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中日本五会研究大会
■日
■場

時：平成29年3月25日（土）10:30〜19:00
所：ウインクあいち

Ⅰ. 自由論題の部 (10:30〜12:00)
（Ａ）非営利法人の会計統一の可能性と実務問題
東海会 非営利法人委員会
鷲野

直久氏、白井

達也氏

（Ｂ）中国企業の会計不正と日本企業への影響について
東海会 西﨑 賢治氏
（Ｃ）地方公認会計士の管理会計分野における社会への役立ち
〜生産性向上税制を事例に〜
北陸会 安川
満氏

（Ｆ）高齢化社会における税務問題
〜認知症を中心として〜
近畿会 税制・税務委員会
八ツ尾

（Ｇ）監査問題特別委員会によるアンケート結果と提
言について
近畿会 監査問題特別委員会
後藤

（Ｄ）繰延税金資産の回収可能性
京滋会 安本 哲宏氏

順一氏

紳太郎氏

（Ｈ）自治体病院再編による経営改善効果について
兵庫会 大谷 泰史氏

（Ｅ）組織内会計士の働き方
近畿会 組織内会計士委員会
原田

貴志氏（近畿会）

原

繭子氏（近畿会）

藤枝

政雄氏（近畿会）

板倉

弘典氏（東海会）

松村

隆志氏（兵庫会）

挨

パネルディスカッション

拶

日本公認会計士協会東海会

会長

柴田

和範氏

日本公認会計士協会

会長

関根

愛子氏

◆パネリスト
丹羽

滋正氏（東海会）、石橋

勇一氏（北陸会）

志賀

弘基氏（京滋会）、疋田

鏡子氏（近畿会）

山田

基調講演
日本公認会計士協会

常務理事

中川

之氏

◆テーマ
不正事例の概観と提言

岳氏（兵庫会）

◆コーディネーター
新開

智之氏（東海会）

◆テーマ
不正事例

− 会計不正にどう対応するか −

閉会の辞
日本公認会計士協会近畿会

会長

髙田

篤氏

Ⅲ．懇親パーティ（17:30〜19:00）
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自由論題の部

A

非営利法人の会計統一の
可能性と実務問題
東海会

鷲野

直久

白井

達也

自由論題（A）「非営利法人の会計統一の可能性

は負債60億円超の社会福祉法人に会計監査人の設置

と実務問題」では、東海会、非営利法人委員会の鷲

が導入され、今後段階的にその範囲が拡大される考

野直久氏、白井達也氏により発表がなされました。

えが示されている。

以下、当日の主な発表内容を記載いたします。

しかし、「必要に応じて見直しを検討する」との
表現により、段階的導入が政令規定で担保されず、

１. 営利法人と非営利法人の比較

内部統制構築への準備がなかなかスタートしない状

前半は、鷲野氏より、営利法人・非営利法人の定

況や、対象法人が1%(約200法人)のみといった課題

義と、両者の概念の違いやそれに伴う会計の目的

が存在している。

（何を会計で説明するのか？）等を、会計の歴史に

また、社会福祉法人における不正・横領事件の特

沿って説明するとともに、各非営利法人（学校法

性として、理事長親族など経営に携わる者の不正・

人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、医療法

横領（設立時に寄附をした実績から何らかの回収を

人）の会計制度についても比較が実施された。

したい動機が働きやすい）や、内部統制のぜい弱さ

そして、利害関係者への説明責任の手段として会

による資金管理者による不正などが存在する一方

計が存在しているが、現状は、各非営利法人におい

で、上場会社のような決算不正、粉飾決算の動機付

て、事業区分の考え方や持分概念の有無などが各々

けはあまりないということであった。

相違している状況にある。非営利法人ごとに消極的
に規定するのではなく、「営利法人」に対する「社
会法人」等として、統一的な整理を行うことが望ま
しいという結論が述べられた。

社会福祉法人の課題と公認会計士の業務支援
上記のような状況の中で、大多数を占める会計監
査人非設置法人においても、公認会計士による業務
支援は重要であるが、社会福祉法人業界の特性とし

２. 社会福祉法人へ関与するための知識・知見と課題

て、行政側を向く閉鎖性や横並び意識の強さなどか

後半は、白井氏により「社会福祉法人へ関与する

ら、公認会計士による業務支援を実施するにあたっ

ための知識・知見と課題−予備調査を終えて、期待

てのきっかけづくりが難しい状況にある。

される業務支援への取り組みについて考える−」と

そのため、社会福祉法人へのアプローチとして

のテーマで、実際の業務におけるエピソードに触れ

は、改善提案よりも、法令順守違反へのリスクを強

ながら発表がなされた。

調した改善指導を行うことが効果的である。なお、
内部統制の改善や決算管理体制の構築指導に際して

社会福祉法人へ関与するための知識・知見
社会福祉法人は全国約2万法人あるが、収益30億

は、公認会計士としての既存の知見を生かすことが
できるとの考えであった。

円以上の法人は約200法人（1%）、20億円以上は

4

約450法人(2%)、10億円以上は約1,500法人（8%）

３. 最後に

となっている。平成29年度より、収益30億円超又

最後に、TVでも取り上げられ多数の視察を受け
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入れる先駆的なモデルケースとなっている、実際の社

認会計士による業務支援・指導が必要であるという

会福祉法人の財務数値をもとに、社会福祉法人への業

考えが述べられた。また、社会福祉法人への業務支

務支援にあたって求められる考え方が示された。

援・指導にあたっては、I字型思考（会計監査等の

50年以上の施設運営の歴史があり、評価の高い社

専門業務に特化する）ではなく、T字型思考（事業

会福祉法人であっても、財務基盤がぜい弱な法人は

経営環境・歴史・文化等を理解）によることが重要

多いという現実と、だからこそ、専門家としての公

であるとのことであった。
（報告：小野寺和子）

中国企業の会計不正と
日本企業への影響について
東海会

B

西﨑

賢治

はじめに

巻き込んだ不正の海外輸出と呼べる事象が発生し

近代化とともに急激な経済成長を遂げた中国であ

た。海外証券取引所への中国企業の上場も多数行わ

るが、一方で経済成長を支える中国企業においては

れたが、そこでも多くの問題が発生しており、下記

ガバナンス面をはじめ多くの課題を抱えている。

のショキングな統計結果が紹介された。

本発表においては、中国企業の不正会計に端を発
する日本企業に深刻な影響を及ぼす事例も出ている
ことから、過去の中国企業における不正会計の特徴
を概括的に振り返るとともに、当該事例を分析する
ことで今後の動向に関する考察が行われた。

・2010年〜2011年の米国市場に上場した中国企
業228社のうち、
・76社が近年メディアレポートで不祥事または違
法行為の報道
・67社が上場廃止（うち49社が不正会計を理由
とする）
ドイツでも同様で、2007年以降にフランクフル

いわゆる毛沢東時代には近代的意味での“企業”

ト証券取引所に上場した中国企業23社のうち三分の

は存在していなかったと言われている。その後の改

一が上場廃止になっており、そのなかには日本企業

革開放以降の企業の誕生とともに中国経済は急速な

への重大な影響を及ぼすことになった中国企業も含

発展に成功していくわけであるが、企業規模の拡

まれている。

大・資金調達の多様化が進むにつれ不正会計も誕
生、発展していったのは皮肉なことである。

中国企業の不正会計と日本企業への影響

当初は資産の架空計上、書類の改竄等の乱暴かつ

研究報告では日本企業への影響として、既述のド

単純な詐欺事件が多かったようだが、株式市場の整

イツ企業の買収直後に傘下の中国系企業の不正が判

備の結果、IPOの達成や売出し株価の上昇を意図し

明しトップマネジメントの辞任につながったケース

た包装上場と言われる不正会計が続出した。この過

と、前年度に最高益を記録していたにもかかわら

程で不正会計の規模、被害者の数、被害額が拡大し

ず、中国子会社の総経理による親族企業との不明朗

ていくわけであるが、その手口も関連会社への損失

な循環取引が判明し、一転して債務超過に陥り、民

移転等が多く見受けられるようになった。

事再生に至った事例が紹介された。

また、中国企業の国際化により、周正毅事件、中

詳細な内容については大会記録に任せるが、この

国人寿保険事件等においては香港や海外の投資家を

中で、興味深いのは日中間における「不正会計ダ
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メージの非対象性」である。つまり、中国企業の不

たが、日本企業の現地子会社が行うローカル企業と

正によりトップの引責辞任、経営破綻につながった

の取引や中国企業の買収等、日本企業が影響を受け

日本企業に対し、当事者たる中国企業においては、

るケースは今後も発生すると予想される。企業の海

地方政府の支援等により依然として企業経営が継続

外事業のリスク管理体制について十分な実効性が保

され、あるいは不正実行者と目される人物が新興企

たれているか検討することが重要であるとともに、

業の副総経理に就任し上場企業のマネジメントとし

近年は中国国外の会計事務所が中国内地企業の監査

て活躍しているとのことであった。

を行う場合には法的制約も出てきており、グループ

まとめ

監査の観点から、対応の困難性も含め慎重な対処が
必要であろう。

中国企業の日本への上場は少ないとのことであっ

（報告：和田林一毅）

C

地方公認会計士の管理会計分野における社会への役立ち
〜生産性向上税制を事例に〜

北陸会

会計士は監査のみが仕事ではない。歴史的に、会

安川

満

である。

計士の始まりは英国の勅許会計士であり、当初は破

設備投資計画書の内容をみるには管理会計／意思

産関連の仕事が主であった。現代でも会計士の仕事

決定会計の知識が必要である。経済産業省が採用す

には、コンサルティングや税務もあり、保証業務に

る投下資本利益率法を簡便にした方法は、簡便であ

おいても法定監査以外にも手続きを保証する業務な

るとはいえ、年々のキャッシュインとアウトという

ど、様々な業務がある。地方には上場企業が少な

キャッシュフローを計算しなければならず、中小企

く、監査証明以外の業務において、その能力が活用

業や個人事業主には難しい場合が多い。計画書に書

されることが期待される。地域経済に役立つため、

かれた投資により、競争力が強化し利益が改善する

会計士がどう活動していくか。AUP業務、管理会計

という根拠資料の数字の妥当性と整合性を確かめる

など、会計士の事業領域拡大の時である。今回は、

のである。ここで経営学や監査論、管理会計、原価

生産性向上税制を例に活躍の在り方を考察する。

計算といった幅広い知識を持つ会計士が活躍する場
面となる。

生産性向上税制はアベノミクスの一つとして、日

6

本再興戦略に盛り込まれた過剰投資の是正と投資の

事例を２つ紹介する。

拡大を目的としており、経済産業省が管轄してい

事例の１つ目は個人事業主の場合。「新工場建設

る。今回はこのうち、「利益改善のための設備の要

による生産性向上の設備投資計画書」に関するAUP

件」いわゆる「生産性向上税制B類型」において会計

業務について、会計士の関与についてである。

士・税理士が能力を発揮できる場面があった。事業

従業員は10人程度の規模の工場であるが、道を挟

者は申請書と投資計画書を作成し、経済産業省へ提

んで2工場を持っていた。このうち1つを閉鎖し、残

出し、経済産業省が承認すれば恩恵が得られる仕組

る1つの隣接地に新工場を建設するという計画であ

みである。この申請書と設備投資計画書を確認する

る。これにより工場間移動のロス削減、導線の一本

のが会計士に期待される役割だ。申請書と投資計画

化による生産性向上を申請した。この内容を文章化

書・根拠資料をみる合意された手続き（AUP業務）

して、計算（数値化）しCFで見せる。個人事業主
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には煩雑であり、また今まで取り組んだことのない

の新設」設備投資計画書である。中堅規模の企業で

投資計画の策定であったから、投資計画策定内容そ

あるため、投資計画などは企業が策定していたが、

のものには言及できないが、その他のこと、投資利

根拠数値となる投資設備それぞれの見積や効果の推

益率の計算や考え方への理解の助けから会計士が大

計、原価率や獲得できる利益の見積など詳細な計算

いに関与し、成功を収めた。

が必要であり、会計士の助言が大きな効果をもたら
した。
いずれも申請書提出企業からアンケートを取ってお
り、会計士の関与により理解の助けになったことや、
助言により工数が減ったなどの回答が寄せられた。
このように、保証業務ではないが、保証業務のよう
な手続きをすることは、会計士の得意分野である。地
方では監査証明以外の業務で会計士が活躍できる場が

事例の2つ目は中堅規模の株式会社の「最新工場

多くあり、会計士の活躍が期待されている。
（報告：梨岡英理子）

京滋会

D

安本

哲宏

１. はじめに

摘事項も考察した上で、監査基準委員会報告書540

企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回

「会計上の見積りの監査」に基づく監査手続及び実

収可能性に関する適用指針」（以下、適用指針）に

務適用を行う上での監査計画上の考慮事項等につい

おいて、繰延税金資産の計上や回収可能性の判断に

て考察している。

関して、具体的なガイダンスが公表されている。
しかし、繰延税金資産の計上に利用する事業計画

２. 論点の識別

等の見積もりの根拠となる情報には経営者の将来予

適用指針においては、見積もりにあたっての将来

測・見積等の不確実性が多く介在し、経営者の判断

情報の考慮において一定の対応を行いつつも、将来

の合理性の検討に際して、監査人の判断結果を裏付

の検討課題を残している。一方で公認会計士・監査

ける直接的な証拠が得られない場合も多く、また、

審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レ

繰延税金資産の回収可能性の判断により、企業の経

ビューにおいて、繰延税金資産の回収可能性が将来

営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性が

の課税所得に依存する見積もりであるにも拘らず、

ある領域でもあることから、慎重な判断が要求され

事業計画（将来課税所得）の合理性に関する監査手

る局面においては、監査の難易度は高い。

続の不備等が繰り返し指摘されていることを勘案す

そこで、直近3か年の公認会計士・監査審査会の
検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビューに
おける繰延税金資産の回収可能性の監査に関する指

ると、将来情報の監査が注目されていることをうか
がい知ることができる。
事業計画（将来課税所得）の合理性に関する指摘事
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項を整理すると、「職業的懐疑心の保持」、「事業計

際には、直近の実績と過去の事業計画の乖離状況の

画（将来課税所得）の詳細な検証（細分化）」、

分析を行うこと及び被監査会社の事業計画を作成す

「過去の実績との比較」の3つの視点からの検討

るプロセス、担当部署を十分に理解し、事業計画を

（検証手続）の欠如が起因していると考えられるこ

構成要素に分解した情報を入手することができるよ

とから、以下ではこの3つの視点から実務的にどの

うに被監査会社とも協議を行うことが必要であるこ

ように対応すべきかを具体的に考察している。

とについて、具体例をもとに考察している。
また、事業計画の理解及び情報入手を行うために

３. 監査手続に関する考察

はマネジメントインタビューは有効な手段であると
され、事業計画の理解のためのマネジメントインタ

（１）職業的懐疑心の保持
事業計画について社内承認されたかどうかの検
証を行うことは必須である一方で、その事業計画

ビューの計画の必要性及びその方法についても具体
的に考察している。

について、経営者の見解を鵜呑みにせず、職業的
懐疑心をもって批判的に検討することが必要であ

５. まとめ

り、職業的懐疑心を実行に移すためには詳細な情

最後のまとめとして、次の事項が重要かつ必要で
あるとして発表を締めくくられた。

報が必要と考えられる。

●繰延税金資産の回収可能性の検討にあたって
（２）事業計画（将来課税所得）の詳細な検証（細分化)

