
国際委員会　大阪弁護士会共催研修会報告

監査会計委員会研修会報告

第251回企業財務研究会報告



C.P.A.NEWS 06 INDEX

国際委員会　大阪弁護士会共催研修会報告

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

第251回企業財務研究会報告

～知ってビックリ！環境会計～環境会計の概要とＭＦＣＡ

～ザ・グローバル女性会計士シリーズ～⑤　インドで翔く女性会計士

リレー随筆（第75回）

千代田邦夫著 『闘う　公認会計士－アメリカにおける150年の軌跡』（中央経済社、2014年）を読んで

第49事業年度　第1回定例役員会報告

第一回　ハイキング部報告

囲碁部だより

ゴルフ部開催報告

公認会計士協同組合INFORMATION

高濱滋会長活動報告

平成26年度　近畿会開催CPE研修会平成26年5月実績及び6月予定 

会員異動

事務局だより

編集後記

近畿会ウェブサイトリニューアルのお知らせ
https://www.j icpa-knk.ne. jp/

ＩＤ　　　　kinki　

パスワード　harukas300

平成26年3月16日に日本公認会計士協会近畿会ウェブサイトのデザイ

ンをリニューアルしました。

会員専用ページへのログインは、以下のＩＤ・パスワードをご利用く

ださい。

（ＩＤ、パスワードはすべて半角英数小文字で入力してください。）

守谷　義広

山添　清昭

和田　　　司

小西　隆明

野瀬　裕子

川喜多　由博

髙田　喜次

白井　　　弘

兼井　和夫

斉藤　好江

3

5

8

9

11

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース

INDEX 156382



　1．はじめに

　平成26年3月29日（土）、日本公認会計士協会近

畿会の研修室において、大阪弁護士会と日本公認会

計士協会近畿会の共催による「海外子会社の内部統

制セミナー」が開催されました。大阪弁護士会との

共催による研修会は今回で８回目を迎えますが、従

来は、特定の国にフォーカスして、法制度上や会計

制度上の論点をご紹介して参りました。今回は、従

来とは異なる切り口により、グローバル化時代を迎

えた企業が直面する管理面での主要な課題と考えら

れる「海外子会社の内部統制」をテーマとし、法制

度上及び財務報告面での内部統制の必要性や具体的

事例等について幅広くご講義頂きました。

　まず、日本公認会計士協会近畿会より、レイズビジ

ネスコンサルティング（上海）有限公司の董事長兼総

経理であられます加納尚先生にご登壇頂き、「中国

における内部統制構築のポイント、事例紹介」につい

て講義頂きました。加納先生は2000年4月に公認会

計士登録された後、大手監査法人や在中国日経コン

サルティング会社での勤務を経て、2010年3月に独

立され、現在の会社の総経理として主として中国進

出企業の内部統制構築支援業務、原価計算構築支

援業務並びに中国系企業を対象とした財務デューデ

リジェンス業務等に携わられています。

　次に、大阪弁護士会より弁護士法人北浜法律事務

所の代表社員であられます生沼寿彦先生にご登壇頂

き、「海外子会社の内部統制～理論的基礎と実践的

アプローチ～」について講義頂きました。生沼先生

は1994年に弁護士登録された後、2000年から

の米ニューヨーク州の法律事務所での1年間の勤務

を経て、同州の弁護士登録後、2002年より現事務

所にて勤務されています。サーベンス・オクスレー

法をテーマとしたコンプライアンス等に関する著書

も多数執筆されており、知的財産、国際取引や国際

紛争、コンプライアンス等をご専門としてご活躍さ

れております。

　

　2．中国子会社の内部統制構築の

　　　ポイント事例紹介

　加納先生からは、中国現地法人における内部統制

構築の必要性や構築の進め方、代表的な事例につい

て紹介頂きました。内部統制構築の必要性に関し

て、経営のルーチン化により日本人出向者が担って

いるガバナンス機能を中国人主体に委ねローコスト

化を図る目的であったり、拡大を続ける中国内市場

への対応として日本人主体によるマネジメント体制

が質的にも量的にも限界に近づいている点等を挙げ

ておられ、必ずしも制度対応だけでなく構築ニーズ

がある点は印象的でありました。また、後半の事例

紹介では、未払増値税の支払を遅らせるため売上計

上が遅延する事例や、親会社からの追求を避ける目

的で仕掛品計算を操作している事例等の紹介があり

ました。併せて、中国の増値税制度の仕組みについ

ても詳述頂き大変参考になりました。

　3．海外子会社の内部統制

　　　～理論的基礎と実践的アプローチ～

　生沼先生からは、金商法と会社法における内部統
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制の違い、海外子会社における内部統制構築の難し

さ、海外における法的リスクや紛争について、判例

やご自身のご経験談等を交えながら幅広く講義頂き

ました。海外子会社統制の難しさの原因について

は、文化・慣習の違い、法制度の違い、物理的な距

離及び言語の違いを主要な論点として取り上げてそ

れぞれについて関係者が留意すべき事項を端的に解

説頂き、これらの要点を理解した上で対応を検討

する必要があることを強調されていました。

また、海外における法的リスクの紹介として米国

FCPA法（連邦海外腐敗行為防止法）や企業用量刑

ガイドライン等についても言及頂き、普段それらの

　中東諸国やマレーシア、インドネシアなど、イスラム教徒の多い国々の経済成長が著しい。来日客も増え、ビ

ジネス界にとって、イスラム圏は魅力的なターゲットになりつつある。しかし大きな課題がある。イスラム特有

の厳しい宗教的戒律をクリアした（ハラル）商品サービスを開発する必要があるのだ。これをハラルマーケット

対応という。

　よく知られるイスラムの戒律としては、酒や豚肉といった飲食に関するタブーがある。外国人が多く訪れるレ

ストランや食のテーマパークなどの一部では、こうした材料を使用していないことを明示し、イスラム圏からの

客を呼び込む試みが始まっている。同様に、大規模ショッピングモールなどで、イスラム教徒向けの礼拝堂を設

ける動きも見られるようになってきた。

　今後は製品の輸出に関するハラルマーケット対応が注目を集めることになりそうだ。例えば薬品や化粧品の中

に、豚に由来する油分やゼラチンなどが含まれていると、イスラム圏での販売はできなくなる。代替材料を開発

し、認証するシステムづくりが求められる。

法律に馴染みのない公認会計士にとっては大変参考

になる講義でありました。

　4．終わりに

　今回の研修は大阪弁護士会より37名、日本公認会

計士協会関西地区三会より51名の会員が出席され、

大変盛況となりました。「不正リスク対応基準」が

制定されるなど、企業の不正や内部統制に関する関

係者の意識は高まってきております。今回の研修

が、会員の皆様方の実務の一助となることを願って

おります。

ハラルマーケット
イスラムの戒律に対応
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　１．平成26年3月期の会計・監査上の主な改正点と実務上の留意点

対応を検討する時期に当たっていたこともあり、ご

参加いただいた方は、非常に関心が高く熱心に聴い

ていただきました。　

　研修会は、三会の共同開催であり、近畿会109

名、兵庫会25名、京滋会9名の合計143名の参加者

がありました。

　研修会で報告した内容を中心に、報告します。

　前半は、「平成26年3月期の会計・監査上の主な

改正点と実務上の留意点」をテーマに、山添が講師

を担当し、後半は、「平成26年3月期の有価証券報

告書作成上の留意点」をテーマに、宝印刷、総合

ディスクロージャー研究所主任研究員の公認会計士

新保秀一氏に講師を担当していただきました。

　研修開催の時期が、3月期決算の会計・監査上の

研修会「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」を開催しました。

　平成26年4月24日（木）午後1時から4時までの時間

で、近畿会の会議室において、監査会計委員会主催の

1

2

「平成26年3月期の会計・監査上の主な改正点と実務上の留意点」

「平成26年3月期の有価証券報告書作成上の留意点」

山添清昭

新保秀一

研修テーマ 担当講師

研修の内容テーマ 講師のコメント

Ⅰ.平成2 6年 3

　月期における

　会計・監査上

　の主な改正点

１．改正「退職給付会計基準」の公表・適用

（１）未認識数理計算上の差異及び未認識過

　　　去勤務費用の処理方法の見直し

（２）開示の拡充

（３）退職給付債務・勤務費用の計算方法の

　　　見直し

２．会社計算規則の改正を受けて経団連のひ

　　な型の改正（改正退職給付会計基準の適

　　用への対応）

３．連結財務諸表に関する会計基準等の改正

４．財規等の改正（有価証券報告書における

　　単体開示の簡素化）

●左記8項目のうち、下線を引いてい

る改正（1～7）が、平成26年3月期に

適用が強制されます。

●平成26年3月期の改正点では、特

に、改正「退職給付会計基準」への対応

が重要となります。また、平成26年3月

26日付けで財務諸表等規則等が改正さ

れ、平成26年3月期より、「単体開示の

簡素化」が導入（後述参照）された点に

も留意が必要です。

●改訂「監査基準」と「不正リスク対応基

　準」は、平成26年3月決算に係る財

査基準」、「不正リスク対応基準」等の改正におけ

る実務上の留意点について解説をしました。以下に

研修会で説明した主な内容と、講師のコメントを記

載していますので、ご参考にしてください。

　研修の前半では、平成26年3月期の主な改正点を

整理し、その内容を説明するとともに、平成26年3

月期より適用が強制される「退職給付に関する会計

基準（以下「退職給付会計基準」という）」や「監

「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」

監査会計委員会委員長（講師）　山添　清昭

監査会計委員会研修会

監査会計委員会研修会

「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」
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研修の内容テーマ 講師のコメント

