのはしゃぎ様でした。初めて行った水族館でした

が、私のお気に入りの水族館の1つになりました。

　梅小路機関車館と京都水族館をめぐって、童心に返った気持ちにな

り、両方ともとても楽しく、充実した1日となりました。　

 （文責：初デビュー参加者　吉田弘佳）
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「
カ
ラ
オ
ケ
部
活
動
報
告
」

　確定申告の申告期限翌日の3月18日、趣味の会　カラオケ部会（今年度三回目）が開催されました。

　この日を楽しみに確定申告を乗り切った私は、北新地のRINGOの扉をくぐりました。

　参加メンバーは、中西先生、西野先生、板戸先生、前回からご参加の西浦先生、八ツ尾先生と石原

の計6名（体調不良などで直前のキャンセル４名）

　板戸先生を若手に入れても、若手が過半数にならないのは、いささか残念ですが、歌う方は問題あ

りません。

　フォークの名曲から演歌、ポップスと幅広いジャンルが歌われました。

　気が付けば、あっという間に3時間が過ぎてしまいました。

　大いに歌の交流を深めることが出来ました。

　参考までに、カラオケ白書２０１３によると、ユーザー市場のうち大きな市場は、カラオケボック

ス市場と酒場市場（いわゆるラウンジ、スナック等）になります。

　１台あたり売上規模を見ると、酒場のカラオケの方が、稼働率が低くゆっくりとした環境でたくさ

ん歌えるということがわかります。いつもの仲間とカラオケボックスというのもいいですが、新しい

仲間と酒場でカラオケというのもお薦めです。

（一般社団法人全国カラオケ事業者協会ホームページより引用）

　次回は、期末監査が落ち着く７月頃開催の予定です。

　部会では老若男女問わず、皆様のご参加をお待ちしております。

（文責　石原佳和）

 

市　　場

カラオケボックス

酒　　場

普及台数

13万台

16.5 万台

売上規模

3,912 億円

1,823 億円

1台当り売上規模

約 3百万円

約 1.1 百万円
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公認会計士協同組合INFORMATION

公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたします。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。

　このたび、提携先であるピー・シー・エー株式会社より、非営利法人の会計・税務の専門家として名高い公認会計士・中田ちず子
先生監修による消費税申告ソフト「PCA消費税」が発売されました。「PCA消費税」だけが採用している「ワークシート形式」（注）

で、非営利法人の申告書を簡単に作成することができます。

（注）中田ちず子先生考案のワークシートを実装することで、決算データを活用し、申告書作成・提出がワンストップで行えるPCA

独自の方式です。

新刊書販売のご案内

消費税申告ソフト－非営利法人対応－PCA消費税　のご案内

学校法人会計要覧　平成26年版

【ご注文・お問合わせ先】TEL　03-3515-8960　 FAX　03-5226-3505　URL　http: / /cpacos.or . jp

学校経理研究会　編集・発行

霞出版社　発売元

定価4,800円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　本書は昭和54年創刊以来35年の実績を

持つ学校法人会計実務書の決定版です。本

版は、平成26年2月1日までに公表された資

料のなかから、会計処理並びに監査に必要

な資料を編集・収録しています。また、掲載資料のうち、平成26年2

月1日現在死文化しているが、会計処理並びに監査上、有用と思わ

れるものは、【参考資料】として掲載しています。

国立大学法人会計実務入門

増田正志　著　

税務経理協会　刊

定価3,000円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　国立大学は平成16年度に法人化されまし

たが、本書は、著者が平成14年度から法人

化への準備段階で従事した法人支援業務

と、16年度以降に担当した会計監査業務の

経験を基に、国公立大学法人の会計実務を会計基準の根本に立ち

返り、基礎からわかりやすく解説しています。

企業会計小六法　2014年版

中央経済社　編集

中央経済社　刊

定価5,800円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）　

　本書は、平成26年2月15日までに公表・改

正された会計基準等および関連する法令等

を収録しています。実務重視の編集で、会計

基準等の注釈や脚注を該当する箇所の後に

囲みで掲載するとともに、「主な改正事項の新旧対照表」を末尾に

掲載するなど工夫されています。決算・開示に必携の一冊です。

中小企業再生への認定支援機関の活動マニュアル

中村　　中　著

ぎょうせい　刊

定価2,400円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　認定支援機関が創設されて2年目に入り、2