は、期末時のみならず、期初あるいは期中の監

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得水

査計画策定時から継続的に会社から詳細な情報
を入手すること。

準に依存することから、監査上、課税所得の計算
の基礎となる会計上の利益の額（及び税務調整項

●事業計画の検討にあたっては単なる数値の検討

目）についての監査証拠を入手できるかがポイン

のみならず、質的な面からもリアルな事業計画

トとなるとしたうえで、具体例をもとに監査証拠

かどうかも検討できるように多面的な対応を行

を入手し検証を進めていく方法を考察している。

うこと。
●監査手続を実行するにあたっては十分な監査証

また、将来計画に関する監査証拠の入手が困難な

拠を入手できるように職業的懐疑心もって批判

場合には感応度分析の利用も考えられる。

的に対応すること。

４. 監査計画策定時の考慮事項

（報告：奥村孝司）

監査計画策定時において、事業計画の検証を行う

E

組織内会計士の働き方
近畿会

組織内会計士委員会

１. はじめに

として働くことにつき、その期待される役割と将来

わが国の経済環境を取り巻く会計問題は、近年ま

のあり方を考察した。

すます複雑化・専門化しており、会計・財務関連業
務に精通した公認会計士の活躍のフィールドは、監

２. パネリストの紹介

査以外の分野へと広がっている。本自由論題では、

原田貴志氏：一般事業会社に新卒入社し、経理部門

実際に企業、官庁等の組織内部で勤務する公認会計

に配属。在職中に公認会計士試験に合

士にパネリストとして登壇いただき、組織内会計士

格。現在、営業部門（事業本部）の企
画・管理部門に所属。

8
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繭子氏：一般事業会社を経て、公認会計士試験

士が組織内に転じる意義は、自らプレーヤーになれ

合格。大手監査法人勤務後、政令指定

ることである。公認会計士として採用される場合、

都市の監査委員事務局に有期勤務。

専門性を背景に意見が通りやすい、重要な業務を任

松村隆志氏：大手監査法人を経て、一般事業会社に
勤務。経理部・税務チームに所属。
板倉弘典氏：金融系の事業会社に入社後、公認会計
士試験合格。大手監査法人等を経て、
一般事業会社へ。現在、経理、経営企
画部門に所属。
藤枝政雄氏：大手監査法人を経て、コンサル系事業
（コーディネーター）

会社に勤務し、現在は独立。社外役員
にも就任。

されることが多いことから、仕事にやりがいを感じ
ることができる。組織内会計士協議会が行った調査
においても、回答者の8割が仕事にやりがいがある
と回答した。
一方、偉そうにしているという誤解を受けやす
い、というデメリットも挙げられた。笑顔を絶やさず
物腰を柔らかく、自戒されているとのことであっ
た。
公認会計士を特別扱いしない組織である場合、資
格を持つこと自体にメリットは感じられない。しか

３. 組織の中での公認会計士の存在意義

し、研修や委員会活動を通じて社外に目を向け、ま

〜組織にとって、専門的知識を有している

た、組織内会計士の地位向上に伴って自らの意識が

公認会計士がいることの意義
パネリストの経歴により、公認会計士として採用
された場合と、新卒社員が公認会計士になった場合

変わってきたことに意義がある。
また、名刺に公認会計士を記載することも、業務
を円滑に進めることにつながる。

に分けて考察したい。
とって、専門的知識・能力を有する人材を内部に取

５. 組織内会計士がより活躍できるような環境整備
〜組織内会計士に対するサポート体制

り込む意義がある。具体的には、社内で適切な会計

組織内会計士は年間10万円を超える日本公認会計

判断ができること、会計監査や税務調査において監

士協会の会費を自己負担することが多い。会費に見

査法人や税務当局と対等に交渉できること、気軽に

合うメリットを感じるかという直球の質問に対し、

相談できる社内の専門家であることが挙げられた。

パネリスト全員が「ある」と回答された。全員が委

また、コストセンターである経理部門の社内の地位

員会活動をされていることもあり、組織内で数少な

を向上させることにより、経営者やプロフィットセ

い公認会計士と接する機会であること、社外ネット

ンターに対する歯止めとなり、コンプライアンス体

ワークができることを実感されているためである。

制を向上させることにつながる。さらに、社内のし

一方、組織内に転じ、会計士登録を抹消する会員

がらみに捉われることなく、プロパー社員には言い

が多いことも事実である。広く会計士登録を保持す

にくいことを理論的に提案し、組織の業務フォロー

るメリットを感じられる取り組みを行いたい。

や体質を内側から変えることも期待される。

（報告：岩崎香織）

次に、新卒社員が公認会計士になった場合、特別
扱いされることなく、通常の人事ローテーションに
基づいて様々な部門を経験する。もちろん、公認会
計士試験の知識は有用であり、公認会計士がいる組
織が自然になればよいと考える。

４. 組織内で公認会計士の資格を持って働くという意義
〜組織の中で働くものにとって、公認会計士
の資格を持つ意義
外部監査では独立性が求められるため、公認会計
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高齢化社会における税務問題
〜認知症を中心として〜

近畿会

八ツ尾

順一

厚生労働省のデータ（2015年）によると、認知

の申告に際して、配偶者乙が支払うべき2億円の損

症の罹患者は、10年後には2012年の約1.5倍に増加

害賠償金を甲の相続債務として申告することができ

する見込みである。更に、同省は、全国で認知症を

るか」

患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推

この事例において、責任無能力者である甲に対し

計値を公表した。これによると、65歳以上の高齢者

て、監督義務者乙の民法714条に基づく2億円を負

のうち、5人に1人が認知症に罹患する計算となる。

担させることができるか、また、その乙の負担を甲

認知症の高齢者の数は2012年の時点で全国に約

にさせるとしたらどのような理由付けが可能か、と

462万人と推計されており、約10年で1.5倍にも増

いうことが論点になる。ただ、我が国の民法におい

える見通しで、この結果を踏まえ、認知症対策のた

ては、監督義務者乙の責任（民714）に基づく損害

めの国家戦略を早急に策定しなければならないと警

賠償金は、いかように考えても、責任無能力者甲に

告している。一方、我が国において、65歳以上の高

帰属させることはできないというのが通説である。

齢者が、日本の総資産の2/3以上所有しているとも

すなわち、責任無能力者に損害賠償責任を負わせる

いわれ、また、その中で、認知症の罹患者の保有財

ことができない（民713）のである。しかし、この

産は100兆円を超えていると報道されている（三菱

ように考えることが、結果として不合理な結論を導

UFJ信託銀行／日経：H29.2.14朝刊）。ここで

くことがある。日本の民法のような考え方は、必ず

は、このような裕福な認知症の罹患者と税務問題につ

しも世界共通ではない。むしろ、日本の民法の（責

いて検討する。なお、余談ではあるが、皮肉にも、

任無能力者に対して損害賠償責任を負わせることが

AI（artificial intelligence）は、「ディープラーニ

できない）考え方は、例外的なものであるとも思わ

ング」による技術発展によって、人間を上回る頭脳

れる。

を持ちつつあると示唆されている。

10

F

ドイツ民法829条は、責任無能力者に対して、一

以下、昨年、認知症の罹患者が鉄道事故を起こ

定の条件の下で、損害賠償責任を認めている。すなわ

し、その監督義務者に準ずる者（妻と子供）に対す

ち、監督義務者に対する損害賠償請求が不可能で、責

る損害賠償請求（民法714条）事件として争われた

任無能力者の相応の生計・扶養義務の履行の保証を

「最高裁平成28.3.1判決」（裁判所ウェブサイト）

するならば、責任無能力者に対して、賠償義務を負

を、ベースとした税務問題を考える。最高裁の事例

わせることができるとしている。更に、フランス民

を税務事例に修正した概要は、次のとおりである。

法489-2条では、ドイツ民法のように、一定の条件

「甲（91歳）は、鉄道事故を起こし、鉄道会社A

を付けずに、「他人に損害を加えた者は、精神障害

から損害賠償（民709）を求められたが、認知症の

の影響下にあった場合においても、賠償の責任を負

ため「責任無能力者」（民713）と判断され、賠償

う。」と規定している。また、不文法であるアメリ

責任が問われなかった。そこで、鉄道会社Aは、責

カは、「精神障害による責任無能力者に賠償責任を

任無能力者の監督責任（民714）を甲の配偶者乙

課すルール」の一つとして、「賠償責任なしとなれ

（89歳）に求めた。甲は、鉄道事故後、1年で死亡

ば、被害者への救済はなくなり、大きな財産を抱え

したが、乙（財産なし）は鉄道会社Aに対して、2

ている心神喪失者が、他人の生命を、補償なくして

億円の損害賠償金を支払うことになった。甲は5億

奪うのを認めるような異常事態も生じうること」が

円の財産（現預金）を所有していたが、甲の相続税

ある。すなわち、巨額の財産を持っている責任無能
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力者に対して、賠償責任がないと判断すれば、その

このように考えると、民法714条の乙に対する損

結果として、「異常事態」も生じるとして、そのよ

害賠償金を責任無能力者である甲に負担させること

うな責任無能力者に対しては、賠償責任を認めるべ

（結果として、責任無能力者に賠償責任を認めると

きであるとのルールである。

いうこと）は、必ずしも否定されるべきものでもな

このように、諸外国では、日本と異なり、資力のあ

い。不法行為制度を損害賠償金の衡平な分担を定め

る責任無能力者に対しては、当人が行った不法行為

る一制度と考えるならば、むしろ資力のある（裕福

に対して、賠償責任を認めることを肯定している。

な）責任無能力者甲に負担させる方が、妥当であろ

これに対して、日本での裁判では、責任無能力者

う。なお、立法論としては、租税法において、「み

に損害賠償責任を負わせることが可能であろうか。

なし債務の創設規定」又は「所得税法56条（家族単

すなわち、訴訟において、裁判官は乙の2億円の債

位主義）の考え方に準ずる規定」を設けることも考

務を責任無能力者甲に帰属させることができるので

えられる。また、このケース（相続税の課税価格が

あろうか。裁判官は、不合理な結果を回避するため

5億円から債務の2億円を控除した3億円になるこ

に、不法行為の法律の趣旨（衡平な費用負担）か

と）については、責任無能力者に親族の損害賠償債

ら、責任無能力者甲に乙の賠償責任（民714）から

務（民714）を負わせることが（責任無能力者も含

生じた2億円を帰属させるという判断を下せるので

めて）税務上、有利であることも考慮されなければ

あろうか。そこでは、「衡平な費用負担」から、当

ならない。

該事例について、甲に損害賠償責任を帰属させない
と「著しく不合理な結果を来すことが明らかな特別
の事情がある」といえるかが、ポイントとなる。
本来、何人も他人の行為について責任を負うこと
がなく、「自己の行為」についてのみ責任を負うと
いう「自己責任原則」がある。そして、その例外と
して、民法714条（責任無能力者等の行為に対する
監督義務者の責任）及び民法715条（使用者の責
任）がある。これらの責任は、「代位責任」といわ
れるもので、自己責任原則が変容した「不法行為責

G

監査問題特別委員会によるアンケート結果と
提言について
近畿会

後藤

紳太郎

１. はじめに

２. 提言内容

第48回中日本五会研究大会におきまして、提言書

監査問題特別委員会は、昨年の4月に設置され、11

公表に先立ち、その骨子を発表いたしました。
ここでは、監査問題特別委員会 提言書についてそ
の概要を報告させていただきます。

月に中日本五会の会員・準会員を対象としてアン
ケートを実施し、その結果を踏まえ「提言書〜監査の
諸問題に関するアンケート結果から〜」
（ 以下、提言
書）を取り纏め、提言として3月末付で公表しました。
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提言は全部で７つですが、公認会計士監査に関す

難しい」と判断した場合等、変更理由に疑義が残

る制度について今後の制度改正も視野に入れた提言

る場合）

を行っています。これらの提言は、単に現状の制度

厳しい監査環境の中、JICPAの自主規制機関とし

の問題を指摘し改正を外部に求めるということでは

ての役割を果たしていくためには、JICPAが実施す

なく、職業的専門家として業務の前提となる制度そ

る個別の監査業務の品質管理レビューの有効性を高

のものについて我々自らが継続的な見直しを行い、

めていく必要があると考える。そこで、品質管理レ

変えるべきところがあれば変えていくための行動を

ビューの対象業務として監査上の判断の影響が大き

行うべきであると考えています。以下、提言とその

いと考えられる上記のような監査業務を優先して選

趣旨の概要についてまとめています。

択すべきと考え提言を行った。

提言１．公認会計士・監査審査会の検査及び日本公

提言３．不正会計事案等に関する監査業務の調査及

認会計士協会の品質管理レビュー

び担当監査法人、担当会計士の処分

日本公認会計士協会の品質管理レビューについて、

不正会計事案に関する監査業務及び当該監査業務

質・量ともに必要に応じて充実を図り、公認会計士・

を担当した監査法人等の調査については、一元的な

監査審査会は日本公認会計士協会が実施する品質管理

調査が実施できる体制（例えば、「会計審判所」

レビューのモニタリングに徹するべきである。

（仮称）の設立）を構築すべきである。また、その

CPAAOBの個別監査業務に対する検査は、

調査結果に基づき行われる金融庁の処分とJICPAの

JICPAの品質管理レビューとCPAAOBの検査の二

処分については、事案発生後一定の期間内の同時期

重のチェックが行われる結果となっている。このた

に行う仕組みを構築すべきである。

め、レビューや検査対応のために多くの時間や労力
をかけることとなり、重複感が生じている。

品質管理レビューや検査の在り方について、現状
の不正会計事案に対する監査法人や公認会計士の処

公認会計士監査の信頼性回復のためには、まずは

分に関して、同じ不正事例案件でもJICPAと金融庁

公認会計士自らがその責任を再認識し、各監査法人

で処分内容やタイミングも異なることが多い。法律

における品質管理体制の強化を図り、JICPAは、品

上の建付けが異なるとはいえ、同じ不正会計案件に

質管理レビューを質的にも量的にも強化をし、自主

対するJICPAと金融庁による処分の内容やタイミン

規制機関としての役割を適切に果たすことが必要で

グが大きく異なることは望ましくなく、JICPAと金

ある。そのうえで、公認会計士法の基本的な考え方

融庁（CPAAOB）の調査を一元化する仕組みを構

に基づき、CPAAOBはJICPAが実施する品質管理

築するべきであると考え提言を行った。

レビューのモニタリングに徹することが適切である
と考え提言を行った。

また、「措置の勧告」の可能性があるCPAAOB
の検査と、JICPAの規律調査会・綱紀審査会への付
託につながるような監査業務審査会のレビューにつ

提言２．品質管理レビューの対象業務

いては、別々に実施するのではなく、「会計審判

品質管理レビューの対象とする業務は量的・質的

所」（仮称）といった独立した組織を創設したうえ

に影響が大きいと考えられる下記の業務を優先すべ

で、事実関係の調査と監査法人等が適切に監査を実

きである。

施していたかの判断をゆだねることも検討に値する

・監査報酬の絶対額が大きい監査業務

と考える。

・監査事務所における収入割合が大きい監査業務
・監査時間（又は監査報酬）が相対的に少ない監査
業務
・訂正報告書を提出している会社の監査業務（特
に、不正等）
・監査人が交代した会社の監査業務（特に、会計上
の判断などの要因や、前任監査人が「契約継続が
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提言６．監査役等の責任と権限
監査役等の責任の明確化と権限の強化を行うべきで
ある。

JICPAは平成29年2月22日付けで「株式会社東京

監査役等は、会計不正が発生しないように経営者

証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の

が適切な内部統制を整備・運用していることについ

見直しについて｣を公表し、会員に対して「決算短信

て監督する責任がある。そのためには、監査役等

等については、監査等の対象外であることから会社の

は、三様監査の観点から会計監査人および内部監査

責任において速報値として早期に開示を行うよう促

部門との連携により、事業、業務及び会計不正リス

し、監査人として、会社法監査及び金融商品取引法監

クに対応していく必要がある。監査役等が会計不正

査について、より高品質な監査を実施するために十分

の問題に積極的に関わることは、社会の要請である

な監査期間を確保した上で実施いただくようお願いし

と考える。

ます。」というメッセージを発信している。

監査役等は、この社会的な要請に応えるために、

しかし実態は、一旦公表した決算数字を変更する

会計監査人の選解任、監査時間等について、監査さ

ことに対する会社側の抵抗は根強く、会社の決算短

れる立場である会社（経営者）に委ねるのではなく

信に対する姿勢が変わってくるのか疑問も残る。こ

自ら積極的に関与し、会計監査人の選解任権、及び

のため、決算期末日後30日以内等の決算が確定する

報酬の同意権を適切に行使することが必要であると

前のタイミングにおいて、「決算見込情報」を「概

考え提言を行った。

数」で開示し、その上で、現在の「決算短信」の開

監査役等は、監査役等としての責任を果すため会

示は、決算期末日後60日以内とし、財務諸表を添付

計監査人の監査内容を十分に理解の上、経営者に対

して行うといった実務を変化させるような方法を検

して監査時間の確保を求める必要があると考える。

討する必要があると考え提言を行った。

さらに進んで、監査役等が監査人の報酬決定権を持
つことについても早期に実現を図っていくことが望

提言５．不正会計に対する罰則の強化

まれる。

不正会計が発生した会社の経営者及び監査役等に対

不正会計が発生しないような内部統制を整備・運
用をさせ、また、たとえ発生したとしても適時に発

提言７．内部統制報告・監査制度の抜本的見直し
内部統制報告書及び監査制度については、抜本的な
見直しを行うべきである。

見し必要な対処をするのは、経営者の責任である。

アンケートでは、9割を超える回答者が現行の制

この経営者の責任が適切に果たされているのか監視

度に関して疑問を持っている。具体的な問題点とし

するのがガバナンスの責任である。また、経営者が

ては、「会社も監査人も前年と同様な手続きを形式

経営環境の変化に適切な対応ができず現場にストレ

的に実施しており、有効性が失われてきている」、

スがかかる状況で不正会計が行われる事例も多くあ

「内部統制監査を現場で実施している監査人のビジ

るが、経営者が適切な経営を行っていることを監視

ネスの理解や経験が浅く、表面的な検討となってい

するのもガバナンスの責任である。

る」などに対して多くの回答者が同意している。

不正会計を実行した者、不正会計を防止・適時発

不正会計の発覚後に、その結果を受けて全社統制

見する方策を適切にとらなかった経営者、その経営

や重要な業務処理統制に開示すべき重要な不備が

者に対して適切な監視を行わなかった取締役・監査

あったとして内部統制報告書を訂正するケースが頻

役等は、適切な社会的な制裁を受ける必要があると

発していることからも、内部統制報告書及び監査制

考え提言を行った。

度がその目的を十分に達成していないと思われ、当
該制度の抜本的な見直しの必要があると考え提言を
行った。
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３. 終わりに
中日本五会研究大会後の４月14日に提言書公表に
ついて記者会見を行いました。また、記者会見に先
立って10日に日本経済新聞社の取材を受け、11日
の朝刊の関西版、電子版に掲載されました。また、
記者会見を受けて15日の朝刊の関西版でも再度記事
掲載されています。
提言は、日本公認会計士協会本部役員、地域会、
金融庁、関連する大学教授などに送付しました。