Ⅱ.改正「退職給

付会計基準」

の内容と実務

上のポイント

Ⅲ.「企業結合に

関する会計基

準」等の改正

の内容と実務

上のポイント

Ⅳ.監査基準の改

正と監査役と

の連携

５．「監査基準」の一部改正と「不正リスク

　　対応基準」の導入

６．ＥＳＯＰ実務対応報告の公表

７．平成26年度税制改正と税効果会計への影響

８．企業結合に関する会計基準の改正

　　（平成27年4月1日以後開始する事業年度

　　より適用）

Ⅱ－１.改正「退職給付会計基準」について

１．主な改正点と導入時の実務上のポイント

（１）未認識項目の処理方法

（２）退職給付債務および勤務費用の計算方法

（３）開示の拡充（勘定科目の変更、注記の

　　　変更）

３．適用時期と実務上のポイント

Ⅱ－２．改正点を設例で確認

１．連結と個別の会計処理をワークシートと

　　仕訳で確認

２．注記例で改正箇所を確認

３．適用時（平成26年3月期末）の会計処理

１．「企業結合に関する会計基準」等の内容

　　を解説

（１）非支配持分（少数株主持分）の取扱い

　　　を変更

（２）取得関連費用の取扱い

（３）暫定的な会計処理の確定の取扱い

（４）適用時期

１．「監査基準」の改正、「不正リスク対応

　　基準」の導入

２．監査人と監査役の連携のポイント（平成

　　25年11月7日公表の「監査役等と監査人

　　との連携に関する共同研究報告」の改正

　　点を説明）

３．期末における連携のポイント

務諸表の監査から適用となる点も、

われわれ監査人にとっては重要なポ

イントです。

●研修では、各改正の内容と適用に関

しての留意点について、解説しまし

た。

●研修では、平成26年3月期から適用さ

れる「退職給付会計基準」の改正の

内容、導入時の実務上のポイントに

ついて詳細に解説しました。

●平成26年3月期では、「未認識項目の

処理方法」について、連結のみの改

正であり、個別では、これまでどお

りの取り扱いになる点に注意が必要

です。また、今回の改正で注記の記

載が詳しくなる点にも留意が必要で

す。

●会計処理と開示（注記）の改正点に

ついて、設例を用い、ワークシート

と仕訳とのつながりについて、確認

しました。

●具体的な改正点の確認は、個別と連

結の各ワークシートを用いて点検す

ることが有用であることを強調しま

した。

●平成25年9月13日付け、改正された

「企業結合に関する会計基準」等の

内容について紹介しました。

●平成26年3月期では、適用は強制され

ませんが、重要な改正であり改正の概

要を押さえておく必要があります。

●改正後の「監査基準」では、監査人

は、監査の各段階において、監査役

等と協議する等適切な連携を図るこ

とが明記されました。

●研修では、平成25年11月7日付け公表

された共同研究報告の改正点と期末

における監査人と監査役の連携のポ

イントについて説明しました。
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　２．平成26年3月期の有価証券報告書作成上の留意点

て、わかりやすく解説いただきました。以下に研修

会で配布した資料と研修の内容について、以下にま

とめていますので、ご参考にしてください。

　研修の後半では、公認会計士新保秀一氏より「平

成26年3月期の有価証券報告書作成上の留意点」に

ついて、以下の資料をもとに、平成26年3月期にお

ける有価証券報告書作成上の改正点・留意点につい

　３．最後に

入や「監査基準」の改正によって、監査役とのより

一層の連携も求められます。これら会計・監査上の

改正点に対する理解をより深めておくことが重要に

なると考えます。

　監査会計委員会としては、今後も会員の皆様に役

に立つテーマの研修の開催に努めたいと考えており

ます。

　平成26年3月期の会計・監査上の改正点は、上記

に示していますように非常に盛りだくさんです。ま

た、適用上の留意点も多岐にわたります。さらに、

平成26年3月期は、有価証券報告書の開示面におい

て「単体開示の簡素化」への対応が求められます。

これら改正点について、適用上の相談をクライアン

トからいろいろと受けることが考えられます。ま

た、監査の局面では、「不正リスク対応基準」の導

研修の内容資料名

・「有価証券報告書記載例　

　（基本編）平成26年版」

・「有価証券報告書記載例　

　（留意事項編）平成26年　

　　版」

　

・「平成26年3月期、有価証

　券報告書作成にあたっての

　追補資料」

●以下の平成26年3月期の主な改正点（「単体開示の簡素化」以外の改正

点）について、改正後の第三号様式の「記載上の注意」を確認しながら、

改正後の「記載例」を紹介する形式で、説明がありました。

・連結財務諸表に関する会計基準

・退職給付会計基準

・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の

　取扱い（ESOP実務対応報告）

・企業結合に関する会計基準

・その他最近の改正

●平成26年3月期より、連結財務諸表を作成している会社を主たる対象とし

て、有価証券報告書の「単体開示の簡素化」が図られています。財規第1

条の２が新設され、連結財務諸表を作成している会社のうち、会計監査人

設置会社を「特例財務諸表提出会社」と定められました（ただし、別記事

業会社を除く）。この特例財務諸表提出会社に該当する場合には、会社法

に基づいて作成される計算書類を基に金融商品取引法の財務諸表（比較情

報を含む）として記載できることとなりました。

●「単体開示の簡素化」について、「追補資料」を用い、（ａ）特例適用し

ない場合、（ｂ）特例適用する場合、（ｃ）一部簡素化（連結なし）の３

つのパターンに分け、有価証券報告書の各記載項目ごとに、簡素化の様式

や記載例を参照しながら記載にあたっての留意点についての説明がされま

した。

監査会計委員会研修会

「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」
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第251回企業財務研究会報告
京滋会　監査・会計委員長　和田　司

　今回の研究テーマは、「リスク情報の開示事例分

析」です。リーマンショック以降低迷していた新規

上場会社数も、徐々に回復傾向にあり、平成25年の

東京証券取引所への直接上場は58社（うちマザーズ

31社）となりました。新規上場会社は、初めてリス

ク情報の開示を行うため、社内外の関係者とも協議

のうえ直近の状況をよく反映し開示されていると思

われるので、その事例分析を試みました。併せて新

規上場会社のみならず、様々な角度から特徴ある開

示の有無について事例分析を行いました。

　新規上場会社については、ＥＤＩＮＥＴの全文検索

を用い、平成25年1月1日から平成25年12月31日

までに有価証券届出書（新規公開時）を提出した53

社を取り上げました。記載する会社が多い項目とし

ては、人材の確保と育成、競合、規制、情報管理、

資金調達と使途、災害等、新株予約権、環境の変化

等がありました。

　外国企業の開示の状況、外国人株主の多い企業の

開示の状況、不正発生前後の開示状況、ＳＥＣ基準適

用会社の国内開示の状況、最近の話題に関する事例

という角度からも事例分析を行いました。

　　ＩＦＲＳ任意適用会社における適用前後についての

開示状況について分析したところ、ＩＦＲＳの適用がリ

スク情報の記載を見直す契機になっているように考

えられました。

　また、ＩＦＲＳ未適用であるがＩＦＲＳに関する何らか

（例えば、ＩＦＲＳ適用による影響等）の記述をしてい

る会社もありました。

　最後に、我が国の開示ルールが、ＩＦＲＳにおける開

示のルールに近づいた場合の我が国企業への影響に

ついて考察しました。

　財務局からは、平成26年3月31日に公表された

「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項

について（平成26年3月期版）」及び「有価証券報

告書レビューの実施について（平成26年3月期以

降）」のご説明がありました。

　平成26年4月4日、近畿財務局において企業財務研究会が開催されました。今回の担当は、京滋会であり、監

査・会計委員会のメンバー（岩淵副会長、山根木副委員長、松田副委員長、竹馬副委員長、鈴木副委員長、和

田）により研究を行い、その結果を発表しました。

　出席者は、以下のとおりです。

　（財務局）今川秀敏理財部次長、他10名

　（近畿会）山添監査会計委員長、他５名

　（兵庫会）八木会長、他５名

　（京滋会）深井会長、他６名
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156448第251回企業財務研究会報告



