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IT委員会

最新事例に学ぶ
情報セキュリティ研修会報告
IT委員会

委員

北川

廣基

2016年11月21日（月）に、富士通エフ・オー・

本研修では、頭では分かっているつもりの情報セ

エム株式会社の堀健太郎氏をお招きし、実施した

キュリティ対策の重要性について、最新動向や、電

「最新事例に学ぶ情報セキュリティ研修」の研修会

子メールのメールヘッダー偽装、メールサーバの盗

の報告を致します。

聴、ウィルス感染時の対策ソフトの動き、単純なパ

参加者65名（近畿会55名、京滋会4名、兵庫会6

スワードに対するパスワードクラック等々の実演を

名）と多数の参加者にご参加いただきました。会員

交えながら、我々が日常的に利用しているITにセ

の皆様の事務所および、クライアントにおける情報

キュリティ事故が発生した場合の危険を目に見える

セキュリティを見直すきっかけになればと、例年研

形で表現し、多くの方に知識だけではなく、実感と

修会を実施しておりますが、今回も非常に好評のう

してセキュリティ対策の重要性を実感していただく

ちに終了することが出来ました。

ように工夫していただきました。

クライアント企業へのIT浸透は言うに及ばず、今
日公認会計士業務においても、IT利用度は年々増加

今回の研修では参加頂いた方々からアンケートを

しているといっても過言ではありません。皆様にお

とりました。その中でご回答いただいた方々の

いても、業務でパソコンを利用し、コミュニケー

100％が今後もセキュリティ研修の必要を感じると

ション手段として電子メールを利用し、情報検索等

回答しています。IT委員会では、会員の情報セキュ

にインターネットを利用しているのではないでしょ

リティに係るリテラシー向上のために、このような

うか。

研修会を続けて行きたいと考えていますので、今回

ITの利用が、公認会計士業務に欠かせない一方
で、情報セキュリティのリスクは日々変化し、深刻

参加できなかった先生方も次回のセキュリティ研修
会には是非ご参加いただければ幸いです。

化しており、セキュリティ対策の重要性は、どれだ

紙面をにぎわせている情報セキュリティ事故の事例

研修内容の概要および研修アンケートの結果は次
頁の通りです。

報 告 REPORT

け強調しても強調しすぎではありません。昨今新聞

は、決して対岸の火事ではありません。
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研修内容の概要
忍び寄る脅威

●情報資産について

●日々のセキュリティ事故事例の解説

●ウィルス感染

●デモ実演
1

・ウィルス検知テストのためのEICAR

・アイコン偽装型ウィルスの感染
・送信メールサーバー（ポート25）への侵入

２

・送信者を偽装したメールの送信・受信

・不正アプリの例、偽ポケモンＧｏ
・URLの偽装、スクリプト実行Webページの例

・受信メールサーバー（ポート110）への侵入
・Zipファイルのパスワードクラック

・偽装ウィルス対策ソフトの画面遷移

など

など

主なアンケートの回答結果
１. 研修は実務に役立つ内容でしたか？

２. 研修の内容について、理解度は
いかがですか？

３. 教材は講演会終了後も実務に役立
ちますか？

13%
28%
40%
60%

72%

87%

1. 大変役に立つ

24名

1. 理解できた

29名

1. 役立つ

35名

2. 役に立つ

16名

2. だいたい理解できた

11名

2. どちらともいえない

5名

3. どちらともいえない

0名

3. あまり理解できなかった 0名

3. あまり役に立たない

0名

4. あまり役に立たない

0名

4. 無記入

4. 無記入

0名

5. 無記入

0名

0名

研修アンケートの主なコメント
●研修で紹介した事例やデモについてのコメント
・非常に良い内容だったと思います。デモを利用して頂いたので、イメージが頭に残ります。
・事例紹介が多くわかりやすかった。ツールの紹介も良かった。
・実際のウェブページをたくさん紹介頂いて、セキュリティのことを深く考えることができました。
・偽メールの具体的なデモ等でセキュリティに対する意識が非常に甘いものだったと強く感じました。セキュ
リティに対する意識は全体として共有されることの大切さも良くわかりました。また今後も同様の講義を強
く希望します。
・なりすましメールのデモとか興味深かったです。
●研修の内容についてのコメント
・もう少し深い内容の研修があれば是非受けたい。
・（研修当日配布したセキュリティに関する冊子を）会社の本棚に置いて共有します。
・ユーザーとして気を付けたいことがたくさんあるということを理解しました。
・私の会社の情報セキュリティ意識の低さに不安を感じていたので、周りの人にも伝えていく必要性を感じました。
・小規模事業者が実施すべきセキュリティ対策。
・WI-FIのもつリスクやウィルス感染後対策について知りたい。

4
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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＆税制・税務委員会 研修会

「元 任期付国税審判官による裁決書の解説」
会員業務推進部／組織内会計士委員会

【 日 時 】 平成29年1月19日 (木)
【 会 場 】 近畿会

種田

ゆみこ

13:30〜16:00

【テーマ】 「元

研修室

第一部

任期付国税審判官による裁決書の解説」
裁決書とは

１．国税不服審判所の概要、特徴
２．裁決書の構成と読み方
第二部

裁決事例解説

①更正の理由附記の不備
②「重加算税」の賦課要件と「偽りその他不正の行為」との関係
③消費税の仕入税額控除における帳簿等の不存在
【 講 師 】 公認会計士

小林

依子 氏（こばやし

よりこ）氏 （元

任期付国税審判官）

【 経 歴 】 大学卒業後、大阪国税局入局、同局管内の税務署において、法人税等の税務調査に従事。その
後、朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）大阪事務所に入所、会社法、金商法等監査の
他、学校法人監査、上場準備支援、内部統制構築支援、IFRS導入支援、デューデリジェンス等の
業務に従事。平成25年7月から平成28年7月まで大阪国税不服審判所において、任期付きの国税
審判官として審査請求事件の調査審理事務に従事。国税通則法、法人税法、所得税法、国際課税
等の事件を担当した。

近畿会会員業務推進部及び組織内会計士委員会で

第一部

裁決書とは

は、これからないし既に独立や監査法人以外に転職

１．国税不服審判所の概要、特徴

している若手・中堅会員に参考となるように、公認

（１）概要

会計士が監査法人を離れた後、監査以外の領域のど

納税者の正当な権利利益を救済すること及び税務

のような仕事で活躍できるのかということを、現在

行政の適正な運営を確保することを目的とした国税

他の色々な領域でご活躍中のベテランの方々を講師

庁の特別の機関

にお招きして研修会・講演会を開催してくことにし
２回目の今回は、税制・税務委員会も共催し、監
査法人から大阪国税不服審判所において任期付きの
国税審判官として審査請求事件の調査審理事務に従

（２）特徴
①独立した第三者的機関：
国税不服審判所長は裁判官出身（他の主要な
役職に検事や弁護士の出向もある）。

事してご活躍された、公認会計士の小林依子氏をお

国税不服審判所職員は基本的には国税職員で

招きし、この仕事で得た知識及びプロフェッショナ

あるが、国税審判官の約半数（約50人）は民間

ルとしてのご経験をお話していただきました。

専門家（弁護士、公認会計士、税理士）からの

次にレジュメに沿って、簡単に伺ったお話を記載

任期付採用となっている。

します。
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②職権探知主義：
担当審判官は、審査請求事件について「調査・
審理」を行うが、適切に審理を行うために、審査

れる。簡潔明瞭で、わかりやすい裁決書を作成する
ために、判断の途中の過程や判断に必要ないことな
どは裁決書には記載しない。

請求人及び原処分庁の双方から証拠書類を提出
してもらうだけでなく、必要がある場合には、

２.

職権により調査を行うことができる。

（１）一般的な裁決書の構成（２）裁決書に記載して

裁決書の構成と読み方

いる内容（３）事実認定（４）法的三段論法による記
③行政の最終判断：

載（５）法的三段論法（６）「争点」とは何か？

裁決は、行政部内における最終判断となる。し
たがって、原処分庁は、裁決の内容を不服とし

第二部

裁決事例解説

て訴訟を提起することはできない。また、裁決

裁決事例として、今回、３つの基本的なものを用

は、原処分庁が行った処分より審査請求人に

意いただきましたが、監査ばかりをしてきた会計士

とって不利益となることはない。

からは特殊性を感じました。当日は以下に記載した
裁決事例も配布いただきましたが、全て国税不服審

④争点主義的運営：

判所のＨＰで見ることができるそうです。

審査請求は、原処分すべてを対象とする総額
主義を前提としているものの、国税不服審判所
は、審査請求人と処分を行った原処分庁の双方
から事実関係や主張を聴き、原処分を行うため

① 更正の理由附記の不備
裁決事例：平成24年4月9日裁決
②「重加算税」の賦課要件と「偽りその他不正の行

の法律上の要件に関する双方の主張の相違点で

為」との関係

ある争点を中心に調査・審理を行っている。

裁決事例：平成28年4月25日裁決
平成9年11月26日裁決

（３）裁決までの流れ
審査請求書提出→形式審査→合議体（審判官3
名）形成、担当審判官指定→合議体が調査・審理
（⇒原処分庁の書類を調べ、関係人にヒアリング）

裁決事例：平成22年12月1日裁決
平成13年8月24日裁決
③消費税の仕入税額控除における帳簿等の不存在
裁決事例：平成19年10月3日裁決

→議決（多数決による）→法規・審査→審判所長に
よる裁決（⇒当事者双方に送付）

裁決書は50〜60ページ、多いものは100ページ
もあるそうで、税務業務をしている会計士でも日常

・審判所として公表されるのは裁決書がすべて（他

的に目を通すことは少ないですし、慣れるまでは読

に、審判所が調査・審理の過程およびその判断を

みにくいように感じますので、今回は基本的なもの

説明する手段はない。個別具体的な質問等に審判

を題材にわかりやすく要旨を解説頂けて、小林氏に

官が答えることもない。）。裁決書のうち公表相

は感謝しております。

当のものがＨＰ等に掲載されている。

6

・議決に基づき審判所長が裁決を行う。「基づき」

今回は若手・中堅に限らず約80人と沢山の会員・

とは？⇒「合議体の意見を尊重して」という意味

準会員の方々が参加され、任期付国税審判官の仕事

であるが、審判所長が、議決内容について事実認

及び裁決書の解説に対する関心の高さが窺えまし

定及び法令解釈等に誤りがあると判断したときは、

た。当日のレジュメに書いてないお話からは、今後

調査・審理が不十分として合議体に差し戻される。

のキャリアを考えていくヒントに、また税務実務の

「法規・審査部」は、法律上の要件や先行裁決、判

参考にしていただけたかと思います。今後も近畿会

例等との整合性等を確認する部署であり、法規・審

会員業務推進部と組織内会計士委員会及び関連する

査部を経て、審判所長が「裁決」を行い、裁決の内

委員会とでこのような研修会を企画しておりますの

容を記載した「裁決書謄本」が当事者双方に送付さ

で、引き続き多数のご参加をお待ちしています。
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「調査報告書の実例をもとにした不正事例の考察」
近畿会