H

自治体病院再編による
経営改善効果について
兵庫会

大谷

泰史

１. はじめに

や高度・先進医療などの重要な役割を担える体制の

多くの自治体病院において、経営状況の悪化や医

構築を目指した改革ガイドラインである。その方法

師不足等のために、医療提供体制の維持が極めて厳

として、①経営の効率化、②再編・ネットワーク

しい状況になってきた。そのため、総務省は平成19

化、③経営形態の見直しという、3つの視点を挙げ

年12月24日付で、「公立病院改革ガイドライン」

ている。

を策定し、病院事業を行う地方公共団体に対し、公

更に、平成27年3月には、上記の3つの視点に、

立病院改革プランを公表した。これにより一定の成

④地域医療構想を踏まえた役割の明確化という視点

果は見られたが、依然として厳しい状況が続き、持

も加えた「新公立病院改革ガイドライン」が公表さ

続可能な経営を確保できない病院が現れ始めた。ま

れた。これにより、公立病院の改革を強力に推進す

た、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、

ることを目指している。

地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組ん
でいく必要が高まってきた。このような状況から、

３. 公立病院再編による経営改善効果

平成27年3月31日付で新たに「新公立病院改革ガイ

ガイドラインの視点にある、②再編・ネットワー

ドライン」を作成された。これにより、今後、多く
の自治体病院において、再編・ネットワーク化の推
進が期待されている。

ク化について、さらに掘り下げた報告がなされた。
再編・ネットワーク化として、市民病院間の統合
型や、県民・市民病院の県・市統合型、民間病院と

本発表においては、上記状況にある自治体病院の

官営病院の官・民統合型、複数の病院をネットワー

運営環境についての説明と、その対応策の1つであ

ク化し基幹病院とサテライト病院の役割分担による

る再編・ネットワーク化による経営改善効果を中心

基幹病院・サテライト型など、タイプは多様にあ

に研究報告がなされた。

る。これらの事例紹介とともに、実際に現場視察さ
れた際の状況報告がなされた。

２. 公立病院改革ガイドライン

14

公立病院改革ガイドラインとは、公・民の適切な

経営改善効果の結果としては、組織再編により経

役割分担の下、地域に必要な医療提供体制を確保す

営の効率化は進展するが、医師不足については必ず

ること、その中で、公立病院が安定的に不採算医療

しも改善していないことが明らかになった。経営効
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率化については、再編後の収支比率の改善は認めら

４. 最後に（公認会計士が貢献できる機会）

れた。これは再編により病床数が削減された結果、

自治体病院には、上述の取り、経営改善やガバナ

平均在院日数が短くなり、病床利用率が上昇したこ

ンス機構の改善、医療サービスの提供など多くの課題

とが一因と考えられる。また費用面でも事務職員の

を抱えている。これらの課題に関して、公認会計士は

減少などにより人件費が減少したことも要因と考え

会社経営に関する高度の専門知識を有しており、当該

られている。

ノウハウをもって貢献することができ、また、病院組

一方、医師不足については、再編による明確な効果
は認められない。具体的には勤務医は、大学による全

織によっては独立行政法人監査や監事監査などを通し
てガバナンス面でも貢献していける。

面的な支援を得られるか否かという要因が大きい。こ

これらを通して、自治体病院の改革に公認会計士

のような効果は大病院に限定的なものであり、400床

が積極的に関与し、健全な発展に貢献していくこと

以上の病院では医師の増加により改善していたが、

が期待される。

400床未満の病院は多くで減少していた。

（報告：植村達生）

統一論題の部
基調講演

不正事例の概観と提言
常務理事

中川

１. 監査業務審査会の活動概要

リングを行うこ

監査業務審査会の役割は、会員の監査実施状況及

とになっている。

び監査意見の妥当性について調査し、会員の監査業

取上げ案件の

務の品質確保を行うことにある。当該調査は会員の

近年の傾向とし

懲戒を目的としたものではなく、指導を行うもので

て、特別に調査

ある。また、監査提言集を発行し、会員の監査品質

した監査人の交

向上を図っている。

代案件を除くと

審査の対象には個別監査案件と特別調査案件とが

之

不正案件が多く、

あり、特別調査案件は例えば監査人の交代等特定の

その中でも経営

事象に関して調査を行う。対象事案は、公開情報や

者不正や子会社・関連会社不正が多い。

ホットラインから抽出している。結論は合議によっ
ている。

２. 不正事例

監査業務審査会で処分懸念事案となった場合、規

偽造された恐れのある証憑書類等の事例を紹介す

律調査会に回付され、より深度ある調査及び審議に

る。変造又は偽造されたおそれのある証憑等が存在

より違反事実を特定し、綱紀審査会に審査要請を行

する場合、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す

う。綱紀審査会の結論に不服がある場合、不服審査

状況かどうか、不正リスクを適切に評価する必要が

会に申立て、不服審査会で結論の差し戻しを行う

ある。当該事例は入金があるから売上債権の実在性

か、不服を棄却するかを決定する。これらの制度に

や回収可能性を判断してはいけないという事例であ

ついて監査業務モニター会議等様々な目でのモニタ

り、経営者にプレッシャーがあれば経営者不正を行
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うリスクがあり、入金の事実を作るために迂回資金

３. 監査提言集

の流用を行うおそれがある。この事例においては、

監査提言集は、監査業務審査会で取上げた事案を

多額のソフトウェア投資に経済的合理性があるのか

分類・整理し、会員が監査業務を遂行するに際して

慎重に検討する必要があった。不正は形式的には証

参考となる事例を、分かりやすいように誇張したり

憑が整備されているケースが多く、原始証票の確認

カットしたりしてアレンジしたものである。取上げ

や他部署へのヒアリング、相手先への直接質問等の

参考事案のポイントの周知徹底を期待しており、会

対応を検討する必要がある。したがって、疑念を

員限りとしている。

持ったらギアチェンジをして裏付けを取ることが必

監査提言集の11の提言は、①ほとんどの不正事例

要で、例えばソフトウェアの実在性を確認するため

には書類は整っていること、②証拠力の強弱の見極

にはITの専門家の利用を検討する等の対応が必要で

めが重要で、質問への回答をうのみにせず必ず裏を

ある。

取ること、③リスクは変化することを意識するこ

グループ監査の事例は20億円を着服した従業員不

と、④納得できるまで手続きを実施すること、⑤新

正の事例であり、銀行からの簿外借入を利用したも

しい事象には新しいリスクがあること、⑥投融資の

のであった。ローテーションや上席者のチェックが

内容の十分な理解が必要で特にファンド等について

なく、自由に不正操作を行う余地がある子会社や孫

は事業上の合理性に留意が必要、⑦損失処理は問題

会社等人員の少ないところで発生しやすい。重要な

解決にあらず、資金流出による不正資金創出のケー

事業拠点よりノンコア事業等でのリスクが高い。し

スもあり留意が必要、⑧時間的な制約はリスクを増

たがって、グループ全体の管理体制の実態を把握

大させること、⑨基準の解釈は設定趣旨の理解が重

し、人事ローテーション制度やモニタリング制度に

要、⑩連結子会社の影響を勘案する為全体の理解が

留意すべきである。

必要、⑪調書が監査人の正当性を証明する唯一の手
段であること、である。
以上、会員の監査業務に役立てていただきたい。
（報告：田中久美子）

パネルディスカッション

不正事例 − 会計不正にどう対応するか −

１. はじめに
統一論題の部では、日本公認会計士協会東海会会
長の柴田和範氏、日本公認会計士協会会長関根愛子

そのあと2時間40分にわたり、「不正事例−会計
不正にどう対応するか−」をテーマにパネルディス
カッションが行われました。

氏のご挨拶に続き、日本公認会計士協会常務理事の
中川隆之氏から「不正事例の概観と提言」の基調講
演がありました。

16

17040

今回のパネリスト及びコーディネーターは次の通
りです。

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年5月10日 第695号（5月号）

パネリスト…丹羽

滋正（東海会会員）

正実施期間別の発生状況のデーター分析結果の発

石橋

勇一（北陸会会員）

表がありました。概ね市場に占める各業種割合と

志賀

弘基（京滋会会員）

近似した割合で不正事例が発生していることか

山田

岳（兵庫会会員）

ら、いずれの業種においても不正は発生する可能

疋田

鏡子（近畿会会員）

性があるという懐疑心の保持が重要になるとのご

コーディネーター…新開

智之（東海会会員）

意見です。関係会社特に海外拠点で不正事例が増
加傾向にあり、国別では、中国に次いで米国の事

２. 発表内容

例が多くみられます。手口別では、収益認識にか

この数年の新聞紙上等を賑わしている上場会社の

かる不正が依然として主体となっているものの、

会計不正により、公認会計士監査への関心が高まっ

経営者が関与する場合の影響額が多額となる傾向

ている中、監査人として不正リスク及び会計不正に

がみられました。不正実施期間が長期化する場合

どのように対応するのかということから、今回の統

は共謀が多いとの予想に反し、単独での実施が多

一論題では「不正事例−会計不正にどう対応するか

いという分析結果の報告がありました。

−」のテーマが選定されました。
当日を迎えるに当たり、全7回にわたるパネリス
ト会議を開催して準備を進めてきました。

●山田氏「不正リスクに対応する高リスク事象の把
握と実施すべき手続−事例分析とアンケート調査
より考察−」（発表趣旨）

●志賀氏「現行の会計監査制度と監査現場における
課題」（発表趣旨）

不正事例から高リスクの事象を特定すること
で、どのような監査手続を設計し、実施していく
べきかについて発表がありました。

昨今の不正事例が絶えない環境下で、現行の会

2016年に実施されたKPMG FASによる Fraud

計監査制度の中で、監査現場としてはどんな課題

Surveyでは、横領の件数が多いという結果があ

を抱えているか、今後、監査事務所といった組織

り、現場では横領に遭遇する機会が圧倒的に多い

や制度はどのように対応していくのかについて発

と想定されます。この結果を踏まえ、高リスクと

表がありました。

して、①金融機関の担当者（現金を預かることが

なぜ不正事案を見逃してしまうのか、不正事案

できる状況）、②管理部署が少人数、③長期間に

の発生要因、そして監査人の懐疑心の保持・発揮

わたり人事異動がない、④架空仕入（キックバッ

の重要性を通じて、具体的な不正が発生する要因

ク）、⑤「儲かっていない状況」（予算達成圧力

を検討し、監査人の懐疑心の発揮が不正を発見す

が厳しい、上場廃止基準に抵触する等）の5つに

るうえで特に重要である点を示していただきまし

ついて、実施すべき監査手続と留意点の発表があ

た。また、その懐疑心を発揮するうえで影響を与

りました。①から⑤に対応した実施すべき監査手

える要因と問題点、懐疑心の発揮を阻害する問題

続と留意点は次の通りです。①着服したら直ちに

点を取り除くような監査事務所の取り組み、その

発覚するような内部統制の整備状況の構築（例え

他監査を取り巻く制度上の取り組みについて発表

ば、現金を預かったことが営業担当者以外から自

していただきました。

動的に顧客に通知される）、②職務分掌が不十分で
あれば不正を生じさせる温床になるため、管理部

●石橋氏「不正リスク対応基準導入以後の公表不正
事例分析」（発表趣旨）

署人数のリストを入手しモニタリングの範囲を検
討、③部課長、営業担当者等の現職就任期間の情

不正リスク対応基準導入以後に公表された不正

報を入手、④キックバックを発見するのは通常は

事例をいくつかの切り口による分析結果の発表が

困難だが、事例分析によると架空請求を指示する

ありました。

手口が多いという結果が出ている。これを踏ま

不正発生案件の上場と非上場の区分、業種別、
市場別、地域別（国内、海外）、不正手口別、不

え、モノが動いたことや取引が実際に存在するこ
とを運送状等により確認する手続を検討、⑤会計

17041
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不正が想定されるため、防止策として、上級経営

不正または不正の端緒を発見した経験の有無、

者に対して不正事例の研修等による啓発（「必ず

不正の端緒に気づくために重要と思われること、

見つかる。」「見つかった時のリスクは大き

不正の端緒から重要な虚偽表示につながるリスク

い。」「最後は（個人として）損する。」という

を的確に把握できる自信の有無、その後の監査計

ことを強烈に意識させる。）

画立案と手続実施及び証拠集めを十分に実施でき
る自信の有無、不正による虚偽表示を発見した場

●丹羽氏「監査手続に対する会社の不正隠蔽手口」
（発表趣旨）

合に経営者に対して是正を求めることができる
か、そして最後に、不正を発見するためにリスク

不正実行手口（意図的に不正な利益調整を行う

アプローチは有効な監査手法か否かについて、ア

直接行為）と不正隠蔽手口（不正実行手口の実施

ンケート結果から読み取れることや私見も交えて

の結果、証憑の偽造等により帳簿操作の隠蔽工作

発表いたしました。

を行うこと）の二つを定義した上で、後者に焦点
を絞った発表がありました。
隠ぺい手口として、会社側で意図的に多数の得
意先に分散して架空売上を計上することにより、

３. 最後に
全体を通じて、コーディネーターの新海氏よりコメ
ントがございましたので、最後にご紹介いたします。

監査法人による売掛金残高確認状が残高の重要性
により選定されていたため架空売上先に発送され

「会社の環境、取引内容をしっかり理解した上

ないようにしたケース、委託倉庫会社に対して虚

で、不正につながるリスクの識別が非常に重要であ

偽の在庫確認書類の作成及び押印を指示するケー

り、その前提として、事例研修に加え不正経験のあ

ス、監査法人送付の残高確認書類を遠方にまで回

る上司とのディスカッション、あるいはチームの中

収に行ったのち、偽造内容の書類を作成するケー

でのディスカッションを通じて、そこにターゲット

ス、監査法人立会者の立会対象資産リストから架

を絞って監査手続をしていくということの重要性を

空計上した資産を意図的に外したケース、立会時

再認識しました。」

に監査人を意図に誘導や棚札添付分散のケースな
どが紹介されました。
●疋田「「監査問題特別委員会アンケート〜監査の
信頼性の回復のために〜」アンケート結果」（発
表趣旨）
監査問題特別委員会の副委員長を担当したこと
もあり、他のパネリストの発表とは趣向を変え、｢
監査問題特別委員会アンケート｣の中から、中日本
五会会員の「不正に対する意識調査結果（アン
ケート結果）」をご紹介しました。
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第51事業年度 IFRS研修会
第4回 実施報告
〜IFRS財務諸表における表示・開示〜
国際委員会