万件を突破した同機関の活動本格化が予測

されます。本書は、経済産業省のフォーム（平

成25年12月公表）を使い、金融機関に提出

する経営改善計画書の作成ノウハウや、金融機関との交渉パター

ンを会話形式によって解説しています。

《PCA消費税　ここがポイント!!》
　　□　ワンストップだからシンプルで操作しやすい　　　□　難解な特例計算もスムーズ

　　□　今後の税率変更もしっかりサポート　　　　　　　□　過去の申告内容もさかのぼって確認可能

　　□　どんな会計データも取り込み可能

他の会計ソフトで作成されたデータの受け入れも可能です。項目を指定してデータを受け入れることができます。

（一般企業・学校法人・宗教法人・NPO法人・協同組合など）

定価　50,000円（税別）組合員は割引きがあります。

ご注文、パンフレットのご請求は当組合事務局（電話03-3515-8960）まで。
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　会員が行う業務の多様化に伴い、一人ひとりの会員が多様な業務をすべて行うことが不可能となって

きています。また、協会外部へ特定領域の専門性を説明していく際にも、それらの分野に熟達している会

員を明確にグループ化しておく必要性が高まってきています。この対応として、その配下に会員組織をも

つ協議会として「組織内会計士協議会」に続き、「税務業務協議会」及び「公会計協議会」を設置していきま

す。該当する会員には協議会下にある部会へ登録いただけますようお願いいたします。今後は各協議会と

もに当該分野に関連する研修等も充実し、専門性の維持向上を図る施策が展開されますので、ご対応よろ

しくお願いいたします。

　また、公会計協議会と関連ある地方自治法改正対応PTに初参加しました。民主党政権下での「地方自治

法抜本見直し」の監査制度見直し論への意見発出が当初目的で、意見提出後に自民党政権となり監査制度

が主要論点からはずれたため、PTの活動が開店休業状態になっていたとのことでした。しかしながら、昨

年に公会計基準の中間報告が発出され、公監査制度についても議論が活発化する可能性もあり、各方面か

ら情報収集し活動を再開していくことが確認されました。

平成26年度
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16：00～18：00

10：00～11：00

13：30～16：30

10：00～13：00

13：00～17：00

9：30～17：00

10：00～12：30

13：30～15：30

18：00～20：00

15：00～16：00

16：00～18：00

9：30～11：30

9：30～11：30

10：00～15：00

15：00～18：00

10：00～15：00

15：00～17：00

15：00～17：00

3月20日

3月25日

3月26日

3月27日

3月28日

4月1日

4月2日

4月3日

4月4日

4月7日

4月8日

4月10日

4月11日

4月14日

4月15日

4月16日

4月18日

木

火

水

木

金

火

水

木

金

月

火

木

金

月

火

水

金

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

(作成月日：平成26年4月21日)

理事会

理事懇談会

公認会計士制度・あるべき姿PT

監査法人代表者との懇談会

第２回予算特別委員会

正副会長会

定例役員会

協会ガバナンス検討PT

協会基盤整備検討PT

本部事業計画ヒアリング

業務部門打ち合わせ会

正副会長会議

監査事例研修会

予算個別折衝

相談役会

総務打合せ会

地方自治法改正対応PT

第３回予算特別委員会

正副会長会

協会ガバナンス検討PT

正副会長会議

常務理事会

地域会会長会議

理事会

理事懇談会

日本取引所自主規制法人との懇談会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

高濱滋会長活動報告
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平成26年度　近畿会開催CPE研修会平成26年4月実績及び5月予定　    

