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趣味の会とは何か？
〜作り方、運営の仕方、参加方法、楽しみ方まで〜
日本公認会計士協会近畿会のＨＰには、トップページに「厚生行事掲示板」が掲げられています。こ
こをクリックすると、「趣味の会の募集中について」という文言が見えます。「趣味の会って何？」と
思っても、そこではそれ以上の情報は得られません。そこで、今回、趣味の会って何なの？という疑問
にお答えします。

1. 趣味の会とは？

掲示板には「既存のクラブ以外の新設希望がござい

近畿会の会員が趣味を通じて親交を深めることを

ましたら該当欄にクラブ名をご記入下さい。但、

目的として、設置された会で、現在下記の7つの部

10名以下ですと結成が難しい場合もございますこ

があります。活動は年に１〜6回と部によって異な

と、あらかじめご了承願います。」とありますの

りますが、いずれも近畿会厚生部から交付金が出

で、有志が10人いれば、創部のチャンスがあるの

て、活動費の一部に補てんされています。

です。
ここで趣味の会の作り方をご紹介します。

＜現行の趣味の会＞
ゴルフ、囲碁、カラオケ、テニス、旅行・写真
ハイキング、観劇

＜趣味の会の作り方＞
①同じ趣味の近畿会会員・準会員を10人以上集
める（氏名・登録番号・連絡先アドレスと電話

C.P.A.ゴルフ選手権、クリスマスパーティ等）、グ
ラン倶楽部に加え、趣味をつながりとする会員どう

番号が必須）
②発起人を決め、趣意書を作成（部の目的、主な
活動内容など）

しの交流を推進しています。「趣味の会」をよく知

③近畿会厚生部担当者に提出して、正副会長会で審議

らない会員もいらっしゃるようなので、簡単に概要

④審議の結果、創部が認められると、部長が決ま

をお知らせします。

り（発起人がなるケースが多い）、翌年度より
予算がつき、活動可能となる

2. 趣味の会への参加方法
趣味の会には現在前記のような7つの部がありま
すが、もし参加してみたいと思われる部がありまし

⑤交付金を管理するため、部長など代表者が個人
名の預金通帳を新規に作成し、協会に登録（部
の予算管理はここで行われる）

たら、近畿会事務局へ連絡、または、厚生行事掲示
板の「趣味の会の募集について」からお申込いただ

4. 趣味の会の運営方法

ければ、活動参加の案内が送られて来ます。

後は趣味の会の部員で、その趣味を通じた活動を
開催します。活動内容についての事前申請は不要で

3. 趣味の会の作り方

すが、趣意書に沿った品性ある活動をお願いしてい

既存の7つの部のなかに、自分の希望する趣味の

ます。

会がない場合、そして、自分が部長になって趣味の

予算は新年度開始後しばらくして支給されます

会を立ち上げたい場合は、新しく趣味の会を創設す

が、半期ごとに予算執行実績と出納帳、通帳の写し

ることも可能です。

を提出、活動内容を記載したものを添付して、提出

特 集 SPECIAL SECTION

厚生部は、会員全員に案内する厚生行事（近畿

していただきます。

16891
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なお、部員への案内は、近畿会の厚生部担当者に

しかしこれは近畿会のオフィシャルな活動ですか

代行してもらうことも可能です。新規入会希望があ

ら、趣味の会の活動を「近畿C.P.A.ニュース」等を

れば、近畿会に「入会希望」の連絡をして、部員名

通じて広く会員に周知し、門戸を広げ、会員相互の

簿に登録してもらいます。部員名簿は近畿会と部長

コミュニケーションを図っていくべきではないかと

等が管理することになります。

思います。そもそも、趣味の会は、同業の方々どう
し、かつ、趣味を同じくする人々の集まりですの

5. 趣味の会の楽しみ方

で、一度参加してみると後は「楽しかった！！」と

このようにして活動している趣味の会ですが、部

なっているようです。趣味の会に入っている友人知

の発足や新メンバーの募集、活動の案内について、

人から誘われて、ちょっとお試し参加もウェルカム

一般会員に知らせる手段は特に設けられておらず、

だそうですので、まずは趣味の会の存在と活動内容

活動報告が「近畿C.P.A.ニュース」に投稿されてい

をご理解いただき、興味を持たれた方は近畿会にご

るだけとなっています。このような状態から、「趣

連絡ください。

味の会？何それ？」と言われているのだろうと推測
します。

ゴルフ部

シップコースで開催されている関係上、土日開催の
エントリーが難しいため、同好会設立当初から原則

西谷

俊治

平日開催としております。ただし、2月に開催され

近畿CPAゴルフ会は年6回偶数月に関西の名門

る城陽カントリー倶楽部では、土曜日でも季節がら

コースで開催され、昭和45年から50年近く続いて

平日料金並でコンペの開催が可能なため、ここ数年

いる伝統のある会員の交流の場であります。また、

2月は土曜日に開催しておりますので、普段参加し

近畿会会長から会長杯が寄贈され、会長任期満了時

難い方々のエントリーをお待ちしております。

に会長杯の取切戦が行われています。
ちなみに平成28年度は、4月宝塚GC新コース、6

解されている方もおられますが、ハンディキャップ

月茨木CC西コース、8月茨木高原CC、10月田辺

の制限も全くありませんので、ゴルフが好きな方は

CC、12月鳴尾GCで開催され、平成29年2月25日

是非ご参加下さい。

には、城陽CCでの開催を予定しております。なか

現在、会の運営は、山

なか一人では行けない名門コースをラウンドしてい

田拓幸、西谷俊治、上村

るのが会の特色です。

昌也の3名で担当してお

開催日は通常平日に開催されます。平日参加が難
しい会員の方々が多いと思われますが、メンバー

4

また、ゴルフが上手くなければ参加できないと誤
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ります。今後とも宜しく
お願い致します。
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で碁を打ったといわれています。
囲碁は世界的にも普及しており、最近では、「ヒ

兼井

和夫

カルの碁」というアニメで、老若男女を問わず、親
しまれるゲームとなっています。こういう歴史的に

囲碁部設立にあたって
囲碁は、西暦716年に遣唐使に加わった吉備真備
により中国から日本に伝わったとされています。正
倉院には、聖武天皇ご愛用の木画紫檀棊局（もくが
したんのききょく）と称する豪華な碁盤が最古の国
宝として保管されています。戦国時代には、戦の陣
立ての用具として参考になるので、戦国大名は好ん

長年多くの人々に愛用されてきた囲碁により、会員
各位の親睦の場として、貢献できればと思います。
活動頻度
基本的には、囲碁大会は、年4回下記の要領で開
催されます。

開催時期： 4月第二土曜日
催 事 名： 関西地区三会合同囲碁大会

主 催 者： 近畿会囲碁部
開催要領： 囲碁大会及び懇親会

(注：近畿会・京滋会・兵庫会の関西地区三会に囲碁部があり、三会囲碁部の合同囲碁大会、リーグ戦方式で5局対局する。)

開催時期： 7月第二日曜日、月曜日

開催場所： 京都の聖護院御殿荘

主 催 者： 近畿会囲碁部

催 事 名： 東西対抗囲碁大会

開催要領： 囲碁大会及び懇親会
(注：東軍は、東京会囲碁部、東海会囲碁部の囲碁部員が、西軍は近畿会・京滋会・兵庫会の囲碁部員が東西対抗方式
のリーグ戦で、5局対局する。)

東西対抗囲碁大会の聖護院御殿荘の懇親会
における記念写真

東西対抗囲碁大会の熱海ニューフジヤホテ
ルの懇親会における記念写真
（注）東西対抗囲碁大会は、毎年、東軍、
西軍持ち回りで開催されます。東軍主催の
場合には、静岡県熱海市の熱海ニューフジ
ヤホテルにおいて開催されます。

開催時期： 9月第二土曜日
主 催 者： 京滋会囲碁部

催 事 名： 関西地区三会合同囲碁大会

開催要領： 囲碁大会及び懇親会の開催
開催時期： 12月第二日曜日
主 催 者： 兵庫会囲碁部
催 事 名： 関西地区三会合同忘年囲碁大会
開催要領

囲碁大会及び懇親会
兵庫会囲碁対局会場

部員
現在は、棋力は九段から初段、級位者まで、囲碁
部員がおります。囲碁の場合には、段級位に応じ
て、置き石で、手合いを調節しますので、級位者で

庫会との交流を図る年3回の関西地区囲碁会だけで
なく、東西対抗囲碁大会では、東京会、東海会との
交流を図ることができます。
級位者等の初心の方々も、積極的にご参加ください。

も、優勝の可能性があります。近畿会、京滋会、兵

16893
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聖護院御殿荘近くの囲碁
本因坊の寺寂光寺の初代
本因坊算砂上人の碑
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カラオケ部

部員募集について
カラオケ部会には、数年に一度、逸材が入ってき

石原

佳和

ます。今年の逸材は平均で90点以上をたたき出す
逸材です。こんなにうまい人はめったに現れません

カラオケ部会の活動概要
カラオケ部会は、近畿会のカラオケ好きが集まっ

が、歌うことが大好きな方を募集しています。歌が

て、採点マシーンで点数を競う体育会系の部会です

うまくないとダメなんじゃないの？謂われることが

（私見）。一曲歌うたびに大体6〜15キロカロリー

ありますが、うまい人ばかりではないので問題あり

消費します。しかしながら皆さん体力がありません

ません。大事なのは、合いの手と最後の拍手！これ

ので、年3回の開催となっています。たまに臨時部

だけです。カラオケ部会に参加すれば、カラオケの

会があります。先日もカラオケ好きの国会議員の若

レパートリーが増えること請け合いです。

松先生が来阪され、臨時カラオケ部会が開かれまし

また、クライアントの方とか人前で歌う機会もあ
るかと思います。カラオケ部会で歌い込んで免疫を

た。歌う理由があればいいってことですね。
部会は、カラオケラウンジで開催されます。ラウ
ンジというと高くつくイメージがありますが、ラウ

つくっておくのも良いかと思います。
ちなみカラオケ部会は、男子ばかりですが、女子

ンジは、夕方6時から午後9時くらいまでは閑古鳥が

も募集しています。裏声で歌を歌うの

鳴いている時間帯でもあり、カラオケボックスより

は40歳を過ぎると辞

も経済的で、部活をするにはもってこいなのです。

めたいですね。ぜ

カラオケ部会が他の趣味の会と一番違うところ

ひカラオケ大好

は、遅れても大丈夫ということでしょうか。遅刻推

き女子の参加も

奨ではないのですが、お忙しい皆様が気軽に参加し

お待ちしてお

ていただける趣味の会だと思います。

ります。

旅行・写真部

最近の活動状況については、次のような観光
地へ旅行しています。

樋口

秀和

a.

伝統工芸、食文化について体験しました。

１．現在会員数は20名の登録を頂いております。
２．部活動としましては、毎年11月の第2日曜日と

b.

めぐりや城崎マリンワールド等を見学しま

年8名ないし10名程度の参加者で実施してきま

した。
c.

休まなければならないことになり、若い会員の
方の参加がしにくいという状況が考えられま
す。その結果、参加していただく会員が年配者
の方に限られているのが現況であります。

下呂温泉「水明館」に泊まって、飛騨地方
の風趣を楽しみました。

月曜日に仕事に予定がはいっていると勤務を
d.

その他、南紀勝浦や三朝温泉等にも旅行し
ております。

４．今後は会員の増強と活動力のある会員が積極的
に参加して頂けるようにするため、また、旅行

旅行先の選定にしましても、交通機関による

写真部が近畿会厚生部の方針であります会員の

移動についても約２時間程度で行ける観光地に

福利厚生の向上や会員相互の親睦の場となるよ

限定されています。

うにするために、髙田篤会長や宮口亜希厚生部

写真の活動としましては、旅行先での写真を

長に検討をお願いしているところであります。

出席者で交換したり、また近畿会主催の研究大

若い会員の方が

会での記録写真のために提供したり、協同組合

参加しやすいよう

への写真提供をしております。

に活動方針を検討

３．本年度は出席困難になった会員が多かったので旅
行を中止せざると得なくなってしまいました。

16894

城崎温泉「西村屋本館」に泊まって、外湯

月曜日の両日に1泊2日の旅行を企画して、毎
した。

6

「金沢茶屋」に泊まって、金沢の伝統芸能、

しているところで
あります。
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苦労します。
●大阪府の山々（箕面、高槻ポンポン山、葛城

白井

弘

１. 設立の趣旨

山、金剛山、犬鳴山、信貴山）
●奈良の山（高野山、大台ケ原、みたらい渓谷、

平成23年10月6日のみたらい渓谷ハイキングを初回

吉野山）及び明日香村、山の辺の道、あじさい

にハイキング部が設立され、近畿会の趣味の会の1つ

寺、長谷寺、赤目四十八滝、曽爾高原、法隆寺)

として仲間に加わりました。それまでは、ハイキング

●京都滋賀の山（比叡山）

同好会として補助なしですべて参加者の個人負担で、

●京都/堺ツーデイウォーク10km参加

健康維持促進を目的として、足腰を鍛えることを中心
に、大阪近郊の山々のハインキングを企画しておりま

平成24年

4回

平成27年

6回

した。当時は参加者も10名以下で、和気あいあいと

平成25年

9回

平成28年(進行中)

4回 終了

して3ヵ月に一回程度開催しておりました。

平成26年

7回

近畿会より趣味の会としてハイキング部を設立し
てはどうかとのお誘いに、それまでの同好会を自然
解消して部として発足して既に4年が経過しました。

３. 参加費
原則として、昼食代補助として1,000円/人しか補
助がなく、交通費等は全て参加者の個人負担として

２. ハイキングの内容

おります。但し、近鉄吉野線特急、南海高野線特急利

過年度の開催回数は以下のとおりです。開催の内

用の場合は、特急券は部で負担致します。

ご参照頂ければご理解頂けると思います。基本的に

今後、監査法人を退職して体力を維持されたい方

過去実施したハイキングの代表的な場所としては以

は是非とも入部して頂きたくお願い致します。勿論、

下のとおりで、4年も開催していると場所の選定に

現役の若手もOKです。

テニス部

ツです。また今までに一度はテニスを経験したこと
があるという方も多いのではないでしょうか。

相本

忠弘

テニス部は現在、年に1回（主に12月下旬）活動を

皆さん、こんにちは！錦織圭選手の活躍等によ

行っています。主な活動内容としましては、経験者、

り、最近注目されているテニスをいっしょに始めて

初心者問わずテニスに興味がある方が集まり練習を

みませんか？

行っています。具体的には、球出し練習のような基礎

テニスはスポーツの中でも、個人競技のため、一

的な練習から、慣れてくると参加者同士の打ち合いや

人でも参加しやすく、また必要な道具もそれほど多

ゲーム（試合）を行ったりしています。初めて参加さ

くはないため、比較的初心者でも始めやすいスポー

れる方は不安も多いとは思いますが、練習はレベルご

16895
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とに分けて行ったりもしますし、また経験者が丁寧に

頻度を増やして、より交流を深めていきたいと考え

教えながら練習を行いますので、初心者の方でも気軽

ています。次回のテニス部の活動は6月下旬を予定

に参加していただければと思います。

しています。ぜひご参加ください。

趣味の会の活動は、普段なかなか交流の機会がな
い他の監査法人や個人事務所にお勤めの方、一般企
業にお勤めの方等、様々な経歴の方とコミュニケー
ションをとることができる大変良い機会だと思いま
す。またご家族での参加も大歓迎ですので、テニス
に興味がある方はぜひご家族でも参加いただけます
と幸いです。
現在は、年に1回の活動ですが、今年からは活動

観劇部

で演目を選んでいます。演目選定は、部長と副部長
で相談して決めますが、部長は歌舞伎と宝塚に詳し

梨岡

英理子

観劇部は2015年に創部された一番新しい趣味の
会です。

く、副部長の宝塚観劇歴は40年くらいで大劇場は
全公演観劇、OSKはまだ5年ですがほぼ全公演を見
ており、東宝ミュージカルも大体の演目は見ている

見てみたいな〜と思っていた公演を、一人観劇も

ので、部員の皆様が一番楽しめる演目を選んでいる

よいけれど、たまには誰かと一緒に見に行って、終

（つもり）です。また会員にはチケット代の補助も

演後にわいわいと感想を言い合ったりできたら楽し

あります。

いだろうな、と思って創部をしました。現在部員は

観劇部の難点を一つ上げるとすると、公演チケッ

22名、実際の観劇は部員の家族も含め15〜25人程

トの手配が半年以上前と早いこと。演劇チケットは

度で開催しています。観劇会に参加いただく人数も

半年前から売り出すことが多く、団体だともっと早

多く、「観劇」を趣味としつつもそれぞれ好みは違

いことも。忘れたころに観劇会が実施されるため、

うもの。誰かの感想に「そんな見方もあるんだ」と

予定管理をしっかりしていただかなくてはなりませ

か「へえ、そうだったんだ！」と自分以外の視点に

ん。でも手帳を見ながら、ワクワクできる気分も楽

気付かされることも多く、また知らなかったジャン

しめます。

ルに挑戦したら意外と嵌った！など世界が広がりま
す。毎回、観劇後のお茶会懇親会は盛況です。
現在は創部者の趣味とチケット手配から、初心者

活動予定
H29年１月

「グランドホテル／カルーセル輪舞曲」

でも楽しみやすいミュージカルを対象としていま

8

宝塚歌劇月組

す。年3回の観劇会は、宝塚、劇団四季、OSK日本

７月

劇団四季「キャッツ」

歌劇団、東宝ミュージカルを対象として、その時々

９月

東宝ミュージカル「レ・ミゼラブル」
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平成29年
新年賀詞交歓会
総務部長

平成29年1月10日（火）午後6時から、ザ・リッ
ツ・カールトン大阪

安井

康二

様に次のとおりご挨拶をいただきました。

2階「ザ・グランド・ボール

「現在、監査法人勤務の経験を活かし財務大臣政

ルーム」において、平成29年新年賀詞交歓会を開催

務官として全力で取り組んでいる。社会福祉法人や

いたしました。今年は、ご来賓86名、会員・準会員

医療法人の監査等、公認会計士の社会的責任は増々

192名の計278名にお越しいただきました。ご来賓の

重要になっている。地方公会計においては平成29年

皆様、会員・準会員の皆様ありがとうございました。

度末には複式簿記による新しい財務書類体系が導入

レイトン サクソフォン カルテットによる素晴ら

完了の予定である。また、自治体の内部統制の整備

髙田

についての報道がなされている。こうしたことに公

篤会長から、次のとおり新年の挨拶がありました。

認会計士の経験は非常に力になると考えている。ま

「本年は酉年、丁酉（ていゆう・ひのととり）の年

た、近畿会からは昨年末に政治資金問題に関する貴

であり、新しい革命勢力が起こる年、新しい動きの

重な提言をいただいた。我々政治家は真摯に取り組

ある年である。昨年、新執行部が発足したのがまさ

んでいきたい。」

しい演奏のあと、日本公認会計士協会近畿会

に英国のEU離脱の国民投票が実施された日であ
り、その後の世界情勢において様々なことがあっ

財務省近畿財務局 局長 美並義人様からは、次の
とおりご挨拶をいただきました。

た。そうした中、会計不正の問題もあり、会計監査

「実体経済は緩やかではあるが確実に回復に向

の在り方に関する懇談会の提言、そしていわゆる監

かっている。今年は、補正予算や、これから審議さ

査法人のガバナンス・コード

れる平成29年度当初予算により力強い回復が期待で

案が示されたが、会計監査の

きる。関西経済には、新たな好材料が出ており、イ

信頼回復に向け真摯に取り組

ンバウントの効果も続くため、その成長が日本経済

んでいきたい。また、近畿会

を牽引することを期待している。また、関西経済の

では監査業務・制度に対して

中心である中小企業を公認会計士にご支援いただき

提言をするべく取り組んでい

たい。昨年末、監査法人のガバナンス・コード原案

る。今後もご協力をいただき

を公表しているが、コーポレートガバナンス改革の

たい。」

進展は、日本経済の好循環につながるものであり、
公認会計士の役割は増々大きくなっている。さらに
日本公認会計士協会 関根愛子会長からは「会長就
任にあたり掲げた3つの柱をさ
らに推進していきたい。第一
に、公認会計士監査の信頼を回
復し、資本市場経済の発展に寄
与することである。ITやAIを
活用し、その先を行く仕事をす