　1．はじめに

　日本公認会計士協会準会員会近畿分会では平成26

年3月1日に近畿会研修室にて「～知ってビックリ！

環境会計～環境会計の概要とMFCA(マテリアルフ

ローコストアカウンティング)～」と題した勉強会

を開催致しました。

　当勉強会では講師として株式会社環境管理会計研

究所代表取締役の梨岡英理子先生（公認会計士・税

理士）をお招きしました。梨岡先生は環境会計や環

境報告書が日本に導入され研究開発された初期から

携わっておられ、日本における環境会計・環境報告

書実務と一緒に歩んできた方です。当勉強会では学

術的な話のみならず実務経験談についても語って頂

きました。

　2．勉強会について

◆環境・CSR情報開示の必要性

　勉強会の冒頭では、企業＝経済活動のみでは無く

なっている現在の企業環境について説明して頂きま

した。今や投資家や格付け機関等は財務情報に加え

非財務情報も含めて企業価値評価を行っており、企

業情報開示の一環としてCSR情報が開示されていま

す。既にSECやEUの規制では年次報告書での社

会・環境情報開示が義務化されています。日本では

開示義務はありませんが、世界的に今後は統合報告

が導入され企業の開示情報＝財務情報＋非財務情報

となる流れが予想されます。日本でも平成24年の環境

省の調査では売上高1兆円以上の日本企業の85.2%が

環境報告書を作成開示しています。

◆MFCAの背景

　次にMFCAの発展と日本の国家戦略の関係を紹介

して頂きました。MFCAの普及した背景には、2006年

に発表された政府の「新経済成長戦略」の基本戦略

「資源生産性の向上」があります。当時のレアメタ

ル価格高騰を受け、資源に乏しい日本は輸入した資

源を無駄なく利用する必要に迫られました。資源生

産性の向上に役立つためMFCAは日本企業に普及し

ています。MFCAは2011年に日本主導のもと

ISO14051として国際規格化されています。

◆MFCAの目的とメリット

　MFCAは原材料・消耗品・エネルギー等物質とし

てかたちあるもの全て「マテリアル」に注目した原

価管理手法です。製造工程から生まれる良品は「正

の製品」、廃棄物は「負の製品」として両製品の原

価を同等に計算します。MFCAは廃棄物原価計算と

も言え、正の製品と負の製品は原価計算上区別され

ません。MFCAでは収益を獲得するために費やされ

る資源「コスト」と収益の獲得と関係なく費やされ

る資源「ロス」を区別して考えます。収益獲得が目

的なのでロスは削減しコストは削減してはなりませ

ん。ここが重要なところでコストを削減すると製品

品質の低下を招いてしまいます。投入された資源の

うちロスになる資源を最小化するのがMFCAの管理

目的です。

　MFCAの導入メリットには、廃棄物削減（環境

面）や原料コスト削減（財務面）のみならず、物量

管理の徹底による棚卸差異・原価差異の減少、ロス

削減のための技術革新、MFCA導入過程での作業フ

ロー図作成による作業の標準化・文章化による技術

継承等があり、広範な効果が期待できます。

◆MFCA導入モデル事例

　導入モデルの解説ではキヤノンのレンズ工場の事

～知ってビックリ！環境会計～

環境会計の概要とMFCA
(マテリアルフローコストアカウンティング)

日本公認会計士協会準会員会　幹事　小西　隆明

～知ってビックリ！環境会計～

環境会計の概要とMFCA
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例を紹介して頂きました。ガラスメーカーから納入

されたガラスを研磨してレンズを生産しますが、研

磨過程で削りカスが廃棄物となります。MFCAで計

算するとこの工場では研磨の結果加工前のガラスの

32%分（重量ベース）が削りカスになっていたので

す。歩留管理の発想ではこのロスは当然のものとし

て見過ごされてきました。ロスが可視化できたこと

で対策が考えられ、納入されるガラスの形状を研磨

後の形に近づけることで削りカスを80%削減、加え

て廃棄物処理コストも削減できました。さらにガラ

スメーカーでも製品が小型化するため1枚のガラス

板から取れるレンズが増え、レンズ工場と納入メー

カーのWIN・WINの関係が実現しました。複数企業

の交渉が必要な場合、企業間の折衝の仲介もコンサ

ルティングの一環だそうです。

◆SC－MFCAを成功させる

　勉強会の最後には、最も進んだMFCAであるサプ

ライチェーンMFCA（以下SC－MFCA）を解説し

て頂きました。上記の事例の様に企業にはサプライ

チェーンが存在します。再生品率の高い環境配慮型

製品は環境負荷が低いと思われますが、再生品の使

用によって不良品率が上がり反って廃棄物が増加し

てしまうケースがあり、真の環境配慮型製品のため

にはサプライチェーン全体で考えなければいけませ

ん。SC－MFCAの事例では普段交流が無い現場技

術者間の交流が新商品・新技術誕生に貢献した例

や、企業間で在庫量を相互把握することで在庫量の

適正化が可能になった例が解説されました。また、

SC－MFCA成功のためには第三者（コンサルタン

ト）が間に入ったサプライチェーンのスムーズな一

本化が必要となります。この企業間の調整は機密情

報やコストデータを扱うため独立した立場で機密情

報を扱う公認会計士向きの業務と言えるでしょう。

SC－MFCAの課題は、コスト削減のメリットを誰

が享受するかという調整が難しいことです。さらに

海外企業を含めたグローバルなSC－MFCAが出来

ればより効果的なMFCAが可能となりそうです。

　3．最後に

　勉強会の最後には質疑応答を行い、MFCAを導入

可能な企業規模についてご質問を頂きました。既存

の管理データを利用する簡易型MFCA導入ソフトが

存在するため、原価計算システムが無い企業や社員

20人程度の企業でもMFCAは導入可能であり、導入

のハードルが低く驚きが広がりました。大企業から

導入が始まったMFCAですが小規模な企業の方が導

入の効果は大きいとのことで、SC－MFCAの普及

と合わせMFCAには今後も大きな可能性が有ると感

じました。当勉強会のアンケートではご参加頂いた

方から高い評価を頂き、満足度の高い勉強会となり

ました。

　講師を引き受けて下さった梨岡先生を始め、講演

会にご参加頂いた皆様、そして講演会の準備をして

頂いた皆様に準会員会一同厚く御礼申し上げます。

　今後も日本公認会計士協会準会員会近畿分会は

様々な勉強会を企画して参りますので、皆様のご参

加を心よりお待ちしております。

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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　1．インド法人立ち上げのきっかけ

　「学生時代にバックパッカー旅行とかしていたん

ですか。」

　「女性の方にはインド好きが多いみたいですし…。」

　インドで働いていると、なぜインドで働くことに

したのかというきっかけを聞かれることもままあり

ます。私はインドに旅行した経験があったわけでも

なく、とりたててインド好きだったわけでもなく、帰

国子女だったわけでもありません。

　「どこか日本とは大きく社会状況が異なる国で、一

生に一度は働いてみたい」という思いは強かったの

ですが、あえて「インド」で独立開業することになっ

た直接のきっかけは、香港で働く日本人会計士との

出会いでした。

　ちょうどインドに進出する日系企業が増えていた

ものの、生活面のハードルが高いことから希望を出

す人が少ないタイミングに手を挙げたところ、話が

とんとん拍子で進んだのが実情です。その結果、もう

インドに住み始めて3年になります。

　