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）

島田牧子氏、本井啓治氏（ともに公認会計士）

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）

監査事例研修会（監査会計委員会）

「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

「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

「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）

「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

「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）

「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」

4 月 3 日

4 月 7 日

4 月 9 日

4月1 1日

4月1 5日

4月2 4日

13:00～17:00

13:30～16:30

13:30～16:30

13:00～17:30

18:00～21:00

13:00～16:00

監 査

監 査

監 査

会 計

監 査

会 計

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ
単位

職業
倫理

監査の
品質

その他税務
講　師

4

3

3

3

4

3

重要なお知らせ

● 平成２６年度以降の必須単位数について

全会員
（免除の承認を受けた会員を除く）

・「職業倫理」に関する研修科目・・・２単位

・「税務」に関する研修科目・・・２単位

加えて、

・「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。

法定監査業務に従事する会員

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。

日本公認会計士協会近畿会日本公認会計士協会近畿会

（日　時）　平成 26年 6月 20日（金）　　14：00～ 20：00

（場　所）　ザ・リッツ・カールトン大阪　　2階「ザ・グランドボールルーム」

（次　第）　1. 定期総会　　　　　……………　14：00～ 16：20

　　　　　2. 本部会務報告　　　……………　16：30～ 17：30

　　　　　3. 会員の声を聞く会　……………　17：30～ 18：00

　　　　　4. 記念交流会　　　　……………　18：15～ 20：00

（会　費）　無料　　　　　　　　※多数ご参加の程お願いいたします。

（日　時）　平成 26年 6月 20日（金）　　14：00～ 20：00

（場　所）　ザ・リッツ・カールトン大阪　　2階「ザ・グランドボールルーム」

（次　第）　1. 定期総会　　　　　……………　14：00～ 16：20

　　　　　2. 本部会務報告　　　……………　16：30～ 17：30

　　　　　3. 会員の声を聞く会　……………　17：30～ 18：00

　　　　　4. 記念交流会　　　　……………　18：15～ 20：00

（会　費）　無料　　　　　　　　※多数ご参加の程お願いいたします。

第48回定期総会（CPE研修：4単位）第48回定期総会（CPE研修：4単位）

15633 33
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（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）