監査会計委員会委員長

疋田

鏡子

第259回企業財務研究会

日本公認会計士協会関西地区三会と日本監査役協会

【日

時】平成29年１月27日（金）10:00〜12:00

関西支部との共同研究会

【会

場】大阪合同庁舎第四号館

【日時】平成29年3月10日（金）17:00〜19:00

【出席者】近畿財務局

花田一夫理財部次長

他10名

【会場】日本監査役協会関西支部

近畿会

髙田篤会長

他 9名

【出席者】日本監査役協会関西支部

兵庫会

林俊行会長

他 2名

近畿会

後藤紳太郎副会長

他12名

京滋会

岩淵貴史副会長

他 3名

京滋会

木田稔会長

他 2名

兵庫会

北本敏副会長

他 1名

【発表者】疋田鏡子

（監査会計委員会委員長）

会議室
14名

田中知幸

（監査会計委員会副委員長）

山添清昭

（監査会計委員会副委員長）

田中知幸（監査会計委員会副委員長）

渡部靖彦

（監査会計委員会副委員長）

山添清昭（監査会計委員会副委員長）

【発表者】疋田鏡子（監査会計委員会委員長）

渡部靖彦（監査会計委員会副委員長）

近畿会監査会計委員会では、活動の一環として年
間を通じた調査研究を実施しており、今年度は「調

●選定対象
・インターネット等で不正関連のキーワードで検
索した結果、任意で9社を選定。

査報告書の実例をもとにした不正事例の考察」を行

・「財務諸表監査における不正（監基報240第3

うことにいたしました。監査会計委員会で不正を

項）」の分類に従い資産の流用と不正な財務報

テーマに調査研究を行うのは３年ぶりとなります

告（いわゆる粉飾）にわけ、特に不正な財務報

が、一昨年に発覚した社会的に影響の大きい不正案

告については、不正事例の案件が多い会計不正

件や、不正リスク対応に関する研修がCPE制度で必

と工事案件による不正を抽出。3つのカテゴ

須の履修項目となったことも踏まえると、改めて当

リー（資産の流用、会計不正、工事案件）の中

該テーマを取り上げる良い機会となりました。よっ

から、論点につき具体的な記載になっている

て、企業財務研究会及び日本監査役協会関西支部と

か、読者が理解しやすいように記載されている

の共同研究会において、当調査研究に基づいて発表

か、そして不正事例の学びの参考にしやすい内

を行いました。

容となっているかという点で３事例を選定し、

Ⅱ．不正事例の選定方法および分類方法
不正リスク対応基準導入後も不正事案の発生状況

報告対象とした。
●考察のポイント

は一向に減ることもなく、年間100社程度は発生して

以下の観点から各事例の考察を行いました。

いるといわれています。その中で、当調査報告では

・不正の手口および概要

次の選定方法により事例の絞込みを行いました。

・不正の発覚経緯

16995

報 告 REPORT

Ⅰ．はじめに

7

平成29年4月10日 第694号（4月号）

近畿 C.P.A. ニュース

報 告 REPORT

Ⅲ．発表の概要

・３つの不正リスク要因

●事例１

・不正行為者の特性と類型

・概要：経理担当者による会計処理不正

・再発防止策

連結子会社において、原価計算システム（帳簿
システム）の数値の改ざんや財務会計システム上

●不正行為者の特性と類型
本報告では、不正事例の分類として、「上場会
社の不正調査に関する公表事例の分析（経営研究
調査会研究報告第40号）」を参考に、不正行為者

・不正の手口
①原価計算の帳簿システムの数値の改ざん

れに該当するか確認を行いました。明確に区分す

②財務会計における決算数値を本件帳簿システム

ることが困難な事例については、各発表者の判断

上の数値に合わせるための不適切な振替処理

図表Ⅱ-4

本帳簿システムの不備に起因した原価計算と会
計決算の数値の齟齬につき、本来原価計算の数値

不正行為者の特性と九つの類型

経営者

①

②

③

上位管理者

④

⑤

⑥

その他従業員

⑦

⑧

⑨

内部共謀

外部共謀

単

独

①経営者単独の不正
②経営者同士、経営者と上位管理者あるいは経営者
と従業員といった内部共謀による不正
③経営者と他の会社や外部者との外部共謀による不正
④上位管理者単独の不正
⑤上位管理者同士あるいは上位管理者と従業員との
内部共謀による不正
⑥上位管理者と他の会社や外部者との外部共謀によ
る不正
⑦従業員単独の不正
⑧従業員同士の内部共謀による不正
⑨従業員と他の会社や外部者との外部共謀による不正
(出典：上場会社の不正調査に関する公表事例の分析)
●発表者
監査会計委員会のメンバーより報告を行いました。
はじめに
疋田鏡子（監査会計委員会委員長）
事例１ 会計不正事例
田中知幸（監査会計委員会副委員長）
事例２ 工事案件事例
山添清昭（監査会計委員会副委員長）
事例３ 資産の流用事件
渡部靖彦（監査会計委員会副委員長）

16996
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に基づいています。
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不適切な振替処理を行い、同社の売上原価を過小

を会計決算の数値に合わせるべきところ、原価計
算の方に合わせるため、平成X0年12月に経理担
当者Ａ氏（当時）が、売上原価を過小にする目的
で振替伝票を起票するという誤った会計処理を
行った。これに加え、平成X1年3月期第4四半期
以降においては本件帳簿システムにおける原価計
算の数値に会計決算の数値を合わせるため、売上
に対応する原価を正しく期間収益に対応させず
に、原価差額を未収入金に振替えるために振替伝
票を起票し、平成X1年3月期の損益の調整を行っ
た。それ以降の期においても、不適切な振替伝票
を起票し、損益の調整を行った。
・発覚
平成X3年2月、親会社経理部門が連結子会社の
財務諸表の点検を行ったところ、連結子会社の貸
借対照表の一部勘定科目において計上額が過大で
はないかとの疑念が生じた。
この報告を受けた親会社経理部門等が、平成X3
年3月上旬に連結子会社に出向き、より詳細な調
査を行ったところ、過年度より売上原価を仕掛品
等に振替える費用の繰延等の不適切な会計処理が
あり、連結子会社売上原価が過少に計上されてい
ることが判明した。
●事例２
・概要：上位管理者の外部共謀による不正
建設会社のA支店において、工事原価の付替え
とこれに伴う工事原価の一部先送り、工事原価の
未払計上の遅れなど不適切な会計処理が行われて
いた。

近畿 C.P.A. ニュース
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を与えたものである。
・不正の手口

②工事原価の一部先送りによる原価計上の遅れ

元役員が外部業者に指示し、実際に提供した業

③工事進行基準における工事未払金の過大計上

務以外に架空の費用を請求させていた。請求は経

・発覚
Ａ支店の支店長より、当該支店の過去の工事に
おいて、不適切な原価処理がなされている旨、報
告があり発覚した。

理部門等を通さず自らの決裁で支払いに廻し、架
空請求分は当該外部業者から自分の口座に振り込
ませていたものである。
・発覚

・Ａ支店の前支店長主導の下で、Ａ支店が受注し

国税局の連結子会社に関する反面調査により、外

た建設工事について、当該工事の実行予算が足

部業者への支払取引につき実態が掴めないものがあ

りない旨、現場所長より報告を受け、Ａ支店の

り、取り調べの結果、外部業者との共謀による費用

協力業者等に工事原価の付け替えを持ち掛け、

の水増し計上を行っていた事実が判明した。

その旨了解を得た協力業者等に対する工事原価
をＡ支店受注に係る別の建築工事の現場に付け

Ⅳ．まとめ

替えるなどした（期を追うごとに累積増加）。

日本監査役協会との共同研究会において、「不正

・工事進行基準が採用された建設工事について、

事案に対して監査役として気をつけるべきことは」

実際に施工した工事出来高よりも早期に出来高

との質問に対し、発表者より「会計監査人との情報

が完成したと称して工事出来高をかさ上げし、

共有の重要性」および「工事案件は現場確認が重

工事原価の未払い金を過大計上し、利益を過大

要」と回答しました。最後に後藤副会長より「不正

計上した。

を発生させないことが一番重要である。不正発覚時
には“想定外だった”という言葉が良く聞かれる

●事例３

が、これからは想定外を想定内にしていく必要があ

・概要：連結子会社の上位管理者（親会社の執行役

る。そのためには、会計監査人および監査役の双方

員）による外部業者との共謀による着服事例

が不正事例を学びの場とし、特に内部統制の整備運

（キック・バック）である（「資産の流用」）。

用状況を見直す機会としたい」という発言がありま

連結子会社のＡ元常務取締役（以下「元役員」

した。監査役の関心も高い不正事案の研究を通じて

という）が、遊興費の捻出のため、長期に渡り外

監査役とのコミュニケーションが深まった有意義な

部業者を巻き込み、共謀による外部委託業者への

会となりました。

報 告 REPORT

費用の水増し請求をさせ、当該連結子会社に損害
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関西地区三会共催研修会

「組織内会計士のための法律知識と実務」研修報告
組織内会計士委員会

【日

時 】 平成29年2月6日（月）18:30〜21:00

【場

所 】 日本公認会計士協会近畿会

副委員長

堀

貴行

研修室

【 テ ー マ 】 「組織内会計士のための法律知識と実務」
【講

師 】 関西電力株式会社

弁護士

中室

祐 氏、大幸薬品株式会社

日本公認会計士協会近畿会で開催された研修会に
ついて報告します。今回の研修は「組織内会計士の
ための法律知識と実務」です。

弁護士

森田

慈心 氏

を目的としており、違法行為が具体的に法定されて
いるのが特徴です。
経理部に所属されている会計士の方々は、特に支

講師として、組織に所属されている中室弁護士と森

払に関する禁止行為（下請代金の減額、下請代金の

田弁護士にご登壇いただき、実務的な事を中心に解説

支払遅延）については、しっかりと内容を理解して

いただきました。組織内弁護士による研修会は、今回

おかないと、違法という認識の無いまま違法行為を

が2回目でして、前回同様、大変好評でした。

行ってしまう可能性があるため、注意が必要だと思

前回は1年間のトピックとして、10個のテーマに

いました。

ついてお話いただきましたが、今回はテーマを4つ
にしぼり、1つ1つをより深くお話いただき、また、

第２部

テーマ１

インサイダー取引

実務に近い内容をご披露いただきました。

休憩を挟み、講師が交代しての、第2部1つ目の
テーマはインサイダー取引についてです。

第１部

テーマ１

株主総会

組織に所属する会計士は、その業務の特性上、重

最初のテーマは株主総会です。株主総会は、組織

要事実に接する機会は多いと思います。インサイ

内に所属する弁護士と会計士の双方が深く関わるイ

ダー取引だと認識せずに株取引をしてしまうと、自

ベントのため、研修参加者の関心も高かったと思い

分だけでなく、組織にも多大な迷惑をかけてしまう

ます。

恐れがあります。正しい知識を習得することは、組

開催時期、所用時間やコーポレートガバナンス

織内会計士としては必要不可欠だと思いました。

コードの影響など、最近の傾向について解説いただ

重要事実や公表といった語句の定義をしっかりお

き、株主総会の事務局業務について、詳しくお話い

さえ、最近の事例も踏まえた講義内容は、非常に役

ただきました。

に立つことと思います。

事務局業務の大きな負担は、Q&Aの作成と、総
会本番での株主質問対応であり、現場の苦労が伝

第２部

テーマ２

労働時間規制

わってきました。

第2部2つ目のテーマであり、本日最後のテーマ
は、労働時間規制についてです。

第１部

10

テーマ２

下請法

大手広告代理店の事件を契機に、最近にわかに話

2つ目のテーマは下請法です。下請法とは、下請

題となっているテーマでありますが、実際に組織に

代金支払遅延防止法が正式名称で、下請業者の保護

所属している限り、必ず関係してくるテーマであり

16998
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ます。自分の身を守るためだけでなく、管理する側

修会を開催していきますので、引き続きご参加をお

になった場合でも、法令違反にならないように、労

待ちしております。

働時間、休日、割増賃金や有給休暇など基本的な知
識はしっかりおさえる必要があります。
ブラック企業にならないようにするためにも、今
回の研修内容は有意義であり、また、最近の動向に
ついても解説いただいたので、今後、ニュースを見
る時の視点も変わると思います。

まとめ
今回扱った4つのテーマは、どれも組織内会計士
にとって身近なテーマであり、今後の実務に参考に
なる内容であったと思います。今後もこのような研

報 告 REPORT

参考：研修資料抜粋
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監査報告書への監査情報（KAM）の記載
監査会計委員会

【日

時 】 2017年2月17日

【場

所 】 日本公認会計士協会近畿会

【講師紹介】 林

富田

真史

13時30分〜15時40分
研修室

隆敏 氏

略歴：1994年関西学院大学大学院商学研究科単位取得満期退学
甲子園大学経営情報学部専任講師を経て、1999年より関西学院大学に勤務
元公認会計士試験試験委員（平成19〜22年度）
現在：関西学院大学商学部教授、学長補佐、博士（商学）
金融庁企業会計審議会専門委員（監査部会）