委員長

山本

憲吾

1. はじめに

テーマとなり、2017年から2021年にかけて「①基

平成29年3月2日（木）に日本公認会計士協会近畿

本財務諸表プロジェクト」、「②開示に関する取り

会の研修室において、国際委員会主催による「IFRS

組み」、「③IFRSタクソノミ」の３つのプロジェ

セミナー（第4回）」が開催されました。テーマは

クトが進行していることが示されました。「①基本

「IFRS財務諸表における表示・開示」であり、講

財務諸表プロジェクト」においては、財務諸表の構

師として、IASB客員研究員の倉持亘一郎氏と、

造を改善し、比較可能性を高めるべきかどうか、あ

PwC京都監査法人パートナー山田善隆氏をお迎え

るいはAPMの利用についてのガイダンスを提供す

しました。

べきかどうか等検討されていることが紹介され、ま
た、「②開示に関する取り組み」においては、開示

2. 財務報告におけるコミュニケーションの改善

の「重要性」の概念の適用が開示の問題に関わって

最初に、倉持氏から「国際会計基準（IFRS）に

いると考えられており、現在のガイダンスよりも少

ついて」のテーマで、IFRS財団と国際会計基準に

し踏み込んだ「重要性に関する実務記述書」が

ついての基本理解、日本基準とIFRSとの違いにつ

2017年上半期に公表される見込みであること等が

いて触れられ、次に本題である「財務報告における

解説されました。

ました。

最後に、「コミュニケーションの改善に向けてで
きること」として、作成者は、上記プロジェクトの

まず、冒頭でIFRSの表示については、日本にお

完成前であったとしてもコミュニケーションの改善

ける財務諸表等規則のような詳細なガイダンスがな

のためにできることがあるとして、例えば「決まり

いため、財務諸表の作成者側に裁量の余地があり、

文句」ではなく企業固有の情報を忠実に記述するこ

実務においては作成者あるいは監査人の判断に相当

と、重要なことを強調して明確な記述にすること、

程度依存していることが強調されました。

情報の有用性を損なわない範囲で企業間や各報告期

また、「裁量」の中で的を射ない膨大な開示が行

間における比較可能性を高めること、財務諸表の構

われ、重要な情報が埋没している、あるいは、IFRS

成を工夫すること等、様々な方策があることが紹介

に準拠していない「代替的業績指標（Alternative

されました。

Performance Measure : APM）」を用いる企業が
用や判断が実務においては必ずしも意図した形で行

3. 日本企業のIFRS財務諸表の表示・開示と
監査の着眼点

われておらず、表示・開示を歪めている可能性があ

次に、山田氏から「日本企業のIFRS財務諸表の

り、IASBが問題意識を持っていることが説明され

表示・開示と監査の着眼点」のテーマで解説がなさ

ました。

れました。まず、「日本企業のIFRS財務諸表の表

増加している等、財務諸表の表示に関する原則の適

その結果、「財務報告におけるコミュニケーショ

示・開示分析」として、2015年4月期から2016年3

ンの改善」がIASBの今後の活動における中心的な

月期にIFRS財務諸表を作成した日本企業81社の分

17043
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析結果が紹介されました。

リュームが増加するだけではなく、記載内容の質的

まず基本財務諸表の分析として、「各財務諸表の
表示科目数」「注記のページ数」の分析がなされ日

評価・検証に要する工数が加わることが留意点とし
て述べられました。

本基準からIFRSへ移行した場合に、表示科目数は

最後に「表示/開示の監査における着眼点のフ

減少し、そのかわりに注記のページ数が増えると

レームワーク」の例が紹介され、改めてIFRSの表

いった傾向があるという分析がなされました。ま

示/開示の監査にあたっては、IFRS開示基準への準

た、各財務諸表においては、財政状態計算書では流

拠性のみならず、表示/開示に関する総合的質的評

動性配列法、純損益及びその他の包括利益計算書で

価が必要であり、そのためには検証可能性、比較可

は２計算書方式、機能別分類が多く採用されている

能性、理解可能性、コストの観点から、開示情報の

ことが紹介されました。

有用性や客観性等とのバランスをとりながら、検討

その他、減損損失、持分法損益等の固有項目の表

を進める必要性があるという点が示されました。

示箇所、APMの表示方法についても分析され、各
企業により若干バラつきがあること、さらに、収益

4. おわりに

認識等の会計方針の注記の中には分量はあるものの

今回、IFRSの表示・開示というテーマで、IASB

内容が具体的にわからないものがある等、セミナー

研究員と監査人のそれぞれの立場から解説していた

前半の倉持氏の講義で触れられたIASBの問題意識

だきました。セミナー前半で示されたIASBにおけ

を裏付ける分析結果が紹介されました。

る問題意識が、後半での日本のIFRS開示の分析結

次に、「IFRS財務諸表の表示・開示に関する監

果で具体的に裏付けられ、現在のIFRSの表示・開

査の着眼点」ということで、日本基準に基づく表

示の問題点あるいは監査上の留意点を、効率的かつ

示・開示の監査と比較して、開示基準への準拠性よ

効果的に理解できる研修会だったのではないかと思

りも開示情報の質的評価がより重要になる点が強調

います。

されました。IFRSの特徴として、開示項目が多い

今後とも国際委員会ではIFRSに関するセミナー

一方で、それぞれに詳細なガイダンスがないため、

を開催していく予定です。ぜひ多くの皆様のご参加

作成者の判断や固有の記載が求められる局面が多

をお願いいたします。

く、それを監査する監査人側にも単に検討対象のボ

会員情報確認のお願い
会員・準会員の皆様にご登録いただいている

１．協会HP（http://www.hp.jicpa.or.jp/）画

会員情報は協会本部・地域会からの書類送達や

面から会員ログインボタンを

連絡等の基礎となる重要な情報です。

クリック

会員マイページにログインし、「会員情報の

２．ID及びPWを入力しログイン

確認・変更」画面から会員情報に変更がないか

３．「会員情報の確認・変更」を

どうかを次の要領にてご確認いただきますよう

クリック
４．ID及びPW入力

お願いいたします。
なお、過去に既に確認いただいている方も再
度ご確認いただきますようお願いいたします。

５．「会員情報の確認・変更へ」をクリック
６．登録事項及び届出事項がともに変更がない
ことを確認後、「登録事項・届出事項とも
に変更なし」ボタンをクリック

【問合せ先】
日本公認会計士協会

会員登録グループ

Tel : 03-3515-1122 E-mail : kaiin@jicpa.or.jp

７．「登録事項・届出事項ともに変更なし」が
グレーになり、「最終確認日＝ボタンをク
リックした日付」が表示されれば終了で
す。ご協力ありがとうございました。
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「キャリアデザイン・ワークショップ2016（第四回）
〜 監査業務の魅力 〜」
中堅・若手会計士委員会

平成29年３月18日（土）に近畿会会議室におい

委員長

奥澤

望

がっていると思う。

て、「キャリアデザイン・ワークショップ2016

（西山氏）監査業務で主査を経験した時と、初めて

（第四回）〜監査業務の魅力〜」研修会が実施され

監査以外のプロジェクトを統括させてもらった

ました。

時に成長を実感した。今思えば、新しいことに

「キャリアデザイン・ワークショップ2016」は中
堅・若手会計士自体が公認会計士であることの自信

チャレンジして、挫折し、それを乗り越えた先
に成長があると思う。

を持ち、その可能性に気付き、法人内外を問わず幅

（布施氏）シニアになって、主査として自分のやり

広いフィールドで活躍できるように、自らキャリア

方を実践して、現場をうまくまわせている今、

デザインを考える端緒を提供することを目的に、

一番成長を実感している。

2016年度から中堅・若手会計士委員会が企画した研
修会で、2016年度において全四回開催致しました。
最終回となる第四回目は、中堅・若手会計士の多
くが従事している、監査業務をテーマに取り上げ、
監査法人に勤務されている、パートナー、マネー
ジャー、シニアスタッフという職位の異なる3名の
パネリストをお迎えし、それぞれの立場から見た監
査業務の魅力や自らのキャリアについてパネルディ
スカッションを行うとともに、参加者を交えたワー
Ｑ．監査業務を続けるかどうか悩んだことはありま

クショップを実施しました。

すか？

（司会）
卓哉氏（デロイトトーマツファイナンシャ

査にも慣れてきて、仕事がマンネリ化してきて

ルアドバイザリー合同会社）

いた。当時は、自分が一番会社のことをわかっ

（パネリスト）
重田象一郎氏（有限責任 あずさ監査法人

（重田氏）１度目は、入社して５年目くらいで、主

パート

ていると思っていたが、経験を積んで、今思え
ば会社の一部しか分かっていなかったことに気

ナー）
西山

淳氏（新日本有限責任監査法人

マネー

づかされる。２度目は、マネージャーになりた

ジャー)

ての時にプライドをずたずたにされる経験が

布施

あった。上司に話して、海外で働く道に導いて

雅士氏（PwCあらた有限責任監査法人

シニアスタッフ）

もらい、今の自分がある。
（西山氏）私も、入社して５年目くらい。主査をやっ

パネルディスカッション

て２、３年経ち、現場を自分がまわしている感覚

Ｑ．いままでで一番成長を実感した時期はいつですか？

になり、マンネリ化していた。尊敬している上司

（重田氏）パートナーになった今が一番成長を実感

に相談したら、チームを統括するポジションで

している。監査業務には職位により様々な役割

監査以外のプロジェクトに入れてもらい、今ま

があるが、その役割ごとに成長する機会があ

でと異なる経験で気づかされることが多く、成

り、それらの経験の積み重ねが今の成長につな

長を実感することができた。
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（布施氏）スタッフの時期に、業務の進め方に不満を

感想

抱くことがあり、なかなかうまくいかず、辞めよ

今回は、監査法人や職位の異なる3名のパネリス

うと考えた時期があった。辞めないでおこうと

トにディスカッションしていただきましたが、各パ

思った理由は、不満を言うだけではなくて、シニ

ネリストの意見には共通することも多く、私自身も

アの立場になって、実際に自分が思っていたこと

共感するとともに、監査業務への取り組みを考え直

を業務で実践して証明しようと思ったため。

すいい機会をいただけました。ここでは、パネリス
ト及びワークショップで出た意見をまとめさせてい

Ｑ．監査法人内での人間関係に悩んだことはありま

ただきます。

すか？
（布施氏）悩んだ際には、相手に対し言いたいこと
を言うようにしている。
（重田氏）上司からすると、嫌なことでも言ってく
れる部下の方がありがたい。

（監査業務と成長）
監査業務では経験が重要である。また、監査業務
では、職位が変われば新たな役割を求められ、困難
に直面することが多くなるが、その困難を乗り越え

（西山氏）尊敬できる上司は、コミュニケーション

ることにより、会計士として着実に成長していく。

を大事にしている人。やはり、しっかり話をす

そして、会計士は信用が一番大事である。クライ

ることが大事だと思う。

アントだけでなく、社内でも信用を積み上げていく
ことが必要である。

Ｑ．監査業務で日頃心がけていることは？
（布施氏）下からの意見が自分を成長させてくれる
ため、下の人が意見を言いやすい環境を作るよ
うにしている。

（監査業務とキャリア）
監査業務のキャリアにおいては5年目の壁がある
ということ。また、壁にぶつかった際には、思って

（西山氏）会計士はタレント業と同じで、信頼されて

いることを素直に上司に相談することが重要で、上

いる人間に仕事が集まる。監査は経験で差がつく

司が道を開いてくれて壁を乗り越えられることもあ

ため、多くの経験を積むため自分の求められてい

る。

る立場を考え、クライアントだけでなく、法人内
でも信頼されるように心がけている。

（監査業務の魅力）

（重田氏）信用残高を積み上げていくことが重要だ

監査業務は誰かの役に立っていることを実感でき

と思う。また、会計士として、自分なりの物差

ることが魅力である。また、チームでやる業務であ

しを持つことを心がけている。

るため、一人でやるよりも自分を成長させることが
でき、業務を通じて様々なことを知る機会を与えら

Ｑ．監査業務の醍醐味とは？
（重田氏）監査業務を通じて得られることが多く、
知的好奇心が満たされる。また、グローバルな
業務が多く、世界とつながることができる。
（西山氏）チームでやること。先輩から学ぶことは
もちろんであるが、後輩に質問されることで、
新たに気づかされることがあり、チームでやる
ことが、自分の能力の成長につながる。
（布施氏）監査業務をしていると、様々な業界や多
くの人と話をするため、自分が知らないことが
多いことに気づかされる。同年代の社会人と比
べて、色んなことを知る機会があり、知的好奇
心が満たされる。
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IT委員会研修会報告

ISACA共催研修会「子どもたちのネット活用と情報モラル」
IT委員会

委員長

平成29年3月21日（火）、ISACA大阪支部との
共催研修会を近畿会研修室にて実施しました。

石原

佳和

しますが徐々に減少していきます。女子は、小学校
高学年から中学校にかけて利用が増加しますが、主

ISACA大阪支部とは、継続して研修会の相互交

にSNSの利用などコミュニケーションツールの利用

流をしています。1月には近畿会からのテーマとし

が多いとのことです。利用するツールによっても巻

てIT委員会研究報告50号「スキャナ保存制度への

き込まれる犯罪や事故の内容は変わってきますの

対応と監査上の留意点」についての解説の研修会を

で、重要な気付きでした。

実施しました。

ネットを利用する際のIDをアカウントと総称しま

今回はISACA大阪支部からの研修会のご提供で

すが、一人が複数のアカウントをもち、状況によっ

した。テーマは、「情報セキュリティ」ですが、目

て使い分けるのが当たりまえになっているそうで

先を変えて「情報モラル」をキーワードに研修をお

す。皆様はいくつご存知でしょうか？（本垢、リア

願いしました。

垢、サブ垢、取引垢、裏垢、CP垢等）

「情報モラル」とは、「情報社会で適正な活動を

子どもにとってSNSはもっとも利用する連絡手段

行なうための基になる考え方と態度」のことで、情

であり、大人とは大きく違う（10代、20代は、携

報社会の悪意や事故から身を守るすべである「情報

帯電話やメールなどよりSNSの利用が最も多い）こ

セキュリティ」より広い概念であるとのことです。

とが印象的でした。

テーマに「子どもたちの」とあり、なかなか公認

このように子どもたちは、大人とは異なるネット

会計士向けの研修としては珍しい感じがする方も多

の利用をしていますが、ネットのサービスを理解し

いと思いますが、「子ども」を「新入社員」と置き

て利用しているわけではありません。たとえば、ツ

換えても十分に理解可能で、非常に有用な講義をし

イッターは不特定多数へつぶやくツールですが、子

ていただきました。

どもたちは不特定多数につぶやくことが目的ではな

講師をお願いした七條麻衣子先生は、大分県で

く、むしろ限られた仲間に知らせるのが目的で利用

ネット利用のトラブル相談を長年続けておられま

することが多いそうです。このように、ツールの本

す。その実際の相談事例に裏付けられた説得力のあ

来の仕組みと利用の目的が異なると、友達に知らせ

る講義をしていただきました。

ようと思ってつぶやいたことが日本中に拡散するな

子どもたちのネット社会とネットトラブル

どの事件に繋がっていきます。このつぶやきは転載

まず、講義の初めは、インターネットに接続できる

ツイッターの利用規約に書かれているとのことで

端末の普及率の高さについてでした。小学校の高学年

す。利用規約を読まないことで利用することの危険

から中学生に向けたアンケートにおいて、90％を超

を理解せずに利用しているのが現状です。ぜひ子供

えることが判りました。こうなると使わせないことに

が利用するサービスについては利用規約を子どもと

よるリスク回避は難しいということが判ります。

一緒に見ておきたいものです。

また、ネット利用における男女差もあるようで、

ちなみにYahoo！リアルタイム検索というサービ

小学校の頃から男子はゲームを中心にネットを利用

スを利用すると自分がつぶやいたり、投稿した内容

17047
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がネット社会全体に向けて発信されていることが理