次にご来賓として参議院議員・公認会計士 杉 久武

べきと考えている。第二に、社

16897
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会福祉法人や医療法人の監査が始まるが、社会保障

は、正確な財務情報を提供できるかが重要である

分野といった拡大する多様な仕事を支えていくことで

が、公認会計士の努力と指導がこれを支えている。

ある。中小企業の海外進出の支援、税務業務支援にも

取引所と公認会計士は、資本市場を有効に機能する

力を入れたい。第三に、人である。試験合格者、受験

ための車の両輪であり同士である。コーポレートガ

者は少しだけ上がったが、まだまだ不足している。公

バナンス・コードや会計制度の認知度向上に、共に

認会計士の魅力を伝え、特に女性を増やしていきた

努めていきたい。」

い。また、会計士は国際的に活躍できるということも
アピールしたい。」とのご挨拶がありました。

また、46名の現国会議員（代理の方を含む）等の
方々にお越しいただきご挨拶をいただきました。

株式会社大阪取引所 代表取

最後に、日本公認会計士協会近畿会 後藤紳太郎副

締役社長 山道裕己様からの次

会長より、ご来賓、会員・準会員に対し謝意を示すと

のようなご挨拶のあと乾杯の

ともに、飛躍の年として社会からの期待・応援に応え

ご発声によりご歓談が始まり

ていきたいとの決意を述べ、閉会となりました。

ました。
「日本再興戦略で掲げた
コーポレートガバナンス・
コードにおける複数の独立社外取締役の選任につい
ては、導入前の20％から82％まで上昇しており、
成果は出ている。企業の成長戦略の実行において
は、投資家や株主に代わり社外取締役が経営判断の
プロセスをチェックすることが重要である。また、
投資家や株主が的確な株式の価格発見を行うために

企業版ふるさと納税

新語・用語

企業にとってもメリットの大きい寄付
税額控除や払戻品など、さまざまなメリットがある個人の「ふるさと納税」。昨年度の税制改正により
「企業版ふるさと納税」も創設された。これは企業が地方創生につながる自治体の事業に寄付を行った場
合、法人税などが軽減されるもの。正式名称は「地方創生応援税制」といい、現在、全国102事業が認定さ
れている。
これまでも企業が地方自治体に寄付をすることはあったが、普通の寄付との違いは、その使用目的がはっ
きりしていることだ。例えば埼玉県熊谷市の「ラグビーによるまちづくり事業」や秋田県大館市の「ペット
と泊まれる宿泊施設整備事業」などで、いずれも寄付金の使い道がよく分かる。またこれまで企業の寄付は
「特定寄付金」という扱いになり、大幅な減額や還付はなかったが、企業版ふるさと納税では寄付金の最大
三〇パーセントが法人住民税などから控除される。つまり寄付することで課税所得が減り、なおかつ寄付金
の三〇パーセントは納税したことになるのだ。
企業にとってメリットが大きいこの制度の活用によって、より多くの企業が地方自治体を支援しやすくな
ることは間違いない。さらなる地方活性化が期待される。
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「政治資金の管理及び報告についての提言」を公表
−政治家が自らを守るための政治資金の管理方法−
政治資金問題特別委員会

担当副会長

北山

久恵

昨今、国会議員に係る政治資金、地方議員に係る

平成28年12月に、政党や政治家に対して、政治

政務活動費に関する問題が相次いで発生していま

家が自らを守るための政治資金の管理方法として、

す。政治資金規正法は政治資金の使途に何の制約も

次の提言をまとめました。

課していません。また、政務活動費の不正取得が
ダルは枚挙にいとまがありません。このような事件

提言１ 政治資金(※)の使途及びその開示
に関する内部規則の作成と公表

が続出している状況において、国民の政治不信はも

政治家は、自主規制方針として内部規則を設

はや限界に達してきているのではないでしょうか。

け、市民に公表する。

このような不祥事を防止する方法について検討す

ａ．支出に関する内規

次々と発覚しており、政治資金にまつわるスキャン

るため、近畿会では、平成28年9月に、政治資金問

公私の区別をはじめとする使途について

題特別委員会を発足させました。

の許容範囲を明瞭化する。

政治資金の問題に関しては、過去に、近畿会にお
いて以下の研究報告等をまとめています。

ｂ．開示に関する内規
政務活動費等に関わる報告書がいつでも
閲覧・入手できるなど、透明性についての

●平成6年10月「政党助成法の問題点」

要件を満たす内部規則を設ける。

〜公認会計士としての立場から〜
近畿会

社会公会計委員会

●平成13年3月「政党助成法を中心とした政治資金
調査レポート(中間報告)」

提言２ 複式簿記の採用
簡便かつ正確に出納管理を行うため、複式簿
記で記帳し、勘定の残高を管理する。

〜公認会計士としての立場から〜
近畿会

社会公会計委員会（政治資金小委員会)

●平成16年9月「政治資金に関するアンケート調査

【参考】実効性のある牽制方法の考え方
資金管理については政治家が個人単位で行

結果報告」

うのではなく、政党・会派の事務局または共

近畿会

同事務センターのようなものを設けて、複数

社会公会計委員会（政治資金小委員会)

の政治家の資金管理をまとめて出納・記帳す
参考にしながら、今回、この特別委員会において

ることとし、牽制が働く体制を構築すること
が望ましい。

は、国民目線で、真面目な政治家がこのような問題
に巻き込まれないよう、安心して政治活動に専念す

政治資金には、国会議員の通常の政治資金や地方

るためにとるべき方策について議論を進めました。

議員の政務活動費があります。地方レベルの政務活

その結果、この問題については法律や条例の改正な

動費の財源はすべて税金です。国レベルの通常の政

どに頼らず、まずは政治家たちが自らを守るために

治資金の財源には国民の税金である政党助成金も含

最低限構築すべき自主規制を確立し、透明性を確保

まれていますが、党費、機関誌発行による収入、企

することが本筋であるという結論に達しました。

業・団体・個人からの寄付金、パーティー収入等も

16899
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含まれています。現行の法制度で十分な信頼が得ら

②内規等については、既に各自治体等で内規を作

れていない現状において、政治資金として一部でも

成しているため、近畿会方式のチェックリスト

税金が入っているのであれば、個々の支出の源泉が

等は作成しないこととしました。

税金であろうと寄付金等であろうと区別せず、その

③内規には原則を掲げ、常に原則に基づき判断し

管理や開示に、しかるべき自主規制を設けること

ます。

が、市民に信頼される政治家への道だと我々は考え

・開示要求があれば、帳簿や領収書等を全件開

ました。この提言においては、国レベルの政治資金

示し説明する前提で、記録・保存すること

や地方レベルの政務活動費を対象とし、いわゆる

・収入・支出については、発生した事実に基づ

「政治資金」にかかわるさまざまな問題のうち、そ

き記録すること

の「支出の管理」を中心にテーマとして取り扱って

・実際に支払った金額で精算すること

います。

・政治活動(又は政務活動)の内容に見合った妥
当な支出金額であることを確認した上で記録
すること
④代表的事例として、事務所賃料・リース料、交
通費、会議費、調査委託料、書籍費等を挙げ、
留意事項・禁止事項を整理し、領収書等の様式
例を記載しています。
◆ 複式簿記の採用

（総務省 地方制度調査会作成 地方議会制度関連資料より引用）

複式簿記というと経理知識が必要ではないかと
敬遠されがちですので、仮払などの仕訳パターン

提言の骨子は、以下のとおりです。
◆ 自主規制方針としての内部規則の作成・公表
①各政党・会派等で自主規制としての内規を作成
して公表することを提言しています。

◆ 牽制が働く体制の構築

12
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を複数あげて簡易であることをアピールし、複式
簿記の性質（検証可能性、取引記録の明瞭性、資
産負債が把握可能）等につきわかりやすく解説し
ています。

なチェックが行われにくい状態です。政治資金の

現状では、個々の政治家ごとに支出事務が行わ

支出に係る牽制方法を検討するうえで最も重要な

れており、支出事務を行う職員（秘書）の人事権

観点は、適切な事務分掌を行ったうえで、政治資

を政治家が持っており、支出に係る一切の権限を

金の支出について複数の人間のチェックがなされ

持っているため、政治資金の支出について組織的

る体制が整っていることです。事務分掌について
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は、民間企業では当然に行われていることであ

しかしながら、政党、政治家、秘書等の関係は

り、政党・会派の事務局または共同事務センター

組織とは言えないのではないかとの意見もあり、

のようなものを設けて複数の政治家の支出を管理

今後、政党・会派の事務局または共同事務セン

するなど、組織上の仕組みを適切に変更すること

ターのような複数の政治家の支出を管理する部署

により、効果的かつ効率的に内部牽制を行うこと

を設けるなど、効果的かつ効率的に牽制が働く体

が可能と思われます。政治資金が適切に支出され

制を整えることが望ましいと考え、【参考】とし

るためは、牽制が働く体制を構築することが重要

て提言しています。

と考えました。

政党や政治家においては、既にこのような体制を

私たち公認会計士の使

構築している、あるいは急遽対応しつつあるところ

命は、会社等が「他人か

が相当数あると考えられます。政治家に対して、今

ら託されたお金の使途」

回の提言と対比して、それぞれの資金管理がどの程

につき説明責任を果たす

度の水準で構築されているのかを有権者の方々に示

ために開示する財務報告

してみてはどうかと問いかけています。まずは政治

に関して、会計監査等に

家が自らの政治資金管理体制について有権者に開示

より信頼性を確保し、会

することが、昨今の政治不信を払しょくするための

社等の公正な事業活動、

第一歩になると考えます。

投資家等の保護を図り、
国民経済の健全な発展に

平成28年12月22日付で、この提言書を、政党本

寄与することです。最近

部・関西の支部及び近畿会エリア（大阪府、奈良

クローズアップされている

県、和歌山県）の地方議会（事務局）へ送付し、府
政記者会、大阪市市政記者クラブへの投げ込みを行

報 告 REPORT

うとともに、近畿会 会議室にて、「政治資金の管理
及び報告についての提言」の公表についての記者会
見を行いました。
日本経済新聞において、「政治資金使途ルールを
会計士協会近畿会

実績開示も提言」（12月22

日朝刊）、「政治資金管理の提言発表

会計士協会

近畿会」（12月23日朝刊）として、記事が掲載さ
れました。
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政治資金問題は、不正使用の氷山の一角に過ぎない可

日本公認会計士協会近畿会HP

能性があります。これまでと同じく資金の使途を開示

https://www.jicpa-knk.ne.jp/news/2016/0026

しないなら、国民の政治不信がおさまることはないで

33.html

しょう。この提言は、政治家に正しい政治を行っても

「政治資金の管理及び報告についての提言」の公表

らうため、そして正しい政治家を守るために行うもの

について（2016.12.22）提言の全文を掲載してい

であり、職業的専門家としての社会的使命として、政

ますので、是非、お読みください。

治資金の透明性・公正性を確保し、民主政治の健全な
発展に寄与していきたいと思います。

近畿会
会

髙田

長

副会長

政治資金問題特別委員会【構成メンバー】

篤

北山久恵

委員長

井上浩一

副委員長

守谷義広

副委員長

道幸尚志

副委員長

玉置寿子

委

員

福田敏信

委

員

土井貴達

委

員

駒井健二郎

委

員

早川芳斗

オブザーバー

松山治幸

オブザーバー

武田宗久

第48回中日本五会研究大会のご案内
中日本五会共催による第48回中日本五会研究大会を「ウインクあいち」において開催いたしますのでご案
内いたします。
〇開催日時：平成29年3月25日（土）

10時30分〜19時00分

〇開催場所：ウインクあいち
名古屋市中村区名駅4-4-38

（052）571-6131

〇大会スケジュール
（１）自由論題の部（CPE研修：2単位）

10時30分〜12時00分

（２）統一論題の部（CPE研修：4単位） 13時30分〜17時15分
パネルディスカッション
テーマ

不正事例

（３）懇親パーティー

14
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大和高田市立高田商業高等学校
制度説明会の報告
森村

照私

昨年の11月8日（火）の午後3時から、一昨年に

指導される方と思います。私も初めて会った時か

引き続き、奈良県大和高田市にある大和高田市立高

ら、この校長先生に惹かれ、地元ということもあ

田商業高等学校で、1年生を対象に制度説明会を実

り、かかわりを持たせていただきたいと考えるよう

施しました。概要を以下のとおり報告いたします。

になりました。

公認会計士協会近畿会からの出席者は、現大和高田

校訓は、「誠実、清純、礼儀」であり、生徒たち

市民である田中知幸さんと私、卒業生の坪田亮介さ

も非常に明るく礼儀正しく、卒業生は、就職先から

んで、司会を田中さん、制度説明が私、会計士試験

事務的能力の高さを評価され、高校3年間で学んだ

体験を坪田さん、職業の魅力などを全員でお話しし

「人と人の間の温かい関係作り」をモットーに社会

ました。

人として校章の翼のごとく翔たいています。

1. 高田商業高等学校の概要と校長先生のご紹介

2. 説明会の概要

ほとんどの方が、奈良県の田舎にある当校につい

さて、肝心の説明会の概要ですが、まず、私が制

て、ご存知ないと思いますので、皆さまの中には、

度説明を実施し、そのあとに協会本部広報委員会作

なぜそのような高校まで説明に行っているのかとい

成のアニメ・ビデオ『転校生は公認会計士！』を上

う疑問を持たれる方もおられると思います。

映しました。このビデオのあらすじは、昨年の12月

まず、私がご紹介したいのは、当校と校長先生に

10日第690号（12月号）で安原副会長の帝塚山学

ついてであります。奈良県には二つしかない市立高

園制度説明会報告に記載されていますので、そちら

等学校の一つで、商業高等学校としても三つ（他の

のほうをご覧ください。私の制度説明を先にしてし

二つは、明石家さんまの出身校であります奈良朱雀

まったので、退屈そうにしていた生徒たちも、この

高等学校と奈良情報商業高等学校です）のうちの一

ビデオをみて、リラックスしたようです。女子生徒

つで、単独商業高校としては奈良県唯一の高等学校

が多いためか、アンケートにもアニメに関するコメ

です。

ントが多くみられました。

当校は、1994年第66回選抜高校野球大会に、奈

ビデオ放映のあと、坪田さんの合格体験談があり

良県代表として出場しました。その2年先輩にあの

ました。坪田さんは、簿記以外の科目にはあまり面

ハマの番長で有名な三浦大輔投手がいます。三浦大

白さを感じていなかったということで、進学先は大

輔投手は、昨年引退しましたが、昨年の12月11日

原簿記学校に入学され、そこで公認会計士という職

に「行列のできる法律相談所」に出演し、「情熱を

業を知ったそうです。勉強するうちに、公認会計士

よみがえらせた熱血教師の愛」というテーマで当時

にもなれるのではないかと感じはじめ、3回目の受験

の自分を振り返り、短編ドラマで熱血教師を紹介し

で合格され、現在、有限責任あずさ監査法人に勤務

ていました。その熱血教師こそ私たちの窓口となっ

されています。坪田さんの担任の先生から学生時代

ていただいた櫻井校長先生です。熱血教師とはい

の坪田さんはどのようであったかのお話しもあり、

え、校長先生の人物像は、言葉のもつイメージとは

和やかな雰囲気で、説明会が進行していきました。

裏腹に、温和で生徒と親御様の立場にたって暖かく

公認会計士になった後の仕事内容や私生活などの

16903
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お話にも触れられ、公認会計士を身近に感じていた

① 学年

だけたと思います。勉強嫌いの自分でもなれたのだ

参加者全員高校1年生であり、商業高校だけあっ

から、努力すれば、公認会計士になれると激励さ

て、女性比率が高くほぼ80％が女性でありました。

れ、生徒たちも将来つく職業の選択肢として考える
ようになったと思います。

② 公認会計士という資格を知っていましたか
「業務内容も含めて知っていた」という生徒
は、4名でありました。61％強が「名前だけは
知っていた」、36％強が「知らなかった」と回答
されていましたが、本日の感想等の自由記載欄に
は、「アニメがわかりやすくて公認会計士に興味
を持ちました。」など説明会を開催して、公認会
計士を身近に感じていただいたというポジティブ
なコメントが多くありました。私の高校1年生の
時は、公認会計士という職業を全く知らなかった

3. 質問タイム

ので、制度説明は早い段階から行うのが効果ある

積極的に挙手して質問をする生徒が少なかったの

ものと思いました。

で、「どんな質問でもお答えしますよ。お気軽にお
聞きになってください。」と振った後、聞きたそう
にしている生徒にマイクを向け質問をしていただき
ました。

③ 公認会計士試験について
「公認会計士を受験する予定」と回答した生徒
は2名であり、「検討中」が3名、40％弱が「今

生徒からは、出張は多いのか、給料水準はどう

後検討してみたい」、57％強が「受験する予定は

か、他業界との人脈づくり等についての率直な質問

ない」という結果となっていますが、「受験する

があり出席メンバーそれぞれから各自の印象を述べ

予定はない」と回答してきた生徒のコメントで

てもらいました。人によって微妙にニュアンスが異

も、「公認会計士のことがすごくよく分かった」

なり、おもしろかったと思います。

などのコメントが目立ち、この職業の魅力が伝達

以上、雑談のようになりましたが、公認会計士制

できたものと考えます。

度（監査・会計など）の話になると、聞き手の興味
を維持させるのは難しいと感じました。ここで時間

今後もこのような広報活動を行い、少しでも未来を

がきてしまったので、締めの挨拶などは特になく、

背負っていく子供たちの職業選択の一翼を担えれば、

先生や生徒よりお礼の言葉をいただき終了いたしま

これに越したことはないと思う次第であります。

した。
（追伸）

4. アンケート結果
最後に今回参加してくれた生徒さんへのアンケー

会に出場されることになりました。23年前に出場し

ト結果をご紹介して締めくくりたいと思います。ア

て以来3度目の快挙です。三浦選手のプロ入団時に

ンケート回答総数は、171名であり、30名程度は、

続き、引退時にも後輩が花を添えたという形で、ド

クラブ活動や就職面接等の理由で不参加であったも

ラマを見ているようです。

のと思われます。

16
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会計士体験談（職業紹介）
板戸

史朗

去る12月8日、府立大手前高校にて「会計士の仕

例年1、2年生が対象で、聞いてみると会計士は数

事」というテーマで約1時間講師をしてきましたの

字を扱う職業位のイメージしかなかったので、協会

で、ご報告いたします。

広報パンフレットにある実際の活動内容を紹介しな

これは、様々な職業についているOBから直接職

がら、会社の会計や監査を通じてビジネスドクター

業体験談を聞いて将来の進路選択に活かすことを目

としての役割を担う等を説明したあと、質疑応答。

的にした高校版キャリア教育の一コマで、40前後の

これは「税理士の仕事」のテーマで講師をされた

職業テーマのなかで自分が聴講したいテーマの教室

OBと一緒に質疑を受けるもので、会計士と税理士

に生徒が入って聞くようになっています。私の教室

の違いは？仕事のなかで一番大変だと思ったことは

は会計分野ということで、「税理士の仕事」という

何か？等の質問がありました。また、パンフレット

テーマの職業体験談のあと、「会計士の仕事」とい

（会計士は30歳台）やアニメブックをみた印象もあ

うテーマの職業体験談を聴講する教室で、生徒数は

るのか、会計士は若い人が多い、女性が多く活躍し

ちょうど20人でした。

ていそうなどのコメントもあり、公認会計士がより
身近な存在に感じてもらえた一日でした。

アンケートの内容（抜粋）

Aさん

税理士や会計士についてほとんど何も知らなかったので、教えて頂くことができてとてもためにな
りました。職業からなんとなくイメージしていた計算の部分とはまた違う仕事があることにとても驚
きました。特にビジネスドクターとしての役割ということを仰っていましたが、自分の才覚、アイデ
アひとつで企業を良くしていくことができるというのは凄いと思いました。とてもやりがいのある仕
事だと感じました。