三会共催研修会として、関西学院大学商学部の林隆

監査報告書改革の必要性とIAASBの
監査報告プロジェクト

敏教授を講師にお招きし、「監査報告書への監査情

次にKAMの監査報告書への記載が検討された経

報（KAM)の記載」をテーマにご講演頂きました。

緯とIAASBの監査報告プロジェクトの概要につい

以下では林先生のご講演内容について、概要をご報

てご紹介いただきました。

告いたします。

●きっかけは2008年のリーマン・ブラザーズの連邦

2017年2月17日、監査会計委員会では関西地区

破産法11章適用申請と破綻、いわゆるリーマン・

目的
はじめに今回のご講演の目的として、次の2つの

ショックによる世界的な金融危機に端を発する。
●欧州諸国でのリーマン・ショックのインパクトは

点が挙げられました。

日本で感じている以上のものがあり、監査法人の

●国際監査基準（以下、ISAまたはISAs）701の規

ガバナンスコードや監査法人のローテーションの

定を確認し、「重要な監査事項（Key Audit Ma-

議論とともに、従来の短文式監査報告書の問題点

tters：以下、KAM）」の定義、性質、監査報告

も大きく取り上げられるようになった。

書への記載内容などを理解する。

→すなわち、紋切り型の記載（Boilerplate・pass/

●イギリスの監査報告書の事例を参考にして、監査

fail model）に対する批判がなされ、短文式監査報

報告書に監査情報を記載することの意義と課題を

告書には「読む価値（伝達価値：Communication

考える。

Value）」がないという意見が聞かれるように

ISA701は2016年12月15日以後に終了する事業

なった。

年度の財務諸表監査から適用が開始されており、今

IAASBの監査報告プロジェクトについては、2009

後は適用が求められているEU諸国の事例が順次公

年9月のIOSCO討議文書「監査人のコミュニケーショ

開されていくものと考えられますが、先行事例とし

ン」から始まり、同年12月には国際会計士連盟（以

て英国の実務をご紹介いただきました。ただし、イ

下、IFAC）の国際監査・保証基準審議会（以下、

ギリス監査基準で監査報告書に記載が要求されてい

IAASB）と米国公認会計士協会（以下、AICPA）

る監査情報はISAsのものとは異なるため、あくま

による、標準監査報告書に対する利用者の見方に関

で参考情報という事でした。

する共同委託調査が公表され、2011年12月には正
式にIAASB会議で監査報告プロジェクトの開始が
決定されています。2014年9月には基準が確定し、

12
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2015年1月15日にISA701をはじめとした関連する
ISAの改正が公表された旨をご紹介いただきました
（図1参照）。
[図1]

IAASBの監査報告プロジェクトの概念図

新設されたISAsは、KAMそのものについて規定
しているISA701だけですが、IAASBの監査報告プ
ロジェクトとしては、その他に関連する規定もあわ

（※１）未解決の事項が書かれているのではないかという

せて改訂が行われています。それらのISAsに基づ

誤解のないよう、対処されている旨を明記する。

いて、今般の長文式の監査報告書が作成されること

（※２）日本でいう監査役等に相当。経営者の責任が拡張

になります。今後、日本においてKAMが導入され

されている。ガバナンス責任者は財務報告プロセ

る場合には、ISA701やISA720が監査基準委員会

スを監視する責任を有する旨を明記。

報告書として公表されることになるだろうとご説明
いただきました。

ひな形の記載事項自体も省略されている部分があ
りますが、それでもA4で3ページ分あり、従来の短

KAMを含む新しい監査報告書の概要

文式監査報告書に比べて情報量が大幅に増えている

IAASBの監査報告プロジェクトによる新しい監査

ことが分かります。

報告書の特徴として、次の点を紹介いただきました。
適用も可）

ISA701の規定内容
次にISA701で規定されたKAMの内容について

・KAMの記載

その要旨をご紹介いただきました。

・業務執行社員の氏名の開示

（１）KAMの伝達の目的（2項）

●全ての監査に適用
・原則として意見区分を監査報告書の先頭に置
き、その次に結論の基礎区分を置く
・継続企業の前提に関する報告の強化
・監査人の独立性および関連する倫理上の責任の
遂行に関する記載
・監査人の責任および監査の重要な特徴に関する
記載の強化
先行事例として紹介されたRolls-Royce Holding

●実施された監査に関する透明性を一層高めることに
よって、監査報告書の伝達価値（Communication
Value）を高める
●当期の財務諸表監査において監査人が最も重要
であると判断した事項を財務諸表の想定利用者
が理解するのに役立つ追加的な情報を提供する
●企業および監査済み財務諸表における重大な経
営者の判断が介在する領域を想定利用者が理解
するのに役立つ

社の監査報告書は英国の会社のため、ISAsそのも

●企業、監査済み財務諸表および実施した監査に

のが適用されている訳ではなく、上記とは若干異な

関連する事項について、経営者およびガバナン

る部分がありますが、おおむね同一の内容と考えら

ス責任者との「目的を持った対話」の基礎を提

れるとのことです。

供する

また、ISA700による監査報告書のひな形につい

いずれにしても、財務諸表の利用者は、同じ無限

てもご紹介がありました。項目を抜粋すると次のと

定適正意見でも会社によって意味合いは異なるはず

おりです。

と考えており、監査人が監査を行うにあたって大事

17001
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だと思ったところをKAMとして報告することが監

[図2]

KAMの決定イメージ

査報告書の価値を高めると考えているようです。ま

ガバナンス責任者に
伝達した事項

た、KAMは「最も重要」と言っているものの、各

監査人が特に
注意を払った事項

企業で複数個のKAMが記載されることが前提と
なっています（後述）。

KAM

（２）KAMの性質
●KAMは監査意見に関係するものであり、経営
者が財務諸表に開示すべきことに代わるもので
はない
●除外事項として書くべき事項に代わるものでは
ない
●継続企業の前提に重要な不確実性がある場合、
それはKAMに該当するが、監査報告書には
ISA570に従った所定の記載を行う
●個別事項に対する意見（個別意見）ではない

（６）個々のKAMの記載
KAMを記載する場合は、財務諸表に関連する開
示があれば、それへの参照を含み、かつ、次の事項
に対応しなければならない。
(a)当該事項が最も重要な事項の一つと考えられ
KAMであると決定された理由（なぜKAMと
決定したか）
(b)監査においてどのように対応されたか
英国ではこれに加え、対応した結果で何が分かった
かについても自発的に開示される傾向にあるとのこ

（３）IAS701の適用対象

とです。

●上場会社の完全な一組の一般目的財務諸表の監

また、次の事項が留意点としてあげられています。

査に適用（機関投資家を意識したものとなって

●KAMは財務諸表に開示がなくても必要があれ

いる）

ば記載する
●一次情報（Original Information）の開示は経

（４）KAMの定義
●監査人の専門家としての判断において、当期の
財務諸表監査において最も重要な事項
●ガバナンス責任者に伝達した事項の中から選択
される
●KAMの重要性は、当該事項の相対的な重要性

営者やガバナンス責任者の責任
●企業についての一時情報を不適切に提供するこ
とになるようなKAMの記載は避けるように努
める
●財務諸表に開示されていることの単なる繰り返
しではない

をいい、監査人によって判断される
元々はドイツ企業の監査役会に提供していた長文

（７）その他

の監査結果報告書がもとになっているとされてお

●KAMが無いという判断も認められる

り、これを外部にも見せれば財務諸表利用者に有用

●ただしKAMの区分は必ず用意され、KAMが無

だと考えてKAMを記載することになったと考えら

い場合はその旨を記載する

れるそうです。

KAM記載の賛否
（５）KAMの決定
KAMを決定する際には次のものを考慮する
●重要な虚偽表示リスクが高い領域、またはISA315

●支持する見解
・利用者が監査の結論をよりよく理解できる

Risk）（「特別な検討を必要とするリスク」と

・監査プロセスの透明性を高め、監査および財

●重要な経営者の判断にかかわる財務諸表の領域
についての監査人の重要な判断
●当該期間に生じた重大な事象や取引の監査に対
する影響

17002

な意見があるのかご紹介がありました。

に準拠して識別した重大なリスク（Significant
おおむね同義）
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KAMを記載することの賛否について、どのよう

務報告の質を改善する
・利用者が重大な経営判断に関連する企業およ
び財務諸表領域を理解するのに役立つ
・機関投資家と経営者やガバナンス責任者との
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[表2]

スク（RMM）の個数

・企業の一時情報を開示することになり、経営
者・ガバナンス責任者・監査人の責任をあい
まいにする
・判断基準に合致する事項（重要な会計方針や
見積りに関連する事項など）は財務諸表に適
切に開示されていることが前提であり、KAM
の記載は冗長
賛否はさまざま聞かれるようです。先生からは
「KAMから逃げるのではなく、これを機会に監査
人もKAMをうまく利用して、監査をより良く、よ

監査報告書に記載された重要な虚偽表示リ

統計量

英国の事例分析
分析いただき、現時点での最新かつ最先端の情報を

−2年度

95

93

合計

429

432

425

平均

4.42

4.55

4.57

最大

18

8

10

中央値

4

4

5

最小

1

1

2

2.20

1.56

1.53

標準偏差
記録数

会計年度
直近年度

−1年度

−2年度

1-3個

36

27

23

4-6個

50

56

62

7-9個

10

12

7

1

0

1

97

95

93

10個以上

今回のご講演にあたり、英国の実務について調査・

−1年度

97

標本数

り監査しやすくすることを考える方がよいのではな
いか」というご助言をいただきました。

会計年度
直近年度

合計

次に表2では記載されたRMMの個数が分析されて

共有いただきました。

います。ページ数は増えているものの、全体として

（１）調査の概要

RMMの数自体は平均・中央ともにやや減少してい

2017年1月1日時点でFTSE100種総合株価指数

ます。また、各社のRMM個数の分布を示したもの

の構成銘柄を発行しているロンドン証券取引所上場

が下の表になります。

企業100社を対象とし、2017年1月の調査時点で入

[表3]

監査報告書に記載されたRMMの分類
（記載数順）

手できる各社の最近4事業年度の年次報告書を閲
覧。業種は限定せず実施。

リスクの分類

※なお、英国の監査基準ではKAMではなく、重要な

収益認識における不正リスク

46 長期契約(工事契約を含む）

10

税金

43 仕入先への報奨金、割引

10

収益認識

39 保険負債

9

のれんの減損

34 非経常項目

9

退職給付

24 販売目的保有資産

8

引当金

23 財産評価

8

のれん以外の資産の減損

22 偶発債務

8

買収・事業譲渡

19 継続企業

6

金融商品

18 アクルーアルズ

5

棚卸資産

15 開発費

4

投資

13 株式報酬

4

情報技術

13 鉱物・石油・ガス資産

経営者による内部統制の無視

11 その他

原価の資本化

10 合計

虚偽表示リスク（Risk of Material Misstatement：
以下、RMM）が開示されています。以下の分析に
おいてRMMとされているものはKAMと同義です。
（２）分析結果の概要
ご紹介いただいた分析結果のうち、主な3つにつ
いて記載します。
[表1]

監査報告書の長さ（ページ数）

統計量

会計年度
直近年度

−1年度

−2年度

記載数 リスクの分類

記載数

3
15
429

標本数

97

95

93

最大

11

9

7

5

5

3

平均

5.57

4.82

3.57

るか分析されています。収益認識や税金・のれんの

最小

2

2

2

減損など一般的にリスクが高いと考えられる項目が

1.83

1.65

1.11

中央値

標準偏差

表3はどのような項目がRMMとして記載されてい

多く記載されていることが分かります。

表1では監査報告書の長さが分析されています。
最小のページ数は変わりませんが、最大や中央値は

Rolls-Royce Holdings社の事例紹介

伸びており、平均でも毎年約1ページずつ増えてい

最後に2015年12月期のRolls-Royce Holdings社

ます。この結果を通じ、英国では制度の導入と実務

（以下、Rolls-Royce社）の監査報告書を見なが

と定着等に応じ、少なくともページ数は伸びている

ら、ISAsのKAMに相当するRMMを記載した英国

報 告 REPORT
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旨が紹介されました。
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式の監査報告書の特長についてご紹介いただきまし
た。Rolls-Royce社は調査対象会社の中でRMMの