もってもらい、身を守れるようになる必要がありま

解できます。こういったツールを使って、利用して

す。そのためには、先ず大人が「情報モラル」を身

いるサービスの仕組みを理解するということも重要

に付ける必要があるということが大事であるとのこ

だと感じました。

とでした。

普段の情報セキュリティの講義では、情報漏えい

情報モラルを理解するにあたって大事なことは、

を中心に講義をしていただきますが、今回は、子ど

・インターネットそのものは悪ではない。

もたちのネット社会に関連して、SNSのトラブルを

・「当たり前」や「常識」は、世代や慣れ親しん

中心に解説していただきました。
たくさんあり過ぎで紙面では表現できませんが、
その中でもやはり最も多いのは詐欺被害で、ワンク

だ文化、育った環境によって異なる。
・子どもたちにとって、教わっていないことは
「ルール」「常識」ではない。

リック請求詐欺などは、アダルトサイトからの請求
であることが多く、相談しにくい側面が被害を深刻

とのことでした。こういったことを踏まえて、「で

化していくようです。

きること」と「やっていいこと」は違うということ

また、子どものネット社会に特徴的なものが、悪意
ある投稿によるトラブル、わいせつな画像の作成・送

を子どもと大人で共有していくことが必要なのだと
思いました。

信などがあります。特にわいせつな画像の作成・送信

子供たちは新しい情報機器やアプリに抵抗がな

は無邪気・無防備な子どもを狙う大人による誘導もあ

く、すぐに利用しますが、大人はなかなか新しい情

り、深刻な問題となっているそうです。子どもたちの

報機器やアプリになじめません。反対に大人なら気

承認欲求（ほめられたい、好かれたい）やお小遣い欲

付く怪しげな勧誘や誘導に、子供たちは気づくこと

しさを巧妙に操る悪意のある大人がいることにも注意

ができません。技術はあってもモラルに疎い、モラ

が必要であるとのことでした。

ルがあっても技術に疎いというあべこべな関係にあ

また、大人は大丈夫か？と問われると実はそうで

るのかもしれません。

はありません。特に詐欺被害については相談件数が

我々の仕事でもクライアントの話を外でしない。

年々増加しているということです。そういう時に大

クライアントが特定できないような呼び名を付ける

事なのが相談相手です。七條先生のおすすめ相談先

など、会計士として当たり前のことが多くありま

は、消費生活センター「188」です。憶えておいて

す。インターネットで投稿することは、不特定多数

ください。

が集まるエレベーターの中で、クライアントの話を
しているようなものです。先にご紹介したYahooリ

情報モラル教育のこれから

アルタイム検索で、監査特有のキーワードを入力す

現在、学校段階に応じた「情報教育」は行われて

ると会計士本人やクライアントを特定できる投稿が

いますが、情報モラル教育は始まったばかりです。

あるかもしれません。子どもたちだけではなく我々

また苦手意識を持つ大人が多いため他人任せになっ

自身も注意したいものです。

ています。そして、大人向けの「情報モラル」講座
はほぼない現状です。
子どもたちのインターネットの利用はもはや止め
ようもありませんが、子どもたちに情報モラルを
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経営委員会 CSR小委員会セミナー報告

「ESG投資の時代へ〜環境・社会・ガバナンスと企業価値、世界の潮流〜」
経営委員会

【日

時】 2017年3月21日（火）

CSR小委員長

師】 経営委員会

英理子

13:30〜16:00

【テーマ①】 会計士のための環境CSR
【講

梨岡

Q&A（改訂版）解説

CSR小委員会

委員

孫入

修一 氏

【テーマ②】 ESG投資のインパクト − 注目すべきESG課題は何か？
【講

師】 高崎経済大学

経済学部

教授

水口

剛氏

CSR小委員会では年に一度、会員向けのセミナー

2015年には気候変動の新しい枠組みであるパリ協

を開催しています。今年は激動する世界を反映して

定が発効、SDGsという持続可能な開発2030年目標

変わりゆく投資の世界をテーマにしました。テーマ

が公表されるなど、世界の枠組みが大きく変わるも

１は、基礎編として昨年CSR小委員会から発行しま

のが相次いで出されました。情報開示の面でも、

した改訂版「CPAのための環境・CSR

素朴な疑

GRIガイドラインがGRIスタンダードになりまし

問Q&A」から、CSRの世界のホットトピックであ

た。これら7項目は数年の間に相次いで出てきた大

るSDGsや責任投資原則、統合報告など、ESG投資

きな変革をもたらすものであり、企業と世界を取り

のお話を聞くための基礎知識を簡単に解説していた

巻く外部環境が大きく変化していることが分かりま

だきました。テーマ２はESG投資が潮流となった背

す。これらの環境変化を受けて、投資家はESG（環

景や、日本とのかかわり、またESG投資とは何か？

境・社会・ガバナス）投資への関心を高め、日本に

主要なESG課題は何であり、どう評価するのか、

おいても2015年9月にGPIF（年金積立金管理運用

ESG投資をすることで何が変わるのか、といったお

独立行政法人）がPRI（社会責任投資原則）に署名

話を頂きました。投資の後ろにある世界の流れと方

し大きな話題となりました。投資家の投資行動が変

向性、いま世界の課題は何なのかを考えることがで

化したことにより、投資対象である企業も、責任投

きました。

資にこたえるサステナビリティ経営をして対応する
ことを求められるようになり、CSR経営の強化を進

CSR小委員会委員

孫入

めています。
具体的にいうと、グローバルな規範に対応する

修一氏

CSRの取り組みに環境（E）社会（S）ガバナンス

ESG投資を取り巻く外部環境として、スチュワー

（G）を置いて企業の基盤を強化し、さらにその上に

ドシップ・コード、コーポレートガンバナンスコー

CSV戦略やSDGs貢献をおいて、事業を通じて社会課

ドの2つのコードを発効し、統合報告のフレーム

題を解決する、つまり自社の本業で社会課題を解決

ワークが完成したこと、さらにCSR（Corporate

することで財務的な価値を増大させるという戦略で

Social Responsibility）企業の社会的責任と異なる

す。自社の競争力強化と地球や地域へのサステナビ

概念であるCSV（Creating Shared Value）共有価

リティ貢献を最大化することを目指す経営です。

値の創造の考え方が提唱され、自社の事業で社会的

このような企業に対する会計士も、対等な話がで

課題を解決し、持続可能な社会に貢献することによ

きるような知識が必要です。「CPAのための環境・

り自社の持続的成長を達成するというCSRの概念を

CSR

大きく変える新しい概念が出てきたこと。さらに

（質問）に対し、3行程度の簡潔なA（回答）と、

素朴な疑問Q&A」は、よく話題に出るQ
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「会計士のための環境CSR Q&A（改訂版）解説」
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その背景や一歩踏み込んだ知識を図や表を使って分
かりやすく書いた＜解説＞の3つをワンセットに、1
ページに１テーマを原則に掲載されています。

ていきます。
まずは国連から出されたSDGs。これは途上国だ
けではなく先進国も含めすべての国が目指す目標と

CSRの意義や制度といった全般的な内容、情報、

して宣言され、17の目標と169のターゲットがあり

開示、保証、CPAの役割の5章から構成され、どこ

ます。気候変動はここにも入っていますが、2015

からでも読める、読みやすい構成です。この機会に

年12月に出されたパリ協定では、産業革命以前と比

ぜひご覧ください。

べ 地球の平均気温上昇を2度を下回る基準に抑えるこ
ととされており、これを受けた各国ではCO２削減の数

テーマ②
ESG投資のインパクト − 注目すべきESG課題は何か？

は、2度を達成するために厳密な科学的数値情報か

高崎経済大学 経済学部 教授 水口 剛氏

ら目標を定めるように求めるイニシアチブであり、

値目標を設定しました。またScience based target

「ESGを知っていますか？」という質問から始ま

これに基づいて、「自社が達成できる数値目標」で

りました。この質問には受講者の多くが手をあげま

はなく「2度以下を達成するために必要な数値」を

した。ついで「GPIF」「SDGs」とだんだんと減っ

目標とする企業も出てきています。このほか、労働

ていきます。なぜこの質問が最初に出てきたか？

や人権、森林破壊、経済的格差が重要な課題とされ

世界最大規模の機関投資家であるGPIFがPRIに署
名したことは、世界と日本にとって画期的な出来事

ています。（これらはSDGsの17の目標にも掲げら
れていますが、詳細は省略します。）

でした。それはGPIFが「スチュワードシップ責任

このESG投資の背景には何があるのでしょうか？

を果たす一環としてESGへの取り組みを強化する」

欧州では「事業活動の基盤が崩壊する危機感」

ために「投資先企業のESGを適切に考慮し、それが

「社会からの信用を失う危機感」があるといいま

被保険者のための中長期的なリターン拡大の基礎と

す。低金利・ゼロ金利が続き、地球環境が限界に近

なる企業価値向上に資する」と表明したからです。

づき、経済格差が拡大する・・これは資本主義シス

PRIは2006年国連から公表され、ESG(環境・社

テムの限界がきているのではないか。短期利益の追

会・ガバナンス)の要素を投資の分析と意思決定、

求と金融化の進展による弊害が資本主義の根本を揺

株主行動に組み込むことを宣言しています。2017

るがせている・・そこから「新しい資本主義」を求

年3月時点で世界の1700機関が署名し、運用資産総

める動きがあるから、ではないでしょうか。新しい

額は62兆ドルの巨額となっています。（参考に、日

資本主義は、資本の概念を拡張し、「統合報告」が

本の歳入は1兆ドルくらいですので、いかに巨額か

いう自然資本や社会関連資本、人的・知的資本な

がわかります）

ど、財務以外を資本とし、資本が増えることで価値

ではなぜ、ESG投資をするのでしょう？ESGが
ビジネスチャンスになること、逆に対策しないこと

を創造すること、すべての資本のバランスよい維持
増殖を目指すのです。

は長期的にみてリスクにつながること、受益者（最

この新しい資本主義では、企業の評価基準や投資家

終的な資金の出し手）の共通の価値観に合致するこ

の役割も変化します。ESG投資は、投資の仕組みを変

と、幅広く分散投資するユニバーサルオーナー（投

えることで社会の仕組みを変えていく。企業は統合思

資家）にとって、良好な社会・環境を守ることが、

考で経営し、投資家は「責任ある投資」を行う、それ

結局はポートフォリオ全体の利益になること、など

がESG投資の役割ではないかと思いました。

が考えられます。投資先の選別には、ESGのレー
ティングを利用する方法と、通常の財務分析・判断

以上、上記内容は私が感じたままであり、講師の

にESG要因を反映させる方法があります。では

お話しそのままではございません。また全部を書き

ESG評価機関はどのように情報をつくるのでしょう

きれていません。とても意義のあるセミナーで、質

か。最近は企業の公開情報からインターネットで情

疑応答は時間いっぱいまで質問や意見が続き、大変

報を検索して、それを独自の評価基準に照らして評

な活況のまま終了しました。これからの世界を考え

価レポートを作成することが多いようです。（企業

るうえで大変重要なサゼスチョンをいただいた、

にとっては十分な量の情報開示が重要となります）

あっという間の二時間半でした。

次に、主要なESG課題とは何か？について検討し
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中学生のための公開授業
「ハロー！会計」実施結果報告
広報部

副部長

近畿会広報部では、昨年度に続き今年度も「中学
生のための春休み特別公開授業」と題して、平成29
年3月26日（日曜日）13時〜16時に、大阪新阪急ホ
テルにおいて「ハロー！会計」を実施しました。
「ハロー！会計」は、社会貢献活動及び広報活動
の一環として、日本公認会計士協会の地域会が中心

田中

知幸

会場を7つのテーブルに分け、それぞれのテーブ
ルに4、5人ずつチーム分けをして進めました。
1時間目は、ピザ屋を舞台に、損益分岐点や、設備
投資の意思決定の授業です。中学生の数学で学習する
比例や一次関数とグラフ作成の知識を使って、ピザ屋
がとるべき意思決定をチームごとに考えました。

となって、小・中学生を対象に実施している会計講
座です。
中学生向け新聞や近畿会会報、HP等で参加者を
募集し、中学生27名（男性15名、女性12名）、及
び保護者32名の参加がありました。

準会員会等の応援も頂き、以下のようなスケジュー
ルで進めました。

売上・原価・損益分岐点等、原価計算を題材とし
ているため、どうしても説明の際には専門用語を使
いたくなりますが、相手は中学生ですので、なるべ

受付開始

く用語に頼らず本質を噛み砕くように説明し、意思

13:00〜13:05 開会あいさつ(北山副会長)

決定の問題を解決できるよう努めました。授業内容

12:45〜

13:05〜13:10 アイスブレイク
13:10〜14:00 1時間目（講師：桂、有本）
ピザ屋の意思決定と損益分岐点
(同時に、会場別室にて、保護者向
けの制度説明を実施)
14:00〜14:10 休憩
14:10〜14:50 2時間目（講師：田中、坪田、福永)
監査と公認会計士
(寸劇を交えて、監査や公認会計士
制度の意義を説明)

が少し難しかったとの反応もありましたが、わから
せようとする講師の熱意は伝わったようです。
2時間目は、ピザ屋の社長・株主・公認会計士の
3人による寸劇を通じて、会計・監査の意義を解説
しました。
（寸劇の内容）
創業の夢溢れるピザ屋の社長、ふとしたことで社
長を応援することになった株主。株主のおかげで夢
を果たした社長ですが、社長の心の中はどうしても
株主を意識して粉飾決算をするかしないか…、天使
と悪魔が囁きだします。

14:50〜15:00 休憩

揺れ動く社長の前に颯爽と現れたのが、会計士！

15:00〜15:55 3時間目（講師：中川）

さて、ピザ屋の社長の運命は？

ティータイム＆DVD放映18分

普段人前で話す機会はあり場数を踏んでいたつも

公認会計士の仕事内容の説明

りでしたが、演劇経験がない3人が寸劇をするとい

テーブル別質疑応答

うことで、戸惑いもありました。これを克服すべく

15:55〜16:00 閉会あいさつ(種田広報部長)

事前に練習や工夫を重ね、本番に臨みました。
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例えば声の高さやトーンの調節、恥ずかしげをと

ことで、参加した中学生と公認会計士との距離をぐっ

りはずすくらいのオーバーリアクション、目線の配

と縮めることができ、公認会計士の存在を身近に感じ

り方等、中学生の目線に立って工夫を重ねました。

てくれたのではないかと思います。

さらに、寸劇中に、わざと演者がその寸劇を止め
て、その時点で観劇している中学生の気持ちを代読

こうして、半日のスケジュールをこなし、当日は
大盛況のうちに終了することができました。

するようなセリフを交え、中学生の気を引かせ、共
感させるような工夫も重ねました。

「ハロー！会計」実施後に、中学生と保護者にア
ンケートを行いました。

その効果もあってか、寸劇は大好評で、時々笑い

アンケートを通じて様々なご意見を頂きました。

も起こり、公

『「ハロー！会計」を通じて、子供たちの会計・

認会計士の存

監査に対する関心が高まった』、又は「公認会計士

在意義をすん

という職業の認知度が上がった」というような好意

なりと理解し

的な意見が多く寄せられました。また、保護者から

てもらえたの

も貴重なご意見を頂きました。例えば、会計・監査

ではないかと

の専門的な知識の紹介に留まらず、会計・監査の社

思います。

会的意義をさらにアピールするような内容にしてほ

3時間目は、授業で疲れた頭を癒すべく、ホテル
のおいしいケーキをいただいてしばしのティータイ

しいという、ある意味我々の社会での存在を後押し
してくれるような有り難いご意見もありました。

ムをとった後、協会制作のDVDアニメ「転校生は
公認会計士」を放映し、公認会計士の仕事を説明し

今後も、広報部は引き続き業界発展のため、広報
活動を盛り上げていきたいと思います。

ました。コミカルに仕上がったアニメであったこと
もあり、中学生は集中してアニメを視聴していた様
子でした。
アニメの内容を補足する形で、講師による公認会計
士の具体的な仕事内容の説明の後は、テーブル毎に質
疑応答を行いました。今年度から、各テーブルに公認
会計士等のメンバーを配置し、彼らにテーブルをファ
シリテートしてもらい、中学生からの質問に直接答え
るようにしました。これにより活発に質疑応答できた

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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平成29年度

TOPICS

会務報告

平成29年3月31日、金融庁から「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）が発出されまし
た。このコードは、大手上場企業等の監査を担い、多くの構成員から成る大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策
定されていますが、それ以外の監査法人が自発的に適用することを妨げるものではない旨の記載があり、コードの適用・不適
用に関わらず、各監査法人においてそれぞれの組織規模等に応じたガバナンス態勢の整備が求められていると考えます。ま
た、これを受けて同日付で、公認会計士・監査審査会（CPAAOB）は、今後、各監査法人が構築・強化した態勢の実効性を検
証し、それをモニタリングレポート等を通じて市場関係者に情報提供する旨の声明を発出しております。
金融庁では、本コードを採用する法人及び採用予定法人を4月7日を初回として公表しており、協会本部としても、「採用
（及び予定）監査法人」及び「採用しないが、ガバナンスへの取組を掲載したい監査法人」の一覧を公表する予定です。
他方、同日の平成29年3月31日、日本公認会計士協会（本部）は、会長声明「昨今の働き方改革の議論を踏まえた決算に関
する業務の在り方について」を発出しました。これは、現在我々公認会計士業界における労働環境が非常にタイトな状況に
なってきていることから、企業における決算監査の在り方に関連させて声明を出したものです。ご存知のとおり、平成29年2
月に東京証券取引所は、決算短信の簡素化についての改正を行いました。そこでは、決算短信は、「速報という役割に特化」
し、監査の対象外であることを明記することとされています。会社は外部に決算数値を公表するまでに実質的な監査を終了し
てほしいというニーズをもっていますが、監査品質を維持・向上させるために十分な監査期間を確保する意味から、決算短信
の公表時期に影響されない監査スケジュールの提案をし、理解を求める努力が必要ではないかと考えます。協会と会員の皆様
のご努力の双方が必要であると考えております。