Bさん
税理士も公認会計士も普段、今の私は関わることのない職業でどんなものかわからなかったのです
が、この講座でどんな職業なのか、どうすればなれるのかということや、この職業に関係なく、今す
べきこと、今後すべきこと、たくさんのことを知ることができました。

Cさん

報 告 REPORT

税理士と公認会計士の違いがよくわかりました。講義を受ける前の印象はどちらも数字にしか向き
合わない仕事だと思っていたけど、実はコンサルタントや実際に倉庫を見に行ったり、アクティブな
部分も多いことがわかりました。また、日本だけじゃなくて、海外で活躍している人や、女性も多く
働いているところはいいなと思いました。
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キャリアデザイン・ワークショップ2016（第二回）
〜 31歳若手会計士が上場企業CFO 〜
中堅・若手会計士委員会

「キャリアデザイン・ワークショップ2016」は

委員長

奥澤

望

講師

本年度から中堅・若手会計士委員会が企画した研修

澤田裕介氏（公認会計士）

会で、2016年度において全四回の開催を企画して

GMOリサーチ株式会社

おります。当該ワークショップの趣旨は以下のよう
になっております。

2007年

つ、一方で変革が求められるなどの環境変化によ
り、将来のキャリアプランが描けないという方が多
く、キャリアプランは中堅・若手会計士の共通の悩
みとなっています。
この現状を打破するため、特に中堅・若手会計士
自体が公認会計士であることの自信を持ち、その可
能性に気付き、法人内外を問わず幅広いフィールド
で活躍できるように、自らキャリアデザインを考え
る端緒を提供するために、様々なフィールドで活躍

公認会計士試験合格

2008年 3月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法
人トーマツ）東京事務所へ入所。主に

キャリアデザイン・ワークショップの趣旨
中堅・若手の会計士は日々の業務に忙殺されつ

取締役経営管理本部長

国内監査部門において監査業務を実施。
2012年 3月 アライドアーキテクツ株式会社入社。
上場準備業務に携わる。
2013年11月 アライドアーキテクツ株式会社が東
京証券取引所マザーズに株式を上場。
2015年 8月 アライドアーキテクツ株式会社退社。
2016年 1月 GMOリサーチ株式会社（東証マザー
ズ上場）入社。
2016年 3月 ＧＭＯリサーチ株式会社取締役に就任。

する会計士の話を聞くとともに、ディスカッション

講演内容

を交えたワークショップを実施いたします。

講師の澤田氏より、自らのキャリア曲線について
説明いただくとともに、監査法人での経験、IPO準

平成28年11月19日（土）に近畿会会議室におい

備会社での業務と上場の経験、そして、上場企業の

て、「キャリアデザイン・ワークショップ2016

CFOとしての業務についてご講演いただき、質疑応

（第二回）〜31歳若手会計士が上場企業CFO〜」

答を実施しました。ここでは、特に印象深かった内

研修会が実施されました。第二回目は、31歳と若手

容についてQ&A形式で記載します。

会計士でありながら、東証マザーズ上場企業のCFO

Ｑ．監査法人時代にやっておいた方がよいことを教

としてご活躍されている澤田裕介氏を講師としてお

えてください。

招きし、組織内会計士としてのIPOの実現、そして

Ａ．監査の中で新しい論点等があった際に、積極的

上場企業のCFOとしての業務、そして、自らのキャ

に担当するようにしていました。その経験が

リアの考え方についてご講演いただくとともに、参

あって、上場準備において、新しいことに対応

加者の皆さんにもキャリア曲線を作成してもらい、

する力がつきました。また、当時はできていま

自らの今後の

せんでしたが、もう少し多くの会社の開示資料

キャリアを考

を見ておけば、今のCFO業務に役立ったと思い

えるワーク

ます。

ショップを実
施しました。

Ｑ．企業内で働く公認会計士として価値を提供して
いると実感するときを教えてください。
Ａ．私が働くようなIT企業では、迅速に経営意思決
定をしていく必要があります。監査法人時代の
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経験があるため、経営意思決定により、財務数
値にどのように影響があるか、監査法人がどの
ように判断するかがよくわかるため、CFOとし
て迅速に判断することができると思います。
Ｑ．今後、公認会計士が上場企業のCFOの職位を担
うことが増加していくでしょうか。
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・自分が意図しない部署移動により、モチベーショ
ンが下がった。
・モチベーションをコントロールするためには、自
らアクションを起こしていくことが重要である。

感想

Ａ．マザーズ上場企業のような小規模で比較的ス

澤田氏とお会いするまでは、31歳で上場企業の

ピード感が必要な企業のCFOには、公認会計士

CFOになられた経歴を聞いて、とてもエネルギッ

が向いていると思います。上場企業において

シュな方を想像していましたが、お会いするとその

は、財務やIRの活動は重要であるにもかかわら

印象とは異なり、どちらかというと物静かでクール

ず、このような企業においては、その分野の人

な感じの方でした。しかしながら、講演をお聞きし

材を充実させることができません。このため、

て、若くしてCFOになられた理由がわかったような

トップのCFO自体が財務の知識を持っているこ

気がします。

とが重要となるため、今後、公認会計士のCFO
は増えていくと思います。

澤田氏は常に自らのキャリアを意識しながら常に
チャレンジを行っており、かつ、業務において様々
な困難に直面されていますが、その壁を乗り越える

ワークショップ

ための多大な努力と工夫により、充実した会計士生

参加者に3〜5人一組になっていただき、ワーク

活を過ごされていました。

ショップを実施しました。参加者には、澤田氏の

公認会計士として充実したキャリア形成のために

キャリア曲線を参考に、自らのキャリア曲線を作成

は、自らのキャリアについて主体的に考えることが

していただき、各グループで共有した内容を発表し

重要であり、主体的に考えることにより、今の業務

ていただきました。ここでは、各グループからの発

において何をすべきかが見えてくるのではないで

表の中で話されたモチベーションが上下する要因に

しょうか。

ついて記載いたします。
・モチベーションが上昇しているときは、新しいこ
とにチャレンジしていることが多い。
・何らかの価値を提供して、周りから認められたと
きに、モチベーションが上昇する。
・仕事を断らないようにしていたら、いろんな業務

キャリアデザイン・ワークショップも残すところ
後2回となりました。今後の予定は以下のようになっ
ております。
多くの方のご
参加お待ちし
ております。

を任されることになり、オーバーワークでモチ
ベーションが下がった。

キャリアデザイン・ワークショップ2016（第三回）〜公認会計士の市場価値〜
日

時：平成29年２月18日（土）15：00〜17：00

場

所：日本公認会計士協会近畿会会議室
第三回目は、公認会計士専門の転職エージェントである株式会社PCPの代表取締役で自身も公認会計士で

ある桑本慎一郎氏を講師としてお招きし、公認会計士の市場価値をテーマに、企業及び監査法人がどのよう
ただきます。
キャリアデザイン・ワークショップ2016（第四回）〜監査業務の魅力〜
日

時：平成29年３月18日（土）13：30〜15：30

場

所：日本公認会計士協会近畿会会議室
第四回目は、監査業務の魅力と題して、監査法人の若手パートナー、マネージャー、シニアの各世代をパ

ネリストとしてお招きし、監査業務の魅力や監査法人におけるキャリアデザインについてパネルディスカッ
ションを行います。

16907
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な公認会計士を必要としているか、また、中堅・若手会計士のキャリアデザインの考え方についてご講演い
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第51事業年度 IFRS研修会
第2回 実施報告
PwCあらた有限責任監査法人

はじめに

野嶋

宏樹

その後、2010年と2013年における公開草案の公

平成28年11月24日に日本公認会計士協会近畿会

表を経て、2016年1月にIFRS16号「リース」が公

の研修室において、近畿会国際委員会の企画による

表されるに至りました。なお、US-GAAPのリース

第2回IFRSセミナーを実施しました。2016年1月に

基準Topic842についても同時期(2016年2月)に公

公表されたIFRS16号「リース」をテーマとし、基

表されています。

準の内容に加え、基準公表の経緯や会計処理の例示
などについても解説しました。以下、セミナーの概

2. 新基準の概要

略を紹介します。

新基準では借手におけるリースの分類が現行基準
と大きく異なっており、新基準の概要としてリース

1. 基準の公表の経緯

の分類を重点的に、適用時期等も併せて説明を行い

IFRSのリース基準については、現行基準IAS17

ました。

号に対しての批判があり新基準の検討がはじめられ
ました。セミナーにおいては、現行基準の問題点と
新基準公表に至るまでの経緯を説明しました。

２.1

リースの分類

新基準では、借手におけるファイナンスリースと
オペレーティングリースの分類がなく、原則として

１.1

現行基準の問題点

すべてのリース取引についてオンバランスすること

現行のリース基準IAS17号においては、ファイナ

となります。ただし、短期リース/少額資産のリー

ンスリースとオペレーティングリースに分類し、借

スについては、例外としてオフバランスできるもの

手のオペレーティングリースについてはリース資

があります。

産・リース負債を認識しないこととされています。

一方、貸手においては、ファイナンスリースとオ

しかし、財務諸表利用者からは、借手によりオペ

ペレーティングリースの分類が原則として維持され

レーティングリースとして処理されているリース取

ています。

引についても、リース資産を有利子負債で調達した
資金による購入と実質的に同じであるとみており、
現行基準が適切でないとの意見がありました。

２.2

適用時期

適用時期については、2019年1月1日以後開始す
る事業年度より適用となりますが、IFRS15号「顧

１.2

公表の経緯

現行基準に対する批判に対応し、国際会計基準審

客との契約から生じる収益」と併せて適用する場合
に限り、早期適用が認められています。

議会（以下、IASB）と米国財務会計基準審議会

20

（以下、FASB）が共同プロジェクトとして検討を

3. IFRS16号の適用範囲

進めてきました。これは、コンバージェンスに関す

新基準は原則すべてのリースに適用されますが、

るIASBとFASBの2006年の覚書（MoU：Memor-

例外事項も存在しており、その例外事項を中心に適

andum of Understanding）に基づいたものです。

用範囲について説明しました。

16908
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３.1

適用範囲から除かれる項目

・特定された資産の使用による経済的便益のほと

・鉱物、石油、天然ガスおよび類似の非再生資源
の探査または使用のためのリース

平成29年2月10日 第692号（2月号）

んどすべてを得る権利
・特定された資産の使用を指図する権利

・IFRIC第12号「サービス委譲契約」の範囲に含
まれるサービス委譲契約
・IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産
のリース

5. 個別論点
個別の論点として、実務的に関心が高いと思われ
る少額リースと短期間リースのオンバランスの免除

・IAS第38号「無形資産」の範囲に含まれる、ラ

規定、複雑なリース取引である変動リース料、転

イセンス契約の下で保有する権利（映画フィル

リース、セール・アンド・リースバックや開示など

ム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許権およ

を解説しました。

び著作権等）
・IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
の範囲に含まれる、貸手が許諾した知的財産の
ライセンス

4. リースの定義

6. その他
その他、基準適用に関する経過措置、現行基準と
の比較、US-GAAPとの比較、設例や新基準適用に
よる業績指標への影響などを説明しました。
経過措置の説明では、適用開始日に存在するリー

リースの定義については基準上の定義、判定要件

ス取引の取り扱いなどに加え、初度適用企業におけ

などについて説明しました。特に判定要件につい

る扱いについても併せて説明しました。また、新基

て、判定のフローチャートや設例を用いた詳細な解

準を適用することによる業績指標への影響の説明も

説を行いました。

行いました。
また、新基準IFRS16号と現行基準IAS17号の比

４.1

リースの定義

IFRS16号において、リースについて以下の通り

較、新基準IFRS16号とUS-GAAP Topic842の比
較を紹介し主要な差異を解説しました。

定義されています。
・リースは、資産（原資産）を使用する権利を一

7. まとめ

定期間にわたり対価と交換に移転する契約また

今回は新基準についての説明であったため、ご参

は契約の一部である（IFRS16号付録A「用語

加いただいた皆様にとって目新しい内容となったと

の定義」）。

思います。
IFRSの任意適用会社が増えておりますが、新基

４.2

リースの判定要件

企業は、契約の開始時にリースであるか否かを判
定しなければなりません。
特定された資産の使用を支配する権利を一定の期

準については実務の例がなく、適用にあたっては多
くの検討が必要になろうかと思います。今回のセミ
ナーが、これからの検討の一助となればと幸いで
す。
また、長時間にわたるセミナーでしたが、ご参加

契約の一部はリースとなります。顧客が、次の両方

いただいた皆様には最後まで真剣にお聞きいただき

を有している場合、契約はリースと判定されること

ありがとうございました。

報 告 REPORT

間にわたり対価と交換に移転する場合、契約または

となります。
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関西地区三会共催 近畿会会員業務推進部＆組織内会計士委員会 研修会

「M&Aの現場 〜事業会社の視点とアドバイザーの視点〜」
会員業務推進部／組織内会計士委員会

■ 日

時：平成28年12月 2日 (金)

■ 会

場：近畿会事務局研修室

■ テーマ：「M&Aの現場
■ 講

種田

ゆみこ

18：30〜20：30

〜事業会社の視点とアドバイザーの視点〜」

師：高木 暢子（たかぎ

のぶこ）氏

（ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 取締役）
（日本公認会計士協会 組織内会計士協議会 研修企画専門委員会 副専門委員長）

近畿会会員業務推進部及び組織内会計士委員会で

GCA株式会社にて、企業買収、経営統

は、これからないし既に独立や監査法人以外に転職

合、事業売却、完全子会社化、資本政策

している若手・中堅会員に参考となるように、公認

等に関するアドバイザリー業務に従事

会計士が監査法人を離れた後、監査以外の領域のど

2011年

日本電気株式会社の経営企画本部コーポ

のような仕事で活躍できるのかということを、現在

レートアライアンス部にて、国内外のグ

他の色々な領域でご活躍中のベテランの方々を講師

ループ会社のM&Aを戦略の立案、買収、

にお招きして研修会・講演会を開催してくことにし

戦略的事業提携、事業売却・再編業務を

ました。

推進）

初回の今回は、監査法人からアドバイザリー会社

2016年

M&A及びTechアドバイザー業務を行う

と大手電機メーカー経営企画本部に転職してM&A

ガーディアン・アドバイザーズ株式会社

の実務を経験した後、M&A及びTechアドバイザー

の設立に参画。取締役（現任）

業務を行う会社の設立に参画した、ガーディアン・
アドバイザーズ株式会社 取締役で、公認会計士の高

神戸大学を出て公認会計士二次試験に合格し当初

木 暢子氏をお招きし、プロフェッショナルとしての

別の監査法人に入所が決まっていたが、若いうちに

仕事への向き合い方や、若いうちから監査以外の

英語を使って仕事ができるようになりたいと入所を

キャリアを築くためのアドバイスなどについて、お

辞退し、1年カナダに留学といったいきなり他の人

話していただきました。

とは違う合格後のスタート。その時、その後の将来

以下、レジュメに沿って、簡単に内容を記載しま

理士法人、アドバイザリー会社、事業会社経営企

す。

画、独立した会社でのM&Aでの仕事と今に至り、

1. 自己紹介
2001年
2002年

入所予定だった当初の監査法人には留学先でのアド

公認会計士二次試験合格。カナダに1年間

バイスや、後にも仕事でのご縁をいただき、感謝し

自費留学

ていますとのことです。

監査法人トーマツ大阪事務所 監査部門、

2. ガーディアン・アドバイザーズ株式会社の概要

FAS部門兼務
2006年

税理士法人トーマツ

移転価格コンサル

ティングチーム転籍
2007年
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が見えていたわけでないが、結果的に監査法人、税

独立系M&Aアドバイザリー会社である

会社概要については高木さんご本人のお話をまと
めました。
社名の由来は、「クライアントの親衛隊（ガー

近畿 C.P.A. ニュース

ディアン）」から来ているとのことです。
顧客志向を徹底し、クライアントの経営課題の解

平成29年2月10日 第692号（2月号）

4. 事業会社で行うM&A
①M&Aプロセス

決に資する高品質のアドバイザリー・サービスを提

②M&Aプロセスの社内外関係者

供したいとの思いを込めた名称だそうです。

③M&Aの形態

サービスの内容は、Ｍ＆ＡアドバイザリーとIT活
用による業務改善をメインの業務としています。
信頼できるプロフェッショナルが集まった家族的
共同体ともいえる経営スタイルが、同社の受注成果

④基本合意書と最終契約書
⑤DDの目的とその内容
⑥プライシングとバリュエーション
⑦まとめ

や特色あるサービス提供を可能にする秘訣のようで

アドバイザーの視点：

す。

・お客様に感謝してもらえ、一生記憶に残しても
らえる仕事
・知識だけでは仕事にならず、常に「知恵」をひ
ねりだす必要がある仕事
事業会社の視点：
・入口と出口のプロセスがより重要

3. M&Aアドバイザリー業
①M&Aを取り巻くプレーヤーとプロセス概観
M&Aアドバイザーの役割は、クライアントに最

・トップの巻き込み、Right personの巻き込みが
キー
・勝率の低いM&Aを成功させるためには、自分
ごとと考えてくれるよいアドバイザーが必須

も近い立場から、各種専門家と連携して、同じ方
向を向き、案件を強力に推進すること

高木氏いわく、M&Aでは会計士の肩書で仕事を

②M&Aアドバイザリー業務領域

していけるわけではないので、自分も普段は忘れて

③プレーヤーごとのM&A業務領域

いるが、信用を得るのには役立つとのことでした。
最後に事前質問の「今後協会活動においてどう貢献

M&Aでは、会計士や税理士は専門家として、価

していきたいか」に対して、高木氏は現在、本部に

値評価業務、財務会計・税務におけるDD（デュー

ある「組織内会計士協議会 研修企画専門委員会 副

デリジェンス）実務、会計・税務面からの取引形態

専門委員長」という立場から、会計士が監査法人以

の検討実務などで関与するケースが多いですが、

外に活躍できる場を広げるのをサポートしたいと答

M&Aアドバイザーというのは、それ以外にM&A戦

えていただきました。

略の検討や候補先の発掘・選定、買収資金調達、契

今回は告知から研修までわずか2週間ほどにも関

約交渉といったM&Aの全ての業務領域で関与し

わらず、若手・中堅に限らず約60人と沢山の会員・

て、確かにクライアントと一体の当事者意識がない

準会員の方々が参加され、M&A業務に対する関心

と成功に導けない仕事であると思われました。

の高さが窺えました。当日のレジュメに書いてない
お話からは、今後のキャリアを考えていくヒント
います。今後も近畿会会員業務推進部と組織内会計
士委員会とでこのような研修会を企画しております
ので、引き続き多数のご参加をお待ちしています。
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に、またM&A実務の参考にしていただけたかと思
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広報部

『親子で学ぼう お金の役割教室』開催報告
広報部

副部長

開催概要

荻窪

輝明

分かりやすく解説していただきました。

平成28年12月

例えば、「お寿司屋さんを経営していたとして、

17日（土）13時

安い価格、高い価格の2種類のお寿司を販売してい

半から16時、大阪

たとします。できることなら高いお寿司の方を積極

信用金庫本店にお

的に販売したいのですが、なかなか売ることができ

いて、日本公認会

ません。どうすれば、高いお寿司を買ってもらえる

計士協会近畿会と

でしょうか？」といった問題をみなさんに考えても

大阪信用金庫が共

らうわけです。このような問題に、小学生達は沈黙

催、大阪府及び大

するどころか、どんどん手が挙がり、大人でも考え

阪府教育委員会が

のつかないような斬新な発想、アイデアがたくさん

後援する、親子で

出ました。

学ぼう『お金の役
割教室』イベント
を開催しました。
ゲストスピーカーには、「ちちんぷいぷい」の
ニュース解説でもお馴染みの毎日放送製作局エグゼ
クティブの石田英司さんをお迎えしました。石田さ
んとは、私がかつて滋賀県金融広報委員会主催のイ
ベントでご一緒したことから、今回のイベントで再
びご一緒するご縁となりました。
会場近隣の小学校を通じての参加など、100名ほ