（質問）監査報告書に記載されたRMMに否定的な内
容のものは見られたか。

記載数が最も多く18個（詳細が記載されているのは

（回答）ゼロではないが重要な不満足事項は除外事

8個）あり、イギリス投資協会（Investment

項として記載されることになる。発見事項

Association：投資ファンドマネージャーの団体）

を指摘し、経営者が修正したという記載も

からRMMの開示が優れているとして2015年度の

見られた。

Audit Reporting Awardで表彰されているそうで
す（2年連続）。ページ数はA4で8ページあり、中

（質問）KAMを書くリスクと書かないリスクについ
てどう考えればよいか。

にはチャートや円グラフも含まれています。このう

（回答）追記事項と同じで、書くべきことを書いて

ち、３つのRMMについては特に日本語訳のうえで

いなければ責任が生じると考えられる。一

詳細をご紹介頂きました。

方、本来監査人が記載すべきでない「一次情

Rolls-Royce社の監査報告書では、識別された18

報」を書いてしまうケースも考えられる。

個のリスクのうち、監査に強く影響する8個のRMM

（質問）KAMとなる可能性が高い見積りについて、

について詳細が説明されており、それぞれ共通して

企業側が記載しないことが多い。

次の3つの事項が記載されていました。

（回答）KAMを通じて、経営者の記載が甘いことを

●リスクの概要：どのようなリスク項目か。また、

監査人が指摘せざるをえないことを企業に

前年度に比べてリスクが高まったかどうかなども

説明して、記載を促していくことはできな

記載されている。

いだろうか。KAMを記載することで経営者

●私たちの対応（実施された監査手続）：実際にど
のような手続きをどのような考え方に基づいて実

や監査役等にプレッシャーをかけていくこ
とはできるのではないかと考えている。

施したかが記載されている。以下は、その一部を
抜粋したもの。
（例）

まとめ
私たちにはまだまだ馴染みのないKAMではあり

「民間航空宇宙事業における収益及び利益の測定」

ましたが、企業会計審議会監査部会の専門委員も務

に関連してリスクを考慮する際に、私たちは、特に

めておられた林先生より、大変分かり易く丁寧にご

189百万ポンドの利益を認識する事となった長期契

紹介をいただく事ができました。質疑応答も含める

約により得られる将来収益の予測におけるリスクの

と10分ほど時間を超過してしまいましたが、大変盛

測定基礎の見直しに関して、無意識の偏向または組

況で有意義な研修会であったと思います。

織的な偏向の可能性を強く意識し、長期契約におけ

研修会の最後に、後藤副会長から参加者に向け

る収益と原価の見積額を変更した根拠について説明

「林先生のお話を聞いてKAMの記載をわが国にも

を求めた。

導入すべきと考えるかどうか」について問いかけを

●発見事項：手続きの結果、問題がなかったのかど

頂きました。賛成・反対・今は決められないと、3

うかについて記載されている。

つに分けて挙手を求められましたが、それぞれ同数
程度で、ご参加いただいた会員の皆さんも、判断に

上記のとおり、経営者や監査役等への結果報告等
での報告内容に相当するような情報が監査報告書に
記載されていると言えます。

は迷う、といった様子ではなかったでしょうか。
報告者個人の感想としては、KAMを記載するこ
とが本当に利用者のニーズであり、有用性があると
いうことであれば、いたずらに反対するのではな

質疑応答

く、まず内容を十分に理解し、経営者・監査役との

最後に数名の会員から質問があり、丁寧にご回答い

コミュニケーションを円滑にするためにどのような

ただきました。おもな質疑応答は次のとおりです。

活用ができるのか、そのような検討を行うことに意
味があるのではないかと感じました。
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「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 〜」
中堅・若手会計士委員会

委員長

奥澤

望

「キャリアデザイン・ワークショップ2016」は

は高まっている。監査法人から人が出てこないこと

本年度から中堅・若手会計士委員会が企画した研修

もあり、需要ひっ迫で提示年収は高騰傾向にあり、

会で、2016年度において全四回の開催を企画して

2、3年前と比べて50〜100万円高くなっている。

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。

求人募集をする企業に、会計士を採用したい理由
を聞くと、一番にあげられるのが、「監査業務を通
じて、多くの企業のことを知っているため」とのこ

キャリアデザイン・ワークショップの趣旨

とであった。監査法人に勤務されている方は、監査

中堅・若手の会計士は日々の業務に忙殺されつ

法人で得られる経験の貴重さを意識して業務に取り

つ、一方で変革が求められるなどの環境変化によ

組んでほしい。

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
する会計士の話を聞くとともに、ディスカッション

２．会計士のキャリア選択における良いケース、悪いケース

を交えたワークショップを実施いたします。

（悪いケース１）いつまでも決断できない
会計士は職業柄、リスクを考慮して判断するこ

平成29年2月18日（土）に近畿会会議室におい

とが多いため、人生に関するリスクに過敏になる

て、「キャリアデザイン・ワークショップ2016

傾向にある。これは、監査法人に長くいるほど顕

（第三回）〜公認会計士の市場価値〜」研修会が実

著である。また、決断できない理由として、自ら

施されました。第三回目は、公認会計士専門の転職

が将来やりたいことを具体的に描けていないこと

エージェントである株式会社PCPの代表取締役で、

が多い。

ご自身も公認会計士である桑本慎一郎氏を講師とし
（悪いケース２）安易に転職してしまう
こちらも同様に、自らが将来やりたいことを具

た、中堅・若手会計士のキャリアデザインの考え方

体的に描けていないため、エージェントに勧めら

についてご講演いただくとともに、自己分析シート

れるままに転職してしまい、転職後にミスマッチ

を用いて、今後のキャリアを考えるワークショップ

が起きることがよくある。エージェントにとって

を実施しました。

は、年収が高いところに、早く転職を決めるのが
一番売上貢献できるため、年収が高いところを勧

研修会
（講師）株式会社PCP

めてくる傾向にある。
代表取締役

桑本 慎一郎 氏（公認会計士）
１．公認会計士の市場価値について
アベノミクスによる景気好況を背景に会計士需要

（悪いケース３）独立したものの非常勤監査ばかり
してしまう
監査法人を退職し、独立したものの、年収を維

17005
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持するために非常勤監査に時間を取られてしまっ
て、自分がやりたいことに時間を割くことができ
なくなる。独立するなら１年間は収入がなくても
食べていけるだけの貯蓄をしておき、やりたいこ
とに注力したほうがよい。

Ｑ．なぜ現職の会社に入られたのですか？
・将来独立するために、多くの会社を見ることが
できる監査法人に入った
・親が会計事務所をやっているため、会計事務所
に入った
・企業の事業内容に惹かれたため、企業に入った

（良いケース１）現職の恵まれた状況を再認識し、
覚悟をもって現職に残留。
転職活動を通じて、自らのキャリアに真剣に向
き合った結果、現職での仕事に覚悟をもって取り
組めるようになり、業務の充実度やその後の出世
につながる活躍ができた。

Ｑ．働き方の中で、お金と時間とやりがいについ
て、優先順位をつけるとしたら？また、それは
なぜですか？
・同じグループ内でも優先順位はばらばらであ
り、個人差があった。
・いずれも、優先順位を考える物差しは、何があ

（良いケース２）目標を達成するために必要なスキ

れば人生を豊かに送れるかとの観点であった。

ルを培える会社を経由し、目標を達成。
CFOとして働きたいとの目標をもち、そのために
必要なスキルを培える会社に転職したことにより、
最終的に目標とするCFOになることができた。

Ｑ．会計士の仕事上の強みと弱みはどんなものがあ
りますか？
（強み）
・会計士は好奇心があるため、初めてのことでも

（良いケース３）独立起業して自分の成し遂げたい
ことを一直線で猛進
目標をもって独立起業した場合は、起業当初は
苦労したものの、充実した毎日を過ごしている会
計士が多い。

物事を突き詰めていける。
・業務に対するコミット力が強い
（弱み）
・好奇心が強い一方、飽きっぽい人が多い。もう
少し根気強く業務を続けることも必要

以上、まとめてみると良いキャリア選択を行うに
は以下の点が重要である。
・将来キャリアプランや夢が明確
・自分自身の中で決断するための基準を持っている
・リターンを得るためにリスクを負う覚悟を持っ
ている
３．ワークショップ
参加者に3〜5人一組になっていただき、ワーク

４．感想

ショップを実施しました。参加者には、自己分析

講師の桑本氏は、自らの転職活動を通じて、満足

シートを作成していただき、各グループで共有した

するエージェントに出会うことができなかったこと

内容を発表していただきました。ここでは、各グ

から、自ら会計士専門の転職エージェントを起業さ

ループから発表された内容のうち主なものを記載し

れました。多くのキャリアに悩む会計士と対峙した

ます。

実体験をもとに話される内容は、具体的かつわかり
やすく、参加者も自らのキャリアを真剣に考える

Ｑ．なぜ公認会計士を目指されたのですか？
・手に職をつけたかったため

きっかけになったと思います。
公認会計士として充実したキャリア形成のために

・会計や経営の専門的な知識が得られるため

は、自らのキャリアについて主体的に考えることが

・将来にいろんなことができる可能性があると考

重要であり、主体的に考えることにより、今後の

えたため

キャリアにおける良い選択が可能となるのではない
でしょうか。
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ABCラジオ〜古川昌希のとっておき情報出演〜広報部報告
広報部

副部長

荻窪

輝明

ABC（朝日放送）アナウンサーにして、平日夕

正』と『誠実』を堅持する」という現在の近畿会ス

方のテレビ番組「キャスト」でもおなじみの古川昌

ローガンの紹介、2016年12月に提言を行った政治

希さんがパーソナリティーを務めるラジオ番組「古

資金問題特別委員会の活動紹介を行っていただきま

川昌希のとっておき情報」に出演してきました！

した。

以前、私がほかのお仕事でご一緒した制作会社か
らのご縁とご厚意によって今回の企画が実現、
ABCラジオで近畿会が広報をするきっかけをいた
だき大変感謝しています。

放送日程
収録は3月2日（木）に行われ、翌週17時10分〜
17時15分にオンエアされました。オンエア日程と
出演者は次のとおりです。今回の企画では、近畿会
の広報部と他の部・委員会のいずれにおいても副部
長以上の役職をもつメンバーで対応いたしました。

荻窪
私は、公認会計士が行う代表的な業務である会計
監査業務について、イメージを交えながら説明、会

3月7日（火）
北山久恵さん（副会長

計監査が公認会計士の独占業務となっている訳につ
広報部ほか担当）

いても解説しました。また、株式公開支援などのコ

3月8日（水）

ンサルティング業務、公認会計士が税理士登録をし

荻窪輝明（会員業務推進部長・広報部副部長）

て行う税務業務の概要、監査法人で働く他にも、独

3月9日（木）

立、組織内会計士として活躍する会計士がいること

宮口亜希さん（厚生部長・広報部副部長）

などについて紹介しました。

3月10日（金）
種田ゆみこさん（広報部長・会員業務推進部副部
長・組織内会計士委員会副委員長）

収録内容
すでに、オンエアから期間が経過していることも
すが、放送された内容の要約をご紹介します。
北山さん

宮口さん

北山さんには、近畿会を代表して、近畿会の概

宮口さんからは、全国にいる公認会計士の会員・

要、地域会である近畿会の公認会計士協会の中での

準会員の最近の人数と、その中で近畿会所属の人数

役割をご説明いただきました。また、会員と準会員

がどれ位いるかについて話していただきました。ま

との違い、「会計プロフェッションとして、『公

た、公認会計士の業務と税理士の業務の違いの説明
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報 告 REPORT

あり、聞き逃した方も多いことと思います。簡単で
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のほか、公認会計士試験の概要、直近の受験者、合