付

曜日

3月23日

木

3月25日

土

3月27日

3月28日

3月29日

時

間

会務の内容

場

所

18:30〜20:30

監査問題特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

10:30〜17:30

第48回中日本五会研究大会

ウインクあいち

17:45〜19:00

第48回中日本五会研究大会

14:00〜16:00

第2回予算委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜13:00

大手法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

13:30〜16:30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

中堅法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

予算個別折衝

日本公認会計士協会近畿会

懇親パーティー

ホテルキャッスルプラザ

月

火

水

4月3日

月

9:30〜17:00

4月5日

水

10:00〜10:30

大阪弁護士会新役員就任挨拶

日本公認会計士協会近畿会

4月6日

木

10:00〜12:00

第260回企業財務研究会

近畿財務局

4月11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

4月12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

4月13日

木

14:00〜15:30
4月14日

「監査問題特別委員会 提言書」公表

記者会見

日本公認会計士協会近畿会

15:30〜16:00

第3回予算委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

金

(作成月日：平成29年4月18日)
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公認会計士の

こだわり

- 第５弾 -

断捨離

〜ダンナとヨメのあくなき戦い〜
田中

久美子

今回の会計士のこだわりは、日常生活のちょっと

態度をひょう

したことについてとりあげてみたいと思います。我

たんではなく

が家の日常生活は、公認会計士夫婦で繰り広げられ

ヨメに向ける

ております。公認会計士という生き物はどうも自分

ことができな

のこだわりというものを持ちやすいようですが、ダ

いのかとあき

ンナとヨメとそれぞれがこだわるところが少しずつ

れられなが

違い、それが時として平和な日常生活に波風を立て

ら、そうして

ることがあります。

立派に育った

たとえば、

ひょうたん

ダンナはひょ

を、ダンナは

うたん作りに

夜な夜なちま

強いこだわり

ちま細工をし

を持っていま

てこんなランプを作ります。わーきれい！とヨメが

す。食べられ

言うのは最初だけ。どこに置いとくの？というヨメ

ないものを育

のプレッシャーから、こうして加工されたひょうた

てるのは実益

んは、実家や隣人、近所の蕎麦屋にもらわれていく

がないとヨメは悪たれます。しょせんベランダのプ

のでありました。

ランターで作るんだからたいしたものはできないと

このようにダンナはとことんこだわるところがあ

ヨメはたかをくくります。しかし、ダンナはその限

る一方で、興味のないことにはびっくりするほどこ

られた資源のもとでベストを尽くします。厳選した

だわりません。そもそも「ホコリで人は死なない」

種を植え、ヒーターで温度管理をして育苗し、これ

という信念を堅持しているので、家の中が散らかっ

はと思われる苗だけをプランターに移植します。さ

ていようが、服を脱ぎ散らかしていようが、洗い物

らに育ってきた苗から最高の3つを厳選し、花が咲

がたまっていようが全く気にならないようです。そ

いたら健気に

れはヨメにとっては、「掃除しろ！片づけろ！」と

受粉を手伝っ

言われないので、ある意味幸せなことではありま

て、形よく大

す。ただ、ヨメは3年間海外赴任をしていたことが

きくなりそう

あるのですが、その間ダンナはヨメの想像を絶する

な実だけを残

日常を送っていたようです。ダンナは自分が気にな

します。なぜ

らない限りは片づけたりしようとは思わないので、

その献身的な

魔窟と化した部屋の中で生活していました。帰国
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後、ヨメの辛

写真や手紙はアルバムや箱に入れられて本棚やク

抱レベルを超

ローゼットの大部分を占拠しています。学生の頃苦

えた部屋を片

労して勉強した英語の参考書、会計士試験に合格し

づけた時、台

た時に名前が載った専門学校の合格者名簿、コン

所の食品庫の

サートやお芝居のパンフレットや半券、寄せ書き、

中にごま塩が

お土産に買った地名入りのTシャツ等々、思い出を

こぼれている

具現化したものを捨てるなんてヨメには考えられな

のをヨメが発

いことだったりします。その最たるものが思い出の

見しました。どうしてこんなところに…と近づいて

洋服。若いころに着ていたお気に入りの洋服は、今

見てみるとごまが動くではないですか！そう、それ

となっては流行も違えばサイズも違う、痩せたら着

は3年前にヨメが置いていったそうめんを食い荒ら

られると信じて大事にしているけれど、いつまで

して繁殖したコクゾウムシらしきものでした。ダン

たってもその時は来ず、何年も着ていない洋服がク

ナにどうしてこんなことになったか聞くと、「あ、

ローゼットの奥に鎮座しており、新しい服を買って

ビートル君、こんなところに巣くってたんや。」と

も入れるところがありません。

ダンナはムシに名前まで付けて共存していたのであ
りました。

こんなヨメの行動に、ダンナの心の中には沸々と
このような考えが沸き起こっているに違いありませ

このようにダンナはこだわらないところにはとこ

ん。「何十年も着ていないヨメの服と、たったワン

とん無頓着なので、色々なものを捨てずに放置して

シーズン着なかっただけの俺の服、どうして俺の服

おきます。空き箱はいつかなんかに使えるかもしれ

だけが捨てられるのか…。」そう、結果的に家の中

ないから置いといたらいいやんと言い訳してそのま

を占拠している捨てられないものはヨメのものの方

まそこに置いておきます。そんないつ何に使うかわ

が多いのではないかという疑念。ただ、ダンナには

からないものを置いておくほど家が大きくないやん

ここにはあまりこだわりがないので我が家の平和は

か！とヨメは激しく反論します。ただ、ダンナには

今のところ保たれているのであります。

寄 稿 CONTRIBUTION

所詮そこにこだわりはないので、辛抱きかないヨメ
がせっせと捨ててしまっても特に気に留めることは
ありません。開封もしないダイレクトメール、シー
ズン中全く着ることがなかったTシャツ、そこいら
に放置された使い捨てライター、ダンナがこだわっ
ていないとヨメが判断したものは情け容赦なく捨て
ちゃいます。でも、ヨメは心の中で「なんで自分で
捨てといてくれへんかなあ」とブツブツ文句を繰り
返しております。
こんなふうに割りとなんでも捨ててしまうヨメで
はありますが、ヨメにはヨメで捨てられないものが
密かにあります。それは、「思い出」であります。
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たれるでしょうか。協会や式典で指揮者と大勢の

す。アカペラと聞くと皆さんどんなイメージを持

ている趣味のアカペラについて書こうと思いま

こうかと考えていたのですが、私の一番長く続け

した小林と申します。私も趣味が少なく、何を書

前回の執筆者である茨木さんからご指名頂きま

がいないグループもたくさんあります。歌う曲

２( 〜 ３ 人 位 ・) ベ ー ス ・ ボ イ ス パ ー カ ッ シ ョ ン と
いう構成ですが、ベースやボイスパーカッション

ます。基本的な構成はリードボーカル・コーラス

ムで、歌うのではなくリズムを刻むパートがあり

ます。普通のバンドで言うところのベースとドラ

リズムに聞こえるかの練習を何度も試します。難

練習する事が多いです。主に一定のリズムで演奏

カッションはよく﹁リズム隊﹂といわれ、二人で

り、パートがいくつかありますのでまずはパート

したいと思います。アカペラは先程もお話した通

のですが、そのアカペラの練習風景についてお話

くベースやボ

人ばかりでな

パートも歌う

げるものです。

の歌を作り上

が歌って一曲

パートを個々

まって自分の

〜６人位が集

はなく、４人

なく、本格的に始めたのはアカペラをするサーク

た。結局、中学・高校ではグループを組む機会が

とドはまりして録画した番組を何回も見ていまし

組を見て﹁かっこいい！自分もやってみたい！﹂

式の番組でした。当時中学生だった自分はこの番

優勝するグループを決めるという甲子園に似た形

ビで放送され、その勝ち上がった組の中から全国

プを結成し、全国からの予選を勝ち上がるとテレ

ありました。その番組は高校生や大学生がグルー

に﹁ハモネプ﹂という番組が放送されていた事が

最近はあまり放送されないのですが、何年か前

も綺麗にハモることができずお蔵入りになる曲も

コーラスの方が難航しがちです。中にはどうして

も持っていないと中々難しく、基本的に練習は

が、﹁和音﹂を出すのは音感・リズム感のどちら

麗な音になります。これを﹁和音﹂というのです

員が上手に合わさるとそれはとても厚みのある綺

の内、一つの音しか出さないのですがコーラス全

す。コーラス一人一人は﹁ドレミファソラシド﹂

パートで集まり、いわゆる﹁ハモる﹂練習をしま

ます。アカペラの肝となるコーラスはコーラスの

は上がり両者が噛み合うのがそれだけ難しくなり

する練習や両者の演奏を合わせた時に心地のいい

毎にわかれて練習をします。ベースやボイスパー

合唱団が歌っている様なイメージを持たれる方も

は 、 テ レ ビ 番 組 の 影 響 で Ｊ Ｐ- Ｏ Ｐ が 多 い の で す
が、洋楽やプロアカペラグループの曲をする事も

しいリズムや出しにくい音域があると曲の難易度

イスパーカッ

後に、メンバー全員で曲を演奏した際に、上手く

あります。しかし、そういった練習を積み重ねた
そこでその結成したバンド毎に練習をしていく

ルに入った大学生になってからになります。

パートがあり

ションという

私のしているアカペラはそんなに大層なもので

多いのではないでしょうか。

多いです。

アカペラについて
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いった時は本当に嬉しく思います。
次に、ある程度曲が演奏できるようになると、

に言うならば歌う度に曲をアレンジできる点がア
カペラの楽しい所の一つです。
最後に、頑張って努力した成果を披露する事も

何となくでもアカペラがどういうものかについ

曲をアレンジしてみたいと思うようになります。

を聴く人の感情を動かせる様にアレンジします。

ては知って頂けましたでしょうか？アカペラのイ

楽しみの一つです。アカペラのサークルに入って

色々なパターンがあるのですがよく使われる手法

ベントは探してみると意外に多く、ストリートラ

元々、アカペラの楽譜は原曲のものと少し違って

を２つ程ご紹介いたします。一つ目は、ユニゾン

イブやショッピ

いると、人前で歌う機会も多くあります。何組か

という方法で、アカペラは基本的に異なる音の

ングモール等で

いて大抵の場合は人の声だけで演奏できるように

﹁和音﹂で進行していくのですが、曲の中でここ

もイベントを

のバンドでライブを開催する事もあれば、結婚式

ぞ！と言う時は、コーラスが全員同じ音で歌いま

やっている事が

音域を調整したり、テンポを落としたりします。

す。そうする事で、曲の中の強調したい部分を盛

あります。もし

やイベントの中で歌う事もあります。もちろん、

り上げる事ができます。二つ目は、転調という方

この記事を読ん

しかし、楽器で演奏されている場合よりも稚拙か

法で、最後の盛り上がりに入る前等に、今まで

で少しでも興味

とても緊張するのですが、終わった後に、拍手を

歌ってきた調を変えます。カラオケ等でも曲の最

を持って頂けた

といえば決してそんなことはありません。アカペ

後のサビ前の所で歌声が高くなる所をイメージし

方がいましたら

頂けたり好評な声を聞けると最高の気分を味わう

て頂ければと思います。この転調という方法は、

是非、生のアカ

ラは人の声のみで演奏する分、演奏者の感情を伝

変化する所で徐々に変わるのではなく、はっきり

ペラを聴いてみ

事ができます。

と変われば変わる程聴いている人の意識をガラッ

て欲しいなと思

え易いです。そのため、曲の中で盛り上がる箇所

と変えることができ、曲に変化をつけるのにピッ

遼

います。

小林

タリです。
原曲をそのまま歌うのも楽しいですが、自分た
ちの好きなように曲をカスタマイズできる、さら

寄 稿 CONTRIBUTION
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有名ソムリエによる
「ワイン＆マリアージュ」セミナー開催報告
大阪市南地区会

会長

柴原

啓司

平成29年2月7日（火）19:00より、Wassy's Din-

ンがサーブされるたびに、鷲谷氏がワインの産地、

ing Soupleにて鷲谷紀子氏による「ワイン＆マリアー

ワインの香りと食事の風味の相性など、詳しく解説

ジュ」セミナーを開催しました。ご夫婦の方も多

して下さいました。

く、33名がご参加くださいました。

参加者は、時間を忘れ美味しいワインと食事を楽

大阪四天王寺にあるワイン専門店「Wine Store

しみました。当日は貸し切りだったため、他のお客

Wassy's」は知る人ぞ知る有名店であり、レストラ

様に気を使うことも無く、スタッフの皆様は我々の

ン「Souple」と合わせると約3000種類のワインを

食事の進み具合に合わせ、絶妙のタイミングでワイ

扱っておられます。講師の鷲谷氏はソムリエールと

ンをサーブして下さったので、私も幹事であること

して、営業統括責任者として、レストランに立ちな

を忘れてすっかり飲みすぎてしまいました。

がら年に数回ワイン産地を訪問し、生産者と交流を

肝心のワインですが、個人的に印象に残った2本

深め、得た知識や情報を『楽しく伝えたい』と精力

をご紹介します。

的に活動されています。鷲谷氏は、和歌山から四天

白：オー・ボン・クリマ

シャルドネ

サンタバーバラ

“椿ラベル”2014

王寺の酒屋さんに嫁がれ、「せっかく頂いたご縁だ
から、お酒に関係することの中から好きなことを追

世界的に有名なカリフォルニアのワイナリーが日

及していくうちに今があるだけ、まだまだ勉強中で

本向けに作った限定ワイン。シャルドネ特有の癖が

す」と仰っていました。

なく、すっきりとした味わいが特徴です。

当日は、ワインの基本〜ワインって何だろう〜と

赤：シャトー・ラセグ2006、ボルドー（サンテミリオン)

何とも言えない柔らかな口当たりと豊かな香りが特

いうテーマで、ワインの起源と歴史、産地、ブドウ
の品種、好みのワインの見つけ方、食事との相性な

徴。肉料理のみならず幅広い料理と相性が良いです。

どについて約20分ご講演頂きました。
今回のセミナーは、参加者の多くが「毎年の恒例

さて、いよいよ食事が始まりました。下記のメ
ニューは、鷲谷氏がチョイスされた5種類のワイン
（シャンパン、白ワイン2種、赤ワイン2種）に合う
ように、Soupleの料理長である岩田氏が創作され

行事にして下さい！」と言い残して帰られるほど好
評でしたので、もう一度企画したいと思います。ぜ
ひ、お楽しみに！

たオリジナルメニューです。食事やワイ

Menu
アミューズ
泉州

サワラのカルパッチョ〜ゆずのジュレ〜

テート・ド・フロマージュ
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白金豚とトリュフのパイ包み
〜ヘーゼルナッツ スペルト小麦～

岩手 ホタテのソテー〜オマール海老のビスクソース〜

パン・ド・エピス

和歌山

カフェ

天然平目のポワレ～根セロリのピューレ〜

カレーアイス
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京都の 亀＆亀
みやこ地区会

副会長

井上

豪

うららかな春の気配と震災復興の足跡が聞こえる

その後、１階のショップで『亀屋良長』の買い物

3月11日（土）、みやこ地区会では『亀屋良長』で

を楽しんだあと、タクシーで一路『萬亀楼』へ移

人気の京菓子手作り体験の後、ミシュラン二つ星を

動。萬亀楼は『有職（ゆうそく）料理』という食事

取得した『萬亀楼』にて竹籠弁当を堪能するという

を提供できる老舗です。この『有職料理』とは、京

豪華な旅を企画しました。ともに縁起のよい“亀”