　2．現地での業務について

　現地のインド人会計士と提携して、インドに進出

している日系企業の経理や税務申告をサポートする

という業務が私の仕事です。

　もちろんインド

にも、インド人の運

営する会計事務所

が山ほどあります。

それにもかかわら

ず、なぜこのような

サービスが必要か

というと、日本人が知

りたい情報をかみ砕い

て説明しないとインド

人から回答を引き出し

にくいためです。言語

や会計基準の違いもあ

るが、文化的な違いを乗り越えることの方がより難

しいと感じます。

　例えば日本本社の経理担当者が、インド人に所得

税率について質問したとしましょう。普通のインド

人であれば、たった1行でそっけなく○％と返すのみ

です。その背景となる基準や例外といった補足説明

がついてくることは、まずありません。もっと詳しく聞き

たければ、追加で聞けばいいというスタンスです。

　誤った情報を伝えた場合や、期限に遅れる場合で

もインド人が自分から謝ることはありません。何かと他

の理由を持ち出して責任をそらす人が大半です。

　そのうち日本側に感情的なストレスが溜まり、英

語での追及も面倒になってコミュニケーションを諦

めてしまいがちです。ここに「聞きたいことが聞け

る」サービスの必要性が生まれます。

　3．インド人と仕事をすることの難しさ

　旅行なら素朴でマイペースなインド人とのふれあ

いを楽しむだけで良いかもしれませんが、マイペー

スすぎる人と一緒になって物事を進めるのは難しい

ものです。

　日本であれば、アルバイトであっても想定の7割程

度は満足のいく仕事をしてもらえます。一方、インド

ではまさに十人十色。履歴書から期待した仕事の1割

以下で返ってくることもあります。

女性会計士委員会
～ザ・グローバル　女性会計士シリーズ～⑤

インドで翔く女性会計士
～外国で仕事をすることの面白さと難しさについて～

野瀬　裕子

～ザ・グローバル　女性会計士シリーズ～⑤

インドで翔く女性会計士
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　もちろん文字を書け

ない人もいますし、精度

の感覚も異なります。何

度説明しても、検品作業

を1000個依頼して1000

個すべてが「良品」として返ってくることもありま

す。日本から運んできた、既に量産を前提とした機械

を前にして、自分のアイデアを加えた新しい金型の設計

図を持ち出してくる人までいます。

　人の管理が難しいインドでは、日系企業も「工場

長」のポストに最も高い給与を設定するのも頷けま

すし、日本人の間では「インド人さえいなければイン

ドは良い国なのに」というジョークまで生まれるほ

どです。

　4．どんな人が途上国向き？

　女性会計士にインドで働くことに憧れる人も少な

いと思いますが、あえて途上国で働くのに向く人を

言うなら「細かいことを気にせず、違いを受け入れら

れる人」だと思います。

　途上国には文化の違いだけでなく、何かと物理的

に不便なことも多いです。気温40度を超えるのに4時

間以上も停電が続く、昼過ぎに水が出なくなると

いったこともままあります。バスや地下鉄に時刻表

も存在しません。バスが2時間来ないまま、待ち人だ

けが100人以上増え続けることもあります。

　強い香辛料を好むという面で、食生活も大きく異

なります。朝からカレーの匂いが漂いますし、レスト

ランで渡されるメニューも日本人の目からみるとど

れもカレーです。「さあ、どのカレーにする？」という

所からスタートです。

　まあどれを選んだとしても、日本人はたいてい1週

間くらいでお腹を壊します。薬局でわたされる透明

カプセルには、一瞬飲むのをためらってしまうよう

な真緑の液体が入っていますが、治ると信じて飲む

他ありません。

　大きな道路の中央分離帯に野良ウシが座っている

こともあれば、ドアを開けたらそこでネズミと目が

合うこともあります。ネコがネズミを口に加えて走

るシーンも目にします。

　そういった時に「まあ、そういうこともある」と受

け入れられない人は難しいかもしれません。日本の

ように社会が均質ではないので、異質な事が起こる

のを前提として、受容できるメンタリティが大切に

なります。

　5．現地に適応するには？

　こんなに不便なことの多いインドにどうして長く

住み続けられるのかというと、それは面白い点も同

じくらい多いのが理由です。私が最も好きなのは、

「自分と違っている人がいて当たり前」と誰もが認識

している点です。

　インドは貧富の差も大きいですし、多様な人が社

会に溢れていると認識せざるをえない社会構造に

なっています。例えば会計士試験1つを取り上げて

も、「今回の試験を1位で突破したのは、オートリキ

シャドライバーの娘です」ということが新聞の一面

記事になりますし、社会階層が低い人がいることも

前提に話が進みます。

　インドでは自分と同じ年に生まれる人だけで

2000万人をゆうに超えますし、目立たないと埋もれ

てしまいます。そのためか日本のように他の人と同

じであることを尊ぶ価値観がなく、それぞれの人が

自分の個性を隠そうとしません。もちろん協調性に

は欠けますし、おおっぴらな自慢や大風呂敷も多い

のですが、日本と違って本音と建前が一致している

所は新鮮に映ります。

　もちろん人によって面白いと思うポイントは違う

と思いますが、どんな国にも良い所と悪い所のどち

らもあります。日本に帰ればゴミ１つない街の美し

さをありがたいと思いますし、インド以外の国にも

面白い点がたくさん眠っているに違いありません。

　現地に適応するコツは、どれだけその国の長所を

見つけられるかにかかっていると思います。どちら

も英語が母国語でないような国に限ってなのかもし

れませんが、語学はそれほど高い障壁にはなりませ

ん。相手の言葉だって完璧ではありませんし、語学は

生活や仕事で使う必要があればついてくるもので

す。

　もし海外で働きたいと思うのであれば、会計士ほ

ど場所を選ばずに働ける職種も少ないと思います。

「できない」ことを考えると頭が痛くなってしまうの

で、先に「できる」こ

とを考えてトライし

てみるのも良いので

はないでしょうか。
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　海外旅行は１度しか行ったことなく、ケニアだけ

です。海外への好奇心はあまり高くはなく、業務で

アジア出張を経験させていただいたものの、自費で

旅行に行こうという気持ちはありませんでした。ケ

ニア旅行のきっかけは、監査法人入社同期（住まい

も近く、毎週飲む仲でした）の法人卒業旅行でし

た。大自然はいつまであるかわからないので、行け

る時に行くしかないと判断し、大自然のケニアに行

くことにしました。

　見渡す限りの草原、ライオンとバッファローの睨

み合いなど、日頃は風景や動物に興味のない私で

も、興味が湧いてくる迫力でした。これが海外か！

と感動しました。気球にも初めて乗ることができ、

空を飛ぶような体験もできました。気球が降り立っ

た草原で、朝からワインを飲むというまさにバカン

スでした（語学力が乏しく会話にはほとんど入れま

せんでしたが、酒を注いだり、集合写真で中央に行

くなど、ちょっとでも存在感を出そうとしていまし

た）。

　ケニアはおすすめですが、特に早いうちに行って

よかったと思います。旅行は４年前ですが、ホテル

ロビーの時計も現地・ロンドン・ニューヨーク・東

京とあり、ホテルマンからの挨拶も９割は片言で

「おはよう」と言ってもらえました（残り１割は、

中国語や韓国語でした）。両替は、USドルとユー

ロしかできない箇所と日本円も可のところがありま

した。おそらく、徐々に日本人旅行者向けの案内や

挨拶は減っていくと思いました。移動も悪路が多い

ですので、体力があるうちにという観点でも早いう

ちに行くことが出来てよかったと思います。

　ケニアだけでは紙面が埋まりませんでしたので、

私にリレー随筆が回ってくるほどに協会活動に関与

するきっかけを紹介したいと思います。振り返って

みると、偶然の連続でした。

　まずは、入社３年目に会計士補会（現、準会員

会）の近畿分会の幹事になりました。当時は、法人

持ち回りで会計士補会の幹事をしており、前任の他

法人の幹事（補習所同期）から、ケニア旅行に行っ

た同期などに誘いがあり、４名で引き受けることに

なりました。本来は、１つ下の年次に引き継がれる

べきところ、補習所同期の私たちが引き継いでし

まったことから、その後、数年間、近畿分会の幹事

ケニア旅行＋α
第75回 リレー随筆

川喜多　由博

ケニア旅行＋α15649 13
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が他会よりも年次が１つ高くなってしまいました。

会計士補会の幹事になるまでは、協会のイベントに

も参加したことがなく、この引継ミスがなければ、

その後も協会活動には関与していなかったかもしれ

ません。法人持ち回りの幹事では、せっかくの協会

活動であるのに勤務先以外とのコミュニケーション

がとれないことがもったいないと思い、次の幹事

は、他法人へ引き継ぐのではなく、幹事を公募する

ことにしました。現在も、準会員会の幹事が公募さ

れており、うれしく思います。

　次のポイントは、修了考査合格年度でした。会計

士補会卒業後（修了考査合格後）は、協会活動から

は遠ざる方が多く、私も近畿会活動に関与するハー

ドルも高いと感じて（実際には、若手を歓迎する雰

囲気です）、協会活動からは距離を置くところでし

た。ところが、修了考査合格年次に60周年記念事業

があり、会計士補会の延長でお誘いをいただき、単

発もので目標がある行事だと思い、短期間でしたが

積極的に活動しました。会計士補会では誰かをお呼

びするイベントが中心でしたが、60周年記念事業は

もう少し主体となる活動で、他法人の委員とも成果

物を作成するためにより協力して作り上げていく貴

重な体験ができました。

　その間に、60周年記念事業の委員長から、地区会

部（当時は厚生・地区会部）の南地区会のイベント

に誘っていただけました。地区会が何の集まりなの

か理解していませんでしたが、閉店直前の「くいだ

おれ」が宴会会場であったことから、話のネタにな

るかと思い、参加させていただきました。会計士補

会活動とはまた違い、異なる世代の方々と気軽に飲

み、話をすることができ、上機嫌になっていたとこ

ろ、補習所の運営委員の方から二次会に誘ってもら

いました。二次会で日本酒を飲んでいる過程で

（？）、補習所の講義を担当させていただけること

になりました。

　平成25年からは、（60周年記念事業の特別委員

会を引き継いでいる）制度業務等中堅・若手会計士

委員会の副委員長と（準会員会の支援もしている）

厚生部の副部長をさせていただくこととなり、かつ

て偶然お世話になった部・委員会を運営していく側

となりました。

　制度業務等中堅・若手会計士委員会委員や厚生部

サポーターはいつでも募集しておりますので、ぜひ

お気軽にお越しください。

　以前の休日は、テニスやランニングなど活動量が

多かったですが、最近は専ら嫁との散歩と飲酒（日

本酒＆ビール）となり、お酒イベントまで散歩して

飲んで帰ってくるということを繰り返すうちに、ケ

ニア旅行の写真とは顔の輪郭が変わってしまいまし

た。

　＋αの紙面が多くなりましたが、ご容赦いただけ

ると幸いです。

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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　著者は28歳の時、あるバ

