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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）
〈 総会にご出席の場合は、必ず議案書をご持参願います 〉
（ 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

ザ・グランド・ボールルーム

（ 次 第 ） Ⅰ．定期総会

13:30〜16:20

１．報告事項
第51事業年度事業及び業務に関する報告の件

２．審議事項
第1号議案

第51事業年度財務諸表等承認の件

第2号議案

第52事業年度事業計画（案）承認の件

第3号議案

第52事業年度「正味財産増減に係る予算（案）」及び
「資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

Ⅱ．協会本部会務報告

16:30〜17:30

Ⅲ．会員の声を聞く会

17:30〜18:00

Ⅳ．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。
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学生に聞く！会計専門職大学院の現状
第1弾

関西大学会計専門職大学院

平成15年5月の公認会計士法の改正により試験制度が変わり、いわゆる会計専門職大学院の修了者は
短答式試験の一部科目を免除されることとなりました。これを契機に各地で会計専門職大学院が開校さ
れました。しかし、その後大量合格者の未就職問題等が顕在化し、公認会計士試験を目指す学生が減少
したこと等の要因により募集停止を行う会計専門職大学院が出てくるという課題も露呈しています。そ
のような環境にある会計専門職大学院の現状について、実際の大学院生にインタビューを行うことで公
認会計士を目指す人の現状や彼らを取り巻く環境についてお伝えするという企画がスタートします。
第1回目は、平成18年度に開設した関西大学会計専門職大学院を偶然にも修了式当日の平成29年3月
21日に訪問しました。大学院で学ぶ学生の思いや希望、大学院に対する期待について学生の率直なお
話を伺いました。

会報部
はじめに

ス、RPコース）が用意されています。今回、イン

関西大学会計専門職大学院は、大学の理念である

タビューにご協力いただきました学生もそれぞれ夢

「学の実化（じつげ）」、及びこれを具体化した柱

や思いをもって学ばれており、公認会計士を目指し

の一つ「学理と実際との調和」を受け継ぎ、「開か

ている学生、事業会社を志望している学生、留学生

れた大学」「情報化社会への対応」「国際化の促

など5名に集まっていただきました。

進」の3本柱として継承されています。
世界標準の会計や監査へ向けて日本の制度の見直
しが進む中、日本の公認会計士にも世界標準での活

務的かつ理論的な能力が要求されています。
関西大学会計専門職大学院は、「世界水準で通用す
る、理論と実務に習熟した会計専門職業人」の養成を
第一の目的として、かかる資質をそなえた超会計人を
育成することを目的として運営されています。

会計専門職大学院を目指した理由
今回インタビューに参加してくださった
学生のバックグラウンド

吉加奈さん（1年生）、事業会社への就職希望の小

関西大学会計専門職大学院では、公認会計士を目

西悠馬さん（1年生）、公認会計士試験合格者の久

指す学生のみならず、一般事業会社、公務員、研究

保田尚良さん（2年生）、日本の事業会社に就職内

職等を目指す学生、更には、日本人のみならず留学

定留学生の唐富娟さん（2年生）、公認会計士志望

生も在籍するなど多様な学生が学んでいます。学生

で短答式試験受験予定者の冨原翔大さん（2年

が目指すそれぞれの将来の目標に、より柔軟に対応

生）、にお集まりいただきました。皆さんが会計専

できるよう、3つのコース（PAコース、PAIBコー

門職大学院に入学された思いをお聞かせください。

今回は、公認会計士志望で短答式試験合格者の末
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冨原さん：関西大学3回生の時に将来の進路につい