途中から私も加わり、「お金のルーツ」、「イン

どの集客となった当イベントでは、元気で学ぶ意欲

フレの仕組み」、「おこづかい帳をつけることの大

の高い小学生達が、寒さを吹き飛ばすほどの熱気で

切さ」など、石田さんとの語り合いを通じて、みな

会場を包み込んでいました。

さんに解説しました。

第一部（基調講演）

24

おこづかい帳の説明に
続けて公認会計士の仕事

石田さんの基調講演で

を紹介しました。「小学

は、お金を大切に使うた

生が作成したおこづかい

めの知恵、行動経済学に

帳が正しく記録されてい

基づくお金に関する人間

るかを確かめるのは、お

の心理と行動のお話な

父さんやお母さんといっ

ど、大人でも難しいだろ

た家族の役割です。それ

うな、と思われるような

では、お父さんやお母さ

テーマについて、とても

んがお勤めしている会社
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というところでは、もっと大きな金額でおこづかい

というサプライズ企画など、大人も楽しめる全員参

帳のようなものが作成されていますが、これは誰が

加型のクイズは非常に盛り上がり、みなさん十分楽

チェックをしていると思いますか！？」などといっ

しめる企画になったと実感しています。

た問いかけからスタートして、公認会計士という職
業の紹介、世の中でなくてはならない大切な仕事で

メディア掲載

あることを解説しました。

当日のイベントの様子は、大阪日日新聞（2016
年12月21日（月）付）で紹介されたほか、テレビ

第二部（クイズ大会）

大阪「たこるの耳より情報」（2017年1月9日

引き続きゲストの石田さんにご登壇いただき、ま

（月）オンエア）でも紹介されました。「公認会計

た、大阪信用金庫CSR推進部執行役員部長の梅田充

士」「日本公認会計士協会近畿会」の言葉がメディ

紀さんと私も加わって、互いにリード役を務めなが

アを通じて発信される大変良い機会となりました。

ら、親子で学ぶクイズ大会を実施しました。

所感
今回のイベントを通じて、公認会計士ではない、
仕事で公認会計士とは関わらない、公認会計士を知
らないといった多くの方に向けて、「公認会計士」
という職業名を認知いただく機会の重要性を実感し
ました。当日の会場内で公認会計士を紹介する場面
があったのはもちろんですが、共催や後援を通じて
イベント後にメディア等で紹介されることによっ
て、公認会計士という資格を認知いただく一つの
「お金」の知識はもちろん、公認会計士、信用金

きっかけになったのではないかと思います。

庫に関連する出題もありました。公認会計士の問題

今後も多様な会務活動等を通じて、公認会計士の

としては「公認会計士のバッジはどれ？」など。普

魅力を発信していきたいと思います。事前の準備か

段、目にする機会が多くはない公認会計士バッジで

ら当日の運営までご協力頂いた皆様、広報部をはじ

すが、会場に来たみなさんはしっかり覚えてくだ

めとする近畿会の皆様ありがとうございました。

さったに違いありません。
クイズの
正答数の多
かった10
名程の小学
生は「お金
博士」とし
て選ばれ、
表彰状とノベルティーのプレゼントを受取りまし

報 告 REPORT

た。アドリブによる進行、会場の小学生が出題する
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近畿実務補習所
入所式および合格者祝賀会
近畿実務補習所

運営委員長

2016年12月8日近畿実務補習所入所式がホテル

矢倉

幸裕

席表彰を実施することも補習所の良いところかと思

大阪ベイタワーで執り行われました。今年は全国で

います。一方、この時期

1,108名が試験合格を果たし、近畿財務局では251

2013年期生は12月17

名が我々の新たな仲間として加わりました。

日、18日に実施される修
伊藤副

了考査に向けて鋭意勉強

委員長の司会により定刻どおり開始されました。最

中でありますので、その

初に来賓としてお招きし

合格、また、一人前の会

ました財務省近畿財務局

計士として、今後おおい

理財部長

宮田誠氏、財

に活躍することを期待し

務省近畿財務局理財第一

て拍手をおくりました。

2016年期生の入所式は近畿実務補習所

課長

松本智美氏、日本

公認会計士協会副会長・

最後に、入所生代表として松村栞里さんが答辞を
述べ、入所式は終了しました。

会計教育研修機構理事
武内清信氏、日本公認会
計士協会常務理事・会計
教育研修機構運営委員
津田良洋氏、会計教育研
修機構理事・事務局長
新井武広氏が大きな拍手
のなか、入場されまし
た。
続 い て 髙田 近 畿 会 会

引続き、関西三会の共催で合格祝賀会が開催され

長、木田京滋会会長、林

ました。厳粛な雰囲気の中執り行われた入所式より

兵庫会会長が順に紹介さ

も雰囲気は柔らかいものとなり、近畿・京滋・兵庫

れ、伊藤副委員長が開式の宣言を行いました。

の会長の挨拶も新しい仲間を迎える温かいものにな

近畿実務補習所
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小川所長の式辞、ご来賓よりの

りました。合格発表後休む暇なく就職活動を開始し

祝辞と続き、2013年期生の表彰に移りました。出席

た入所生も、合格祝賀会では一息ついて先輩、同期

部門の精勤賞として鈴木章さんが小川所長より優秀

の仲間と楽しい時間を過ごすことができました。

生表彰を受けました。その他の表彰者、考査部門銀

祝賀会には補習所の運営委員などの会員にも多数

賞の長谷川真哉さん、出席部門精勤賞の大松祐介さ

出席いただき、公認会計士の先輩として入所生にいろ

んは当日欠席のため、お名前のみのご紹介となりま

いろな話をしていただいたことと思います。近年受験

した。仕事をしながら通う実務補習所で皆勤・精勤

者数の減少が継続していましたが、合格しても監査法

というのはかなり大変なことなので、制度として出

人に就職できないという状況が解消されたこと、ま
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た、日本公認会計士協会の広報活動等により、今年度

所としてもいろいろな分野の専門家に講義のお願い

受験者数の減少が底をうち増加に転じることになりま

をしています。また、幸いにも補習所の運営に協力

した。引き続き会計士を目指す人が増加し、多くの優

していただいています会員も多く、運営委員だけで

秀な新人を迎え入れることができるように、我々の業

は不可能な修了考査監督、宿泊研修講師などに参加

界がさらに魅力的となるべく実務補習所としても尽力

いただいています。このように、近畿実務補習所で

していく必要性を痛感しました。

は多くの方々の協力の下で後進の育成を行っていま

そこで実務補習所の現状について報告いたします。

す。

補習所の運営は会計教育研修機構で行われていま

今後とも、引続き補習所運営に関心をお持ちいた

す。この組織は日本公認会計士協会会長が理事長を

だき、変わらぬご支援をいただきますようお願いい

務めていますが、会計士だけではなく、大学の先生

たします。

や企業経営者なども、役員・評議員として参画して
います。
この近畿実務補習所は、正式には一般財団法人会
計教育研修機構

近畿実務補習所です。会計士試験

合格後3年間在籍し、考査、論文および出席のすべ
ての要件を満たし、かつ、修了考査を受験・合格し
てはじめて補習所を修了することになります。
近年は一般企業や官公庁など会計士業界以外にも
進む人もおり、ますます幅広い分野での知識が必要
となってきています。それに対応できるように補習

重要なお知らせ

【必須単位数の指定内容の変更】
法定監査業務に従事する会員に係る必須単位数について
監査強化策の一環として、平成28年度（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）から、継続的専門研修制度に関する細
則第22条の規程によってCPE協議会が指定する法定監査業務に従事する会員に係る必須単位数について、以下のとお
り変更することとなりました。
会員の皆さまにおかれましては、以下の必須単位数の履修及び申告をお願いいたします。

● 平成28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

報 告 REPORT

全会員

・
「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

うち２単位以上は、
不正事例研究
（研修コード3192）に該当する研修を履修しなければならない。
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叙勲の栄を拝受して

叙勲の栄を拝受して
中西

清

この度、はからずも平成28年秋の叙勲にさいし旭

たい学生にとっては腹立たしい毎日でした。そのよ

日小綬賞（公認会計士功労）の栄に浴しこれもひと

うな環境下でしたが猛烈に勉強しました。その甲斐

えに多年にわたる皆様の御指導と御支援の賜と深く

があってか3年次に合格できました。後輩の指導を

感謝申し上げる次第です。

しながら卒業直前にどこか就職先を決めなければな

私は昭和21年7月に越前の福井市で兄弟姉妹5人

らないということで故郷に近いという思いで日本公

の長男として生まれました。余談ですが、近くには

認会計士協会近畿会に就職先の紹介をお願いしまし

かつて安政の大獄で刑死された橋本左内や五箇条の

た。当時大阪事務所の人事を担当されていました中

御誓文の原案を起草された由利公正、松平春嶽の腹

辻稔先生から打診があり、とりあえず面接を東京事

心の儒学者横井小楠などの居宅があり、今は銅像や

務所で受けて欲しいとのことで富田岩芳先生の面

石碑が建っています。

接、その後トップの等松農夫蔵先生にお会いしまし

生家は戦前より織物商を営んでおり、それまで長
い間景気がよかったことや、父を早く亡くしたこと

た。人間的魅力があり、スケールの大きい侍ぞろい
の事務所だと思いました。

で高校までは家業を当然に継ぐものと考えておりま
した。ところが東京オリンピックを境に景気が悪化

しばらく東京での研修や現場経験をした後、大阪
事務所に転勤させてもらいました。

を辿り、高校を卒業する昭和40年代初頭においては

それから定年までの約42年間、法定監査のほか

山一證券の最初の日銀特融があり、日本経済はいわ

IPO業務やパブリック分野の業務、それからマネジ

ゆる鍋底景気と言われるほど低迷が続きました。織

メントなどを担当してきました。その間は日本経済

物業界の将来性についても暗雲が漂ってきました。

の高度成長の時代でまさに幸運でした。

家業を継ぐかどうか当時は色々悩み、親戚筋、担

これまでヒヤリとした事案も担当し、何度か厳し

任の先生などにも相談し、アドバイスを受け、とう

い局面に遭遇したこともあります。その度にプロと

とう進学を決め別の道を選択することを決断しまし

してやってきたことで起きてしまつたことは今更ど

た。今思えば良い選択だったと思っています。

うしようもなく関係者に対し誠心誠意「事」に当た

大学時代は全学連などの学生運動が盛んな時代で

りました。

毎日、どこからともなく角棒を持った学生が集まり
ジグザグ行進が行われ、お茶の水の駿河台界隈の校

平成23年11月、無事定年を向かえ、個人事務所
を開業することになりました。

舎や図書室などがロックアウトされ、休講続きで、
騒々しい時代環境のなかで過ごしました。勉強がし

これまで歩んできました公職（公的分野の活動
歴）の概要としては以下の通りになります。

日本公認会計士協会近畿会での活動歴：研究部長、事業部長、会員業務部長、部会検討特別委員会委員長、
部会連絡部長、CPA法改正検討委員会委員長、顧問など
日本公認会計士協会本部での活動歴：会計制度委員会委員、研修委員会委員、地方自治法改正対応委員会委員、
監査業務審査会委員、倫理委員会委員、学術賞審査委員会委員など。
日本公認会計士協会本部役員歴：理事3期、常務理事2期（経営研究調査会と地域会会長会議を担当）
包括外部監査人歴（就任順）：大阪市、高槻市、大阪府、枚方市
その他：経済産業省の事業評価委員、大阪市監理団体評価委員会委員、関西経済連合会理事、大学監事、財
団監事、ADR和解斡旋人など。著書は共著３冊。
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これまで活動してきた信条、バックボーンなるも
のは中国古典の古文にありますところで表現します
と、以下のようなものです。
「無用の用」：どんな経験もどこかで役に立ち無駄
なものは何もないという意
「曲 則 全」： 人生はなかなかまっすぐにはいかな
い。曲がりくねっても全うすること
が大事という意
退職後は篆書、篆刻の修行をしています。なかな
か奥深いものでありやりがいがあります。
重ねて、これまでの皆様の御指導、御鞭撻に深謝
いたしますとともに厚く御礼申しあげます。
これからもこの栄誉に恥じることないようさらな
る精進をしていくつもりです。
最後に女房にも感謝しています。
（叙勲当日の金融庁と協会本部での記念写真を載
せています。）

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成29年2月13日〜平成29年3月9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。
2.13 （月）

2.21 （火）
会議室18:00〜20:00

経営委員会

中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

2.23 （木）

IT委員会

会議室18:30〜20:30

正副会長会

国際委員会

会長室18:30〜20:00

2.24 （金）

2.14 （火）

会議室18:30〜20:30
会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 公益法人小委員会研修会

研修室13:30〜16:00
会議室18:30〜20:30

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

社会・公会計委員会

監査会計委員会

会長室18:30〜20:30

2.28 （火）
組織内会計士委員会DVD研修会

2.16 （木）
社会・公会計委員会、社会保障委員会共催研修会

研修室14:00〜17:00

社会保障委員会

会長室17:30〜19:30

国際委員会

会議室18:30〜21:00

3. 3 （金）

医療法人小委員会

監査問題特別委員会

研修室13:30〜15:30

2.18 （土）
中堅・若手会計士委員会研修会

3. 2 （木）
第４回IFRSセミナー

組織内会計士委員会DVD研修会

2.17 （金）
監査会計委員会研修会

会議室15:00〜17:00

研修室18:30〜21:00

叙勲の栄を拝受して

経営委員会

研修室13:30〜15:30
研修室18:30〜21:00

3. 9 （木）
社会保障委員会 医療法人小委員会研修会

研修室14:00〜17:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00
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澤田さん、さよなら

追悼文

澤田さん、さよなら
近畿会相談役

澤田眞史さんのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申
しあげますとともに、心からご冥福をお祈りいたし
ます。

小川

泰彦

がもたらした必然だったのかもしれません。
近畿会会長時代の功績はいろいろありますが、最
大の功績は、民間による会計基準設定主体の必要性

昨年5月に「会計プロフェッショナルの矜持」を

や在り方について、協会本部における議論の推進役

出版された後、第二弾を執筆中と聞いていましたの

になるとともに、ASBJ設立のバックアップをした

で、病気は快方に向かっているものと思っていまし

ことであります。会計基準設定主体は「官」である

た。昨年末にこんな悲しい知らせが来るなんて、想

のが当然とした時代において、「民間でなければな

像もしませんでした。

らない」とする感覚は、進みゆく時代の読みと的確

澤田さんとは、昭和53年合格（補習所第24期）

な問題意識から生じたものと思料します。

の同期でありますが、年齢や人生経験からして兄の
ような存在でした。私は、会務に関しては、独自性

3. 利吉庵

を持って臨んだつもりですが、澤田さんの後塵を拝

「小川、一緒に食事しようや。嫁さんも連れてこい

した感は否めません。

や。」と澤田さんに誘われ、平成21年6月、三田市
にある「利吉庵」に行きました。同伴者は、石橋正

1. 快適塾

紀さん、仲尾彰記さんであり、いずれも夫人同伴で

昭和63年6月、故中谷洋一先生、長船強先生、田

した。所用のため欠席された佐伯剛さんを含め、食

中章介先生を中心にして、「塾員相互の研鑽と親睦

事会は数年前から定期的にされていたそうです。

を図ることを目的とするが、どちらか一方に偏らな

利吉庵は、お店という雰囲気もない普通の農家の

いよう留意する」を目的とする快適塾が創設され、

外観で、一日一組の予約客をもてなします。なべ料

平成元年1月にはその成果として、「問答式消費税

理は素朴ではありますが美味しく、器もびっくりす

の実務」を出版することになりました（この本は、

るような年代物で、とにかくホスピタリティの高い

当時の実務書の常識を覆すほどの売れ行きを見せ、

場所でした。食事後の夕暮れ時、亭主に連れ出され

度重なる増刷をしました）。補習所時代から10年ほ

て近くの田んぼに行ったところ、真っ暗な川面に数

ど経過して、澤田さんとは初めての共同作業であり

知れない蛍が飛んでいました。道路に立てば、下か

ましたが、税に関する卓越した見識と文章力には、

ら上へと蛍が飛び交うことで、まるで光が湧き出て

ただただ感心するばかりでありました。

いるような錯覚を覚えました。その晩の幻想的な光
景は、今でも目に焼き付いています。

2. 近畿会会長
平成11年2月、澤田さんは、大手法人出身の候補を
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4. カラオケ

相手に会長選挙に挑みました。会員数の割合等から鑑

澤田さんとは飲みに行く機会が結構ありました

み、苦戦が予想されましたが、結果的に当選すること

が、私と違って、若くてきれいな女性がいる店を好

ができました。過去の理事選挙等の実績から、「澤田

みませんでした（何度か一緒に行ったのですが、た

さんなら必ずやり遂げてくれる」という会員の信頼感

いてい隣の女性は泣きべそをかいていました）。若

が、その投票行動に影響を与えたのではないでしょう

手のCPAを連れて、東京では神楽坂、大阪では兎我

か。加えて、名選挙参謀の髙谷晋介さんとの二人三脚

野町と、もっぱら女っ気のないカラオケスナック通
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いでした。十八番は、三波春夫の「元禄名槍譜 俵星

誰よりも情熱を持ってCPA制度の発展向上に尽力さ

玄蕃」。良い歌なのですが、歌唱時間が10分超と長

れました。

く、順番を待っている人には、すごく迷惑な歌でし
た（笑）。
最近は、「島津亜矢の歌は情念があってええな」と
好んで歌っていました。事務所のスタッフが病状等も

澤田さん、ありがとう、そして、さよなら。今度
会った時、推薦委員会の一部始終をお話しします
ね。
合掌

含め島津亜矢に手紙を書いたところ、コンサート会場
の楽屋で澤田さん夫婦と面会してくれたそうです。写
真に写っている姿を見せて、貴兄はそれを嬉しそうに
自慢していました。告別式で流れていた島津亜矢の
歌、知らない人は場違いに感じたかもしれませんが、
聞いていて胸が張り裂ける思いでした。

5. 推薦委員会
平成24年3月、澤田さんが最後に本部会長に立候
補された時、奇しくも私は推薦委員会委員でした。
優秀な立候補者に対して、凡人の委員が甲乙つける
なんて、おこがましいことです。守秘義務があるこ
とを知っているからこそ、後になっても、お互いに
推薦委員会のことを話題にしませんでしたね。