都において朝廷や宮家等の宮中にて、節会等で食さ

を冠した伝統のある名店でひと足早い春を感じなが

れた雅やかな形式の料理のこと。京料理といっても

ら、素敵なひとときを過ごしました。

流れを辿ると4つに大別できるそうで、有職料理の
ほか、お茶にちなんだ懐石料理、お寺の精進料理、

まずは、『亀屋良長』にて京菓子の手作り体験。

おばんざいなどの町方料理なのだそうです。

先生のテキパキとした教え方に乗せられ、3つの京

今回は、諸々（ふところ）の事情もありますの

和菓子を作りました。そのうちの1つを抹茶と一緒

で、これらの料理を点心風に手軽に仕上げた人気の

にいただきましたが、形はともあれ味は最高級でし

竹籠弁当をいただき

た。先生がおまけで、これまた最高級の『和三盆』

ました。創業1722

で目の前で作ってくださった出来立てのお干菓子も

年の老舗の座敷でい

一緒にいただきましたが、これがまた最高においし

ただく竹籠弁当と厳

く（出来立てのお干菓子がこんなにふわふわと

選された日本酒で、

は！）、不覚

完全にノックアウト

にも昼食前に

〜。京都乾杯！

お腹が若干満

竹籠弁当

たされる事態
となりました。

和菓子体験の風景と和菓子完成の瞬間！

歴史ある佇まいの『萬亀楼』と最後まで見送ってくださる女将さん

17059
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上手に出来ました♪
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泉地区会 親睦ゴルフ会のご報告
泉地区会

会員

日ごとに暖かくなり、すっかり春らしい陽気の3

井上

達也

このたびは企画および運営をしてくださった南方

月19日（日）に、昨年、一昨年に引続き泉地区会親

地区会長、宮本

繁幹事、コースを予約してくだ

睦ゴルフ会を天野山カントリークラブで開催いたし

さった本田壽秀先生に厚く感謝申し上げます。

ました。
開会の挨拶を南方得男泉地区会会長が行い、それ

泉地区会親睦ゴルフは毎年開催されていますの

に引続き始球式を髙田篤近畿会会長が行いました。

で、私を含め今回成績が残念だった方、ご都合でお

ボールが豪快に飛ぶ姿を全員で見届けてから、午前

越しいただけなかった方も次回を楽しみにしていて

9時38分南コースからのスタートで始まり、後半は

ください。腕自慢の方もそうでない方も楽しいコン

東コースを回りました。親睦ゴルフ会の参加者は4

ペですので是非たくさんの方の参加をお待ちしてお

組16名でございました。

ります。

私は今回が初めての参加となりましたが、クラブハ
ウスでは建物が和風平屋造りで豪華な姿に圧倒され、
コースでは生駒・葛城・金剛の名峰が見渡せる風光明
媚な景色に感銘を受け、心からゴルフを楽しめる素晴
らしいコースでした。
ゴルフの中身に入ります
と優勝髙田会長、2位上村
恭一先生、3位小田利昭先
生、4位中村慶子先生、5
位橋本昌直先生という結果
になりました。
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「しまかぜ」に乗って志摩観光ホテルへ
北摂地区会

会長

德丸

公義

三月の下旬、春風に誘われるように今年も北摂、

プーンですくい、飲むと口の中にじわりと筆舌に尽

豊能、吹田・摂津の3地区会の共催で志摩観光ホテ

くしがたい風味が広がります。よく味わうとどうや

ルへランチに行きました。総勢21名の参加です。

ら海老の味噌以外に尻尾の部分を細かく切り刻み、

さあ、近鉄のプレミアム観光特急の「しまかぜ」

煮込んだ後に何度もこしているような感じでした。

に乗って出発です。この特急は、とにかく切符が取

思わずおかわりしたくなるほどです。機会があり

りにくいことで有名です。それもそのはず、大阪難

ましたら是非お試し下さい。

波、京都、名古屋から伊勢方面へ１日にそれぞれ一

食事の後には、ホテル内の散策です。伊勢志摩と

往復だけですから。飛行機のビジネスクラスを思わ

いう場所柄、ホテルは真珠の販売にも力を入れてい

せる３列総革張の電動リクライニングシートや展望

ます。同伴した家内は後ろ髪を引かれている様子で

車両、カフェ車両を楽しむうちに賢島駅に到着。

すが、さっさと素通りします。

志摩観光ホテルですが、今回は、昨年行った「ザ
ベイスイート」ではなく、いわば、本館の「ザ

ク

ラシック」でランチを頂きました。

実はこのホテルは、昭和天皇が5回お泊りになっ
たとか。また、山崎豊子さんが定宿にしていまし
た。「華麗なる一族」などの作品は、ここから生ま

昨年、ここでG7のサミットが開催されたのを覚

れました。さらに絵画の展示が充実しています。藤

えている方もいらっしゃると思います。ホテル側

田嗣治の巨大絵画「野あそび」が見事です。他にも

は、それを非常に誇りにしています。G7の会議の

小磯良平等の著名な画家の絵画が、さりげなく飾ら

際に使用した丸テーブルや名札がそのまま残されて

れています。食べて鑑賞して十分に満足した後に、

おり、参加各国の国旗が掲げられています。せっかく

再び「しまかぜ」に。熟睡している間に近鉄の大阪

ですので、安倍

難波駅に到着しました。

総理大臣が座っ
たJAPANの座席
に私も座り、記
念の写真を撮り
ました。
ランチは、さすがにグルメの間で評判の高い志摩
観光ホテルです。洗練された一流の風味と食感で心
と体が癒されます。食事のメニューで、一番印象に

地区会 R E P O R T

残ったのは伊勢海老のスープでした。コンソメタイ
プではありません。伊勢海老の味噌が溶け込んで見
るからに濃厚なオレンジ色のスープです。そっとス
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地区会 R E P O R T

河内地区会「懇親会の開催報告」
河内地区会

幹事

西村

強

会の概要

はありますがもはやレギュラーになっている固定会

3月2７日（月）、新地のふぐ好さんで河内地区会

員がついていることがひとつの特徴になっていま

の懇親会が開催されました。参加者は子供２人を含

す。ただ今回のイベントは特に人気が高く、定員を

む31名。今回の懇親会も募集定員満員の沢山の方々

大幅に超えるお申し込みがありました。結果、先着

にご参加いただき大いに盛り上がりました。

順での参加者確定となり、固定会員のみなさまのな

今回の様子と特徴
さて、今回の懇親会の様子を紹介します。

かでも参加が叶わなかった方が沢山おられました。
またの機会のご参加お願いします。
最後は会の様子。テーブルにご一緒させていただ

まずは、料理。ふぐ料理のフルコースでした。ふ

いた方々との交流がメインになります。最初こそは

ぐはお店自慢の下関をはじめとする国産フグを使っ

初対面等で緊張もありましたが、飲み放題も手伝っ

ておられるとのこと。皮湯引き、てっさ、焼きふ

て次第に打ち解け、最後は、みなさんのお話が面白

ぐ、ふぐにぎり、ふぐ唐揚げ、白子焼、てっちり、

く大笑いの連続でした。業界のこと、監査現場の変

雑炊、フルーツ、アイスクリームと大満足のコース

化、独立したての苦労話、意外なところでつながり

でした。とくに私の印象に残っているのはてっさで

があったね、といった話をしているうちに、同じ会

す。透明感があり、噛むとふぐ独特の何とも言えな

計士でもいろんな世界があることを改めて感じまし

い程よい歯応えと旨みが口いっぱいに広がりました。

た。

最後に
河内地区会では、今後も会員相互の親睦を深める
場所を提供していきたいと思っております。同業な
ので何かしらのお話はできます。お気軽にご参加く
ださい。まだ地区会のイベントにご参加いただけて
ない皆様、お待ちしております。次は7月8日（土）
に淡路島の沼島まで鱧を食べに行く予定です。

次に参加者。おおざっぱに言いますと、河内地区会
のレギュラーメンバー、他地区会ではありますがもは
や河内地区会のレギュラーになっているメンバー、そ
れから初参加のメンバーがそれぞれ3分の１ずつ参
加していたといった感じです。年齢層は、ご家族同
伴可ということでしたので、お子様から70歳代まで
の幅広い参加者が集まりました。河内地区会のイベ
ントはいろいろ工夫があり人気が高く、他地区会で
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春休みファミリーツアー 春の三田を１日満喫！！
厚生部サポーター

末永

直之

平成29年3月26日（日）に、春休みファミリーツ

味しかったです。椎茸ごはんがお代わり自由だった

アーで「しいたけランドかさや」に行って来まし

ので、ついつい食べ過ぎてしまった方も多かったの

た。参加者は64名（申込者数は約150名）でした。

ではないでしょうか。

しいたけランドかさやさんは、兵庫県三田市にあ

お昼ごはんを食べ終わると、腹話術師ヨッシー花

る関西随一のきのこ狩りスポット。8万本の原木を

丸さんの腹話術が始まりました。子供の頃に婦警さ

保有し、椎茸を栽培してそのほとんどを観光に訪れ

んがやっているのを見たことがありますが、それと

たお客様がもぎ取る、いわゆる観光農園です。原木

は全然違いました。人形と漫才をやっているような

椎茸の観光農園ではかなり大規模です。そんなしい

感じで、とてもウケていました。

たけランドかさやさんで、椎茸狩り、イチゴ狩り、
絵付け体験を楽しんできました。

腹話術でひと笑いした後、かさやさんの敷地内に
あるいちご園に移動し、いちご狩りを楽しみまし

まず、絵付け体験をしました。あらかじめ用意さ

た。甘みと酸味のバランスが良い紅ほっぺを好きな

れた、お皿かコップを選び好きな絵を描きます。小

だけもぎ取り、ぱくぱく。「高設栽培」だったの

学校の図工の授業のような感じで懐かしく、絵付け

で、もぎ取りやすく、通路も広くてよかったです。

に夢中になってしまいました。参加された皆さま、
焼き上がりはいかがでしたでしょうか？私はなかな
かの出来栄えに満足しました。
次に、椎茸狩りをしました。原木で栽培された肉
厚プリップリの椎茸を獲ります。原木にいっぱい生
えており、手の平ぐらいの大きなものもありまし
た。軸の根元のほうを持ってぐりぐりっと左右に振
るときれいに獲れました。
キリンビール工場へバスで移動し、工場見学後、
生ビールをぐびぐび。帰りは道路が混んでいたの
で、みなさんすーすー。
サプライズで全国的に有名な小山ロールと焼き菓
子まで頂き、ほんと充実した一日でした。企画して
下さった厚生部関係者の皆様ありがとうございまし
た。そしてお疲れ様でした。次回の企画も楽しみに
しています。

厚生部 R E P O R T

椎茸を狩り終わったらお待ちかねのお昼ごはん。
かさやさん流の椎茸の焼き方が書いてあったので
その通りに、①まず白い方を下にして軽く焼き、②
ひっくり返して塩を適量振り、③汗をかいてきたら
実食。タレを付けずにそのままパクっとひとかぶ
り。「美味しい」って皆さん思われたのではないで
しょうか。ジューシーで旨味があって椎茸のえぐみ
がない。話では美味しいと聞いていましたが予想以
上に美味しかったです。椎茸以外のお肉や食事も美
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厚生部 R E P O R T

観劇部では、部員の皆様（同伴者参加もOK）と一緒にミュージカル観劇に出かけて日頃の
疲れをリフレッシュし、その後お茶会（近くの喫茶店で紅茶等とケーキ）で感想を語り合い親
睦をはかるという活動をしています。部員にはチケット代の補助もあります。
今回は2016年度の第２回と第３回のご報告を致します。
第2回は2016年９月24日(土)、梅田芸術劇場にて「エリザベート」を観劇しました。一度は
見ておきたいウィーン・ミュージカルの大ヒット作品、1996年宝塚雪組（一路真輝さん主
演）が日本初演。当時は全編歌で綴るミュージカルは異色で大冒険、結果は大ヒット。その後
宝塚のほか東宝で何度も再演される定番の名作へ。その初演のエリザベート役で、宝塚では
「伝説の娘役」と言われる花總まりさんのエリザベートを見ました（Wキャスト公演なので、
私が「どうしてもエリザベート役は花總さんの回で！」と御願いしました。）「女帝」の異名
を持つ花總エリザベートの、あたりを薙ぎ払う気品と美しさ、初観劇の参加者にも美貌の皇后
の物語を味わっていただけたと思います。19世紀末のウィーンの世紀末の退廃感、ハプスブ
ルク帝国の豪壮な衣装、そして凝った装
置。暗躍する麗しの黄泉の帝王とその配下
トートダンサーズの素晴らしいダンス。繰
り返し再演され研ぎすまされた演出は見所
満載です。その後のお茶の時間は、感想で
盛り上がりました。
第3回は年明け一番、2017年１月21日（土）宝塚大劇場

宝塚月組「グランドホテル／カ

ルーセル輪舞曲」です。「グランドホテル」は往年の名作映画をもとにしたミュージカル作
品、岡幸二郎さん主演で東宝でも上演されています。宝塚では1993年月組の涼風真世さんの
退団公演で上演された作品です（天海祐希さんもラファエラ役で出演。豪華ですね！）。グラ
ンドホテル形式という演劇形態が生まれたほどの作品、とても変わった演出が印象的。含蓄の
ある練られた台詞、耳に残る名曲の数々とともに、記憶に刻まれる名作でした。
ショーは宝塚らしい華やかな豪華さで、新春に相応しく気分が高揚します。
終演後のお茶会では、初演を見ている私が語りまくり、ご家族参加者に熱い宝塚ファンがい
らしたので、かなりかなり熱い感想を語り合う場になりました。といっても、ちゃんと皆さま
会話に参加されています。毎回参加するう
ちだんだんとミュージカル観劇に嵌ってき
た方や、宝塚も楽しくなってきた…という
方もいて。一人で見るより、いろんな人の
居る「観劇部の観劇会」に参加する楽しさ
が見えてきたような気がしました。
観劇部ではいつも大体15〜25名が参加されます。だからチケット入手が難しい公演も、
「団体さん」で取れるという頼もしさ。そのかわり申し込み時期が大変早いので、「観劇予定
は最優先で、お楽しみに！」と長めにワクワクしていただいています。
2017年度は第1回が７月15日(土)に劇団四季「キャッツ」、第２回が９月10日（日）東宝
ミュージカル「レ・ミゼラブル」、第３回は2018年宝塚歌劇、を予定しています。入部希望
の方は、近畿会事務局までご連絡下さい。
（観劇部
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副部長

梨岡英理子）

平成29年5月10日 第695号（5月号）

近畿CPAゴルフ会
日

時

平成29年2月25日（土）

参加者

17名 / 特別参加

場

所

城陽カントリー倶楽部東コース

天

晴

候

3名

毎年2月は谷口弘一先生の紹介で法人勤務の若手会計士も参加出来るようとの配慮で土曜日に
開催されます。今回はそれに加えてシニアの3人の先生の奥様が特別参加されました。お手並み
拝見と楽しみにしていたのですが、プレーがすこぶる早く、結局最後まで追いつく事が出来ず華
麗なスイングは残念ながら見ることが出来ませんでした。
当日は冬場としては、穏やかな日でありました。調子もよく真っすぐ飛び、同伴の先生のボー
ルが見えるところまで飛距離が伸び、上位入賞が出来るとわくわくした気持ちでプレーしていた
のですが午前中の最終ホール、ナイスショットが運悪くグリーンに届かず右のバンカーにこぼれ
落ちて数年前の嫌な思い出が浮かんできました。案の定、打っても打ってもボールは上がらず13
打と相成り万事休すとなりました。ゴルフは調子がいいだけでは良いスコアに結ばず、運が左右
するとつくづく思いました。
次回は結果オーライで運よく上位入賞を狙います。NET70台3名（優勝77）、80台9名、90
台4名で誰でも少しの努力か幸運で入賞可能です。ENJOY GOLF
これからも多くの方々のご参加をお待ちしております。
（文責

山本

智三 ）

（上位入賞者のみなさん）
順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

西谷

俊治

50

45

95

18

77

2

位

山田

拓幸

57

50

107

29

78

3

位

山本

宏昭

50

48

98

20

78

4

位

小黒

敬三

42

44

86

5

81

5

位

杉本

光伸

50

47

97

15

82

GROSS HDCP

NET

ベストグロス： 小黒敬三
ニ ア ピ ン： 小黒敬三、杉本光伸、樋口秀和
上村昌也、西谷俊治 (2)、山田拓幸

優勝者

西谷俊治 会員

ド ラ コ ン： 比佐禎史、小黒敬三、小川泰彦、西谷俊治

今後の開催予定

厚生部 R E P O R T

﹁ゴルフ部開催報告﹂

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年 6月 6日（火）茨木カンツリー倶楽部
平成29年 8月 2日（水）茨木高原カンツリー倶楽部
平成29年10月 3日（火）田辺カントリー倶楽部
平成29年12月 5日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部
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﹁囲碁部だより﹂
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厚生部 R E P O R T