収録当日は、パーソナリティーの古川昌希さん、

格者数、合格率を解説いただき、依然として難関の

松山薫さんの私たちへの心配り、雰囲気づくりのお

試験ではあるものの、活躍場所も多く、目指しがい

かげもあって無事収録を終えることができました。

のある資格であることを説明いただきました。

今回の企画では、広報部活動として、公認会計士
のことを知らない方々に対しても資格、仕事の魅力
をお伝えする非常に良い機会になったのではないか
と実感しています。
本企画にご協力をいただいた皆様、活動を後押し
してくださった皆様、そして、この企画を実現くだ
さった制作会社とABCラジオ関係者の皆様にお礼
申し上げます。

種田さん
種田さんからは、広報部を代表して、小・中学生や
高校生を対象に実施する無料の会計講座「ハロー！会
計」、高校・大学などでの公認会計士制度説明会、
2016年12月実施の「親子で学ぼうお金の役割教
室」の開催報告などのご紹介をいただきました。ま
た、毎年7月6日の公認会計士の日を記念したセミ
ナー企画の予定があること、今後の広報部活動につ
いての展望などをご紹介いただきました。
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卒業生からJC＆JKに送る進学のためのキャリア講座
四天王寺中学・高校 進路指導部 近畿会広報部共催
公認会計士のお仕事説明会＆座談会 実施報告
広報部員

桂

真理子

【日

時 】 平成29年3月8日（水）12:30〜14:30

【場

所 】 四天王寺中学校・高等学校

【講

師 】 三木千裕、佐柳有紀、梁井真里、駒井瑠美、境家佑子

平成29年3月8日（水）12:30〜14:30、四天王寺

お仕事のやりがいなどを語ってくださいました。

中学および高校にて、中学3年生以上のJC（女子中

次に、佐柳有紀さんが学生時代は文系ではあるけ

学生）＆JK（女子高生）を対象に、公認会計士の

れども数学が好きだったことから経済学部を選択

お仕事や制度説明、卒業生による体験談とパネル

し、その延長線上で公認会計士を目指したという進

ディスカッション、座談会を行いました。

路の決め方を語ってくださいました。

学年末試験終わりの午後、31名の学生及び保護者
が参加し、卒業生5名と広報部員、女性会計士委員
等の女性公認会計士10名により、公認会計士の仕事
やその魅力、学生時代の過ごし方、キャリアの積み
方などのお話の後、小テーブルに分かれての質疑応
答を行いました。
広報部長の種田ゆみこさんによる開会の挨拶につ
づき、日本公認会計士協会作成の公認会計士紹介

続いて、2児のママである梁井真里さんは、学生

DVD「転校生は公認会計士」を視聴しました。

時代に興味を持っていたのは文学や美術であったけ

「将来の夢は公認会計士」という高校生のマイちゃ

れども、将来の職業選択を重視して公認会計士を目

んが登場するアニメDVDです。まだご覧になられ

指すことを先に決定し、経済学部を選択したという

たことのない方は、協会本部のHPからも視聴でき

進路の決め方や、ママになっても続けられる仕事で

ますので、ぜひ一度ご覧ください。何度見てもマイ

あることをお話しくださいました。
さらに、理系で農学部から金融機関へ就職のの

広報部員である私による公認会計士の仕事、社会

ち、公認会計士となられた経歴をお持ちの駒井瑠美

での役割、資格取得の方法、働き方などの概要説明

さんは大学で学んだことが進路に直結している人は

の後は、本日のメインイベント、卒業生5人による

意外に少ないので、進路選択の幅を狭めすぎないこ

体験談とパネルディスカッションです。

とが重要とお話しいただきました。
最後に境家佑子さんから何を学びたいのか、将来

女性会計士委員会副委員長小野寺和子さんがコー

どうなりたいかによって、学部を決めた方がよいと

ディネーターとなり、トップバッターは最年少の三

の進路選択アドバイスの後、大学時代は遊びも勉強

木千裕さんから。高校時代は茶道部で学生生活を楽

も自主的に楽しむことが大事と、皆さん生き生きと

しんだことから公認会計士を目指した動機、現在の

楽しくお話しいただきました。
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体験談の後は、パネルディスカッションです。

の悩みまでとはいきませんでしたが、少人数で話す

「仕事にやりがいを感じる？」

ことができて、お互いに有意義な時間を過ごせたの

「学生時代から勉強していればよかった？」

ではないかと思います。

「結婚しても続けられる仕事だと思う？」

このように日本公認会計士協会近畿会広報部で

「海外に行くチャンスは？」

は、ハロー！会計や大学生対象の制度説明だけでな

などの質問に対し、卒業生たちのリアルな声を回

く、中学生・高校生に対しても、卒業生による会計

答いただき、将来のキャリア選択において、公認会

士の仕事の魅力を伝えるキャリア講座を行っており

計士という仕事の魅力を伝えることができたのでは

ます。今回の四天王寺中学・高校に限らず、近畿会

ないかと思います。

エリアの中学、高校でしたらどの学校にも公認会計
士のPRを行う講座を開催することができますの
で、ぜひ我が母校で実施されたい近畿会会員の方が
おられましたら、広報部までご連絡ください。母校
に錦を飾るいい機会となるかもしれません☆
最後になりますが、今回のキャリア講座が有意義
に開催できたことは、四天王寺中学進路指導部井上
保教先生との窓口となってくださった講師の境家さ
んをはじめ講師の皆様、四天王寺中学柴田進路部

そして、JC&JKたちの各テーブルに女性会計士

長、種田広報部長、小野寺副委員長、事務局の皆様

たちが分かれて着席し、座談会に突入です。このこ

をはじめ、関係者全員のおかげと感謝しておりま

ろには緊張もほぐれてきて、後輩たちから先輩たち

す。この場を借りて御礼を申し上げるとともに、日

への質問は公認会計士に関することだけでなく、文

ごろからの広報部活動へのご理解とご支援に厚く御

系と理系の選択や、勉強の悩みに及び、さすがに恋

礼申しあげます。

今すぐ「会員マイページ」へログイン
会員・準会員の皆様へ「会員マイページ」利用促進についてご案内をさせて頂きます。
日本公認会計士協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp/）に開設しております「会員マイページ」で
は、現在会員登録をされている個人情報をウェブ上で閲覧（確認）できるほか、専門情報を会員ご自身が使い
やすいようカスタマイズしていただけます。登録手続がお済みでない会員・準会員の方は「会員マイページ」
にログインして、初期設定の手続きをいただき各種機能を是非ご活用下さいますようお願い申し上げます。
＜初期設定に必要な通知書がお手元にない方＞
「会員マイページID・パスワード発行通知書」がお手元にない方は、「ID・パスワード通知書再発行申請
書」にご記入の上、協会ヘルプデスクあてにご連絡（メール添付または郵送）ください。後日、再発行の
「ID・パスワード発行通知書」を郵送させていただきます。
※「ID・パスワード通知書再発行申請書」は、協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp/）の会員専
用サイトに関する各種情報から、Word形式の再発行申請書をダウンロードすることもできますのでご
活用ください。
＜登録に関するお問い合わせ先＞
〒102-8264

東京都千代田区九段南4-4-1

TEL：03（3261）0817
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相撲雑感
小川

泰彦

平成29年春場所は、新横綱・稀勢の里が13勝2敗

相撲の起源については諸説あり、記紀神話に現れ

で優勝しました。一場所15日制になって（昭和24

る「相撲」もしくは力比べの話として「国譲り」神

年5月場所）以降、新横綱で優勝した力士は、大横

話が有力な起源と言われています。古事記における

綱と呼ばれた大鵬と貴乃花（現理事）、そして稀勢

建御雷神（タケミカヅチ）と建御名方神（タケミナ

の里の師匠である

の里だけでした。昭和24年以降

カタ）の戦いや日本書紀（垂仁天皇7年）における

に横綱になったのが32人で、その中の4人ですか

野見宿彌（ノミノスクネ）と當麻蹶速（タイマノ

ら、すごい記録であることには違いありません。

クェハヤ）の力比べの話です。これらの記紀神話か

テレビ等でご存知だと思いますが、13日目の横

らは、相撲の起源を見ることもできますが、新勢力

綱・日馬富士戦で左肩・左胸付近を痛めるアクシデン

である天皇が、前に統治していた勢力を駆逐したこ

ト（正式な発表はありませんが、左肩付近の腱が断裂

とで、その征服と支配を正当化する意図があるとい

している模様）に見舞われました。分厚いテーピング

う見方もできます。

をしながら出場し、左手に力が入っていないのは、

三度節は奈良・平安時代にかけて行われた宮中の

14日目の横綱・鶴竜戦を見れば明らかでした。千秋

年中行事であり、1月17日の射礼節（じゃらいのせ

楽で優勝争い単独トップに立っていた大関・照ノ富士

ち）、5月5日の騎射節（うまゆみのせち）、7月7

に負けて、春場所は終わると誰もが思っていたので

日の相撲節（すまひのせち）とあります。相撲節の

しょうが、本割と優勝決定戦で続けて勝ち、劇的な逆

目的は、各地で異なると想像される相撲の原型を搗

転優勝を果たしました。この優勝は多くの相撲ファン

き交ぜ、洗練し、一つの相撲に収束させることであ

に感動を与え、記憶に残る相撲として、将来にわたっ

り、また、諸国の相撲人に天皇の御前で技芸を奉仕

て語り継がれることになるでしょう。

させることで、天皇への服従を改めて確認すること
でありました。
になりますが、政治的な利用という点においては同
様であります。江戸時代には、民衆の娯楽になる勧
進相撲が育成され、明治になるとスポーツ競技とし
ての一面を持ち、現在に至っています。

２．大関・北天佑
大関・北天佑とは、現役を引退する少し前に私の
妻から紹介されました。妻の親戚が大阪での三保ヶ

１．相撲の歴史

関部屋の宿舎を提供していた関係上、妻は学生時代

「すもう」は「争ふ（すまふ）」の連用形「すま

から横綱・北の湖や大関・北天佑と顔馴染であった

ひ」の名詞化したものであり、また、相撲は「あい
うつ」、格闘を意味する漢語であります。

そうです。
北天佑の四股名は「北の天に生まれた人の右に出
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る」を由来にし、第9代三保ヶ関に「大関、横綱に

３．日本相撲協会東西会

ならなければ私の責任」とまで言わした逸材であ

東と西の砂かぶりに座っている、茶色の陣羽織を

り、若手時代から大関になるまではとんとん拍子の

着ているおじさんたちをテレビの相撲中継で見かけ

出世をし、横綱になるのも時間の問題と思われてい

たことありませんか？相撲甚句にも唄われている

ました。ところが、職業病ともいえる糖尿病を患っ

「国技を守る陣羽織

たことで夢は破れ、現役を引退しました。横綱にな

して、その人たちは、相撲をこよなく愛する日本相

れなくても、大関在位44場所は立派なものです。

撲協会東西会の会員で、私もその一員です。長船強

現役引退後は年寄「二十山」を襲名し、数年後、
二十山部屋を興しました。大阪場所開催中には、必

つけた其の名も東西会よ」と

先生の紹介で入会させてもらい、既に12年が経過し
ています。

ず弟子たちと共に自宅に来てくれましたし、私の事

本年は東西会設立80周年を迎えたことから、写真

務所開設10周年のパーティには、わざわざ東京から

にあるような記念品を頂きました。横綱の土俵入り

出席してくれました。

には、不知火型（白鵬、日馬富士）と雲龍型（鶴竜、

日本相撲協会の理事長は、その大半が横綱経験者

稀勢の里）があり、せり上がる際に左手を伸ばすか、

ですが、第４代理事長の武蔵川だけは、前頭筆頭と

曲げるかの違いは有名ですが、綱の結び方も写真の様

いう地位からであり、異例の存在でした。真偽の程

に異なっているということをご存知でしたか。

はわかりませんが、簿記ができたことがその理由と
聞いたことがありましたので、二十山には理事長と
まで言わずとも理事にはなってほしかったので、
「それには会計がわかるようにならなアカンで」と
折に触れて言い続けました。因みに、公益財団法人
日本相撲協会の平成27年決算では、総資産が435億
円、正味財産が365億円、経常収益が114億円であ
ります。
平成18年春場所で審判委員を務めていた折に、体
調不良の連絡を受け、私の関与先の病院に診察を依
頼しました。「多発性脳梗塞」との診断でしたが、
癌の脳への転移が疑われるとの説明がありましたの
で、主治医がいる東京大学医学部付属病院に入院す