澤田さん、さよなら

貴兄は、運なく本部会長になれませんでしたが、

16919
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出会い

中務

裕之

一例として2011年のことですが、試験合格後、

私が澤田さんと初めてお会いしたのは1987年前

就職難の事態を受けて考案された企業財務会計士制

後の近畿会の何かのセミナーの休憩時間でした。私

度を創設する法案は、監査業務を行うことができな

が勤務していた会計事務所の先輩OBである髙谷晋

い会計士の資格を創設し、その資格者も協会会員と

介さんから、「今度、近畿会幹事選挙に出る澤田さ

する案でしたが、実現していれば新たな問題や協会

んです。」と紹介されました。私は東京での勤務か

への負担が生じていたと思われます。澤田さんはこ

ら大阪に転勤してきて間がありませんでしたし、そ

の法案に反対されたお一人とお聞きしていますが、

もそも多くの会員と同じく会務活動には全く縁があ

その行動力に敬服しました。ご承知のように法案は

りませんでしたから、「はぁ」くらいの反応だった

修正され、制度は創設されませんでした。

と思います。澤田さんと髙谷さんはその後監査法人
を設立され、二人三脚で活躍されてきました。
私が独立開業した時に、澤田さんや髙谷さんから

役員として活動した10名

近畿会の委員会活動を勧めていただき、税務委員会

以上の方に澤田さん像を聞き

（今の税制・税務委員会）と研究部（今の研究・

ました。

CPE研修部）に参加しました。その後、私が協会の

「業界のことを思って話す貴

役員を21年務めた間、澤田さんとは随分長い時間を

重な人」「監査、会計士制度

一緒に過ごしました。公認会計士制度50周年記念事

に熱い」「あれだけ業界のこ

業、トルコ世界大会、本部正副会長会など挙げると
キリがありません。

主に注力されたこと
過去の近畿C.P.A.ニュースなどから澤田さんの活
動について、目に付いた単語を羅列します。
地域会活性化、近畿会での公認会計士制度50周年
記念事業（1998年）、公認会計士監査問題特別委員
会（1998年）、公認会計士監査の信頼性の回復、我
が国の会計サービスの枠組み、会計基準設定主体
（2001年前後）、公認会計士法の改正（2003年）、
品質管理レビュー、金融庁によるモニタリング、自主
規制、試験制度、会計プロフェッションのあるべき姿
と今後の対応（2004年）など尽きません。
大きくまとめますと、公認会計士制度、監査制度
の充実・発展のあらゆる側面に注力されたというこ
とになります。
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とを考えている人はいない」「本部会長になって欲し
かった」「本質をつきつめる」「協会、制度について生
き字引」「理事会での発言が審議を充実させた」
「自分の信じていることを突き進む」「信念の人」
「世渡りベタ」「不器用だけど本気」「澤田さんのこ
とよく知らない人は拒否反応を持つ人がいる」「言い
方で損をしている」「個性的」
「豪快な面があるが、緻密で繊細」「人の意見をよく
聞く」「柔軟」「少数意見にも注意を払う」
「気遣い、気配りの人」「人情味がある」「声をかけて
くれる」「会務に入り易かったのは澤田さんのおかげ」

体育会系の人
高校・大学で野球をされ、大学卒業後は本田技研
工業で実業団選手として活躍されました。厳しい練
習や試合の経験からと想像しますが、人並みはずれ
た努力、気力、行動力、そして先輩への礼儀、後輩
への思いやりを持った方でした。
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緻密な人

協会本部会長選に立候補されました。藤沼会長を選

ご遺族に見せて頂いたのですが、大学時代の野球

出するまでは全国の会員による直接選挙でしたが、

部の試合について、新聞の切り抜きが貼られ、きれ

次の期から推薦委員会制度に変わりました。

いな字で澤田さんのコメントが書かれた大学ノート

結果として、３回立候補し、いずれも推薦を受ける

が4冊もあります（写真）。分析力や思いやりがあ

ことができず、増田会長の時は３回目の副会長（この

ふれるコメントが書かれています。

時に私がご一緒しました)、山崎会長、森会長の時に
は一般理事として本部会務に携わられました。
これまで近畿会から、いや東京会以外の地域会か
ら本部会長になった人はいません。もしかすると、
澤田さんが本部会長になれる最初で最後の人だった
かもしれません。日本弁護士連合会や日本税理士会
連合会など他の職業団体では地方の人が会長になる
ことが普通にありますので、日本公認会計士協会だ
けは異質な業界なのかもしれません。

「会計プロフェッショナルの矜持」
「矜持（きょうじ)」とは、自負、誇り、プライド。
これを見て後記の「矜持」も日頃から考えておら

公認会計士制度や監査制度について、これほど多

れることをデータと共に書きためておかれたので

方面にわたり、また、まとまった記述がなされた文

あって、決して病気を患ってから書き始めたもので

献は、日本で初めてと言ってもよいほどの稀有なも

はないと確信しました。

のではないでしょうか。このように多面的かつ網羅
的にまとめることは、経験のある人にしかできませ

ベストを追求する人

ん。経験があったとしても熱意と能力がなければと

人によって意見が異なるのは当然ですから、個々

ても書ききれるものではありません。誰が業界につ

のテーマごとの内容に賛否があるでしょう。澤田さ
んと私とでも関心を持つテーマが異なりましたし、
異なる意見もありました。
意見が異なる場合にどのような行動を取るか、澤

いて364頁の本を執筆できるでしょうか。
絶対に元気になるという強い想いを持って、治療
中に正に渾身の想いを込めて書き上げられたのでは
ないかと想像します。

田さんが昨年に出版された「会計プロフェッショナ

会議でよくある光景ですが、各人がまるで空を見

ルの矜持」（2016年清文社）の後書きに次の記述が

ながらのように、情緒的、文学的に意見を述べ合う

あります。

だけではまともな議論ができません。この本はこれ

「多くの人は『人を傷つけないように、配慮して
ものを言え』とよく言う。しかし一歩も二歩も踏み

をベースにして充実した議論ができる素晴らしい財
産だと思います。

込まなければ、徹底したコミュニケーションはかな
ところで、個人的には「矜持」の中で次の文章に

たとえ軋轢が生じることはあっても、コミュニケー

特に共鳴しました。「職業専門家にとって、専門能

ションを深めて、真の信頼関係を築き、私心なしに、

力だけでは乗り切れない非日常の事案には、何かプ

ベストな結論を得ようとされた方だと思います。

ラスアルファが必要であるといつも思っていた。
（中略）それは直観だという。（中略）根本的な価

本部会長選挙

値観に向かって行動するのかが問われることにな

公認会計士業界への熱い想いと、全く私利を求め

る。」(P90)

ず協会活動に全力投球してきた自負をお持ちです。
奥山会長、藤沼会長の時に本部副会長を務めた後、

情報を集めてあれこれ思考すること、これすら難
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わず、真の信頼関係は築けない。」
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しいのですが、机上で熱心に検討するだけでは足り

澤田さんの意見の根底には、1997年に近畿C.P.A.

ず、磨かれた直観を基に、根本的な価値観の追求と

ニュースに近畿会副会長として書かれた「公認会計

行動が重要であると言われているのだと思います。

士の自主性と自己責任が強く求められますが、我々

そのためには単なる感覚的な直感から、経験、知

には社会の期待に十分応えられるだけの潜在的能力

識、思考をベースとする直観になるように、日々心

が備わっているものと確信しています。」という考

がけることが大切なのだと思います。

え方が一貫してあると思います。つまり、その考え
方は、公認会計士への信頼と期待、そして後輩への

結びに

エールです。厳しさはこの優しさの現れだと思いま
す。

澤田さんは本部会長になることはできませんでし
たが「矜持」の出版という誰もがなしえないこと
を、結果として人生の締めくくりになさいました。

深い思考と構想力、そして熱意をもって、会計プ

これは万人が敬服する功績です。そして驚くこと

ロフェッショナルの活躍を願って、業界のために

に、髙谷さんからさらなる原稿が存在することをお

1985年から31年間も会務をなさってこられた澤田

聞きしました。「矜持」の続編として出版すること

さんに言葉にはできない感謝をいたしますととも

を検討されているようです。

に、心からご冥福をお祈り申し上げます。
合掌

ぼーっとして過ごしがちな私達が、澤田さんの問
題提起を受けて自分の頭で考えるという機会を失っ
たことは業界として大きな損失だと思います。

澤田眞史先生のご経歴
生
ご

年

月
逝

学

日

昭和24年11月5日

去

平成28年12月29日

歴

平成47年3月 関西学院大学 商学部 卒業

67才

税 理 士 登 録

昭和52年2月

公認会計士試験

第2次試験

昭和53年度合格

第3次試験

昭和56年度合格

職

役

歴

員

歴

昭和47年 4月〜昭和49年7月
昭和53年11月

監査法人中央会計事務所 京都事務所に入所

平成 2年 9月

北斗監査法人（現・仰星監査法人）設立

近畿会

幹

事

昭和60年6月〜平成 7年 6月

副 会 長

平成 7年6月〜平成11年 6月

会

平成11年6月〜平成13年 6月

長

（相 談 役
本

公

職

部

理

平成13年7月〜平成28年12月）

事

平成 7年7月〜平成10年 7月

常務理事

平成10年7月〜平成13年 7月

副 会 長

平成13年7月〜平成22年 7月

理

平成22年7月〜平成28年 7月

事

金融庁金融審議会公認会計士制度部会専門委員
関西広域連合代表監査委員
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- 第３弾 -

税の歌のCDリリース〜第三弾「タックスヘイブン」
順一

2016年5月

務職員の仕事そ

10日にタック

のものに対する

スヘイブンに設

私なりの賛歌な

けられた約21

のである。

万のペーパーカ

なお、昨年の

ンパニー等の情

「税を考える週

報が公開され、世界中からタックスヘイブンに多額

間（11月11日

のお金が流れていた実態が明らかになった。いわゆ

〜11月17日)」

る「パナマ文書」である。その日、朝日放送の

に、近畿大学の

ニュース番組「キャスト」からパナマ文書につい

キャンパスで、昼の放送時間に「タックスヘイブ

て、コメントを求められ、租税回避そのものについ

ン」の歌が流れたことをお伝えする。

て若干説明をした。そして、そのインタビューの最

4年前、バンドの仲間と、お酒を飲んでいると、何

後に、タックスヘイブンについて、現在、私自身が

故、日本にメジャーな「税の歌」が存しないのかと

歌を作っているところであると記者に告げたのであ

いう話題になった。それを聞いて、長年、大学で、

るが、残念なことに、その言葉は放送では流れな

「租税法」を教えている私として、内心忸怩たるた

かった。

るものがあり、「それでは税の歌を作ろう」と、酒

しかし、本当のところ、昨年の1月から、第三弾

を飲んだ勢いで、叫んだのである。

のCDとして、「タックスヘイブン」を制作中で

第一作目は、

あった。バンド仲間からは、タックスヘイブンその

「Zeikin Song」

ものが歌になるのかという疑問の声もあったが、

と「税理士エレ

「税金の公平性」について、どのように考えるべき

ジー」である。

か、歌で表現したいと以前から思っていたので、

「Zeikin Song」

「歌詞」そのものを作るにはそれほど時間を要しな

は、所得税の確

かった。あとは、ギターの古屋創太郎氏に、アリス

定申告をする納

の「冬の稲妻」のような感じのテンポの良い曲をお

税者の気持ちを

願いした。同時に、ピアノの橋川純巳氏には「愛し

素直に歌にした

きタックスマン」の曲を依頼した。これが、第三弾

もので、密かに、所得税の確定申告時期に全国の税

のCDの二曲である。「愛しきタックスマン」は、

務署でこの歌が流れることを期待していたのである

税に対して批判的なビートルズの「タックスマン」

が、一向に流れる気配はない。「税理士エレジー」

と異なり、タイトルと同じくタックスマンを愛おし

は、税理士のネガティブなことを徹底的に歌ったた

むという気持ちを表現したものである。この曲は、

めか、税理士からの評判は、すこぶる悪い。私の教

特に税務職員にゴマをするといった目的はなく、税

えている大学の院生（修士課程）は、多くが、税理
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士試験の科目免除を目的としている者である。これ

率10%引き上げについては、平成31年10月1日に延

らの院生の受験意欲を喪失させるような税理士の暗

長された。歌詞では「…7.5.3じゃなく8.5.3そして

い未来を歌ったため、この歌は院生から無視されて

10%…」という表現になっている。近い将来、10%

いる。ただ、某税理士からは、車を運転しながら、

になることは間違いないであろうということで、こ

この曲を聴いていたら、涙が止めどもなく流れ、や

の歌詞でご勘弁願いたい。

むなく、車を止めて、号泣したと、本当か嘘かわか
らないけれど、そう仰っていたのを聞いた。

る。しかし、まだ、歌詞は出来ていない。毎年1

第二作目は、前

枚、税のCDをリリースすることを自分に課してい

作の反省をも若干

ることが、私の「こだわり」と言えるのかもしれな

踏まえ、「税金ア

い。バンドの仲間と一緒になって、歌詞・曲を作

ラカルト」と「消

り、そして歌う…この時間の流れは、老齢の身にな

費税よ、どこへ行

ると、すこぶる貴重なものになる。また、認知症の

く…」を制作し

対策としても良い。ギターを弾きながら、歌うと、

た。「税金アラカ

懐かしい青春時代が戻ってくる。

ルト」で登場する

最後に、宣伝めいて、恐縮であるが、今回紹介し

税目は、「酒税・

た「6曲の歌」は、アマゾンでも清文社でもCDの販

たばこ税」「入湯税」「ゴルフ利用税」そして「固

売をしている。私の本の多くは、清文社から出版し

定資産税」である。本当は、もう一つ「自動車税」

ていることから、小泉社長には（脅迫に近い？）無

についても作詞したのであるが、作曲の古屋氏か

理を云って、第三弾のCDから、清文社に販売を協

ら、歌が長くなると言われて、却下された。確か

賛して貰っている。また、カラオケのジョイサウン

に、これを入れると、7分以上になる恐れがあった

ド（ダムではない）には、私の6曲の歌が入ってい

ので、素直に引き下がった。しかし、「税金アラカ

る。清文社の私の編集担当者であるT君から、私の

ルト」は、自分で云うのもおこがましいが、名曲で

曲で96点を取ったと教えて貰ったが、CDを歌って

あると思う。いつの日か、ヒットすることを願って

いる私自身、真面目に歌って86点ぐらいしか採点さ

歌っている。「消費税よ、どこへ行く…」は、時宜

れない。これは、今も、疑問である。

にかなった歌である。ただ、残念なことに、消費税
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第8回定例役員会報告
平成28年12月9日（金）15時〜17時45分
場

所：近畿会

会議室

出席者：30名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

報告事項
平成29年度CPE研修計画について

（提 案 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（提案説明）提案者より、平成29年度CPE研修に

第1号

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）12月報告

ついて、別紙資料「平成29年度CPE研修計画

平成28年12月5日、金融庁にて監査法人のガ

（案）」の通り説明があり、審議の結果承認さ

バナンス・コードに関する有識者会議が開催さ

れた。

れ、「監査法人の組織的な運営に関する原則」
（監査法人のガバナンス・コード）（案）（以

第2号議案

寄附金細則の一部改正について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

下、「コード（案）」という。）が提示され
た。今後、金融庁内で調整の上、公開草案とし

（提 案 説 明 ）提案者より、第49回定期総会で承認

て年内に公表される見込みで、コード（案）は

された経理規定（現会計規程）の一部改正に伴

５つの原則と、それに関連する22の指針からな

う細則等の見直しの結果、寄附金細則の一部を

り、大手監査法人を適用対象とすることを念頭

改正致したいとの説明があり、審議の結果承認

に、コンプライ・オア・エクスプレインの手法

された。

による適用が想定されている。ただし、中堅監
査法人等においても自主的に適用する動きが多

政治資金問題特別委員会「政治資金の
管理及び報告についての提言」の公表
について

（提 案 者）担当副会長

北山

久恵

いものと推測される。
一方、日本公認会計士協会（本部）は、自主
規制の強化をはじめ、人員及びシステム的なイ
ンフラの整備・充実等を精力的に行なってお

（提案説明）提案者より、昨今の政治資金をめぐる

り、現状のままでは、将来に向けて財政的に赤

動きを受け、当委員会において、公認会計士の

字の状況が見込まれ、協会本部では、「協会財

立場から「政治資金規正法」、「政党助成法」

政の在り方検討プロジェクトチーム」が組成さ

の問題点等について調査研究を行い、研究成果

れ、鋭意、検討が行われている。今後、様々な

を「政治資金の管理及び報告についての提言」

支出の見直しをはじめとして、会費の値上げ等

として取りまとめた。ついては、マスコミ等に

を検討しなければならない状況であり、各地域

公表致したいと考えているとの説明があり、審

会においても、協会本部から交付されている地

議の結果、「本日の役員会での意見を元に、会

域会交付金の見直しがなされた場合、大きな影

長及び委員間で再度内容を調整し」発表するこ

響が生じる可能性がある。

ととなった。

第2号

理事会報告

（報 告 者）理事

岩井

正彦

（報告内容）11月8日開催の常務理事会及び11月9日
開催の理事会報告
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第4号

会長報告

厚生部報告

１．全国地域会訪問の状況

（報 告 者）厚生部副部長

２．金融行政方針の公表

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

３．各政党による税制改正ヒアリング

時）平成28年11月13日（日）
13:30〜18:00

１．租税調査会に対する諮問事項に関する件
２．監査・保証実務委員会の専門委員会設置

正人

１．ボウリング大会2016の実施結果について
（日

■審議事項（理事会報告事項）

立川

（場

所）桜橋ボウル

（参加者）71名（ご家族含む）

に関する件

２．第7回近畿C.P.A.ゴルフ選手権の実施結果

■理事会審議事項

について

１．継続的専門研修制度協議会からの意見具
申「平成27年度CPE義務不履行者に対

（日

時）平成28年11月19日（土）
9:35スタート

する懲戒の特例及び必要な措置の適用につ
いて」に関する件

（場

■報告事項

所）太平洋クラブ宝塚コース

（参加者）21名

１．国際評価基準審議会（IVSC）年次総会報
告に関する件

３．「グラン倶楽部」の実施結果について
（日

２．公益監視委員会（PIOB）公開草案に対す

時）平成28年11月27日（日）

るコメントに関する件

11:30〜14:00
（場

３．IFAC・国際会計基準審議会（IPSASB)

所）インターコンチネンタル大阪

（参加者）23名

トロント会議の報告に関する件

※グラン倶楽部：70歳以上の会員を対象と

■その他

する親睦会、開催年に賀寿を迎えられた

平成28年度秋の叙勲受章会員について
旭日小綬章（公認会計士功労）
中西

清

会員、小西

会員に記念品を贈呈

彦衛

４．クリスマスパーティーの実施結果について
会員

（日

時）平成28年12月6日（日）
11:30〜13:30

第3号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

（場
安井

康二

所）ヒルトン大阪

（参加者）174名

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（関西地区三会会員、ご家族含む）

１．平成28年度公認会計士試験論文式試験の合

第5号

格発表について
２．公認会計士試験合格祝賀会の実施結果につ
いて
（日

時）平成28年12月8日（木）

「ベイタワーホール」

15:45〜17:00
（出席者）19名

計約224名

時）平成29年1月10日（火）
18:00〜20:00
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」
費）無料

（アトラクション）サクソフォン演奏
演奏者「レイトン サクソフォン カルテット」
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施結果について報告があった。
（実施日）平成28年11月16日（水）

３．新年賀詞交歓会の開催について

（会

ゆみこ

所）ホテル大阪ベイタワー 4階

来賓・役員等24名

（場

種田

（学校名）帝塚山学園中学校・高等学校

（出席者）補習生約200名

（日

（報 告 者）広報部長

（報告内容）報告者より、公認会計士職業紹介の実
19:00〜20:30

（場

広報部報告

（対象：中学3年生、高校1年生、2年生)

第6号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
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