ス会社の証券取引法監査責

任者となったが、当該会社

の社長は公認会計士制度に

ついて理解せず、明らかに

法律上やむを得ず監査を受

けているという姿勢だった

という。そこで、著者はわ

が国の公認会計士監査制度

の範となったアメリカのその歴史を、できるだけ政

治的・経済的・社会的展開の中で捉えてみようと考

えたという。

　その成果は、今から27年前の『公認会計士－ある

プロフェッショナル100年の闘い』（文理閣、1987

年）で実現した。当時の読売新聞は「企業のお目付

け役会計士」というタイトルでかなり大々的に紹介

し、筆者もその新聞記事を見て、いわば「公認会計

士物語」を読ませてもらった。そこでは、1880年

代から1980年代までのアメリカ公認会計士100年間

の歴史が示されていたが、今回は、それを大幅に改

訂し、1880年代から現在までの150年間の展開を紹

介している。

　本書の構成は、以下のとおりである。

第1章　会計士を認識させる闘い

　　　　―会計士は“bookkeeper”かつ「財務検屍官」

第2章　“Professional Accountant”への闘い

　　　　―早くも連結納税制度へ

第3章　SECの「権威」

　　　　　―なぜSECは会計原則設定の権限を行使  

　　　　しないのか？

第4章　会計原則設定への闘い

　　　　―会計ファミリーからの告発

第5章　会計原則設定への闘い

　　　　―“ビッグ８”は経営者のためにあるのか？

第6章　訴訟と脅威との闘い

　　　　―全米第７位の会計事務所の倒産

第7章　　「ウォール・ストリート署」（SEC）との闘い　

　　　―“サツ”による操作

第8章　国家権力との闘い

　　　　―公認会計士は「番犬」の堕するのか？

第9章　　“エクスペクテーション・ギャップ”との闘い

　　　　　　―合衆国最高裁からの「圧力」

第10章　　大手監査事務所間の闘い

　　　　　　―KPMG、EY、DTT、PwCの誕生

第11章　投資大衆の「知覚」との闘い

　　　　　　―MAS報酬が監査報酬を上回る

第12章　監査部門とMAS部門との闘い

　　　　　　―「反逆児」アーサー・アンダーセンの崩壊

第13章　　「経営者不正を発見せよ」との闘い

　　　　　―アメリカ公認会計士協会の抵抗

第14章　懐疑心との闘い

　　　　　―誰が公認会計士を監査するのか？

第15章　PCAOB(公開会社監査監督委員会)との闘い

　　　　　　―　PCAOBの世界制覇？

　本書はその構成から明らかなようにアメリカ公認

会計士監査制度の「発展」を150年間における「闘

い」の視点から捉えている。しかし、著者は、次の

ように言う。「誰しも闘いを好みはしない。アメリ

カ公認会計士もできれば現状のままでいたいと望ん

でいる。しかし、社会がそれを許さない。人々は主

張する。 『公認会計士は、会計監査について独占的

な権利を付与されている。公認会計士がこのような

地位にいることによるベネフィットを得続けるなら

ば、そして、現在の業界の繁栄は明らかにそのよう

なベネフィットによるものなのだから、公認会計士

は、公僕としてのお目付役（public watchdogs）の

役割を拡大しなければならない。アメリカ最高裁判

所の見解や各種の判決も、公認会計士に更なる社会

的責任を要求する。マスコミも、彼らに“good jobs”で

はなく“better jobs”を求める。議会やSECも、彼らに

大きな圧力をかける。公認会計士を取り巻く状況

          千代田邦夫　著
『闘う　公認会計士－アメリカにおける150年の軌跡』
（中央経済社、2014年）を読んで

公認会計士　髙田　喜次

千代田邦夫著

『闘う　公認会計士－アメリカにおける150年の軌跡』（中央経済社、2014年）を読んで
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が否応なしに彼らに改革を迫る。アメリカ公認会計

士は抵抗しつつも、そのような要求に応え、改革

を進めている。それは、自らの“プロフェッショ

ナル・アカウンタント”としての成功は会計プロ

フェッション全体の発展と不可分であることを

認識しているからである。

　そして150年におけるアメリカ会計職業の歴史は

“コマーシャリズム”と“プロフェッショナリズ

ム”との葛藤の歴史でもある。コマーシャリズムが

先行した。それが大きく台頭するにつれ、業界の指

導者はプロフェッショナリズムの必要性を訴えた。

しかし、MASが一層拡大した1990年代において、

プロフェッショナリズムを維持し高揚させることの

主張は声を潜めた。そして、エンロン事件が発生

し、『会計産業の覇者』アーサー・アンダーセンが

崩壊した。

　公認会計士は“プロフェッショナル”から“ビジ

ネスマン”になってしまった（“businessmen who 

happened to be professionals”）と揶揄される。

公認会計士がビジネスの世界で激しい競争をし

ている現実を認識しながらも、公認会計士は

“professionals who happened to be businessmen”

でなければならない。」

　著者は現在、公認会計士・監査審査会会長の職に

あるが、次のように主張する。

　「我々の住む経済社会の強みは、数値は正しいと

信じることができるということです。財務諸表は

『安全』でありそれに『安心』して依拠できる、と

いうことです。それは、公認会計士監査が存在して

いるからです。公認会計士・監査審査会のミッショ

ンは、公認会計士業界の独立性と誠実性の検証を通

して、その強みが継続して存在していることを再確

認することです。

　わが国の公認会計士監査制度は着実に発展してい

ます。しかし、公認会計士監査制度の『発展』は、

監査人の“プロフェッショナリズム”と『独立性』

について投資者がいかに理解しているかによって判

定させるべきであると考えるとき、わが国の公認会

計士監査制度はなお多くの問題を抱えています。む

しろ、公認会計士を取り巻く環境が激変し、魅力あ

る公認会計士像が描きづらい今日、業界は混迷を深

めているとさえ言えるでしょう。」

　我々はややもすると日常の忙しさに埋没し「原

点」を見失いがちですが、「何故、我々公認会計士

だけに監査権限が与えられているのか」を考えなけ

ればならないと思います。本書を一読されることを

強くお勧めします。

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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審 議 事 項
　　第１号議案　会費免除等に係る近畿会会費規程の
　　　　　　　　　　　　一部改正案について

（提　　案　　者）　総務部長　南　方　得　男

（提案説明）　　会員及び準会員が出産・育児・介護により

長期にわたり業務を行うことが出来ない場合に会費

の免除等をすることが出来るよう近畿会会費規程の

一部を改正したいとの説明があり、審議の結果、原案

通り承認された。

近畿会会費規程の一部変更（案） 新旧対照表

　
第２号議案　近畿会設立（特殊法人化）50周年記念

　