ではないかという思いに至りました。公認会計士

て真剣に考える機会もあり、ゼミの先生に相談も

試験に合格でき、2017年4月からは有限責任あず

して、公認会計士を目指そうと思いました。その

さ監査法人で監査業務に従事します。

とき、会計専門職大学院に進学すると、専門的な
勉強が行えるということや、また試験委員の先生

唐さん：中国出身の留学生です。中国の大学卒業後

もおられることと、修了すると試験科目の一部免

に日系企業で経理職として勤務したことがきっか

除も受けられるということもあり、進学すること

けで、将来、会社の経営にかかわる仕事がしたい

にしました。

という気持ちが大きくなり、日本への留学を決意
しました。関西大学会計専門職大学院は、著名な

小西さん：関西大学1回生の頃に、公認会計士にな

先生方や実務家の先生方が数多くおられ、多彩な

るための勉強を始めていました。その後も会計に

カリキュラムの中には、個性を伸ばす個別演習科

ちなんだ勉強をしてみたいという思いがあり、ゼ

目があったこと、また設備が充実していることか

ミの先生に相談したところ、飛び級制度のアイデ

ら進学を決意しました。今でも将来、バリバリ働

アをいただき、会計専門職大学院に進学すること

く女性になりたいという思いをもっており、将来

にしました。今は公認会計士ではなく、事業会社

は経営管理の仕事をするか、経営者として独立す

で活躍してみたいという思いが強くなり、一般企

ることなどを目指しています。

業への就職を目指しています。
末吉さん：大学生のときは公認会計士になるための

会計専門職大学院に入って期待以上に良かった
こと、また期待値に及んでいないこと

勉強はしていませんでしたが、海外にあこがれが

会計専門職大学院で学ばれて、良かったこと又は

あり、語学留学や交換留学を経験し、その頃は語

期待にはまだ及んでいないと感じていることをお教

学の勉強を中心にしていました。ただ、その後

えください。

徐々に、今後は専門性も高めていかないと厳しい
という思いも募ってきました。そこで、USCPA
の取得なども考えたのですが、やはり日本にいる
以上まずは日本のしっかりとした知識を身に着け
ることが重要であり、それができれば、臨機応変
な対応もできるという思いに至り、公認会計士試
験の勉強をする決意をしました。その際、会計専
門職大学院への進学が最適と考えました。
期待以上に良かったこと
久保田さん：もともと商業高校出身でしたので、簿

大学院で有意義な学生生活を送っていますが、特

記の知識はありましたが、公認会計士は固いとい

に良かったということを挙げると、①授業が多彩で

うイメージがあり自分はならないだろうという思

充実していること、②教授陣が各分野の専門家で

いを持っていました。大学も関西大学ではない大

揃っていること、③多くの仲間がいることの3点が

学に進学していました。ただ、大学生の頃、一般

あります。

企業への就職ではなく何か面白いことをしたい、
たとえば経営学部の中で一番難しい資格が公認会

4

① 多彩な授業があること

計士なので、それを目指してみたいという思いを

授業数が豊富にあり、財務会計系、管理会計系、

持つようになりました。そこで、専門学校に通う

監査系、Advanced Skills、横断科目など幅広く体

とともに、会計や監査の知識量が少ないという不

系だったカリキュラムが用意されています。その内

安もあったので、基礎的な知識や論理的な思考も

容も基本的なことから応用的なものまで多彩です。

身につく会計専門職大学院に通うのがより良いの

そのため、大学生時代に会計や監査の勉強をあまり
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まれにはあるという点が、挙げられます。