近畿 C.P.A. ニュース

第7号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

２．地方議会議員向け「地方自治体会計・地方
荻窪

輝明

自治体監査研修会」の実施結果について

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「第2回OSAKAビジネスフェア

（日

時）平成28年11月17日（木）

ものづ

くり展」の出展結果について
（日

平成29年2月10日 第692号（2月号）

時）平成28年11月22日（火）

13:30〜17:00
（場

所）近畿会研修室

（講

師）石原俊彦氏（近畿会会員、関西学

10:00〜17:00
（会

院大学大学院教授）

場）マイドームおおさか

小室将雄 氏（近畿会会員、総務省

２．本部組織内協議会研修会の開催について
（日

時）平成28年12月5日（月）
16:00〜18:30

（会

今後の新地方公会計の推進に関す
る研究会委員）
（テーマ）「公認会計士の専門的知識を活か

場）近畿会研修室

した自治体監査の新潮流」、「地

（テーマ）基調講演「社外役員を取り巻く最

方議員のための自治体財務情報の

新の動向について」
（パネルディスカッション）

活用法」
（出席者）地方議会議員20名、会員等62名

「社会から期待される公認会計士
たる社外役員の役割について」
（講

師）藤沼亜紀氏（本部相談役、取締役
及び監査役専門委員会委員長）

第9号

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

原

繭子

（報告内容）報告者より、座談会の実施結果につい
て報告があった。

（出席者）会員67名
３．会員への業務推薦状況について

（日

時）平成28年11月19日（土）
14:00〜16:00

第8号

社会・公会計委員会報告

（報 告 者）担当副会長

北山

久恵

（会

場）阪急グランドビル

（講

師）平岩雅司氏（近畿会会員）

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「地方公会計実務研修」
（日

藤枝政雄氏（近畿会会員）
（テーマ）家事育児を夫婦協働している男性

時）平成28年11月1日（火）

会計士に学ぶ「共働き世帯の子育

14:00〜17:00
（会

場）近畿会研修室

て術〜うちのパパの家事・育児」
（パネルディスカッション）

（テーマ）①「統一的な基準による財務書類

「社会から期待される公認会計士

の作成実務」
②「宇城市に於ける公会計情報活

26階

たる社外役員の役割について」
（出席者）20名（同伴者含む）

用と財務会計システムのポイント」
師）①大川祐介氏（近畿会会員、元大
阪府財政課職員）
②天川竜治氏（熊本県宇城市財政
課長）
（出席者）地方自治体職員58名

第10号

近畿実務補習所運営委員会報告

（報 告 者）近畿実務補習所運営委員会副委員長
細谷

明宏

（報告内容）報告者より、実務補習所入所状況等に
ついて報告があった。

会員等13名
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第51事業年度

第9回定例役員会報告
平成29年1月13日（金）18時〜19時55分
場

所：近畿会

出席者：34名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

第52事業年度

会費免除について

（提 案 者）担当副会長

廣田

を堅持する〜

壽俊
Ⅰ．基本方針

産・育児の為の会費免除の申請があった。近畿

独立性を堅持した会計プロフェッション

会会費規程第8条第1項第三号に該当するため、

として、監査業務を中心とした保証業務の

近畿会規約第13条第1項により会費免除もやむ

信頼性を維持・向上させ、公認会計士の認

を得ないとの説明があり、審議の結果、原案通

知度の向上を図るとともに、多種多様な場

り承認された。

面における活躍を推進することにより、社
会の健全な発展に貢献する。

記
（氏

事業計画（案）

〜会計プロフェッションとして、『公正』と『誠実』

（提 案 説 明 ）提案者より、下記会員について、出

名）

Ⅱ．重点施策

（免 除 の 期 間）

（免除額）

Ａ 会 員

平成28年 8月〜平成29年3月

32,000円

１．監査問題特別委員会の提言を踏まえ、

Ｂ 会 員

平成28年 8月〜平成29年3月

32,000円

現在の監査業務（監査不正事例への対

Ｃ 会 員

平成28年11月〜平成29年3月

20,000円

応を含む）、監査制度に対する調査研

Ｄ 会 員

平成29年 1月〜平成29年3月

12,000円

究を行うことにより、会員の監査業務

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
（提 案 者）総務部副部長

山添

清昭

（提 案 説 明 ）提案者より、第52事業年度予算案作
成のため、｢予算特別委員会｣の設置並びに委員
長には職務上、大谷智英 経理部長を、副委員長
には 安井康二 総務部長を選任したいとの説明
があり、審議の結果、原案通り承認された。

協議事項
第1号議案

第52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
髙田

２．多種多様な場面でさまざまな働き方を
する公認会計士への支援と会員相互の
交流を推進し、それを広く社会に知ら
しめることによって公認会計士の魅力
を伝えるとともに、公認会計士に対す
る社会の認知度向上を目的とした効果
的な広報を検討し、積極的な広報活動
を展開する。

業計画（案）についての説明があり、協議され
た。（当日の意見を踏まえ、次回役員会に上程
される予定）

法人）の会計基準、監査基準等の調査
研究を通じて会員の業務遂行の支援を
行うとともに、地方公共団体の会計制

篤

（提 案 説 明 ）提案者より、以下の第52事業年度事

16928

を支援する。

３．非営利法人（特に社会福祉法人、医療

（提 案 者）会長

40

会議室

度及び監査制度の充実・発展に向けた
調査研究と地方公共団体関係者及び会
員への情報提供を通じて、公認会計士
の認知度向上と会員の業務遂行を支援
する。
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４．コンサルティング業務、税務業務、主

発表し、5つの新聞社から7名の記者が来られ

として中小企業の起業・成長・再生支

た。また同時に各政党、近畿会管内の府県、市町

援業務及び海外関係業務等に関する法

村議会事務局宛てにも本提言を郵送した。これら

律、制度、具体的事例等を調査研究

は一部の新聞にて記事として掲載されたが、重要

し、会員の業務拡充と業務遂行の支援

なことは、政治家の方々に真摯な姿勢、対応を

を行う。

行って頂くことであり、今回の提言がひとつの

５．会員相互の職場を越えた交流とネット

きっかけになることを願っている。

ワーク構築を支援する。また、特に中

また、監査問題特別委員会が、昨年11月に中

堅・若手会計士の協会に対する帰属意

日本五会の会員・準会員を対象に行ったアン

識を醸成し、協会会務への参画意識の

ケート調査は、700名弱の方々から回答を頂

涵養を図る。さらに、平成30年に開催

き、現在、同委員会にて鋭意分析作業を行って

する公認会計士制度70周年記念行事の

いる。今後、平成29年3月初旬を目標にアン

遂行のため、必要な準備を行う。

ケート調査の分析結果及び提言を公表したいと

６．協会本部との適切な連携を図り、会員に

考えている。

対する情報提供を通じて業務遂行のため

昨年12月29日、当会の相談役である澤田眞

の支援を行うとともに、必要に応じて協

史氏がご逝去された。澤田相談役の生前の公認

会本部に対して意見発信を行う。

会計士業界へのご貢献に深く感謝し、ご冥福を
お祈りするばかりである。

第2号議案

予算案策定のための日程について

（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

（提案説明）提案者より、第52事業年度予算案策定
のための日程について説明があり、協議された。

第2号

理事会報告

（報 告 者）理事

北山

久恵

（報告内容）報告者より、12月12日開催の常務理事
会及び12月13日開催の理事会の報告があった。

記
１．第１回予算特別委員会
1月26日（木）15:00〜
２．事業計画案及び予算案の用紙発送
2月10日（金）
3月 9日（木）

パブリックコメント『決算短信・四半期決
算短信の様式に関する自由度の向上につい

3月27日（月）14:00〜
５．各部・委員会との予算折衝
4月 3日（月）9:30〜17:00
６．第３回予算特別委員会
4月14日（金）15:00〜

て』に対する意見」に関する件
２．非営利法人関係役員からのお知らせ「社会
福祉法人への公認会計士監査の導入に当
たって」に関する件
３．「高品質な監査の実施のための十分な監査期
間の確保のための説明ツール」に関する件
４．企業会計基準委員会審議事項に関する件

報告事項

５．「品質管理レビュー制度等検討プロジェク

会長報告

トチーム」の設置に関する件
髙田

篤

（報告内容）報告者より、1月の報告が以下のよう
にあった。
平成28年12月22日（木）15時から近畿会会議

６．「監査事務所ローテーション等検討プロ
ジェクトチーム」の設置に関する件
７．IT委員会研究報告『スキャナ保存制度への対
応と監査上の留意点』及び『公開草案に対す

室において、政治資金問題特別委員会から「政治

るコメントの概要及び対応』に関する件

資金の管理及び報告についての提言−政治家が自

８．会計制度委員会に対する諮問事項及び専門

らを守るための政治資金の管理方法−」を記者

委員会の設置に関する件

定例役員会報告 R E P O R T

４．第２回予算特別委員会

（報 告 者）会長

１．制度・法規担当副会長からの意見具申「東
京証券取引所の決算短信の簡素化に関する

３．事業計画案及び予算案の提出期限

第1号

【理事会報告】

９．公会計協議会の専門委員会の設置に関する件
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定例役員会報告 R E P O R T

第3号

近畿 C.P.A. ニュース

総務部報告

（報 告 者）総務部長

第8号
安井

康二

（報 告 者）非営利会計委員会NPO法人小委員会

（報告内容）報告者より、新年賀詞交歓会の実施結
果について報告があった。
（日

委員長

南方

得男

（報告内容）報告者より、大阪府、大阪市及び奈良

時）平成29年1月10日（火）

県NPO法人担当課との意見交換会の実施結果

18:00〜20:00
（場

非営利会計委員会報告

について報告があった。

所）ザ・リッツ・カールトン大阪 2階

（日

「ザ・グランド・ボールルーム」
（出席者）来賓86名、会員・準会員192名
計278名

時）平成27年12月15日（火）
16:00〜17:30

（場

所）日本公認会計士協会近畿会 会議室

（出席者）近畿会8名、大阪府府民文化部男女
参画・府民協働課2名、大阪市市民

第4号

経理部報告

局市民活動担当課（NPO認証グ

（報 告 者）担当副会長

廣田

壽俊

ループ）2名、奈良県くらし創造部

（報告内容）報告者より、平成28年度第3四半期の

青少年社会活動推進課1名

各部・委員会の予算執行状況について報告が

第9号

あった。

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会委員長

第5号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

憲吾

（報告内容）報告者より、国際メッセの実施結果に
種田

ゆみこ

ついて報告があった。

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（日

１．「ハロー！会計」の実施結果について
（日

山本

時）平成28年12月10日（土）

13:30〜17:00
（場

9:00〜11:00

時）平成28年12月26日（月）
所）日本公認会計士協会近畿会 研修室

（出席者）55名

（学校名）智辯学園奈良カレッジ中等部
（参加者）30名（中学1年生〜3年生）
２．広報イベント「親子で学ぼう お金の役割教
室」（大阪信用金庫共催）の実施結果につ
いて
（日

政治資金問題特別委員会報告

（報 告 者）担当副会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、「政治資金の管理及び報
告についての提言」に関する記者会見の実施結

時）平成28年12月17日（土）

果について報告があった。

13:30〜16:00
（場

第10号

（日

所）大阪信用金庫 本店営業部

時）平成28年12月22日（木）
15:00〜16:00

（参加者）約200名
（小学4年生〜6年生とその保護者）

（場

所）日本公認会計士協会近畿会 会議室

（出

席）7名：日本経済新聞、朝日新聞
読売新聞、産経新聞

第6号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

時事通信
小松野

悟

（発表者）髙田会長、北山副会長

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

井上委員長、玉置副委員長

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11号

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）IT委員会 監査IT実務指針検討専門員会

第7号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

専門委員
荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
ついて報告があった。
大阪府地域福祉推進審議会委員候補者の推薦
大阪入国管理局評価委員会委員候補の推薦
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安部

靖雄

（報告内容）報告者より、監査IT実務指針検討専門
員会の審議状況等について報告があった。
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北部大阪地区会
懇親ゴルフ会＆ファミリーイベントのご報告
北部大阪地区会

久保田

裕

北部大阪地区会は、北摂地区（茨木市・高槻市・

しめるため、毎年大好評の人気企画です。今年度も

島本町）に所属する会員及び準会員で構成されてお

18家族56名の方が参加され、大盛況となりました。

り、定期的にイベントを実施することにより、勤務

2週間前に開催された懇親ゴルフ会と同じく、当

先や年代を超えて交流し親睦を深めています。昨年

日は雲一つない素晴らしい好天でした。集合は8時

11月に懇親ゴルフ会およびファミリーイベントを実

と朝早い時間にも関わらず、参加者全員が定刻に集

施しましたので、以下のとおりご報告いたします。

まり、当イベントへの思い入れの大きさが感じられ
ました。地区会長よりファミリーイベントの開催挨

懇親ゴルフ会

拶の後、USJ入口のオブジェ前で参加者一同笑顔の

北部大阪地区会では、毎年一回、懇親ゴルフ会を

記念写真を撮りました。写真撮影が終わると、いよ

企画しています。今年度は、11月12日（土）に、

いよ待ちに待ったUSJへの入場です。入場門前に長

地元高槻のベニーカントリー倶楽部にて10名の参加

蛇の列ができるほど当日の来場者数は多く、参加者

者で開催しました。

の期待は一気に高まります。

当日は快晴に恵まれ、爽やかな秋空の下、山あ

今年はUSJオープン15周年ということで、大人気

り・谷あり・池ありのコースにて熱戦が繰り広げら

のハリーポッターや、新登場のアトラクション「フ

れました。ラウンド後の懇親会では、恒例の順位発

ライング・ダイナソー」に加え、15周年記念パレー

表が大いに盛り上がり、参加者の所属・世代を超え

ドや、本場米国の歌手によるミュージックショー、

た楽しい歓談の時間を過ごしました。コンペ景品に

さらには、クリスマスシーズンが始まったこともあ

は地元高槻の銘菓もあり、地区会らしさも感じられ

り、数々のきらびやかなイベントを楽しむことがで

ました。ゴルフを通じて会員の親睦が大いに深まっ

き、参加者にとって記念に残る大変想い出深いファ

た一日となりました。

ミリーイベントとなりました。
北部大阪地区会では、会員の皆様が楽しめるイベ
ントを引き続き企画し、皆様の積極的なご参加をお

地区会 R E P O R T

待ちしています。

「USJへ行こう！2016」ファミリーイベント
11月26日（土）に、ユニバーサルスタジオジャ
パン（USJ）で「USJへ行こう！2016」と題した
ファミリーイベントを開催しました。北部大阪地区
会では、一昨年からUSJでのファミリーイベントを
実施しており、大人から子どもまで年齢を問わず楽
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地区会 R E P O R T

阪神地区会活動報告
『ゴルフ懇親会』
阪神地区会

坂井

城史

少し肌寒くなり始めた平成28年11月20日（日）

コンペの結果は、安岐浩一先生がグロス111、ネッ

に阪神地区会ゴルフ懇親会が有馬冨士カンツリーク

ト75のスコアで優勝されました。私は、得意でない

ラブで開催されました。今年度より幹事に指名いた

ことから日頃から練習をしていないこともあり最下

だき地区会にも積極的に参加をしようと考えていた

位という結果に落ち着きました。また、ネットで

最中、久しぶりにゴルフ懇親会開催の企画があると

100以下のスコアの方が10名というなかなかの接戦

のことでしたが、ゴルフは得意ではないということ

でもありました。次回は少しでも練習し、十分な準

を曖昧にしたままの今回の参加となりました。

備をして挑みたいと思います。

有馬冨士カンツリークラブに午前6時50分集合で
あったため、西宮に住む私はまだ明るくなる前の午
前5時過ぎに家を出発し現場に向かいました。国道
176号線は霧が出ており、本日の自身のゴルフもま
さしく五里霧中となるのだろうという不安を抱えて
の往路でした。
参加人数12名の3組が1番ホールに集まり始球式
が始まりました。往路にあった霧はまだ晴れていな
かったものの、始球式のボールはその霧の中に消え
ていくのではなく我々の視界の範囲に落球したこと
もあり和やかな雰囲気の中での開始となりました。
有馬冨士カンツリークラブは優雅な佇まいのフ

このたびは、企画及び運営をしていただいた会長

ラットで距離のあるINと谷超え、ドッグレッグなど

の公江先生、コースを予約していただいた俣野先生

アンジュレーションに富んだOUTで構成され、美

に厚く感謝を申し上げます。また、参加者の皆さん

しい景観を備えているといわれているコースです。

にとって、より親睦が深まった懇親会であったと

私は3組目のメンバーとして試練が始まりました。

思っております。

幅が広いコース、紅葉前の緑の木々、そして澄んだ
空気のなか順調にハーフは進みました。もちろん、
私のスコアは順調に数字を重ねていきました。
昼食は普段はお話しする機会がないメンバーでは
ありますが楽しい時間となり、公私含めての話題で
盛り上がりました。
昼食後の後半では霧も晴れたよいコンディション
のなか、スコアを好調のままキープされている方も
たくさんおられ楽しい時間が過ぎました。
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和歌山地区会
親睦ゴルフ会、研修会および忘年会
和歌山地区会

会長

宮本

富雄

和歌山地区会は和歌山県に居住する会員を対象と

ています。オープン当初の超豪華な調度品は処分さ

しており、範囲が広く、今回は紀南での親睦ゴルフ

れ、いまは鑑賞することはできませんが、建物自体

会、研修会および忘年会を企画しました。

は変わりませんので、超高級ホテルの雰囲気を味わ
うべく、1度は泊まってみたいホテルの1つではない

12月2日(金) 午前10時
快晴

ラ・グレースゴルフ場

でしょうか。

当日は日差しが暖かく、終日言い訳のできな

そのホテルの会議室で、「改正社会福祉法の概要

い絶好のゴルフ日和でした。当初は2組を予定のと

〜新たなガバナンス体制等と公認会計士の関与〜」

ころ結果的に1組となりましたが、天気同様に、和

と題し、地区会員の稲田旭彦先生が講師となり、①

歌山地区会親睦ゴルフ会は和気藹々と、のんびり、

特定社会福祉法人（平成29年度及び平成30年度は

楽しくプレイできました。スコアは、ダブルペリア

収益30億円超、負債60億円超）について会計監査

方式で競いましたが、森本先生が優勝とニアピン賞

人を置き監査を受けることが法定されたこと、②会

などを総ナメにされました。

計監査人非設置会社についても財務会計に関する内

そして、コンペの後、研修会場である白浜まで、

部統制の向上に対する支援について公認会計士等の

車で1時間弱移動をしなければならず、お風呂も入

専門家の活用が望ましいとされていること、③「社

らず、速やかに移動を開始しました。その際、森本

会福祉充実計画の策定において公認会計士・税理士

先生を除く3人が、先行してゴルフ場を後にしまし

等の意見聴取が必

たが、研修会場に

須とされているこ

は森本先生が一番

と等について研修

乗りでした。この

を行いました。地

日は、森本先生の

区会員の今後の活

日のようでした。

躍が期待されると

（以上、和中先生
報告）

ころです。
左より和中、稲田、森本、植田 (敬称略)

ゴルフの後は新たに4名が加わり総勢8名で白浜の

フェ＞が人気だそうですが、落ち着いて歓談できる

ホテル川久において５時から研修会、6時から忘年

宴会場においての会席としました。最高齢（92歳）

会を開催しました。

の山中先生が乾杯の音頭を取り会食がはじまりまし

ホテル川久は「ザ・バブル建築」として有名なホ

た。山中先生の健康の秘訣や地区会のこと、仕事の

テルで、元々は白浜では屈指の木造純和風の旅館で

こと、家族のこと等々四方山話に花が咲き、和気

したが、2代目の社長がバブルの勢いに乗って、

藹々と話しが弾み親交を深めることができました。

「世界の数寄屋ホテル」を目指し、総額400億円を

近郊（田辺市）

かけて全面建て替えされ、超高級会員制ホテルとし

に居住の植田先生

て注目を集めましたが、バブル崩壊により会員が集

等を除く6名が宿

まらず1995年に倒産、その後1998年に30億円で買

泊し、翌3日に朝

収され我々も泊まれるホテルになりました。

風呂と朝食を楽し

ホテル1階のとてつもない広さの中央ロビーは礼

み、9時に散会、

拝堂かと見間違うほどの荘厳な造りで、高い天井

各々家路につきま

ドームを支える立派な柱は1本1億円もするといわれ

した。
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大阪市北地区会の活動報告
大阪市北地区会

会長

内田

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した北区、淀

たのは20人と、想定以上の盛況となりました。初め

川区、東淀川区、都島区、旭区、福島区、此花区、

てご参加いただいた方々や久方ぶりにお見えになった

西淀川区の地域に居住する会員相互の親睦を主たる

方々も多く、新米会長としてはうれしい限りです。

目的とした地区会で、会員数は平成28年12月31日
現在469人です。

前田先生の乾杯のご発声を皮切りに、前菜、そし
てすき焼きとお箸が進みます。お肉だけでなく、絡

大阪市北地区会では、6月に行う定期総会におい

める卵にこだわりがあり、毎日広島から取り寄せて

て甲子園観戦を恒例行事とするほか、近年、「い

いるとのことでした。飲み物もビールやワイン、焼

ま・むかしの大阪市内いいところ」というコンセプ

酎と銘々楽しんでいただけたかと思います。

トで、会員の皆様の業務における話題づくりにも役

個人的にはお肉の量も十分にあったと思うのです

立つものになるよう、年3回程度の懇親会を開催し

が、隣のベテラン（失礼）の先生方のお鍋を覗きま

ております。

すと、開始1時間程度でお肉もお野菜もすでに底がつ

今回は少し早めの忘年会ということで、去る12月

く状態で、そのご健啖ぶりに舌を巻くばかりでござ

3日に「心斎橋の老舗ですきやきを楽しむ」と題し

いました。あいにく、肉の追加が出来ず、うどんの

た懇親行事を行いました。すき焼きを楽しむ老舗と

追加でご容赦いただきました。

は、皆さんご存知の名店「はり重」です。
聞くところによりますと、「はり重」の歴史は大
正時代にまで遡るそうです。
1919年（大正8年）、初代社長の藤本喜蔵さんが