　　　　　　　　　　　　　事業に係る引当資産の新設について

（提　案　者）　会長　高　濱　　　滋

（提案説明）　1966年（昭和41年）の公認会計士法改正

に伴い特殊法人日本公認会計士協会が発足し、同

年12月5日に近畿会設立総会が開催され、2016年

（平成28年）に設立50周年を迎えることになる。つい

ては、2016年（平成28年）に記念事業を実施致した

く、当該年までの2年間で10百万円の引当を実施し

たいと考えているとの説明があり、審議の結果、原案

通り承認された。

　　第３号議案　業務開発特別委員会の設置並びに
　　　　　　　　　　　　委員長の委嘱について

（提　案　者）　会長　高　濱　　　滋

（提案説明）　

　　１．会員の業務充実強化に関する事項について

は、現在、会員業務部がその分掌として活動している

が、特別目的監査の基準等新しいルール改定につい

ては調査研究と外部への働きかけを同時並行して

行う必要があるため、部・委員会の分掌を越えた会員

の業務拡大支援の為に「業務開発特別委員会」を設

置したい。

　　２．委員長には「岩井正彦幹事」に委嘱したい。

との説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

報 告 事 項
　　第１号　会長報告

（報　告　者）　会長　高　濱　　　滋

（報告内容）　４月報告

　　協会外部へ特定領域の専門性を説明していく際、

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り、その対応として、配下に

会員組織をもつ協議会として「組織内会計士協議

近畿会会費規程

（制　　定　平成　8年6月　6日）

　最終変更　平成26年6月20日

（会費の徴収猶予、減免又は免除）

第８条　規約第13条の定める、

会費の徴収猶予、減免又は

免除をすることができるの

は、次の場合をいうものと

する。

　一　　災害により業務に支障

　　　　を生じたとき。

　二　　疾病その他心身の障害

により長期にわたり業務を

行うことができないとき。

　三　　出産、育児又は介護により

長期にわたり業務を行うこ

とができないとき。

　四　　その他会長がやむをえない

　　　　と認めたとき。

２　前項に定める会費の徴収猶

予、減免又は免除を受けよう

とする会員及び準会員は、その

事実の発生及びその事実の継続

している事業年度毎に本人又は

代理人により会長に対し、書面

をもって申請するものとする。

第４次改正附則

（平成26年6月20日改正）

１．この改正規程は、平成26年6月

20日（近畿会総会において承

認のあった日）から施行する。

２．この改正規程による改正後の第

8条第1項の規定は、平成26年4

月以後に会員及び準会員が負担

すべき会費について適用する。

近畿会会費規程

（制　　定　平成　8年6月　6日）

　最終変更　平成25年6月20日

（会費の徴収猶予、減免又は免除）

第８条　　　　　（同左）

　一　　　　　　（同左）

　二　　　　　　（同左）

　　　　　　　　（新設）

　三　　　　　　（同左）

２　　　　　　　（同左）

変　更　案 現　　　行

第４９事業年度

第1回定例役員会報告
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会」を作り、それに続き、「税務業務協議会」及び「公

会計協議会」を設置することとなった。会員には協議

会下にある部会へ登録をお願いし、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させ、専門

性の維持向上を図る施策が展開される。 また、公会

計協議会と関連ある地方自治法改正対応プロジェク

トに参加し、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、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するとのことである。

　　第２号　理事会報告

（報　告　者）　　理事　南　方　得　男

（報告内容）　4月15日開催の常務理事会及び4月16日

開催の理事会報告

・「EDINETで提出する監査報告書及び財務諸表

　等に関する監査上の留意点」

・「審査を実施しない場合の自己点検チェックリスト」

　の一部改正

・「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」

　「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の

　改正

・「社会福祉法人の認可について（通知）」（案）に対

　する意見

・倫理規則の改正等について

・公認会計士等の登録事務の開示に係る取扱いの見

　直し

・税理士法改正問題への対応

・会社法改正の動向

　　第３号　総務部報告

（報　告　者）　総務部長　南　方　得　男

（報告内容）　日本取引所自主規制法人との懇談会の実

施結果について

（出席者）近畿会８名　日本取引所自主規制法人６名

　　第４号　広報部報告

（報　告　者）　広報部副部長　岩　井　正　彦　

（報告内容）　公認会計士制度説明会（大学訪問）の実

　　　施結果について

①関西大学（4月3日）②大阪大学（4月16日）③近

畿大学（4月23日）

　　第５号　研究・ＣＰＥ研修部報告

（報　告　者）　研究・ＣＰＥ研修部長　安　井　康　二

（報告内容）　

　　1．ＣＰＥ協議会の開催結果について

　　2．ＣＰＥ研修計画及び実施結果について

　　第６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）　会員への業務推薦状況について

・大阪市阿倍野防災センターにかかる指定管理予定

　者選定委員会委員

・奈良県営住宅指定管理者選定審査会委員

・門真市青少年運動広場及び門真市立テニスコート

　指定管理者候補者選定委員会委員

　　第７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）　企業財務研究会の実施結果について

（出席者）近畿財務局１１名、近畿会６名、京滋会７名、

　　　　　　　　兵庫会６名

　　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）　大阪府社会福祉協議会との共催による「社

会福祉法人の内部統制と新会計基準移行対応研修

会」の実施結果について

（出席者）近畿会４９名、兵庫会２名、社会福祉法人　

　　　　　　　　関係者８２名

　　第９号　国際委員会報告

（報　告　者）　担当副会長　後　藤　紳太郎

（報告内容）大阪弁護士会との共同主催による国際委員

会研修会の実施結果について

（出席者）近畿会３６名、京滋会５名、兵庫会１０名

　　　　　　　　大阪弁護士会３７名

　　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）　ＩＳＡＣＡ（情報システムコントロール協会）

大阪支部と大阪弁護士会との共同主催による研修

会の実施結果について

（出席者）近畿会３３名、京滋会３名、兵庫会４名

　　　　　　　　ＩＳＡＣＡ４０名、大阪弁護士会２１名
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第一回ハイキング部報告

吉野花見ハイキング
参加者 8名

　昨年に引き続き今回もなかなか行けない吉野山への花見ハ

イキングを企画しましたが、開花時期が気になり4月上旬の豪

雨の影響で花びらが散っているのではないか？と心配しまし

たが、今年はぴったり満開時期でした。しかし3月下旬に特急

券の購入に行きましたが完売のため、9時20分発の急行や30

分発の臨時急行に乗車して頂くことになってしまいました。

参加者の方には準備不足をお詫び致します。

　ご承知のように吉野山は「下千本」「中千本」「上千本」

「奥千本」からなり、奥千本まで続く登り道約６Kmをひたす

ら歩きながらの花見を楽しむコースです。近鉄吉野駅に到着

して真っ先に感じたことは、昨年に比べ人波があふれんばかりの人、ヒト、ひとの多さでした。それにめげずま

ずは、七曲りを歩き、銅の鳥居を越えて金峯山寺・蔵王堂を目指して、道の両側に広がる土産物屋にて日本酒を

購入した以外はわき目も振らず歩きました。少し歩くと急な上り坂でこれを越えると竹林院（中千本）に到着、

中には外国人観光客もかなり見受けられました。ここで休憩後、また上千本の花矢車手前の広場にて昼食場所を

探しましたが、良い場所が見つかり参加者の空腹度もピークに達しており、そこでお昼休憩と少しの日本酒を堪

能しました。多少スケジュールから遅れての昼食となり、帰りの電車時間を気にしながら迷いましたが、次に目

指す高城山展望台まで行くことで意見が一致したので、また急な上り坂を歩きました。吉野水分神社を過ぎ、高

城山展望台入口から階段を登り展望台に到着しました。この辺の桜は山桜でまだつぼみ状態で花が少ないので、

満開の桜という感じではなくほころび状態で少し落胆しました。参加者全員で集合写真を撮った後に、今度はひ

たすら下り道を少し早足で駅を目指して下山しました。帰りは登りとは異なり、1時半程度の徒歩で、駅への近道

を利用して何とか出発予定時間に吉野駅に到着しました。くず餅、わらび餅、さくらやさくらよもぎソフトク

リームなど各自それぞれ好きなものを食べ、疲れを癒しながらハイキングの感想を語りあいました。帰りも特急

券は完売のため阿部野橋まで急行に乗車しての疲れハイキングでしたが、途中、橿原神宮前にて準急に乗り換

え、しばらくは座って足の疲れを癒し、また古市駅にて急行に乗り換えました。

　ハイキング終了後は有志のみで新世界の串カツを堪能しハイキングで消費したカロリーを十分に補充しながら

の歓談で充実した春の一日を過ごしました。

　次回、第二回のハイキングは5月25日（日曜日）に高槻から

ポンポン山ハイキングを企画しております。参加者には昼食

代の補助として￥1,000のみを支給する程度で、交通費は自己

負担ですが、日頃の運動不足を解消するには良い機会ですの

で、是非、参加をお願いします。

（文責　ハイキング部世話人　白井　弘）
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1.関西地区三会親睦囲碁会
　平成26年4月12日（土）に近畿会会議室に於いて開催した。京滋会から2名、兵庫会から2名、近