４．今後も通い続ける

ることになり、懸命に治療しましたが、その甲斐も

春場所は毎年3月中旬にエディオンアリーナ大阪

なく、その年の6月に45歳という若さで旅立ってい

（大阪府立体育館）で15日間開催されており、生涯

きました。

現役で仕事をすると宣言している以上、弊事務所で
の顰蹙を覚悟しなければなりませんが、おそらく来
年も通い続けることになるのでしょう。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
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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第51事業年度

第11回定例役員会報告
平成29年3月9日（木）18時〜19時50分
場

所：近畿会

会議室

出席者：32名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

（提案説明）
１．提案者より、下記会員について、病気の為
の会費免除の申請があった。近畿会会費規
程第８条第1項第二号に該当するため、近
畿会規約第13条第1項により会費免除もや
むを得ないとの説明があり、審議の結果、
原案通り承認された。
記
（氏

名）

Ｏ 会 員

平成28年 4月〜平成28年12月

36,000円

Ｐ 会 員

平成28年 4月〜平成28年12月

36,000円

Ｑ 会 員

平成28年 4月〜平成28年12月

36,000円

Ｒ 会 員

平成28年 4月〜平成28年 7月

16,000円

Ｓ 会 員

平成28年 4月〜平成28年 4月

4,000円

Ｔ 会 員

平成28年 5月〜平成29年 3月

44,000円

Ｕ 会 員

平成28年 7月〜平成29年 3月

36,000円

Ｖ 会 員

平成28年 8月〜平成29年 3月

32,000円

Ｗ 会 員

平成28年10月〜平成29年 3月

24,000円

Ｘ 会 員

平成28年11月〜平成29年 2月

16,000円

Ｙ 会 員

平成28年12月〜平成29年 3月

16,000円

Ｚ 準会員

平成28年 4月〜平成29年 3月

6,000円

（免 除 の 期 間）

（免除額）

AA準会員

平成28年 4月〜平成29年 2月

5,500円

Ａ 会 員

平成28年4月〜平成29年 3月

48,000円

AB 準会員

平成28年 5月〜平成29年 3月

5,500円

Ｂ 会 員

平成28年4月〜平成28年11月

32,000円

AC 準会員

平成28年 6月〜平成29年 3月

5,000円

Ｃ 会 員

平成28年4月〜平成28年 5月

8,000円

Ｄ 準会員

平成28年5月〜平成28年11月

3,500円

Ｅ 準会員

平成28年6月〜平成28年12月

3,500円

Ｆ 準会員

平成28年7月〜平成28年12月

3,000円

（提 案 者）総務副部長

Ｇ 準会員

平成28年7月〜平成28年11月

2,500円

（提案説明）提案者より、下記の特別委員会につい

第2号議案

特別委員会の廃止について
山添

清昭

的として平成28年7月に設置され、調査研究の成

児の為の会費免除の申請があった。近畿会

果を提言として、マスコミに公表したことで活動

会費規程第8条第1項第三号に該当するた

目的を達成したと思われることから、委員会活動

め、近畿会規約第13条第1項により会費免

を終結し、近畿会業務運営細則第9条第4項に基

除もやむを得ないとの説明があり、審議の

づき、平成29年3月31日付けで廃止したいとの説

結果、原案通り承認された。

明があり、審議の結果、原案通り承認された。

記
（氏

名）

（免 除 の 期 間）

記
（免除額）

Ｈ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 3月

48,000円

Ｉ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 3月

48,000円

Ｊ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 3月

48,000円

Ｋ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 3月

48,000円

Ｌ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 2月

44,000円

Ｍ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 1月

40,000円

Ｎ 会 員

平成28年 4月〜平成29年 1月

40,000円

政治資金問題特別委員会

第3号議案

事務局職員の永年勤続表彰について

（提 案 者）総務副部長

山添

清昭

（提案説明）提案者より、近畿会事務局の下記職員
について、永年勤続に該当するので近畿会就業規
程第36条第四号により表彰し、同規程第37条に

17013
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て、政治資金問題についての提言を行うことを目
２．提案者より、下記会員について、出産・育
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より賞状の授与並びに記念品を贈呈したいとの説

して、代わりに特定の国や地域の規制当局等

明があり、審議の結果、承認された。

が、EPの関与期間が7年を超過せず、かつクー

記

リングオフ期間を5年未満と定めている場合

（表彰者）

（勤続年数）

は、その5年未満の年数又は3年のうちのいずれ

畑江

敏之

25年

か長い方の期間をクーリングオフ期間とする規

山部

賢

10年

定を提案した。そしてこの規定は、2023年12
月15日より前に開始する事業年度の財務諸表監

ここで総務副部長より、近畿会業務運営細則

査までしか効力を有しないという規定となって

第４条により、緊急を要するため通知外議決の

いる。この改訂を受けて、日本で具体的にどの

提案があり、採決を実施し同意を得たうえで、

ような取扱いとすべきかについて、今後詳細を

第４号議案の審議に入った。

詰めた上で適用されることになる。引き続き、
ご留意頂きたい。

第4号議案

監査問題特別委員会の提言書（案）について

（提 案 者）監査問題特別委員会委員長
後藤

紳太郎

第2号

（報 告 者）理事

安原

徹

（提案説明）提案者より、当該特別委員会では、平

（報告内容）報告者より、2月21日開催の常務理事

成28年3月に公表された「会計監査の在り方に関

会及び2月22日開催の理事会報告が以下のように

する懇談会」からの提言「会計監査の信頼性確保

あった。

のために」を受けて、アンケートの実施も含めて

【常務理事会報告】

調査・研究、検討を実施しており、このたび、特

１．「監査人交代の理由等に関するアンケート
調査結果と今後の対応」公表の件

別委員会としての提言を取り纏め、「提言書」と
して関係諸団体等に公表したいとの説明があり、

２．IFAC国際監査保証基準審査会（IAASB）
ニューヨーク会議報告に関する件

審議の結果、原案通り承認された。

【理事懇談会報告】

報告事項
第1号

１．品質管理レビュー制度における情報開示の

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

拡充等について
篤

（報告内容）報告者より、3月の報告が以下のよう
にあった。
昨年12月に開催された国際会計士倫理基準委
員会（IESBA）の会議では、上級職員の監査

総務部報告

（報 告 者）総務副部長

山添

清昭

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．近畿会会員からの寄贈品について
（寄贈者）中西 清 会員

ションを含む）について、2018年12月15日以

（寄贈品）絵画２点（旭日小綬章受章記念）

降の事業年度開始から適用される「7年−5年」

作家名：吉田崇悟

ルールの実施上、特定の国や地域への配慮に関

作品名：「黄金色の道」、「緑光」

定した改訂内容では、特定の国や地域への配慮
に関する規定において、7年未満のEP（日本で
は、筆頭業務執行社員に相当）の関与期間や強

２．関西地区三会会長等と近畿財務局との意見
交換会の実施結果について
（日 時）平成29年3月9日（木）
12:00〜14:00

制ファームローテーション制度の採用等が特定

（場 所）ＫＫＲホテル大阪 2階「琴の間」

の国や地域の規制当局等によって定められてい

（テーマ）「監査問題特別委員会アンケート

る場合には、EPのクーリングオフ期間を3年に

結果及び提言骨子」ほか

短縮できることになっていた。しかしながら、

（出 席）近畿会8名、京滋会3名、兵庫会4名

PIOB（公益監視委員会）は、この規定を削除

17014
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関与先への長期的関与（パートナーローテー

する規定が大幅に変更された。2016年9月に確
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第6号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

平成29年4月10日 第694号（4月号）

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に

１．公認会計士職業紹介の実施結果について

ついて報告があった。

（学校名）私立四天王寺中学校・高等学校

・平成29年度における大阪府公募型プロポーザ

（日 時）平成29年3月8日（水）

ル方式等事業者選定委員会委員候補の推薦

12:30〜14:30

・大阪府民の森等指定管理者選定委員会委員候

（内 容）「公認会計士キャリア講座」

補の推薦

（参加者）20名（中学3年生〜高校2年生）

・大阪府立万国博覧会記念公園指定管理者選定

２．バックパネル、スタンドバナーについて

委員会委員の推薦

３．新聞広告の掲載について

・大阪市ESCO事業提案評価会議委員の推薦

４．ABCラジオでの広報活動について

第7号

（番 組 名）「古川昌希のとっておき情報」

経営委員会報告

（放送時間）17時10分〜17時15分

（報 告 者）経営委員会副委員長

（放 送 日）平成29年3月7日（火)〜10日（金)

（報告内容）報告者より、日本公認会計士協会近畿

西村

幸平

会・大阪弁護士会・日本弁理士会近畿支部の協

（出 演 者）北山副会長、種田部長

働事業「H28年度ベンチャーを支援する人材育

荻窪副部長、宮口副部長

成セミナー」の実施結果について、報告があっ

第5号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

た。
小松野

悟

（日 時）平成29年2月16日（木）
18:00〜20:00

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第48回中日本五会研究大会（当番会：東海

（場 所）日本弁理士会近畿支部室
（テーマ）「IPOを実現した社長による上場体験

会）の申込状況等について

談〜三士業との関わりと今後期待す

（日 時）平成29年3月25日（土）

ること〜」

① 自由論題の部 10:30〜12:00
② 統一論題の部 13:30〜17:15

（出席者）71名（内、近畿会会員等26名）

③ 懇親パーティ 17:30〜19:00
（場 所）ウインクあいち
２．CPE協議会の開催結果について

定例役員会報告 R E P O R T

３．CPE研修計画及び実施結果について

日本公認会計士協会近畿会

第51回定期総会
（ 日

時 ）

平成29年6月23日（金）

（ 場

所 ）

ザ・リッツ・カールトン大阪

（ 会

費 ）

無料

13:30〜20:00

※多数ご参加の程お願いいたします。

17015
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「世界一の朝食を！」
北摂地区会

会長

德丸

公義

2月の北摂地区会の行事として企画したのが、神

入ったココア味ですが、入っているレーズンの美味し

戸北野ホテルでの「世界一の朝食」です。豊能地

い事。こんな美味しいタピオカオーレは、初めての経

区、吹田・摂津地区の会員へも同時募集をしたとこ

験です。いくらでも食べることができそうです。

ろ、20名の枠になんと60人の応募がありました。

フルーツも非常に綺麗に盛り付けられていて食欲
をそそります。

それでは早速皆さんといただきにでかけましょう。

加えて2種類のハムと半熟卵です。銀色のエッグ

ホテルは三宮から北へ徒歩10分ほどのところにあ

カッターを卵にかぶせ、銀色の玉を上から2度落と

ります。一見すると美しい洋館の個人の邸宅という

すと、あーら面白い！半熟卵の上3分の１ぐらいが

感じの小さなホテルです。

パカッと割れます。初めての経験です。

どんな食事だろうとワクワクしながら、案内され
るのを待ちました。
そもそも何故このホテルの朝食が、世界一なので
しょうか？
その由来ですが、ホテル業界で世界一と称された
フランスの料理界の重鎮ベルナール・ロワゾー氏が
作った朝食メニューがあり、それを公式に贈られた

きますが、自分でアレンジし、おかわりしました。
パンは食べきれないのですが、皆さんそのようで
持ち帰りのための袋がホテルから配られました。女
性は喜んでお土産にします。
食事の後にフィナンシェの詰め合わせを特別にお
土産としていただきました。