会　員　数

公　認

会計士

監査

法人
計

一　号

準会員

会　員 準　会　員

二　号

準会員

四　号

準会員
計 合計

（平成26年3月31日現在）

3,207 32 3,239 9 49 811 869 4,108

資格変更（準会員から会員へ）

浅井　和也

石橋　健

礒川　祐二

一ノ瀬　拓哉

木村　梢

名嘉　友哉

畑　　彩子

枩藤　章範

3月24日付

入会者
3月24日付

会員名簿記載事項の変更

成山　哲平

吉田　壮志

大石　司

平野　文哉

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

清水　恒宏

前田　信二

河野　岳友

泰　　勝浩

平良　友祐

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

3月10日～25日

【事務所】

中谷　洸太

原　　彩夏

松本　真享

山崎　裕之

菊池　太志

滝本　晴菜

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

植田　早紀

塩見　欣哉

立川　正人

赤川　正周

戸田　圭亮

大植　彰人

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（四号準会員）

【自宅】

川村　宏 （会　　　員）海老澤　淳 （会　　　員）

【事務所・自宅】

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

林　　愛子

池田　進也

友清　佳奈

中村　尚平

（会        員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

広山　一茂

藤中　政利

古川　嵩子

吉田　結葉

　会員消息の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対し

て電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より

可能です

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（四号準会員）

谷本　治郎

飯田　浩也

木下　雅文

平良　友祐

福竹　亮

山本　隆雄

粟飯原有香子

2月17日付

3月24日付

3月24日付

3月24日付

3月24日付

3月24日付

3月28日付

死 亡

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

退 会

退会者

木下　雅文

畑　　彩子

河野　勇輝

谷口　悠一

恒光　優輔

山根　健史

山本　誠

川村　晋一

東 京 会 よ り

兵 庫 会 よ り

兵 庫 会 よ り

兵 庫 会 よ り

東 京 会 よ り

北 陸 会 よ り

中 国 会 よ り

東 海 会 よ り

（会　　　員）

（会　　　員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

転入者
3月10日～25日

田附　貴章

能任　哲也

藤野　正純

才田　布由子

安藤　友紀

金本　恵理子

南　　めぐみ

宇佐見　剛

加藤　祥則

濱本　太郎

山下　裕子

山本　直明

兵 庫 会 へ

東 京 会 へ

京 滋 会 へ

京 滋 会 へ

東 京 会 へ

京 滋 会 へ

兵 庫 会 へ

兵 庫 会 へ

東 京 会 へ

東 京 会 へ

東 京 会 へ

東 京 会 へ

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

転出者
3月10日～25日

平成26年5月10日 第659号（5月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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非営利会計委員会　NPO法人小委員会

正副会長会

定例役員会

非営利会計委員会　公益法人小委員会

税制・税務委員会

制度業務等中堅・若手会計士委員会

会議室18：30-20：30

会長室16：00-18：00

会議室18：00-20：00

会議室18：30-20：30

研修室18：30-20：30

会議室18：30-20：30

会議室18：30-20：30

会議室10：00-13：00

会長室16：00-18：00

会議室18：30-20：00

会議室19：00-21：00

制度業務等中堅・若手会計士委員会（創士の会）

組織内会計士委員会

正副会長会

国際委員会

組織内会計士委員会（定期会合）

5.12.（月）

5.15.（木）

5.22.（木）　

5.26.（月）

5.28.（水）

5.31.（土）

6.5.（木）

6.13.（金）

※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。

（平成26年5月12日～平成26年6月13日）近畿会および各部各委員会行事予定

編 集 後 記
　偽装や不正、代作など世の中で信頼されているものに

対する前提が覆るとき、私たちへの影響は計り知れない

ものだと、あらためて実感することが多くなりました。

職業会計人もまた財務諸表の信頼性という点から、国民

への影響力が大きい仕事に携わっていると思います。会

計に関係するニュースではなくても、最近世の中で日々

起こっている事象から自分たちの仕事の在り方を考え

させられ、職業観として「公認」会計士に値する高い専門

性、能力、人格などを絶えず磨き続けることの大切さを

学んでいる気がします。

　今号では、４月号に引き続き、今年1月25日（土）に開

催されました中日本五会研究大会の自由論題の部（午後

の部）・統一論題の部を掲載しています。統一論題では

「世界に翔る！ニッポンの公認会計士」をテーマに、海外

赴任経験者の貴重なお話を聞くことができました。

　３月決算期の会社も多く５月号発行の時期は多くの

皆様にとっても大変お忙しい時期かと思います。時節柄

ご自愛ください。

　今後もご愛読のほどお願い申し上げます。

（会報部：荻窪輝明）

■有価証券報告書の作成要領（平成26年3月期提出用)

　　寄　贈　者　公益財団法人　財務会計基準機構

　　編集・発行　公益財団法人　財務会計基準機構

■有価証券報告書記載例留意事項編 平成26年版

■有価証券報告書記載例基本編（連結あり）平成26年版

■有価証券報告書記載例基本編（連結なし）平成26年版

　　寄　贈　者　宝印刷株式会社

　　編集・発行　総合ディスクロージャー研究所

　　　　　　　　　　　　宝印刷株式会社

■有価証券報告書作成の手引き（平成26年版）

　　連結財務諸表を作成している会社用

■有価証券報告書作成の手引き（平成26年版）

　　連結財務諸表を作成していない会社用

■単体開示の簡素化　平成26年版

　（連結財務諸表を作成している会社・作成していない会

　　社共通）

　　寄　贈　者　株式会社プロネクサス

　　編集・発行　株式会社プロネクサス

　　　　　　　　　　　　ディスクロージャー実務研究会

【寄贈図書】

【慶事】 【弔事】

　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。

近畿会
事務局
近畿会
事務局

・会　員　　古田　晴信

・会　員　　七木田　淳史

  ・準会員　　清水　俊之 ・会　員　畠中　義彦氏

　平成26年4月28日ご逝去　満96歳
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熊木　実高濱　滋

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。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について

〒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。

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。
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