畿会から4名、計8名の参加者により、1局の持ち時間各人45分5局打で行った。熱戦の結果は対局表

のとおりである。

優勝　芦田　　雄三　　初段（兵庫会）5戦5勝
２位　田井中　幸治　　 4段（京滋会）5戦4勝
３位　鳥井　　達夫　　 5段（兵庫会）5戦3勝

優勝者　芦田　雄三　初段は次回から2段で参加することに決定した。

囲碁会終了後は、鉄板料理とお好み焼きの店

「風の街　ROUGE（ルージュ）」天満橋店において、

添付の写真のとおりに、懇親会が行われた。

2.平成26年度行事実績と今後の予定
1.関西地区三会親睦囲碁会

　平成26年4月12日（土）　近畿会当番

2.東西対抗親睦囲碁会

　平成26年7月13日（日）～14日（月）　西側当番　聖護院　御殿荘　光淳

3.関西地区三会親睦囲碁会

　平成26年9月6日（土）　京滋会当番

4.関西地区三会親睦囲碁会

　平成26年12月7日（日）～8日（月）　兵庫会当番

（文責　兼井和夫）

平成26年4月12日（土）於：日本公認会計士協会近畿会　会議室

関西地区三会親睦囲碁会　対局表
各人持ち時間1局45分

所属会 氏　名 段位

個人勝数

相手名 田
井
中
幸
治

4

4段

×

◯

×

×

×

近
藤
　
一
郎

1

4段

×

◯

◯

◯

◯

鳥
井
　
達
夫

3

5段

◯

◯

×

×

×

芦
田
　
雄
三

5

初段

×

×

×

×

×

田
中
　
耕
造

1

7段

◯

×

◯

◯

◯

甲
斐
田
郁
雄

2

2段

◯

◯

×

×

◯

兼
井
　
和
夫

2

2段

◯

×

◯

◯

×

中
野
　
秀
雄

2

1級

×

◯

◯

×

◯

勝
　
　
　
　
　
数

4

1

3

5

1

2

2

2

負
　
　
　
　
　
数

1

4

2

0

4

3

3

3

対
戦
相
手
の
勝
数

順
　
　
　
　
　
位

2位

3位

優勝

田井中幸治

近藤　一郎

鳥井　達夫

芦田　雄三

田中　耕造

甲斐田郁雄

兼井　和夫

中野　秀雄

京滋会

近畿会

兵庫会

4段

4段

5段

初段

7段

2段

2段

1級
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日　時　平成26年4月5日（水）　　参加者17名

場　所　宝塚ゴルフ倶楽部　　　天　気　晴れ

今後の開催予定

平成26年  6月6日（金） 茨木カンツリー倶楽部

平成26年  8月6日（水） 茨城高原カンツリー倶楽部

平成26年  9月2日（火） 芦屋カンツリー倶楽部

平成26年10月2日（木） 田辺カントリー倶楽部

平成26年12月4日（木） 鳴尾ゴルフ倶楽部

　近畿ＣＰＡゴルフ会の平成26年第1回コンペは、平成26年4月5日（水）に宝塚ゴルフ倶楽部 旧コー

スにて開催されました。晴れて気候も良く、各ホールの境界に桜の木があり、ちょうど満開で美し

く、ゴルフだけでなくお花見もできスコアを除けば楽しむことができました。

　歴史あるコースで、フェアウェイやグリーンで細かなアンジュレーションのある難コースを制覇

して、今年の第１回目ＣＰＡゴルフ会にみごと優勝されたのは、長船強先生でした。ベストグロスは

82で準優勝の杉本光伸先生、また、吉田豊道先生は、ドラコンとニアピンの両方を獲得されました。

おめでとうございます。

　私は、この報告書を書いているのでお分かりのとおり、ブービー賞をいただきました。昨年の宝塚

ゴルフ倶楽部新コースでの開催と今回とで、新旧両方のコースをラウンドさせていただきました

が、両ゴルフ会ともブービー賞で宝塚ゴルフ倶楽部とは相性が良くないのか・・・？　そうでなく、ま

だまだ私の腕前が足りないようです。次回リベンジさせていただきたいと思っております。

　ラウンド後は、宝塚ゴルフ倶楽部で評判の中華料理を堪能しながら表彰式と参加者の談話で無事

に終了いたしました。やはり、参加メンバーが比較的固定化し、参加人数ももう少し増えたほうが楽

しいですし、女性会計士の参加が少ないので、ゴルフをされる方は是非ご参加ください。

（文責：斉藤好江）

（上位入賞者のみなさん）

長船　　強

杉本　光伸

上村　恭一

山田　拓幸

吉田　豊道

優　勝

準優勝

3　位

4　位

5　位

47

41

45

51

42

45

41

41

53

49

92

82

86

104

91

31

15

14

31

18

61

67

72

73

73

近畿CPAゴルフ会

▲優勝者　長船　強

ゴルフ部開催報告15657 21
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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ております。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。

新刊書販売のご案内

日本公認会計士協会東京会　監修
「ドラえもん社会ワールド　お金のひみつ」販売のご案内　

改訂版　医療・介護・福祉の消費税

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

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ　編

税務研究会　刊

定価2,800円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　　本書は、医療・介護・福祉事業の消費税の

課否判定を中心に、課税事業者となるのか、

簡易課税は選択できるのか、控除対象外消

費税額等はどのように処理するのかといった

点について142のＱ＆Ａでわかりやすく解説しています。本版におい

ては、消費税率８％に対応しています。

やさしい公営企業会計　第２次改訂版

地方公営企業制度研究会　編　

ぎょうせい　刊

定価2,250円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　　本書は、平成２３年度地方公営企業会計

制度の見直しを反映するために、平成２４年

１０月に大幅に見直しを行った改訂版を読者

の視点で見直すとともに、消費税率（国・地

方）の引上げを反映した内容に改訂したものであり、初心者にもベテ

ランの方にも活用いただけます。

日本語と英語でまなぶ　企業分析入門

古賀智敏　著

千倉書房　刊

定価2,800円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）　

　本書は、日本証券業協会「外務員必携」シ

リーズの著者が担当した『財務諸表と企業分

析』を同協会の許可のもと、抜粋して作成さ

れ、さらに同協会の作成した英語版を組み合

わせた画期的なビジネス書です。 外資系企業を担当する公認会

計士の方には必携の書です。

　　当組合では、日本公認会計士協会東京会が監修し小学館より発刊された「ドラえもん社会ワールド　お金のひみつ」を好評

販売中です。ドラえもんのまんがを導入し、「お金とは何か」「お金の歴史」から始まり、金利、税金、国債、為替など様々なテーマ

を分かりやすく解説しています。

「おこづかい帳の付け方」といった項目もあり、楽しみながらお金に対する知識・リテラシーが身につくように配慮されていて、小

学生から中学生向けの格好の入門書となっています。また、お金に関わる仕事として「公認会計士」が紹介されています。

　「ドラえもん社会ワールド　お金のひみつ」のほか、「ドラえもん科学ワールド」全９冊も販売しておりますので、お子様、お孫様へ

のプレゼントとしてもおススメです。

　ぜひ、この機会に当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

定価はいずれも８５０円（税別・送料別）で、組合員の方には定価から１５％引きで販売いたします。

改訂ＣＯＳＯフレームワークを活用した　
内部統制｢改善｣の実践マニュアル

新日本有限責任監査法人　編

同文舘出版　刊

定価6,600円+税

組合員特価　定価より15%引き（送料別）

　　２０１３年５月、２０年ぶりに改訂されたＣＯＳ

Ｏのフレームワークと適用事例をフルに活用

して、日本企業が直面する課題に内部統制

をどう改善するか実践的に解説しています。

また、豊富な日本の先進事例と明快な実践図表も満載しています。
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　3月決算監査も出口がみえてきましたが、会長声明で期待されたような会社法監査報告書日を調整し

て期末監査時間を確保することができたでしょうか？株主総会に至るスケジュールは既に確定している

ため当期末監査で難しかった会員は、是非来期に向けて被監査会社との交渉を始めていただきたいと考

えます。

　現在、上場会社の決算時開示として、決算短信、会社法計算書類、有価証券報告書がありますが、

IFRSでの開示会社には単体開示の簡素化が進められており、改めてこれらの財務情報の開示につき、

一元化等の検討が必要となってきています。また、財務情報の開示が変われば、当然に監査も再考する

必要があり、特に決算期末において充分に監査時間を確保できる制度としていく必要があります。

　このような動きに対応するため、本部では「開示・監査制度一元化検討PT(仮称）」を立ち上げ、検

討を開始する予定です。充実した監査が実施可能となり、現場の疲弊感が緩和されるような議論が期待

されるところです。

平成26年度
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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）

高濱滋会長活動報告

17：30～19：30

16：00～18：00

18：00～20：00

13：30～16：30

10：00～13：00

13：30～17：30

09：30～17：00

10：00～17：00

10：00～13：00

10：00～16：00

16：00～18：30

10：00～15：00

15：00～17：00

4月22日

4月23日

4月24日

4月25日

5月1日

5月7日

5月8日

5月12日

5月13日

5月14日

火

水

木

金

木

水

木

月

火

水

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

(作成月日：平成26年5月14日)