その後も、わいわいがやがや、趣味の話、ご家族
の話、お仕事の話とそれぞれ盛り上がり、最後に自
己紹介も兼ねて旧年（平成28年）の総括と新年の抱
負ということで、順番にお話を頂きました。

大阪府堺市で小さなお店を開業し、数年後には、当

総じて、旧年は皆様方良いお年だったようで、今

時一大繁華街だった新世界の真ん中にすき焼き屋兼

年も地区会の先生方、また、業界全体でもさらに盛

精肉販売の店を開店し、大人気を博したとのこと。

り上がる年とすべく、我が大阪市北地区会もその一

戦後の1948年（昭和23年）になって、はり重は道

助となれば幸いでございます。

頓堀に店を構えます。これが、現在も本店とされてい
る道頓堀店で、その風情も相まって大阪におけるすき
焼きの代名詞として営業を続けられております。
当初はこの道頓堀本店での懇親会開催を計画して
いたのですが、大阪市北地区会の想定人数に見あう
個室が無いとのことで、二号店である西心斎橋の大
宝寺店において実施することになりました。二号店
といっても、1970年（昭和45年）開店とのことで
十分歴史をお持ちの店舗です。
大宝寺店には、現在「アメリカ村」と言われる地

大阪市北地区会の今後の活動として、3月25日

域を通ってまいります。喧噪の中、色とりどりの服

（土）に懇親会を予定しております（現状内容未定

装をまとった若者に混じりながら向かう道行きと到

ですが、本号がお手元に届く辺りにはご案内を差し

着した店構えはさながら別世界。一歩門をくぐる

上げているものと思います）。

と、敷地の半分以上と言われる日本庭園や池、木々

ざっくばらんに懇親を深めておりますので、地区

などの昔ながらの佇まいは、初冬の夕闇に静謐さを

会会員の皆様方のご参加をお待ちしております。ま

も感じられるほどでありました。

た、地区会活動に関するご意見、ご希望がございま

今回、大阪市北地区会の懇親会にお集まりいただい
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みなと地区会
ノエビアスタジアム見学会開催報告
みなと地区会

平成28年12月4日（日）、みなと地区会でノエビ

会長

奥谷

尚吾

●ウイングビジョン

アスタジアムの見学会を行いました。例年秋〜冬の

ピッチサイドを実際に歩かせていただいたので

この時期は、ご家族同伴の企画を開催するのです

すが、我々の姿をビジョンに映し出していただき

が、今年は何年か前から温めていた(笑)秘蔵の企画が

ました。お子様方は大きく映った自分を見て大ウ

遂に実現！ということで楽しい一日になりました。

ケでした。

ノエビアスタジアムは神戸市の兵庫区の御崎公園
にある総合球技場で、以前の名前は神戸ウイングス

という感じで、非常に楽しく予定時間を超過する
大満足な見学会でした。

タジアム。2013年3月から、ネーミングライツを取

懇親会は、スタジアム併設レストランのウルティ

得したノエビア社の名を冠してノエビアスタジアム

モさん。ピッチサイド真横にあり、試合のときは観

となりました。サッカーのヴィッセル神戸、INAC

戦しながらの食事が可能なお店です。このお店、ス

神戸レオネッサ、ラグビーの神戸製鋼コベルコス

タジアムウエディングと銘打っての披露宴・二次会

ティーラーズがホームスタジアムとして使用してい

等もやっているお店で、きれいな緑の天然芝生を眺

ます。

めながらの食事はいい気分です。

集合は12時45分、13時より見学ツアー開始で

ビュッフェ方式の美味しい料理と飲み放題で、毎

す。ボランティアガイドの北條さんの先導で広いス

回の恒例となっている全員の近況報告です。家族同

タジアム内を練り歩きます。北條さんありがとうご

伴企画なので子供さんの自己紹介等が中心で、いつ

ざいました！

もは一定割合ネタになっているオッサンの愚痴系な

試合をしていないときのスタジアムは、静かな中
のいい開放感。なかなか味わえない風情です。以
下、少しご紹介です。
●キールアーチ構造
スタジアムはキールアーチ構造を採用。あの、
東京オリンピックのスタジアムで幻になったザハ
案でも採用されていたことで有名です。
●冷暖房
座席の下から冷暖房の風が出てくる仕組みがあ

話(これはこれで面白い)はあまりなく、楽しいひと
時でした。
また、クリスマスシーズンということで、少しお
土産プレゼントを準備し、くじの順番で選んでもら
いました。プレゼントのチョイスが良かったのか子
供さんに喜んでいただけたように思います。
みなと地区会では、これからも地区会ならではの
イベントを企画・実行していきたいと考えておりま
すので、どうぞお気軽にご参加下さい。

ります。あの、東京オリンピックのスタジアムで
予算削減のために削られたものがあるのです。

地区会 R E P O R T

●可動屋根
キールアーチ上のレールに沿って屋根が開閉し
ます。なお、開閉に係る時間は20分で電気代約1
万円とのこと。
●ロッカールーム・ウオームアップゾーン
ハーフタイムに選手にコーチが指示をしている
イメージが目に浮かびます。なお、外人ラグビー
選手が座ってトイレが壊れて…的な小ネタとかも
あり面白かったです。
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クリスマスパーティ報告
厚生部サポーター

昨年の12月4日（日）にヒルトン大阪にて、日本

末永

直之

クリスマスパーティでは、パ

公認会計士協会近畿会・兵庫会・京滋会三会共催の

フォーマー「Muuta(むぅた)

クリスマスパーティが開催されましたので、ご報告

さん」のアイデアがたくさん

させて頂きたいと思います。

詰まったパフォーマンスに始
まり、種類豊富な豪華ディナー

平成22年に初回が開催され、2年前にヒルトン大

から、はずれなしの全員がもらえ

阪で開催されるようになってからは、年々参加者が

るプレゼント交換へと進みます。

増えています。今回、174名の参加（前回は140名
程の参加）となった人気イベントなのですが、皆様
ご存知でしょうか。

個人的に印象的だったのは、
たまたま隣同士や向かい合わせになった初対面の

私は長く関西に住んでいますが、ヒルトン大阪を

方々が楽しそうに話をされていたことです。普段は

利用する機会がなかったので、今回のクリスマス

謙虚で奥ゆかしいと言われている日本人ですが、ク

パーティでヒルトン大阪を利用できることも１つの

リスマスばかり？は初対面の人とも会話を弾ませ楽

楽しみでした。

しんでいる風景から、オープンマインドな明るい印

ヒルトン大阪は、実際、立派な内装でゴージャス
な空間演出がなされ、気分を高揚させてくれまし

象を受け、日本の未来も明るいと嬉しく感じたりし
ました。

た。フロントには、様々な国籍の方が多く居て、そ
の人気を実感することができます。ゴージャスとい
う点では私が利用した地下駐車場にスーパーカーが
かたまって駐車していて、車好きの私にとってはと
てもラッキーで興奮する光景でした。話は逸れまし
たが、パーティー会場もとても立派で、年々参加者
が増えていることも納得できます。私は、厚生部の
サポーターとして受付を担当しましたが、クリスマ
スのキラキラ感に更に華を添えてくれるドレスアッ
プされた方々や

クリスマスパーティの内容についてもう少し書きた

可愛いお子様た

いところですが、実際の様子については上に載せてい

ちがたくさん来

る写真でもイメージして頂けたらと思います（みなさ

られていて感激

んとても楽しそうです）。今年も更に楽しめるパー

いたしました。

ティーになるよう準備をして、是非多くの方々に参加
して頂きたいと思っておりますので、よろしくお願い
いたします。ご参加お待ちしております。
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11月に実施したカラオケ部会活動報告2回分をご報告します。

11月4日（金）来阪された若松謙維衆議院議員と一緒に梅田の「むつみ」で臨時カラオケ部会が
開催されました。
若松先生の胸元から出てきた小さく折りたたまれた紙。その紙は、若松先生のレパートリーリ
スト！曲名の横には、キーの調整、さらに曲
目は、年代別に流動固定分類されており、
TPO別の選曲が自由自在。さすが、「公認会
計士」代議士！と感動しました。
お店のマスターがどんどん曲を入れていく
ので何を謳ったのかすっかり忘れてしまいま
したが、マスターのアレンジギターをバック
に大いに盛り上がりました。
（出席者）若松

謙維、中西

清、八ツ尾順一、小室

将雄、石原

佳和、嶋崎

諒（敬称略）

続いては、11月25日（金）忘年会シーズン到来前のひととき、北新地のエル・パリで第2回カ
ラオケ部会が開催されました。
甲南大学の河崎先生も飛び入りでご参加いただき、趣味の会で繋がりが拡がることを実感でき
る会合でした。河崎先生の指導で「天城越え」の替え歌「甘利越え」を謳ってみたり、いろいろ
忘年会で使えそうなネタ歌もありました。
また、中西先生が秋の叙勲で旭日小綬章を受章されましたので、メンバーからささやかなお祝
いをさせて頂きました。

（出席者）河崎
石原

照行（甲南大学）、中西
佳和、五藤

学、船城

清、安原
公教、嶋崎

徹、八ツ尾順一、内田
諒、酒井

聡

崇（事務局）（敬称略）

次回の開催は3月を予定しています。
（文責

石原

佳和）
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近畿CPAゴルフ会
日

時

平成28年12月8日（木）

参加者

17名

場

所

鳴尾ゴルフ倶楽部

天

晴天

候

第284回近畿CPAゴルフ会が、2016年12月8日に鳴尾ゴルフ倶楽部で開催された。ご存知のよ
うに12月8日は真珠湾攻撃の日であるが、中・高の同級生に同攻撃を立案・実行した山本五十六
元帥の縁者がいたこともあり、私にとっては歴史上の出来事というよりも、多少身近な出来事と
なっている。ゴルフの後は、同ゴルフ倶楽部のすきやき亭で、すきやきでの忘年会が行われるの
が恒例となっている。
当日は、師走とは思えぬ暖かく穏やかな天候であった。しかし、私のスコアは、砂場で遊ぶ時
間が多かったこともあり、｢天気晴朗なれども、波高し。｣を模倣して言えば、｢天気晴朗なれど
も、スコアよろしからず。｣となり、この記事を書いています。
当日の結果は、以下の通り。
順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

上村

恭一

46

48

2

位

山本

宏昭

52

52

3

位

酒井

清

42

47

89

9.0

80.0

4

位

辰巳

忠次

45

50

95

9.0

86.0

5

位

山本

智三

64

60

GROSS HDCP

94

NET

16.0 78.0

104 22.0 82.0

124 36.0 88.0

（注）初参加者は、近畿CPAゴルフ会のルールに基づき
優勝、準優勝の対象外となる。そのため初参加の
酒井清先生は、3位となった。
優勝者

ド ラ コ ン： 伊藤嘉章×２、杉本光伸、酒井

清、

西谷俊治、上村恭一

上村恭一 会員

ゴルフ会 忘年会

ニ ア ピ ン： 谷口弘一、山本智三、辰巳忠次
酒井

清

ベストグロス： 酒井

清

バ ー デ ィ： 辰巳忠次

近畿CPAゴルフ会は、エントリーが困難な名門コースで開催されます。近畿会の会員であれば参加可
能ですので、スコアに過度に神経質になることなく、参加してみてください。
参加については、近畿会事務局までご連絡ください。
次回予定は、以下の通り。
2月25日（土）城陽カントリー倶楽部
4月 4日（火）宝塚ゴルフ倶楽部

東コース（土曜日ですが、平日コンペ料金）

旧コース

6月 6日（火）茨木カンツリー倶楽部
12月 5日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部
8月、10月：日程、コースともに未定。

50

16938

（文責

西田

俊幸 ）

﹁囲碁部だより﹂

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年2月10日 第692号（2月号）

1. 関西地区三会親睦忘年囲碁会
平成28年12月11日（日）に兵庫会主催にて、関西地区三会親睦忘年囲碁会を兵庫会研修室に於
いて開催した。京滋会から3名、兵庫会から2名、近畿会から4名、計9名の参加者であった。熱戦の
結果は対局表のとおりである。

優

勝

坂井

俊介

10段（近畿会）5戦4勝

準優勝

田井中幸治

4段（京滋会）5戦4勝

３

福永

7段（兵庫会）5戦4勝

位

武郎

右の写真は、対局会場における参加者の記念写真である。

2. 平成28年度行事実績表

（１）関西地区三会親睦囲碁会
平成28年4月16日（土）近畿会当番

近畿会会議室

（２）東西対抗親睦囲碁会
平成28年7月17日（日）〜18日（月）西側当番
聖護院

御殿荘

（３）関西地区三会親睦囲碁会
平成28年9月10日（土）京滋会当番

京滋会会議室

（４）関西地区三会親睦忘年囲碁会
平成28年12月11日（日）兵庫会当番

兵庫会研修室

（５）近畿会新年囲碁会
平成29年1月14日（土）近畿会主催

梅田囲碁サロン

（文責

兼井和夫）

関西地区三会親睦囲碁会 対局表

5段

○

○

代

○

○

4

1

×

○

○

3

2

×

1

4

2

3

○

4

1

○

2

3

1

4

4

1

1

4

兵庫会

2段

2段

×

宮田

要

6段

山中

静

2段

兼井

和夫

2段

田井中幸治

4段

×

近藤

一郎

4段

×

前出

吉治

2段

×

福永

武郎

7段

×

鳥井

達夫

5段

×

○

×

○

×
○

○

×

○
×

○

○

×

○

○

×
×

×

○

○

×

×

×

×

×
○

○
×

×

○

数

数

京滋会

俊介 10段

6段

14 優勝

11 準優勝

10 3位

厚生部 R E P O R T

7段

達夫

近畿会

10段

位

2段

武郎

坂井

段位

順

4段

吉治

氏 名

対戦相手の勝数

4段

一郎

所属会

負

勝

1

鳥井

4

福永

1

前出

2

近藤

和夫

静

要

俊介

4

田井中幸治

2

兼井

1

山中

3

宮田

相手名

4

坂井

個人勝数

平成28年12月11日（日） 於：兵庫会研修室

（注）坂井十段と前出2段の対局は、盤面持碁により、白番坂井十段の勝ちとなった。
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近畿 C.P.A. ニュース

厚生部 R E P O R T

2016年12月29日（木）、毎年恒例の近畿会趣味の会によるテニス交流会（練習会）が大阪に
ある江坂テニスセンターのインドア（室内）コートで実施されました。寒さが厳しい年末の実施
となりましたが、インドアコートということもあって、暖房設備が完備されており、大変快適に
テニスを楽しむことができました。また2016年の打ち納めとして、年末のお忙しい時期にもかか
わらず、総勢18名の皆様にご参加いただきました。
コートは2面予約しており、1面は主に初級者向け、もう1面は中・上級者向けとレベルを分け
て練習を行いました。初級者向けコートについては、球出し練習等を中心に基礎練習を行い、ま
ずはテニスに慣れることから始めました。その後、ストロークラリーやサービス練習も実施し、
和気あいあいとした雰囲気の中でテニスを楽しみました。また、中・上級者向けコートにおいて
は、ストロークラリーを中心に実施し、試合を見据えた実践的な練習を行いました。参加者の皆
様においても、普段なかなかいっしょに練習することができない相手も多かったため、新鮮な気
持ちでテニスに熱中しているように感じられました。
身体が温まってきた後は、初級者向けコート及び中・上級者向けコートともダブルスの試合を行
いました。テニスだけの話ではないと思いますが、スポーツ全般として、試合になると盛り上がり
が違います！白熱したラリーや的確なボレー、即席ペアとは思えない見事なペアのコンビネーショ
ン等、随所で素晴らしいプレーが飛び出し、大きな歓声が上がっていました。ペアを交代して、何
試合か実施しましたが、ペアによって試合内容が大きく異なり、とても見応えのある試合が多く、
応援している方も思わず力が入ってしまいました。初級者向けコートにおいては、初めて試合をし
た方も大勢いらっしゃいましたが、試行錯誤しながら試合を楽しまれていました。
このテニス交流会のようなイベントは、普段なかなか交流の機会がない他の監査法人や個人事
務所にお勤めの方、一般企業にお勤めの方等、様々な経歴の方とテニスを楽しみながらコミュニ
ケーションをとることができる大変良い機会だと思います。また、今回のテニス交流会ではご家
族で参加いただいた方もいらっしゃいました。テニスはあらゆる世代の方が楽しむことができ、
気軽に始めることができるスポーツです。これまでテニスをしたことがない人も積極的にご参加
いただき、テニスの楽しさを少しでも感じていただけますと幸いです。
また次回のテニス交流会は6月下旬を予定しております。今回参加された方はもちろん、テニス
をしたことがない初級者
の皆様もぜひ、気軽にご
参加いただけますよう、
まずは趣味の会（テニス
部）の登録からよろしく
お願い致します。
（文責
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第38回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 地方創生〜公認会計士の挑戦〜
〈開

催

〈会

日〉 平成29年9月28日（木）
場〉 石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢

日本公認会計士協会は、第38回研究大会を石川県金沢市にて開催いたします。
公認会計士が持てる専門知識を生かし、地域・産業等あらゆる分野において社会に貢献することが求められている今、「地方創生〜
公認会計士の挑戦〜」をメインテーマとして研究発表を募集いたします。
募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパネルディスカッション、特定のテーマについて会場内の出席者も自由に
発言できるフリーディスカッションなど形式を問いません。
募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。

研究発表募集要領
会員・準会員及び一般有志

＜２．募集テーマ ＞
原則として、メインテーマ「地方創生〜公認会計士の挑戦
〜」に関連するテーマとします。

ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー
マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ
選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する
者のリストを添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った

＜３．募集内容 ＞

コーディネーター等発表者を選定します。

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表
していただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフト
ウェアを利用して次のとおり論文を作成し、電子データを
メールに添付の上、お送りください。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く
ださい。

＜４．応募及び推薦締切日 ＞
平成29年２月28日（火）（必着）

＜５．選考 ＞
継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマと
してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象

また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形

とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及

式、フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し

び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発

選考いたします。

表者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。
②パネルディスカッション形式による発表

ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

＜６．発表予定テーマ数 ＞

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大

今大会（第38回研究大会）では、10テーマの発表を予定し

会当日、その内容についてパネリスト間でディスカッショ

ており、うち2テーマは、研究大会開催地域会である北陸会に

ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word

割り当てる予定です。

ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッショ

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわし

ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ

いものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

ネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴

＜７．研究発表の決定 ＞

を記載）を作成し、電子データをメールに添付の上、お送

平成29年4月末を目処に、応募された方に選考結果をご連

りください。

絡します。なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじ

・A4判の5頁程度

めご了承の上ご応募ください。

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料

＜８．送付先及び問合せ先 ＞

(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ

〒102-8264

きます。

日本公認会計士協会

・人数はパネリスト及びコーディネーター含め5名以内（厳守)
（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