のが、この北野ホテルの総料理長の山口浩さんだそ

これも女性にはうれしいプレゼントです。

うです。

なるほど。これが世界一の朝食だと大満足しました。

決して勝手に世界一を名乗っているわけではあり
ません。

気になるお値段ですが、1人前税込6,500円で
す。なお、宿泊客は、この朝食付きだそうです。

では、メニューの紹介です。最初に5種類のカラフ

この朝食だけを食べるとするとちょっとお値段が

ルな野菜や果物のジュースを少しずつ頂きました。

高いかなあ。というのが感想です。しかし、話のネ

日向夏＆カリフラワー、にんじん＆パイン、ミック

タになるのは必至ですので、機会があれば是非行っ

スベリー＆パプリカ、青りんご＆セロリ、グレープ

てみてください。

フルーツ。

追伸：なお、ご好評につき3月にも追加の開催（20

見た目がとても美しく飲みやすい「飲むサラダ」
という感覚です。
次に5種類の焼きたてのパン、やはり５種類のコ
ンフィチュール（ジャム等）、見た目も鮮やかなカ
ラフルなバターは、ハーブ入り（グリーン）、トマ
ト入り（レッド）、ノーマル（イエロー）の3種類
でした。
コンフィチュールですが、バニラミルク、アプリ
コットなど5種類ですが紅茶を濃縮したものが一番
好みでした。うーん快感…。素材の味をうまく引き
出しています。
あとはヨーグルト、タピオカオーレ、紅茶につけた
プルーンです。タピオカオーレは、黒豆やナッツが

28

カフェオレは、コーヒーと牛乳でポットに入ってで
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髙田篤会長活動報告

平成28年度

TOPICS

会務報告

昨年12月に開催された国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の会議では、上級職員の監査関与先への長期的関与（パート
ナーローテーションを含む）について、2018年12月15日以降開始事業年度から適用される「7年−5年」ルールの実施上、特
定の国や地域への配慮に関する規定を大幅に変更しました。2016年9月に確定した改訂内容では、特定の国や地域への配慮に
関する規定において、7年未満のEP（日本では、筆頭業務執行社員に相当）の関与期間や強制ファームローテーション制度の
採用等が特定の国や地域の規制当局等によって定められている場合には、EPのクーリングオフ期間を3年に短縮できることに
なっていました。
しかし、PIOB（公益監視委員会）は、この規定を削除して、代わりに特定の国や地域の規制当局等が、EPの関与期間を7年
を超過せず、かつクーリングオフ期間を5年未満と定めている場合は、その5年未満の年数又は3年のうちのいずれか長い方の
期間をクーリングオフ期間とする規定を提案しました。そしてこの規定は、2023年12月15日より前に開始する事業年度の財
務諸表監査までしか効力を有しないという規定となっています。
この改訂を受けて、日本で具体的にどのような取扱いとすべきかについて、今後詳細を詰めた上で適用されることになりま
す。会員の皆様には、引き続き、ご留意頂きたいと思います。

付

2月20日

2月21日

2月22日

曜日

月

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

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

火

水

2月23日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

3月1日

水

13:30〜16:30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

3月2日

木

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

3月8日

水

10:00〜13:00

協会財政の在り方検討P.T.

日本公認会計士協会

12:00〜14:00

近畿財務局幹部との意見交換会

ＫＫＲホテル大阪

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

3月9日

木

3月13日

月

17:00〜18:30

五士業合同協議会

ＫＫＲホテル大阪

3月14日

火

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

3月15日

水
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

3月16日

木

髙田篤会長活動報告

日

(作成月日：平成29年3月16日)
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公認会計士協同組合 I N F O R M A T I O N

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

改正法対応 社会福祉法人会計基準のすべて
中村

厚

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

URL

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

実務家のための図解によるタックス・ヘイブン対策税制
髙橋幸之助

著

ぎょうせい

FAX

刊

法令出版

著
刊

定価4,800円＋税

定価2,778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）

社会福祉法人の会計に携わる人の実務

国際課税の法律の中では重要な位置を

に役立つよう、社会福祉法人会計基準の

しめているタックス・ヘイブン対策税制

ポイントと、導入に当たっての具体的手

について、税制の仕組み、過去の改正の

続を、豊富な事例や図を交えて解説して

状況、実務上の問題点、実務上の申告書

います。平成28年3月成立・公布の改正法に対応。

別表の書き方等を、図を用いてわかりやすく解説しています。

どうなる!?どうする!? 社会福祉法人の運営とリスク管理

詳解 新しい国際課税の枠組み（BEPS）の導入と各国の税制対応

外岡

ＥＹ税理士法人

潤著

中央経済社

刊

第一法規

定価2,500円＋税

定価4,200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）

社会福祉法人が現場でしなければならな

グローバル企業や富裕層による課税逃れ

いことは何か。介護福祉に特化した弁護士

行為を食い止めるべく始まったBEPSプロ

が、平成28年の社会福祉法改正によって生

ジェクト。BEPS対応で各国及び日本の税

じうるリスクを多方面から検証し、その対
策と生き残るための戦略指針をわかりやすく解説しています。

制はどう変わるか、BEPS対応の先にある
課題は何かを解説しています。平成29年度税制改正大綱に対応。

クルマを「買いたい」「売りたい」「借りたい」組合員のみなさまへ！
★クルマを買いたい！
公認会計士協同組合では、このたびボルボ・カー・ジャパン株式会社と提携いたしました。組合員の皆様にはボルボ車を通常小売価
格の6〜13％引きでお求めいただけます。
優待価格を適用するには、下記の手順により当組合からの紹介が必要になります。
①ご購入希望者は当組合ホームページ「クルマ」の「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のコーナーから「提携制度利用申込書」を
ダウンロードして必要事項をご記入のうえ、当組合にＦＡＸでお送りください。
②当組合でＦＡＸを受信後、組合員であることを確認したうえで、ご指定のディーラーへお送りいたします。
③ディーラーよりご購入申込者へご連絡し、商談開始となります。

★クルマを売りたい！
公認会計士協同組合の提携先であるジャックスリース株式会社では、買い替えなどで自家用車を売却する際、“業者向けオートオー
クション”に出品代行いたします。オークション出品前に同社より「出品推奨価格」と「買取保証価格」をご案内いたしますので、安
心してご出品いただけます。組合員の方は出品代行手数料が５％割引となります。
詳しいことはジャックスリーススペシャルページをご覧ください。
http://www.jaccs-jcl.jp/pass.html クーポンコード「cpacos」を入力してログオン！
お問合せ後、同社より執拗な営業電話や営業メールの送付はありませんのでご安心ください。

★クルマを借りたい！
公認会計士協同組合では、組合員の皆様にニッポンレンタカーの「ワンデイスキップ」をご案内しております。
「ワンデイスキップ」は
①一般料金より20％〜最大55％割引でご利用いただけます。
②ご利用の2時間前までにご予約いただける、インターネット限定商品です。
③ご予約からお支払いまですべてWEBで完了するので、ご出発時もスムーズです。（クレジットカードでWEB決済を行っていただきます。)
専用入口 https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/ ID:7438 PASSWORD:38142（半角で入力）
当組合のホームページ「クルマ」の「ニッポンレンタカー」からアクセスできます。
※「クルマ」のサービスは組合員を対象としております。未加入の方は加入の上ご利用ください。
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平成28年度

近畿会開催CPE研修会平成29年3月実績
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
2

3 月 2 日 13:30〜15:40 会 計「IFRSセミナー第4回〜IFRS財務諸表における表

示・開示〜」
3 月 3 日 18:30〜21:00

3 月 1 6 日 18:30〜21:00

コンサル

コンサル

倉持亘一郎氏（IASB客員研究員）、山田善隆氏
（PwC京都監査法人

パートナー）

3

字の遊びを防ぐ〜」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）
3

「公認会計士による、公認会計士のためのコーチン

ティング

師

関西地区三会共催DVD研修会（組織内会計士委員会）

「「仮説に基づく事業計画の策定とプロセス」〜数

ティング

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

竹内健氏（株式会社コーチ・エィEVP、公認会計士）

グによるリーダー開発と組織風土変革」
DVD研修会

「「職業倫理ガイドブック」及び「職業倫理に関する
10:00〜11:40 倫 理 必携ガイド」
について」

（平成28年10月19日開催

2

秋季全国研修会/東京

収録）
DVD研修会
「不正事例研究（前半）」

3 月 1 7 日 13:00〜14:40 監 査

（平成28年12月15日開催

2

冬季全国研修会/東京

不正
事例

冬季全国研修会/東京

不正
事例

収録）
DVD研修会
「不正事例研究（後半）」

15:00〜16:40 監 査

（平成28年12月15日開催

2

収録）
18:30〜21:00

コンサル 関西地区三会共催DVD研修会
（組織内会計士委員会）

3

ティング「連結業務の効率化、
システムの上手な使い方」

重田象一郎氏（公認会計士、有限責任 あずさ監
査法人

関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
3 月 1 8 日 13:30〜15:30 その他「キャリアデザイン・ワークショップ2016（第四

2

パートナー）、西山淳氏（公認会計士、

新日本有限責任監査法人
査法人

コンサル

関西地区三会共催研修会（経営委員会 CSR小委員会）
3

「ESG投資の時代へ〜環境・社会・ガバナンスと企

ティング

3月21日
18:30〜20:30 その他

業価値、世界の潮流〜」

シニアスタッフ）

孫入修一氏（公認会計士）、水口剛氏（高崎経済
大学経済学部

教授）

七條麻衣子氏（株式会社ラック

関西地区三会共催研修会（IT委員会）

2

「子どもたちのネット活用と情報モラル」

サイバー・グ

リッド・ジャパン、ICT利用環境啓発支援室
客員研究員）

DVD研修会（社会保障委員会 社会福祉法人小委
3 月 2 2 日 18:30〜21:30

2

員会）
監 査「社会福祉法人の会計監査人受嘱者向け説明会」

3 月 2 3 日 13:00〜16:00

（22、23日とも同内容）

2

（平成29年2月23日開催本部研修会/東京収録）
大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）

河野良介氏（弁護士法人大江橋法律事務所

「タックスヘイブン」
14:00〜17:00 税 務 ①注目される租税裁判例の分析・検討を中心として

3

②組織再編を中心とした課税事例の解説

3月24日

弁

護士）、山谷拓也氏（デロイトトーマツ税理士法
人、公認会計士）

（会場：大阪弁護士会館2階）
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 社会福
4

14:00〜17:30 監 査 祉法人小委員会）

「社会福祉法人の制度・会計・税務と監査について」

川本寛弥氏（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専門委員）

第48回中日本五会研究大会（自由論題の部）
10:30〜12:00

（会場：ウインクあいち）

2

※テーマによって研修コードが異なります※
基調講演：中川
3月25日

第48回中日本五会研究大会（統一論題の部）
13:30〜17:15 監 査「不正事例」

（会場：ウインクあいち）

之氏（日本公認会計士協会常

務理事）
4
不正
事例

パネルディスカッション：コーディネーター
新開智之氏（公認会計士） パネリスト

丹羽

滋正氏、石橋勇一氏、志賀弘基氏、疋田鏡子氏、
山田岳氏（5名公認会計士）

17019

近畿会開催CPE研修会平成29年3月実績及び4月予定

13:30〜16:00

マネージャー）、布

施雅士氏（公認会計士、PwCあらた有限責任監

回）〜監査業務の魅力〜」
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実施月日

時

間

3 月 2 7 日 18:30〜21:00
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分野

研修会テーマ

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

コンサル 関西地区三会共催DVD研修会
（組織内会計士委員会）

師

3

ティング「2017年3月期決算作成実務研修会」

DVD研修会
10:00〜11:40 税 務「中小企業のための国際税務」

（平成29年1月6日開催

2

本部研修会/東京収録）

DVD研修会
「新しい国際倫理規程「違法行為への対応」の解説

13:00〜14:40 倫 理

〜もし日本へ導入された場合の影響は？〜」

（平成28年12月8日開催

3月28日

2

本部研修会/東京収録）

DVD研修会
「不正・内部統制無効化のリスクに対応するCAAT
15:00〜16:40 監 査 の考察」

2

（平成28年8月26日開催

不正
事例

監査人のためのIT研修

会/東京収録）
青柳雄一氏（株式会社NTTデータ
18:30〜20:30 その他

関西地区三会共催研修会（IT委員会）

2

「フィンテック概論」

推進部

企画部

金融事業

グループ事業戦略担当兼人

事総務担当兼イノベーション推進部

オープ

ンイノベーション事業創発担当）
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）

富永潤一氏（内閣府公益認定等委員会事務局

13:30〜16:30 会 計「行政から見た公益法人の現状と具体的な諸課題

3

について」

3月29日

監督専門官）、黒野孝氏（内閣府公益認定等委員
会事務局

審査監督調査官）

「公益法人の会計に関する検討について」
関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
18:00〜20:00 その他「コミュニケーションスキルアップ研修〜公認会