す。また、会計や監査の基礎を身に着けている人に

また、留学生の視点から見ると、文化の違いや言

とっては、高度な応用の勉強もでき、各個人の学習

葉の違いから、もう少し留学生をサポートする体制

ニーズに沿った勉強ができます。また、実務家の先生

があるとより良いと思います。

から、実務的な観点からの話も聞くことができます。
そのため、色々なバックグラウンドやニーズを持

公認会計士を目指している人へのコメント

つ学生に応えられるような授業も整備されていま

公認会計士を目指している又は目指そうとしてい

す。加えて、インターンシップ制度もあり、実体験

る方へのメッセージをお願いします。

による勉強もできる充実した体制になっています。
専門学校との関係
公認会計士を目指している学生は、専門学校との

関西大学会計専門職大学院では、研究者教員７

ダブルスクールをしている人が多くいます。公認会

名、実務家教員６名の計13名の専任教員を始め、そ

計士試験に合格するためだけという目的であれば、

の他50名以上の兼任教員の体制で運営されていま

もしかすると専門学校のみで頑張った方が、最短

す。このように大規模な体制であるので、各分野の

ルートになるかもしれません。ただ、合格してか

第一線で活躍している先生からの、最新の話や制度

ら、即戦力として活躍できるようになるということ

の背景、歴史などを興味深く、分かりやすく教えて

や将来にしっかりとした力を持った公認会計士にな

もらえます。実務にはまだ業務に携われない中、携

るという観点からは、幅広い知識を備え、また理論

わっている方から現場の話が聞けるということも学

と実務面を踏まえた論理的思考を身に着けておくこ

生にとって非常に興味深く好評です。また、先生方

とが必要と考えられます。このような技能を得るに

より親切丁寧に教えていただけるので、モチベー

は、この会計専門職大学院というのはすごく有意義

ションがすごく高まります。

になると思います。

③ 仲間が多くいること

また、ダブルスクールをすることで、専門学校で

関西大学会計専門職大学院では、公認会計士を目指

習ったことと、会計専門職大学院で習ったことは、

している方のみならず、色々な夢を持った学生が集

結構重複することもあり、ちょうど良い具合に復習

まってきています。よって、公認会計士を目指してい

にもなり、1度で理解できないことを理解しやす

る学生の他、事業会社を始めとした産業界や官公庁で

く、特にインプットが進みます。また、制度の背景

リーダーを目指している学生、研究職を目指している

などもわかりやすく教えてもらえるので、専門学校

学生、専門的な勉強をしようと志す留学生など、目標

であれば暗記で対応することになるところ、大学院

も多彩です。また、公認会計士を目指す学生であって

であれば、事例研究なども踏まえて学ぶことができ

も、バックグラウンドの違いから、計算が得意な人や

ます。

理論が得意な人など違いもあります。このような、違
いがある学生がいること、また逆に同じ境遇の学生も
いるので、勉学に励むことから、皆で刺激しあい、視
野を広げながら勉強ができるという環境にあるという
ことも良い点と思います。
期待値には及ばないこと
先生が多彩で、実務家の先生も非常に楽しくわか
りやすく授業をしていただけます。ただ、中には人