東京都千代田区九段南4-4-1
総務本部

TEL 03-3515-1125（直通）
E-Mail

研修グループ
FAX 050-3737-6397

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

内容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマに

北陸会研究大会実行委員会
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髙田篤会長活動報告

髙田篤会長活動報告

平成28年度

TOPICS

会務報告

平成28年12月22日（木）15時から近畿会会議室におきまして、政治資金問題特別委員会から「政治資金の管理及び報告に
ついての提言−政治家が自らを守るための政治資金の管理方法−」を記者発表し、5つの新聞社から7名の記者が来られまし
た。また同時に各政党、近畿会管内の府県、市町村議会事務局宛てにも本提言を郵送しました。これらは一部の新聞にて記事
として掲載されましたが、重要なことは、政治家の方々に真摯な姿勢、対応をして頂くことであり、今回の提言がひとつの
きっかけになることを願うばかりです。
また、監査問題特別委員会が、昨年11月に中日本五会の会員・準会員を対象に行ったアンケート調査は、700名弱の方々か
ら回答を頂き、現在、同委員会にて鋭意分析作業を行っております。今後、平成29年3月初旬を目標にアンケート調査の分析
結果及び提言を公表したいと考えております。
昨年12月29日、当会の相談役である澤田眞史氏がご逝去されました。澤田相談役の生前の公認会計士業界へのご貢献に深く
感謝し、ご冥福をお祈りいたします。

日

付

12月9日

12月12日

12月13日

曜日

金

間

会務の内容

場

所

13:30〜15:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

15:00〜17:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

17:30〜19:30

役員懇親会

リストランテ・マンジャーレ心斎橋

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

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

15:00〜17:00

理事懇談会

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

相談役会

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

13:30〜16:30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

15:00〜16:00

政治資金問題に係る記者会見

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

協会財政の在り方検討プロジェクトチーム会議

日本公認会計士協会近畿会

新年挨拶回り

近畿財務局他

月

火

12月14日

水

12月21日

水

12月22日

時

木

12月28日

水

10:00〜11:00

1月6日

金

9:30〜13:00

1月10日

火

18:00〜20:00

近畿会新年賀詞交歓会

ザ・リッツ・カールトン大阪

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

1月13日

金
18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜17:00

常務理事会

帝国ホテル

12:00〜13:30

新年賀詞交歓会 （協会本部）

帝国ホテル

17:00〜19:00

地域会会長会議

帝国ホテル

10:00〜15:00

理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

理事懇談会

日本公認会計士協会

18:00〜

日本弁理士会近畿支部

1月16日

1月17日

1月18日
1月20日

月

火

水
金

新年賀詞交歓会

インターコンチネンタルホテル大阪
(作成月日：平成29年1月20日)
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INFORMATION

公認会計士協同組合

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。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

IFRS財務諸表への組替仕訳ハンドブック

0 3 -5 2 2 6 -3 5 0 5

URL

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

経営監査へのアプローチ

長谷川茂男

著

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

中央経済社

刊

清文社

定価3,200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

刊
定価より15％引き（送料別）

本書は、日本企業がIFRS適用に際

日本版スチュワードシップ・コードに

し、日本基準からIFRSに準拠した財務

続き、日本版コーポレートガバナンス・

諸表を作成する際に必要となる組替作業

コードが導入され、いよいよ企業価値創

を解説しています。「組替株式会社」と

造をめぐる競争の焦点は「形式」から

いう架空の日本企業を設定し、日本基準からの組替について

「実質」へとシフトしようとしている中、本書は、「企業価値

個別の科目ごとに仕訳を示し、試算表を経て完成後の連結財

向上のための総合的内部監査10の視点」という切り口でグロー

務諸表まで明示しています。

バル企業経営の課題と経営監査の最新実務を解説しています。

Q&A宗教法人をめぐる税務実務（増補改訂版）

新版

永田金司

川田

著

大蔵財務協会

ケースブック海外重要租税判例
剛

財経詳報社

著

刊

刊

定価2,778円＋税

定価4,500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）

税務の視点から宗教法人の設立・管理

本書は、『月刊税務事例』において紹

運営、会計を解説しています。さらに、

介してきた記事を中心にまとめたもので

法人税、源泉所得税、消費税、地方税と

す。租税裁判グローバル化時代の道しる
べとなるよう、欧米諸国の代表的租税判

宗教法人をめぐる税全体をカバーし、そ
れぞれの実務をＱ＆Ａ方式で説明しています。

例117件を集め、「租税法の基本概念」「租税回避と否認」
「国際課税」に分けて解説しています。

日本公認会計士協会出版局より平成29年版会計監査六法シリーズが3月上旬に発刊されます。当組合では、特別価格を設定し、ご予
約を承っております。「協同組合ニュース新年号（1月1日発行）」に同封の振込用紙でお申込みいただきますと、送料が一律300円と
お得ですので、是非ご利用くださいますようご案内申し上げます。
組合員特価
会員特価
会計監査六法
（定価6,200円＋税） 5,220円（税込） 5,350円（税込）
金融会計監査六法
（定価5,800円＋税） 4,880円（税込） 5,010円（税込）
学校法人会計監査六法 （定価5,000円＋税） 4,210円（税込） 4,320円（税込）
非営利法人会計監査六法（定価5,500円＋税） 4,630円（税込） 4,750円（税込）

《高島屋お買物優待券》のご案内
公認会計士協同組合では、株式会社高島屋の「お買物優待券」をお配りしております。「お買物優待券」は高島屋大阪店、堺店、泉
北店、京都店、洛西店でのお買物にご使用いただけます。お買物1口（但し、消費税を除く価格3,000円以上）につき、その値札金額
の５％を割引いたします。（なお、一部除外品があります。）
「お買物優待券」をご希望の方は当組合事務局へご請求下さい。（電話03-3515-8960）
※発送は２月下旬からとなりますのでご了承ください。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。

阪急阪神お得意様カード《プレミアム》のご案内
公認会計士協同組合では、（株）阪急阪神百貨店のお得意様カードの入会をお取次ぎしております。入会金・年会費は無料で同百貨
店でのお買い物が10％のご優待割引（一部除外品があります）がある特別なカードです。
入会申込書をご希望の方は、当組合事務局（電話03-3515-8960）までご連絡ください。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。
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近畿会開催CPE研修会平成29年1月実績及び2月予定

平成28年度

近畿会開催CPE研修会平成29年1月実績及び2月予定
実施月日

時

間

13:00〜14:40

1月11日

14:50〜16:30

1月11日
18:15〜21:00
1月12日

13:00〜14:40

1月12日

15:00〜16:40

1 月 1 8 日 18:30〜20:30

1 月 1 9 日 13:30〜16:00

10:00〜11:40

1月20日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

1 月 2 3 日 13:00〜16:00

1 月 2 4 日 13:30〜16:30

13:00〜14:40
1月27日
15:00〜16:50

2 月 2 日 13:30〜16:30

14:00〜17:00
2 月 3 日
18:30〜20:30
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分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

本部税務業務部会共催DVD研修会
「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却
資産申告書」
税 務
（平成28年11月10日 本部税務業務部会主催開
業するなら知っておきたい税務実務研修会（第8
回）収録）
本部税務業務部会共催DVD研修会
「所得税確定申告の基礎と実務」
税 務（平成28年11月22日 本部税務業務部会主催開
業するなら知っておきたい税務実務研修会（第9
回）収録）
関西地区三会共催研修会（社会・公会計委員会）
監 査「地方自治体における監査委員監査の実務（その4）
（ケーススタディ演習を含む）」
（11、12日とも同内容）
DVD研修会
「公認会計士として知っておくべき個人情報保護
2
倫 理 について」
（平成28年10月19日開催 秋季全国研修会/東京
収録）
DVD研修会
「上場会社における不祥事対応のプリンシプル〜
最近の取組みと
監 査 日本取引所自主規制法人の役割、
ともに〜」
（平成28年9月8日開催 随時研修会/東京収録）
関西地区三会共催研修会（IT委員会）
監 査
「改正e文書法概要と監査上の留意点」
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内
税 務 会計士委員会/税制・税務委員会）
「元 任期付国税審判官による裁決書の解説」
新春全国研修会
税 務
「今後の税制の展望」
新春全国研修会
倫 理「公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認 2
会計士協会が果たすべき役割」
新春全国研修会
監 査「監査提言集の解説〜期末監査で留意すべき不正
事例〜」
関西地区三会共催研修会（京滋会）
「「地域金融機関と公認会計士の連携」と「地域金融
コンサル
機関の公認会計士への期待」〜地域経済に果たす
ティング
公認会計士の役割〜」
（会場：京都烏丸コンベンションホール）
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
委員会）
税 務
「個人と法人との間の借地権とその課税関係（資産
税関係）」
DVD研修会
「公認会計士の倫理と他の専門職の倫理」
2
倫 理
（平成28年10月20日開催 秋季全国研修会/東京
収録）
DVD研修会
「監査提言集の解説〜不正による重要な虚偽表示
監 査
を見逃さないために〜」
（平成28年8月23日開催 夏季全国研修会/東京収録）
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
委員会）
税 務
「国際課税の動向について（BEPS最終報告書を受
けて）」
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
税 務
「平成29年税制改正」
関西地区三会共催研修会（IT委員会）
その他「サイバー犯罪の現状とデジタルフォレンジック
について」

講

師

2

2

3

道幸尚志氏（公認会計士、元大阪市監査事務局
任期付職員）

3

2
不正
事例

北川廣基氏（ひびき監査法人

2

公認会計士）

3

小林依子氏（公認会計士）

2

土居丈朗氏（慶応義塾大学経済学部教授）

関根愛子氏（本部会長）

中川隆之氏、北方宏樹氏（本部監査業務審査担
当常務理事）

2
不正
事例

3

3

長谷川佐喜男氏（公認会計士）、上原裕史氏（京
都信用保証協会 常務理事）

鈴木正孝氏（本部租税相談員

資産税担当）

土屋重義氏（本部租税相談員

国際課税担当）

2
不正
事例

3

3

2

小畑良 氏（一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部主幹）
丸林夏彦氏（大阪府警察 サイバー犯罪対策課
管理官）、宮田明良氏（近畿管区警察局 情報技
術解析課 解析第一係長）

近畿 C.P.A. ニュース

時

間

分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委
員会）
コンサル
2 月 4 日 13:00〜16:30
「知的財産を活用した大学発ベンチャー、IPO支援
ティング
のあり方」
（会場：日本弁理士会近畿支部室）

13:30〜16:30
2 月 6 日
18:30〜21:00

10:00〜11:40

2 月 8 日
13:00〜14:40

15:00〜16:40
10:00〜11:40

2 月 9 日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40
2 月 1 0 日 13:00〜14:40
15:00〜16:40

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
委員会）
税 務
「法人税における主要テーマの重点解説〜資本的
支出・役員給与・交際費等について〜」
コンサル 関西地区三会共催研修会
（組織内会計士委員会）
ティング「組織内会計士のための法律知識と実務」
春季全国研修会
「事業承継支援専門部会研修 実務編１」
コンサル ①
「金融庁 金融機関による金融仲介の質の向上
ティング
〜金融仲介機能のベンチマークについて」
②「｢事業承継ガイドライン｣ 事業承継の実務マ
ニュアルの解説」
春季全国研修会
倫 理「諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の
理解」
春季全国研修会
税 務
「平成29年度税制改正大綱の解説」
春季全国研修会
監 査
「監査提言集の解説〜循環取引等〜」
春季全国研修会
倫 理「パートナー・ローテーションに関するIESBA倫
理規程改正の解説及び日本に与える影響」
春季全国研修会
監 査「平成29年3月期の学校法人会計・監査の留意点に
ついて」
春季全国研修会
倫 理
「公認会計士業務における情報セキュリティ」
春季全国研修会
監 査
「監査業務に係る審査について」
春季全国研修会
会 計
「新たな社会福祉法人制度について」
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
「入門 不正調査の実務〜不正との遭遇に備えて〜」

2 月 1 3 日 18:30〜20:30 監 査

14:00〜17:00

2月16日

18:00〜20:00

2 月 1 7 日 13:30〜15:30

2 月 1 8 日 15:00〜17:00

2 月 2 4 日 13:30〜16:00

関西地区三会共催研修会（社会・公会計委員会/社
会保障委員会）
監 査「最近の制度改正の動向及び協会本部の対応状況
について」
「医療法人監査における留意事項」
ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委
員会）
コンサル
「IPOを実現した社長による上場体験談〜三士業
ティング
との関わりと今後期待すること〜」
（会場：日本弁理士会近畿支部室）
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
監 査
「監査報告書への監査情報（KAM）の記載」
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
その他「キャリアデザイン・ワークショップ2016（第三
回）〜公認会計士の市場価値〜」
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
①「最近の公益法人会計の動向」
②「改正された公益法人会計基準に関する実務指針」

3

講

師

基調講演：正城敏博氏（大阪大学産学連携本部
総合企画推進部・知的財産部長）、木村忠昭氏
（公認会計士・株式会社ユーグレナ社外取締役・
株式会社アドライト代表取締役）
パネルディスカッション：コーディネーター
森理俊氏（森法律事務所）、パネリスト 正城敏
博氏、木村忠昭氏

田中豊氏（本部租税相談員

3

法人税担当）

3

中室祐氏（弁護士、関西電力株式会社）、森田慈
心氏（弁護士、大幸薬品株式会社）

2

日下智晴氏（金融庁総務企画局地域金融企画室
長兼検査局総務課地域金融機関等モニタリン
グ長）、河原万千子氏（経済産業省中小企業政策
審議会委員事業承継支援専門部会長）

吉見宏氏（北海道大学副学長

2

教授）

財務省主税局担当官

2

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）、
北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

2
不正
事例

加藤厚氏(国際会計士倫理基準審議会（IESBA）
ボードメンバー）

2

原秀敬氏（本部学校法人委員会委員長）

2

2

2

2

2
不正
事例

加藤俊直氏(本部IT委員会情報セキュリティ等
対応専門委員会専門委員長)
新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理
事）
厚生労働省担当官（厚生労働省社会・援護局福
祉基盤課）
豊田孝二氏（公認会計士、アクシア法律会計事
務所 弁護士）、立川正人氏（公認会計士、公認
不正検査士、認定コンプライアンス・オフィ
サー、MYKアドバイザリー株式会社 取締役）
秋山修一郎氏（日本公認会計士協会常務理事
公会計・監査担当）、大西正祐氏（有限責任あず
さ監査法人、近畿会社会保障委員会医療法人小
委員会小委員長）

3

2

中村壮秀氏（アライドアーキテクツ株式会社
代表取締役社長）

林隆敏氏（関西学院大学商学部

2

教授）

2

桑本慎一郎氏（公認会計士、株式会社PCP
表取締役）

代

3

辺士名厚氏（公認会計士、本部非営利法人委員
会非営利業務支援専門部会公益法人分科会
専門委員）
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会員異動

会員異動
会 員 数
会 員

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,386

33

3,419

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

42

691

計

合計

745

4,164

（平成28年12月31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）

渡邊

建三 （会

員）

長野

弘和 （会

海
庫
滋
庫
京
滋

よ
よ
よ
よ
よ
よ

員）

転入者
12月7日〜27日
黒田 正史 （会
員）
小柳 良介 （会
員）
塩本 洋千 （会
員）
（四号準会員）
髙橋 早知子
中村 正太朗
（四号準会員）
西山 絵里 （四号準会員）

東
兵
京
兵
東
京

会
会
会
会
会
会

り
り
り
り
り
り

資格変更（準会員から会員へ）
転出者

12月20日付
糸田
開田
坂本
澤田

寛人
圭輔
光優
佳祐

鈴木
永井
中尾

沙季
裕太
侑子

藤井
光山
吉田

慎也
茂昌
由佳

入会者
12月20日付
川瀬 敬義 （会

吉川
北郷

12月7日〜27日
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）

島田
西川
西村
藤原
小池

牧子
哲也
考史
佳子
秀昌

（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（四号準会員）

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

加藤
阪口
瀬川
西田
原田
村田

陽子
直也
直樹
順一
絵理
知之
裕樹

（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（四号準会員）

【自宅】
井上
植田
奥田
川沼
安野
永井
大本
加藤

達彦
忠弘
賢
信夫
勝哉
祥子
恭平
伸隆

京
滋
庫
玉
京

髙原

12月2日付

会
会

誠光監査法人

【旧住所】〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9番6号
商栄ビル
TEL 06-6262-9377
FAX 06-6262-9378
【新住所】〒541-0051
大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番5号
堺筋東野村ビル
TEL 06-6261-3365
FAX 06-6271-1033

会員異動の照会は、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。
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へ
へ
へ
へ
へ

直希 （四号準会員） 12月12日付 退
稔正 （四号準会員） 12月20日付 退
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会
会
会
会
会

監査法人移転

【事務所】
憲司
孝範
大
公輔
知之
清香

東
京
兵
埼
東

退会者

員）

会員名簿記載事項の変更

竹田
吉田
岩本
内芝
大谷
島田

12月7日〜27日
藤岡 京 （会
員）
角井 航 （会
員）
中山 博行 （会
員）
楡井 徳子 （会
員）
安井 浩倫 （四号準会員）

行

公益財団法人納税協会連合会

行

株式会社日本取引所グループ
宝印刷株式会社

発

第7号
寄

贈

﹁１月はいぬる、２月は逃げる、３月は去る﹂とい

いますが、早いもので２０１７年もあっという間に、

１ヶ月が経過しました。１日１日を大切に過ごし、２

０１７年度も有意義な年にしていきたいという思いを

改めて認識致しました。

さて、有意義という意味においては、趣味の充実と

いうものもあるかと思います。日本公認会計士協会近

畿会では、ゴルフ部や囲碁部、カラオケ部、旅行・写

真部、ハイキング部、テニス部、観劇部といった多種

多様な部活動があります。今月号では趣味の会とは何

か？と題し、一堂にこれらの各部の活動状況をお伝え

する特集を組んでいますので、ぜひ多くの方にもこれ

らの部活動を知っていただくとともに、多くの方に参

月に開催されました

加いただければと願っております。

また、今月号では２０１６年

の報告もあります。私自身、この会に参加してから

︵会報部

植村達生︶

いています。皆さまどうぞご自愛ください。

暦上は立春ではありますが、まだまだ寒い毎日が続

後のご活躍を心よりお祈りいたします。

高まってきています。今回新たに入所された方々の今

など、公認会計士に対する社会からの期待はますます

Ｏの増加や、公会計、ＩＦＲＳへの対応が求められる

を思い出しました。昨今の経済環境は、Ｍ＆ＡやＩＰ

とにチャレンジできるという思いに、胸躍らせたこと

験に合格したことの喜びと、この業界でいろいろなこ

年近くが経過しようとしていますが、当時、会計士試

15

﹁近畿実務補習所２０１６年期生入所式及び祝賀会﹂

12

中央大学経理研究所

59
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事務局だより
公益財団法人納税協会連合会

発

者
贈
寄

株式会社日本取引所グループ

■日本取引所金融商品取引法研究
総合ディスクロージャー＆IR研究所
編集・発行

編集・発行

贈
寄
基本編

者

宝印刷株式会社
者
贈
寄

中央大学経理研究所
平成28年版第3四半期提出用

者
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■経理研究59
平成28年版第3四半期提出用
■四半期報告書記載例

・会 員 芝 亨氏のご母堂 敦子様
平成28年12月28日ご逝去 満82歳
・会 員 安原 隆人氏のご母堂 康子様
平成29年1月2日ご逝去 満68歳
・会 員 築山 哲氏のご尊父 秀郎様
平成29年1月11日ご逝去 満91歳
・会 員 星野 誠氏のご尊父 芳輔様
平成29年1月14日ご逝去 満80歳
・会 員 塩見 恵子氏のご母堂 和子様
平成29年1月19日ご逝去 満62歳
・会 員 澤田 眞史氏
平成28年12月29日ご逝去 満67歳
・会 員 堺 博氏
平成29年1月10日ご逝去 満91歳
・会 員 梶川 強士氏
平成29年1月14日ご逝去 満68歳
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事務局だより
【弔事】

【寄贈図書】

留意事項編

■第12回「税に関する論文」入選論文集

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につきましては、近畿会事務局までお問い合せください。
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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。
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