大阪弁護士会新役員披露会

正副会長会

定例役員会

業務部門打合せ会

正副会長会議

総務打合せ会

本部会計監査人監査

近畿会監事監査

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

大阪弁護士会館

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

高濱滋会長活動報告15659 23
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平成26年度　近畿会開催CPE研修会平成26年5月実績及び6月予定　    

中西達也氏（奈良弁護士会会長、弁護士）

神野浩氏

（ジャパンオルタナティブ証券会社　ディレクター）

奈良地区会定時総会及び講演会

本部税務業務部会・近畿会共催DVD研修会

「事業再編促進税制及びベンチャー投資促進税制」

本部税務業務部会・近畿会共催DVD研修会

「平成26年税制改正」

みやこ地区会定時総会

第48回定期総会

（場所：ザ・リッツ・カールトン大阪　2階）

経営委員会研修会

「不動産証券化の実態とその仕組み」

6 月 7 日

6 月 12 日

6 月 17 日

6 月 20 日

6 月 21 日

16:00～17:30

10:00～11:30

13:00～16:00

19:00～20:00

14:00～18:00

14:00～17:00

倫 理

税 務

税 務

倫 理

倫 理

コンサル
ティング

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

2

3

2

1

4

3

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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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。

国民年金基金の掛金は、

～国民年金にプラスする公的な年金～　公認会計士国民年金基金

加入・紹介
キャンペーン
実施中！

全額社会保険料控除！
受け取る年金は、

　　　公的年金等控除！
と税制面で大変お得です。

★国民年金保険料を納めている20歳以上60歳未満の方、または、国民年金に任意加入
　されている60歳以上65歳未満の方が 基金にご加入いただけます。
　詳細は、国民年金基金までお問い合わせください。

優 香

http://kokunen.jicpa.or.jp
Tel：０３（３５１５）１１７０



（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4月30日現在）

3,204 32 3,236 10 48 808 866 4,102

資格変更（準会員から会員へ）

大西　央之

小栗　頌平

川井　京介

川原　徹也

久保　力也

島田　知典

藤原　淳

保脇　理予

吉田　朋由

4月21日付

入会者
4月21日付

会員名簿記載事項の変更

松本　貴之

和中　修二

井上　健

廣瀬　好伸

三嶋　政美

秋好　和紀

伊藤　暁

滝本　晴菜

西山　直志

松本　真弥

蓮池　章弘

（会　　　員）

（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）

池田　佳弘

北岡　貴弘

小作　晃由

中根　玲代

藤原　祥孝

森山　潤一朗

吉田　康晃

小幡　寛子

羽原　伊久雄

池町　美香

川原　尚子

堀内　啓行

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

4月2日～25日

【事務所】

転入者
4月2日～25日

髙木　裕之

野田　敏男

増田　豊

仲田　崇之

川原　徹也

後藤　章宏

谷村　幸則

成田　憲則

松井　保孝

竹内　亮

西河　佳祐

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（一号準会員）

（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）

中喜多　智彦

中澤　直規

岡本　大輔

吉良　勝明

新川　大祐

中野　裕介

吉田　卓浩

福田　啓人

内田　尚良

坂井　俊介

鷲見　渉

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

【自宅】

上岡　浩美

西村　ひとみ

（会　　　員）

（会　　　員）

古澤　徹

堀部　光昭

柴田　直子

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

【事務所・自宅】

加藤　元 （四号準会員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

中道　信廣

日和佐良太郎

北岡　貴弘

阪本　直樹

鈴森　武志

原田　慎士

藤岡　孝史

3 月 4 日 付

3 月 4 日 付

4月21日付

4月21日付

4月21日付

4月21日付

4月21日付

死 亡

死 亡

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

退会者

小玉　恵里

福田　麻衣子

川口　健太朗

川沼　信夫

橋爪　賢三

古田　賢司

金　　明子

(小谷　明子)

岩橋　宏幸

久保　充弘

小松　慎典

多田　紘大

田中　雅依

福西　基延

柳本　大輔

山本　祥平

大谷　洋一郎

小澤　優太

五藤　学

南　　毅治

兵 庫 会 よ り

東 京 会 よ り

兵 庫 会 よ り

東 京 会 よ り

京 滋 会 よ り

兵 庫 会 よ り

東 京 会 よ り

兵 庫 会 よ り

兵 庫 会 よ り

中 国 会 よ り

兵 庫 会 よ り

兵 庫 会 よ り

兵 庫 会 よ り

京 滋 会 よ り

兵 庫 会 よ り

東 京 会 よ り

東 京 会 よ り

京 滋 会 よ り

東 京 会 よ り

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（一号準会員）

（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）

（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）

礒川　敦

棟田　大介

小川　健介

猿橋　貴夫

山本　耕平

渡辺　美保

麻田　祐司

櫻井　宏樹

中川　嘉浩

前田　小夜合

杉　　直佑

西口　拓朗

森下　智美

藪下　淳矢

池田　隼士

白山　久美子

山本　泰士

京 滋 会 へ

東 京 会 へ

京 滋 会 へ

東 京 会 へ

兵 庫 会 へ

東 京 会 へ

東 京 会 へ

兵 庫 会 へ

東 海 会 へ

東 海 会 へ

東 京 会 へ

京 滋 会 へ

京 滋 会 へ

京 滋 会 へ

東 京 会 へ

東 京 会 へ

神奈川県会へ

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（二号準会員）

（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
4月2日～25日
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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。

近畿会
事務局
近畿会
事務局

【慶事】

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

（会　　　員）

逸見　修二

堀内　啓行

松本　貴之

山﨑　洋介

4月21日付

4月21日付

4月21日付

4月21日付

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

業 務 廃 止

4月21日付

アルテ監査法人　大阪事務所

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8堂島ビルヂング

松本佳之公認会計士事務所内

TEL（06）6360-6802　FAX（06）6360-6804

新設監査法人退会者

■闘う公認会計士―アメリカにおける150年の軌跡

　寄贈者：千代田邦夫

　著　者：千代田邦夫

　発　行：株式会社中央経済社

■有価証券報告書　単体開示の簡素化記載例

　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

【寄贈図書】

 ・準会員　　武　洋亨

【弔事】
・会　員　本川　憲司氏のご母堂　幾子様

　平成26年5月4日ご逝去　満96歳

・会　員　寸田　脩氏（京滋会所属）

　平成26年5月18日ご逝去　満74歳

　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。

平成26年6月10日 第660号（6月号） 近畿 C.P.A. ニュース
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編 集 後 記
　4年に1度の開催であり、オリンピックを凌ぐ世界最

大のスポーツイベントと言われるFIFAワールドカップ

がとうとう開幕致します。

　今大会の開催地は日本の真裏にあるブラジルです。日

本とブラジルの時差はほぼ12時間・・・。ということで、

　日頃のスポーツ観戦は専ら野球！という私ではあり

ますが、やはり、熱戦を繰り広げることが期待されます

日本代表を応援するため、夜な夜なテレビに張り付きた

いと思います。

　サッカーファンの方はもちろん、日頃サッカー観戦を

しない方も、睡魔と闘いつつ、日本代表を共に応援しま

しょう！

　さて、6月号では、国際委員会　大阪弁護士会共催研

修会報告、監査会計委員会研修会報告、第251回企業財

務研究会報告、準会員会CSRセミナー報告、定例役員会

報告と報告事項を多く掲載しておりますので是非ご一

読ください。

　湿度が高く、蒸し暑い日が続いております。皆様、どう

ぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。

　今後ともご愛読のほどお願い申し上げます。

（会報部：西本利恵）

組織内会計士委員会（定期会合）

役員会

第48回定期総会

経営委員会　準会員会共催研修会

経営委員会　準会員会合同委員会

非営利会計委員会　医療法人小委員会

非営利会計委員会　社会福祉法人小委員会

会議室19：00-21：00

ザ・リッツ・カールトン大阪12：00-14：00

ザ・リッツ・カールトン大阪14：00-20：00

研修室14：00-17：00

会議室17：00-18：00

会議室18：30-20：30

会議室18：30-20：30

会長室16：00-18：00

研修室14：00-17：00

研修室13：00-18：00

研修室15：00-17：00

研修室13：00-17：00

正副会長会

公認会計士の日記念セミナー

本部定期総会

職業倫理研修会

「職業紹介所」企業向け説明会

6月13日（金）

6月20日（金）

6月21日（土）

6月25日（水）

6月26日（木）

7月3日（木）

7月8日（火）

7月9日（水）

7月11日（金）

7月14日（月）

※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6月13日～平成26年7月14日）近畿会および各部各委員会行事予定

15663 27
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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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