2

計士のための信頼関係を築くコツ〜」

殿村政明氏（株式会社ヒューマンコメディック
ス

代表取締役）

関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 学校
3 月 3 0 日 14:30〜17:00 会 計 法人小委員会）

3

舩越啓仁氏（公認会計士）

「平成28年度 学校法人の決算における留意事項」

平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年4月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

13:00〜15:40 監 査
4 月 4 日

監査事例研修会（監査会計委員会）
監査事例研修会（監査会計委員会）

「最近の照会事項」倫理

17:00〜19:40 監 査

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

13:00〜15:40 監 査
4月10日

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

13:00〜15:40 監 査
4月12日

3

1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

16:00〜17:00 倫 理

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」倫理

調査・相談グループ主査）

1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」倫理

調査・相

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

16:00〜17:00 倫 理

務本部

1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」倫理

師

談グループ長）、葛西正輝氏（本部自主規制・業

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

20:00〜21:00 倫 理

講

小粥純子氏（本部自主規制・業務本部

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

16:00〜17:00 倫 理

4 月 7 日

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

1

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
4 月 1 9 日 13:30〜15:30 会 計「平成29年3月期の会計・監査上の主な改正点と開

示上の留意点」
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山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員長）
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平成29年4月10日 第694号（4月号）

会員異動
会 員 数
準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,376

34

3,410

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

42

835

計

合計

889

4,299

（平成29年2月28日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
2月24日付
井川

翼

松本

雄介

入会者
2月24日付
赤井 孝次 （四号準会員）
秋山 誠 （四号準会員）
旭
裕一 （四号準会員）
芦田 景 （四号準会員）
池渕 知成 （四号準会員）
石村 悠弥 （四号準会員）
一谷 康史 （四号準会員）
一ノ宮 進悟
（四号準会員）
伊藤 文佳 （四号準会員）
乾
万里 （四号準会員）
今西 史弥 （四号準会員）
入江 剛 （四号準会員）
岩井 萌 （四号準会員）
忌部 澪 （四号準会員）
上田 安佑子
（四号準会員）
上東 潤也 （四号準会員）
梅本 輝 （四号準会員）
梅本 和紀 （四号準会員）
大江 弘子 （四号準会員）
大川 祐輝 （四号準会員）
大川 裕太郎
（四号準会員）
大澤 肇 （四号準会員）
大西 隼大 （四号準会員）
大西 康暁 （四号準会員）
大本 一途 （四号準会員）
岡本 昂之 （四号準会員）
角井 功 （四号準会員）
加藤 佑亮 （四号準会員）
金澤 健太郎
（四号準会員）
金子 玲奈 （四号準会員）
金丸 武史 （四号準会員）
亀井 裕之 （四号準会員）
亀田 知希 （四号準会員）
川合 峻 （四号準会員）

川上 真実 （四号準会員）
川口 将輝 （四号準会員）
川口 友里 （四号準会員）
川﨑 大輝 （四号準会員）
河村 史織 （四号準会員）
香取 裕史 （四号準会員）
木内 隆宏 （四号準会員）
城戸 和弥 （四号準会員）
國枝 昂 （四号準会員）
窪田 尚幸 （四号準会員）
久保田 尚良
（四号準会員）
久保田 遼 （四号準会員）
黒嶋 啓太 （四号準会員）
桒内 健雄 （四号準会員）
小池 友香 （四号準会員）
神阪 智彦 （四号準会員）
小西 椋磨 （四号準会員）
米田 輝 （四号準会員）
坂下 龍 （四号準会員）
坂本 孝仁 （四号準会員）
定森 祥平 （四号準会員）
篠田 康弘 （四号準会員）
島貫 博史 （四号準会員）
島本 敦史 （四号準会員）
清水 孝晃 （四号準会員）
清水 康之 （四号準会員）
下口 玄佳 （四号準会員）
守護 友一 （四号準会員）
白﨑 千春 （四号準会員）
角
和季 （四号準会員）
住田 光浩 （四号準会員）
勢馬 匠 （四号準会員）
瀬戸 大地 （四号準会員）
染田 晃季 （四号準会員）

髙島
髙橋
寶
武田
伊達
立田
田仲
谷綛
タロツク
千羽
月城

宏紀 （四号準会員）
優希 （四号準会員）
知彬 （四号準会員）
将実 （四号準会員）
（四号準会員）
由加里
義昭 （四号準会員）
十夢 （四号準会員）
（四号準会員）
宏次郎
ライアン（四号準会員）
淳也 （四号準会員）
良 （四号準会員）
有将 （四号準会員）
鶴谷 晃志 （四号準会員）
戸田 育秀 （四号準会員）
土手 翔悟 （四号準会員）
富平 奈保斗
（四号準会員）
内藤 啓貴 （四号準会員）
中武 裕一朗
（四号準会員）
中野 貴章 （四号準会員）
中野 雄介 （四号準会員）
永原 智恵 （四号準会員）
南
仁杰 （四号準会員）
西尾 純佳 （四号準会員）
西川 正大 （四号準会員）
西谷 彰太 （四号準会員）
西前 文音 （四号準会員）
長谷川 佑太
（四号準会員）
濱野 卓 （四号準会員）
福浦 雅美 （四号準会員）

福島
藤垣
藤田
藤田
藤原
星野
堀
堀越
前田
松村
松森
三宅
宮田
宮本
三好
村井
村上
村山
森
森
森川
山﨑
山﨑
山下
山名
山根
吉川
吉元
渡部

康介 （四号準会員）
拓也 （四号準会員）
一成 （四号準会員）
力 （四号準会員）
悠佑 （四号準会員）
雄次 （四号準会員）
真彰 （四号準会員）
幹弘 （四号準会員）
佑樹 （四号準会員）
栞里 （四号準会員）
翼 （四号準会員）
優里奈
（四号準会員）
美奈 （四号準会員）
貴司 （四号準会員）
太介 （四号準会員）
天星 （四号準会員）
智子 （四号準会員）
千裕 （四号準会員）
直子 （四号準会員）
耀 （四号準会員）
統天 （四号準会員）
洋典 （四号準会員）
凌 （四号準会員）
直記 （四号準会員）
基 （四号準会員）
裕美子
（四号準会員）
泰志 （四号準会員）
佑生久
（四号準会員）
詩帆 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
2月9日〜22日
【事務所】
上田
上村
内田
大野
大好
川島
黒田
澄川
戸田
能美
日置
福本
藤原
古田
松本
溝端
渡邉
長田

良 （会
優作 （会
吉穗 （会
達嗣 （会
慧 （会
直幸 （会
貴士 （会
通夫 （会
圭亮 （会
小枝子
（会
大吾 （会
翔悟 （会
直高 （会
賢司 （会
真享 （会
斉治 （会
尚資 （会
大樹 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

清水
成瀬
西中
日置
平野
平松
福森
吉田
烏野
笠井
桐山
佐野
田中
田中
德田
宮坂
河野
小戸

俊之 （会
員）
俊昭 （会
員）
淳 （会
員）
大吾 （会
員）
満 （会
員）
了 （会
員）
洸 （会
員）
壮志 （会
員）
隼人 （四号準会員）
拓真 （四号準会員）
紗里佳
（四号準会員）
伸輔 （四号準会員）
滋樹 （四号準会員）
裕子 （四号準会員）
剛 （四号準会員）
菜摘 （四号準会員）
幹弥 （四号準会員）
学 （四号準会員）

17021

会員異動

会 員
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【自宅】
屋宮
棚田
渡邊

貴之 （会
晃基 （会
伸 （会

員）
員）
員）

木山
古賀
涌波

泰志 （四号準会員）
麻希 （四号準会員）
努 （四号準会員）

員）

齋田

博司 （会

【事務所・自宅】
松本

真理子
（会

転入者

聡彦 （会
員）
俊介 （会
員）
敬太 （会
員）
崇介 （会
員）
麻希子
（会
員）
雄 （四号準会員）

兵 庫 会 へ
中 国 会 へ
神奈川県会へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ

退会者

2月9日〜21日
梅林 健一 （会
員）
中上 善太 （会
員）
野末 瑞穂 （会
員）
小林 真 （会
員）
谷木 祐介 （会
員）
井上 喬子 （四号準会員）

京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
神奈川県会より
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り

転出者
2月9日〜21日
井上 知 （会
加藤 真穂 （会

員）

立見
森江
清水
日高
藤木
衣川

員） 京
員） 京

滋
滋

会
会

へ
へ

笹部
澤田
堺
梶川
小林
福森
森田
井上

利晴 （会
員） 1 2 月 3 日 付
眞史 （会
員） 12月29日付
博
（会
員） 1 月 1 0 日 付
強士 （会
員） 1 月 1 4 日 付
和佳奈（会
員） 2 月 2 4 日 付
洸
（会
員） 2 月 2 4 日 付
將
（会
員） 2 月 2 4 日 付
和俊 （四号準会員） 2 月 2 7 日 付

死
死
死
死
業
業
業
退

務
務
務

廃
廃
廃

監査法人の変更
ストレイン監査法人

1月12日付 新

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。

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 ●
全会員

・
「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、
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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亡
亡
亡
止
止
止
会

設
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事務局だより
【慶事】
・会

【弔事】

員

小関

亮

・会 員 山下 勝弘氏のご母堂 敏様
平成29年2月25日ご逝去 満87歳
・会 員 伏見 及氏のご尊父 功様
平成29年3月19日ご逝去 満85歳
・会 員 加藤 弘之氏のご母堂 照子様
平成29年3月26日ご逝去 満84歳
・会 員 皆見 忠雄氏（京滋会）
平成29年3月15日ご逝去 満92歳

【寄贈図書】
■会計プロフェッション
寄

贈

発

者

第12号

■現代社会と会計

第11号

青山学院大学大学院会計プロフェッション

寄

者

関西大学大学院会計研究科

研究科合同研究室

編集・発行

関西大学大学院会計研究科

贈

青山学院大学大学院会計プロフェッション

行

研究学会/会計プロフェッション研究センター
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。

朝晩の冷え込みも和らぎ、桜もチラホラ

と咲きだして、気づけばすっかり春めいて

きた今日この頃。じゃあお花見に …
とはな
らず、まっすぐ３月決算繁忙期に突入とい

うのがこの業界のつらいところではありま

すが︵苦笑︶。

とはいえ、春という季節は、気候が良く

なり服装も身軽になってきて、また、色合

いも冬のモノトーンから明るい色合いを身

に纏う人が増えてくることも相まって、心

機一転、節目の季節という印象がありま

す。

先日、電車で卒業式の袴姿の大学生を見

近畿会および各部各委員会行事予定

かけて、﹁ああ、いつの間にか春が来てい

たんだなぁ﹂とハッとさせられました。

近畿会の関係でも、今月号に報告が記載

されている四天王寺中学・高校のキャリア

日に

講座へ参加して女子中高生の若いフレッ

シュなパワーを浴びてきたり、３月

名古屋で開催された中日本五会研究大会へ

出席したりと、普段、仕事一辺倒になりが

ちな自分にとって、良い刺激をいただきま

した。

春になり、会員・準会員の皆様の多くに

とって、おそらく一年で一番忙しい時期に

突入しますが、季節の変化を感じられる程

度の余裕をもって、気力も体力も万全の状

︵会報部 小野寺和子︶

態で、今年の繁忙期を乗り越えられたら良

いですね。

25

（平成29年4月12日〜平成29年5月10日）

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
4.12 （水）

4.19 （水）
研修室13:00〜17:00

監査会計委員会研修会

監査会計委員会

会議室18:30〜20:30

4.26 （水）
正副会長会

4.14 （金）
第３回予算特別委員会

会長室15:00〜16:00

5.10 （水）

正副会長会

会長室16:00〜18:00

近畿会監事監査

定例役員会

会議室18:00〜20:00

研修室13:30〜15:30
会長室16:00〜18:00

事務局だより

監査事例ＤＶＤ研修会

会長室・会議室10:00〜17:00

4.17 （月）
税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

17023
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