1. 関西地区三会親睦囲碁会
平成29年4月8日（土）に近畿会会議室に於いて開催した。京滋会から1名、兵庫会から1名、近

畿会から5名、計7名の参加者により、1局の持ち時間各人45分5局打で行った。熱戦の結果は対局
表のとおりである。

優

勝

松山

治幸（近畿会） 初段

5戦5勝

準優勝

坂井

俊介（近畿会）10段

5戦4勝

３

福永

武郎（兵庫会） ８段

4戦3勝

位

優勝した松山治幸初段（近畿会）は5戦5勝であるの

で、次回から二段で参加することに決定した。
優勝、準優勝、3位以上には、鮎屋の「巻物セット」

が賞品として、それ以外の参加者には参加賞として鮎
屋の「佃煮詰め合わせ」が授与された。
囲碁会終了後は、天満橋京阪シティモール店8Fの

「和牛ステーキ専門店」風の街において、懇親会が行
われた。
右の写真は、会議室における囲碁対局会場および懇
親会の模様である。

2. 平成29年度行事実績表

3. 平成29年度行事予定表

（１）関西地区三会親睦囲碁会

（１）東西対抗親睦囲碁大会

平成29年4月8日（土）近畿会当番

平成29年7月9日（日）〜10日（月）
東側当番「熱海ニューフジヤホテル」
（２）関西地区三会親睦囲碁会
平成29年9月9日（土）兵庫会当番
（３）関西地区三会親睦忘年囲碁会
平成29年12月10日（日）〜11日（月）京滋会当番

（文責

関西地区三会親睦囲碁会

近藤 一郎

4段

兵庫会

福永 武郎

8段

坂井 俊介

10段

○

田中 耕造

7段

○

×

宮田

要

6段

○

兼井 和夫

2段

松山 治幸

初段

近畿会
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8段

位

京滋会

4段

順

段位

数

数

氏 名

対戦相手の勝数

治幸

和夫

要

耕造

俊介

武郎

一郎

所属会

負

5

勝

1

松山

1

兼井

2

宮田

4

田中

3

坂井

1

福永

相手名

平成29年4月8日（土） 於：日本公認会計士協会近畿会 会議室

近藤

個人勝数

兼井和夫）

10段

7段

6段

2段

初段

×

×

×

○

×

1

4

○

○

○

×

3

1

3位

○

○

○

×

4

1

準優勝

×

○

×

2

3

×

×

×

×

1

4

×

×

×

×

○

1

4

○

○

○

○

○

5

0

優勝

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年5月10日 第695号（5月号）

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。

03- 3515 -8 9 6 0

「社会福祉充実計画」の作成ガイド
平安監査法人

編

西川吉典・森

智幸・長谷川真也

中央経済社

FAX

0 3 -5 2 2 6 -3 5 0 5
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社会福祉充実計画策定ハンドブック
監査法人長隆事務所
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刊

鈴木稔巳

編集代表

第一法規

刊

定価2,400円＋税

定価2,300円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

編集

定価より15％引き（送料別）

新たに創設された社会福祉充実計画の

改正社会福祉法で新たに導入された

内容と作成方法を解説し、その前提とな

「社会福祉充実計画」にどう取り組むべ

る社会福祉法人の事業経営のポイントを

きか。社会福祉充実計画策定の実務を豊

盛り込んでいます。平成29年1月24日発出の「社会福祉充実

富な図表、Ｑ＆Ａなどを交えてわかりやすく解説していま

計画の承認等に係る事務処理基準」に対応。

す。社会福祉事業の充実のための投資事例も紹介。

全訂版 公益法人・一般法人のＱ＆Ａ 運営・会計・税務

Ｑ＆Ａ士業のための改正個人情報保護法とマイナンバー法の対応と接点

稲葉威雄・鳥飼重和・中田ちず子
大蔵財務協会

監修

鈴木涼介・齊藤圭太

刊

清文社

定価3,611円＋税

定価2,600円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

著

刊
定価より15％引き（送料別）

公益法人・一般法人の運営に携わる人

法規制を受けることとなる士業者に対し

や支援する職業会計人などに向けて、公

て、同法の基礎知識から業務上の個人情報

益法人・一般法人の法務・ガバナンス、

取扱いの留意点、そして特に税理士が気を

行政庁への提出書類・届出書類、会計と
監査、税制などについてＱ＆Ａ形式で解説しています。

CPAパーソナルローンのご案内

金利据え置き

付けたいマイナンバーの取扱いとの差異を
Ｑ＆Ａ方式で解説しています。

1.55％

平成29年9月実行分まで

公認会計士協同組合では、損害保険ジャパン日本興亜株式会社ならびに三井住友海上火災保険株式会社と提携し、組合員の皆様に
「CPAパーソナルローン」をご紹介しております。「CPAパーソナルローン」の利率は、平成29年9月中の実行分まで1.55％と超低
利率となっております。加えて、最長７年までの借入期間中1.55％が維持されます。
また、お子様の教育ローンをはじめとして、さまざまな資金使途にご利用いただけます。まさに、今が借り時です!!

＜CPAパーソナルローン概要のご紹介＞
金

利 ： 1.55％（保証料込、固定金利）
※毎年4月と10月に直近の長期プライムレートを参考に利率が変更されます。
お 使 い み ち ： 教育、リフォーム、ブライダル、旅行、家具・電化製品などの購入、介護費用など幅広くご利用いただけます。
担保、保証人 ： 原則として不要です。
特
長 ： 教育ローンは融資希望日の１か月前より申し込みが可能です。また、教育ローンに限り支払い済み３か月以内のもの
もローンの対象になります。（その他の目的ローンは支払い済み１か月以内）ぜひ、ご活用ください。
ご 留 意 点 ： 「CPAパーソナルローン」は目的ローンですので、資金使途を裏付ける見積書、注文書、契約書、領収書等（いずれ
も写し可）の添付が必要です。（事業用資金、投資・投機用資金、自動車購入資金にはご利用いただけません。）
※本ローンは組合員を対象としております。未加入の方は当組合にご加入いただきますとご利用が可能です。
※お問合せ、申込用紙のご請求は公認会計士協同組合（03-3515-8960）まで。

《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）
※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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平成29年5月10日 第695号（5月号）

近畿 C.P.A. ニュース

近畿会開催CPE研修会平成29年4月実績

平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年4月実績
実施月日

時

間

分野

単位

研修会テーマ

13:00〜15:40 監 査

監査事例研修会（監査会計委員会）

16:00〜17:00 倫 理

監査事例研修会（監査会計委員会）

17:00〜19:40 監 査

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

20:00〜21:00 倫 理

関西地区三会共催監査事例DVD研修会
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

4月10日

16:00〜17:00 倫 理

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

1

「最近の照会事項」倫理

13:00〜15:40 監 査

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

4月12日

16:00〜17:00 倫 理

調査・相談グループ主査）

1

「最近の照会事項」倫理

13:00〜15:40 監 査

務本部
3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

4 月 7 日

調査・相

談グループ長）、葛西正輝氏（本部自主規制・業
1

「最近の照会事項」倫理

師

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

4 月 4 日

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

1

「最近の照会事項」倫理
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

2

山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員長）

示上の留意点」

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成29年5月12日〜平成29年6月15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。
5.12 （金）
会計監査人監査
経営委員会

6. 7 （水）
会議室・会長室 9:00〜17:00
会議室18:30〜20:30

公益法人小委員会

会長室16:00〜18:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

6.12 （月）

定例役員会

会議室18:00〜20:00

組織内会計士委員会研修会

5.22 （月）
税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30
会議室15:00〜17:00
研修室13:00〜16:30

6. 6
経営、税制・税務委員会
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研修室18:30〜20:30

経営委員会

会議室18:30〜20:30

6.14 （水）
6.15 （木）
非営利会計

6. 5 （月）
税務業務部会DVD研修会

会員業務推進部研修会

中堅・若手会計士委員会（創士の会） 会議室18:30〜20:30

6. 3 （土）
女性会計士委員会研修会

研修室18:00〜21:00

6.13 （火）
会議室18:30〜20:30

5.29 （月）
中堅・若手会計士委員会

会議室18:30〜20:30

6. 8 （木）
正副会長会

5.15 （月）
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非営利会計

研修室18:00〜20:00

国際委員会

NPO法人小委員会

会議室18:30〜20:30
会長室18:30〜20:00

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年5月10日 第695号（5月号）

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,373

34

3,407

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

42

834

計

合計

888

4,295

（平成29年3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）

3月22日付
喬子
秀明

中島
深山

芽生
元太

本坊
水谷

啓之
彰

入会者
3月22日付
倉本 恵介 （四号準会員）
田中 亜希子
（四号準会員）

宮下

真一 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
【事務所】
鶴野
新井
池谷
伊勢
梅木
大坪
岡﨑
片山
金子
久保
熊捕
崎田
寺澤
藤井
三代

衣里 （四号準会員）
茉結子
（四号準会員）
智子 （四号準会員）
友保 （四号準会員）
郁千可
（四号準会員）
章宏 （四号準会員）
（四号準会員）
華乃子
大暉 （四号準会員）
沙緒里
（四号準会員）
健人 （四号準会員）
継太 （四号準会員）
憲太郎
（四号準会員）
洋子 （四号準会員）
誠 （四号準会員）
隆寛 （四号準会員）

城山
津野

裕章 （会
紀代志
（会
（会
絵里子

【自宅】
坂本
森田
黒田

光優 （会
豊 （会
真吉 （会

員）
員）
員）

濵田

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

松岡
水谷
稲本
岡﨑
加藤
本間
吉田

亮治 （四号準会員）
彰 （四号準会員）
善宣 （四号準会員）
由樹 （四号準会員）
佑亮 （四号準会員）
有紀哉
（四号準会員）
慎太郎
（四号準会員）

塩田

啓

京
庫
国
庫
滋
滋
滋
庫
滋

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

【事務所・自宅】
隅田

直樹 （二号準会員）

（四号準会員）

3月1日〜27日
丸岡 知樹 （会
員）
鈴木 竜介 （四号準会員）
谷口 滉季 （四号準会員）
津田 海人 （四号準会員）
中居 紅美 （四号準会員）
野木 詳泰 （四号準会員）
土方 晴夏 （四号準会員）
藤原 槙太郎
（四号準会員）
松田 章汰 （四号準会員）

東
兵
四
兵
京
京
京
兵
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会

り
り
り
り
り
り
り
り
り

転出者

3月1日〜27日
員）
海﨑 眞信 （会
野村 政市 （会
員）
浅賀 裕幸 （会
員）
唐木 翔太 （会
員）
久木田 佳代
（会
員）
重田 章仁 （会
員）
末永 直之 （会
員）
鈴木 邦明 （会
員）
牧田 祐輔 （会
員）
本川 憲司 （会
員）
杉山 浩三 （会
員）
長井 完文 （会
員）
水井 圭人 （会
員）
太田 謙児 （四号準会員）
風谷 基匡 （四号準会員）

直隆
智彦
秀明
朋且
航
元太
啓之

転入者

資格変更（準会員から会員へ）
井上
田中

村田
安野
田中
西尾
登川
深山
本坊

員）
員）
員）

3月1日〜30日
黒田 朱里 （会
員）
須佐見 陽介
（会
員）
堀内 啓行 （会
員）
大野 知彦 （会
員）
武部 克成 （四号準会員）
大家 瑞生 （四号準会員）
尾﨑 ゆり （四号準会員）
小林 恵太 （四号準会員）
櫻間 敬夫 （四号準会員）

東
東
京
中
東
東
兵
兵
兵

海
京
滋
国
京
京
庫
庫
庫

会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
好本
市村
串畑
重田
永井
端場
平野
吉野
安村

勲
（会
員） 2 月 1 5 日 付
和雄 （会
員） 2 月 2 2 日 付
豊量 （会
員） 3 月 2 2 日 付
理枝子（会
員） 3 月 2 2 日 付
宗平 （会
員） 3 月 2 2 日 付
千亜希（会
員） 3 月 2 2 日 付
満
（会
員） 3 月 2 2 日 付
友和 （会
員） 3 月 2 2 日 付
真悟 （四号準会員） 3 月 2 1 日 付

死
死
業
業
業
業
業
業
退

務
務
務
務
務
務

廃
廃
廃
廃
廃
廃

亡
亡
止
止
止
止
止
止
会

会員異動

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。

17069

45

平成29年5月10日 第695号（5月号）

近畿 C.P.A. ニュース

事務局だより

事務局だより
【慶事】
・会
・会
・会

員
員
員

【弔事】
松村
松村
市川

康平
歩美
宏輔

・会 員 枡矢 晋氏のご尊父 馨様
平成29年4月4日ご逝去 満87歳
・会 員 安藤 真一氏（兵庫会）
平成29年3月30日ご逝去 満47歳

日本公認会計士協会近畿会

第51回定期総会 （CPE単位：4単位）
（ 日 時 ） 平成29年6月23日（金）

13:30〜20:00

（ 場 所 ） ザ・リッツ・カールトン大阪 ２階
（ 次 第 ） １．定期総会

ザ・グランド・ボールルーム

13:30〜16:20

２．協会本部会務報告 16:30〜17:30

３．会員の声を聞く会 17:30〜18:00
４．記念交流会

18:15〜20:00

※記念交流会の会費は無料です。多数ご参加の程お願いいたします。

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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行

株式会社中央経済社

北川イッセイ
者

北川イッセイ
著

林
行

実務出版株式会社

監査の繁忙期シーズンも終盤に差し掛かってまいりました

が皆さまいかがお過ごしでしょうか。昨年来、監査品質の一

層の向上が叫ばれ、監査業務に携わっておられる方々につき

ましては、最後まで気が抜けない状況かとはお察しします

が、お体の休息をしっかりと取って頂く事も忘れないように
していただければと思います。

日に新茶シーズンの本格的な

さて、今月号の表紙は新茶をイメージしたものとなってお
ります。新茶といえば、先月

幕開けを告げる﹁新茶初取引﹂が静岡市の静岡茶市場で開か

れ、取引史上最高値となる１キログラム１０８万円で取引が

成立したそうです。これは単純計算すると湯飲み１杯分が１

千円以上になるそうです。ところで﹁新茶﹂とは何をもって

新茶と呼ぶのでしょう。お米の場合は今年収穫されたものを

月初旬の約６ヵ月間で

全て新米と呼ぶようですが、お茶の場合は茶摘みの時期に関
係するそうです。茶摘みは４月末〜

から立春から数えて

日目の日を﹁八十八夜﹂といい、この

おり、この一番茶が一番おいしいとされているそうです。昔

甘みのもとであるテアニンという成分がより多くふくまれて

養分を蓄えて春の到来と共に成長する新芽で、お茶の旨味や

的にはこれを新茶と呼んでいます。一番茶は冬の間ずっと栄

ばにかけて今年初めて摘まれたお茶が一番茶とよばれ、一般

４回に分けて行われる事が多く、その中で４月末から５月半

10

と言われており、この新茶の成分と何か関係しているのかも
しれませんね。

日に名古屋において開催されま

回中日本五会研究大会の記事や近畿会各委員会の活

その他、今月号では３月
した第

25

者
発

贈

者
贈
寄
編集・発行 JAFIC（警察庁 犯罪収益移転防止対策室)

著
株式会社プロネクサス

法令規則集（平成29年4月1日施行）
寄

24

日に摘み採られたお茶を飲むと、一年間無病息災で過ごせる

88

非ご一読いただければと思います。

︵会報部

髙見勝文︶

動報告等も掲載されておりますので、新茶でも飲みながら是

48

■私のこと、政治のこと「どこへ行くニッポン」
日本公認会計士協会
者
贈
寄

光行

実務出版株式会社

■社会福祉法
ディスクロージャー実務研究会
編集・発行

宝印刷株式会社
有価証券報告書作成の手引き（平成29年版）

宝印刷株式会社
者

株式会社ディスクロージャー＆IR研究所
編集・発行
連結財務諸表を作成している会社用

贈
寄
■有価証券報告書作成の手引き（平成29年版）

事務局だより
発

有価証券報告書記載例基本編（連結なし）平成29年版

西川吉典、森

贈
寄
導く事業経営のポイント

者

株式会社プロネクサス
者
贈
寄

■有価証券報告書記載例基本編（連結あり）平成29年版
智幸、長谷川真也
平安監査法人
者

財務会計基準機構
者

財務会計基準機構
公益財団法人
著

公益財団法人
編

者
平安監査法人

編集・発行
者
贈
寄

■有価証券報告書の作成要領（平成29年3月期提出用)
■「社会福祉充実計画」の作成ガイド−計画を成功に

平成29年5月10日 第695号（5月号）
近畿 C.P.A. ニュース

【寄贈図書】

有価証券報告書記載例留意事項編 平成29年版

連結財務諸表を作成していない会社用

■犯罪収益移転防止に関する年次報告書（平成28年版)

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。

【 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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