勉強環境

前で話をすることに慣れておられない先生もおら

先ほど、期待以上に良かったという点で挙げてい

れ、シラバス通りに授業が進まないといったことも

ませんでしたが、関西大学会計専門職大学院の自習

17077
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5

平成29年6月10日 第696号（6月号）

近畿 C.P.A. ニュース

特 集 SPECIAL SECTION

環境は、非常に充実しています。自習室のキャレル

どを中心に勉強をしますが、それ以外にも経営や法

は各自持つことができ、更に24時間利用できます。

律、IT、コミュニケーションの授業などもありま

そのため、自分のスタイルに合った勉強を自在にで

す。更に、企業実務の先生もいらっしゃいますの

きるとともに、仲間もいるので必要に応じて助け合

で、そこでも色々な話が聞けます。要は幅広く授業

えます。仲間がいるということが勉強を続けていく

が受けられます。そのため、公認会計士を目指して

うえでの大きな励みになっています。

いる学生のためだけではなく、一般企業を目指して
いる人向けの授業もあり、自分が目指したい分野の

勉強方法

専門性を高めることができるようになっています。

集中しないと時間はすぐに過ぎてしまうので、勉
強方法やスケジュールを決めて、ここからここまで

就職企業の内定式のときなどで、売上高や段階利

の時間は、何をするというのをしっかり意識して、

益の計算、ROEなどの指標など、会計の課題が課

メリハリを持った対応をすることを心がけていまし

されることがありました。このようなときに、我々

た。中長期の目標と、短期の目標を明確に定めて、

はここで学んだことなので容易に解答できますが、

それに向けて本当に、毎日、スケジュールを立てて

他の学生は非常に時間を要するといったことがよく

勉強をしていました。

ありました。ここで学んでいたことで、会計に対す

具体的には、まず全体のスケジュールプランを立

る知識は当然のようになっていても、世間と比べる

てる。12月に短答式、翌8月に論文式がある。とい

と相当なレベルに達しているということを実感でき

うことは、ここまでに何を理解しておく必要がある

ます。また、会計と企業というのはやはり密接につ

か？自分に不足しているところは何か？をあぶり出

ながっているものであることから、色々な場面で活

す。そして、この改善に向け、この月はこの科目の

躍できます。そういう意味では、会計専門職大学院

とりあえず基礎を固めて、その次の月はその応用部

は公認会計士のためだけではなく、一般企業の就職

分を勉強するといった感じです。全体的に、明確な

を考えている人たちにとっても、すごく良い意味の

目標をたて、加えて、1日1日の計画を立てて実行す

あるものであると思います。

るということが大事と思います。
公認会計士試験はある分野を深く追求するという

あと、会計専門職大学院を一定の要件を満たして

より、範囲が膨大なので広く対応することが必要で

修了すると、短答式試験の一部免除の権利を持ち続

す。そのため、学習のバランスが必要なので、スケ

けることができます。そのため、今は公認会計士に

ジュール管理が非常に重要です。

興味がないとしても、将来、思いが変わったとき、
公認会計士試験を目指すことが人生の選択肢の1つ

また、時には伸び悩んでいるときや気が乗らない

になるということもあります。

ときなどは、仲間と一緒に飲みに行って、お互い頑
張ろうみたいな感じで、モチベーションを高めあう

今後の会計専門職大学院に期待すること

ことも有益だと思います。

会計専門職大学院に今後期待することとしてはど
のようなことがありますか。

公認会計士を目指していない人にとっての
会計専門職大学院の意味

公認会計士を目指す学生にとっても、産業界や官

会計専門職大学院で学ぶ公認会計士を目指さない

公庁で活躍したい学生など、各分野のニーズに合っ

方に対するメッセージをお願いします。

た授業や教授陣はそろっていると思います。更なる
期待としては、グローバル化の一層の進展です。例

6

公認会計士を目指していない人も多くいます。例

えば、英語の授業を強化することや、外国籍の先生

えば、一般事業会社で経営管理系の役員になる、も

を増やすこと、また、外国人留学生の国籍の多様化

しくは自分で何か会社をつくるという目標です。会

を図るということを進めると、広がりと深みを持っ

計専門職大学院では、もちろん会計の管理や財務な

た学びができるようになると思います。
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学生の皆様、ご協力ありがとうございました。そ
れぞれ思いは異なるかもしれませんが、高度な会計
教育を受ける機会を最大限利用して自らの成長に積
極的につなげておられるのだと実感しました。ま
た、そういった環境を求めて集まってくる仲間同士
で切磋琢磨し、お互いの成長を図っていくことがで
きているのだと思いました。会計専門職大学院で成
長を遂げた公認会計士が業界の発展に寄与していた
だくことを祈念するとともに、会計専門職大学院を
経て、業界以外の社会においても一層の活躍をされ
ることを祈念いたしております。

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成29年6月13日〜平成29年7月12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。
6.13 （火）

6.23 （金）

経営委員会

会議室18:30〜20:30

正副会長会

ザ・リッツ・カールトン大阪 9:30〜11:30

会員業務推進部研修会

研修室18:30〜21:00

定例役員会

ザ・リッツ・カールトン大阪11:30〜13:00

第51回定期総会

ザ・リッツ・カールトン大阪13:30〜18:00

研修室13:00〜15:00

記念交流会

ザ・リッツ・カールトン大阪18:15〜20:00

中堅・若手会計士委員会（創士の会）

会議室18:30〜20:30

6.28 （水）

非営利会計委員会 学校法人小委員会

会長室18:30〜20:30

DVD研修会

6.14 （水）
社会保障委員会

DVD研修会

6.15 （木）

研修室10:00〜16:40

7. 2 （日）

会員業務推進部

研修室13:30〜15:30

女性会計士委員会 子育てネットワークの会 キックオフミーティング

非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会議室18:30〜20:30

ヴィアーレ大阪10:00〜12:00

国際委員会

会長室18:30〜20:00

組織内会計士委員会、会員業務推進部 研修会

6.16 （金）
ＤＶＤ研修会

研修室10:00〜16:40

研修室18:00〜21:00

7. 6 （木）
税務業務部会DVD研修会

研修室10:00〜16:40

会員業務推進部

研修室18:30〜20:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

7. 7 （金）

6.19 （月）

経営委員会

6.20 （火）
社会保障委員会

DVD研修会

監査会計委員会

特 集 SPECIAL SECTION

7. 5 （水）

研修室13:00〜15:00

7.12 （水）

会議室18:30〜20:30

経営委員会

CSR小委員会

会議室18:00〜20:00
会議室18:30〜20:30

6.21 （水）
社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

DVD研修会内容： 6月16日（金）10:00〜11:40
13:00〜14:40
15:00〜16:40
6月28日（水）13:00〜14:40
15:00〜16:40

「諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解」
「不正事例研究（前半）」
「不正事例研究（後半）」
「パートナー・ローテーションに関するIESBA倫理規程改正の解説及び日本に与える影響」
「監査提言集の解説 〜循環取引等〜」
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監査会計委員会研修会：報告

「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」
監査会計委員会

副委員長（講師）山添

平成28年4月19日（水）午後1時30分から3時30分

清昭

整理し、その内容を説明しました。

までの時間で、近畿会の会議室において、監査会計

平成29年3月期においては、平成28年3月28日に

委員会主催の研修会「平成29年3月期の会計・監査上

改正された「繰延税金資産の回収可能性に関する適

の主な改正点と開示上の留意点」を開催しました。

用指針」の強制適用や平成28年6月17日に公表され

研修開催の時期が、3月期決算会計・監査上の対

た「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

応を検討する時期に当たっていたこともあり、ご参

に関する実務上の取扱い」などに留意が必要です。

加いただいた方は、非常に関心が高く熱心に聴いて

また、一方、監査の取扱いとしては、「監査におけ

いただきました。研修会は、三会の共同開催であ

る不正リスク対応基準」の4年目の対応や平成27年

り、近畿会106名、兵庫会25名、京滋会14名の合

7月23日付けで、公益社団法人日本監査役協会より

計145名の参加者がありました。

「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査

研修会で説明した内容を中心に、報告します。な
お、文中の意見や解釈は、講師の私見によるもので

の実施基準」の改定がされており、合わせて留意が
必要です。
これら改正項目について、実務上の留意点につい

あることを申し添えます。

て解説しました。以下に研修会で説明した主な内容

１. 平成29年3月期の会計・監査上の主な
改正点と実務上の留意点

と、平成29年3月期の実務上の主な留意点を記載し
ていますので、ご参考にしてください。

研修の前半では、平成29年3月期の主な改正点を
テーマ

研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）

平成29年3月期の実務上の主な留意点

Ⅰ. 平成29年3 （１）会計基準等の改正
月期におけ

１．「繰延税金資産の回収可能性に関す

・日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号

る会計・監

る適用指針」の公表（企業会計基準

「繰延税金資産の回収可能性適用指針の判断に

査上の主な

適用指針第26号、平成28年3月28

関する監査上の取扱い」を企業会計基準委員会

改正点

日最終改正）

に移管し、見直しが行われました。平成28年4
月1日以後開始する連結会計年度および事業年
度の期首から強制適用となっていますので、留
意が必要です（改正内容は、下記Ⅱで解説）。

２．「平成28年度税制改正に係る減価

・平成28年度税制改正に合わせ、平成28年4月1

償却方法の変更に関する実務上の取

日以後に取得する建物附属設備及び構築物に

扱い」の公表（実務対応報告第32

係る減価償却方法を定額法に変更する場合の

号、平成28年6月17日公表）

実務上の取扱いが公表されました。本実務対
応報告は、公表日以後最初に終了する事業年
度のみに適用することとされていますので、注
意が必要です（改正内容は、下記Ⅲで解説）。
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研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）

平成29年3月期の実務上の主な留意点

３．「リスク分担型企業年金の会計処理

・平成27年6月30日に閣議決定された「『日本

等に関する実務上の取扱い」の公表

再興戦略』改訂2015」に基づき実施する施策

（実務対応報告第33号、平成28年

として、新たな確定給付企業年金の仕組みが

12月16日公表）

平成28年度に導入されています。
・今回、当該企業年金について、リスク分担型
企業年金の会計処理や開示の取扱いが公表さ
れたものです。本実務対応報告は、平成29年1
月1日以後適用されており、該当するリスク分
担型企業年金制度に移行される場合、留意が
必要です。

４．「法人税、住民税及び事業税等に関

・日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実

する会計基準」の公表（企業会計基

務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び

準第27号、平成29年3月16日公表)

表示に関する取扱い」等を基本的にその内容を
踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を
行い、この新基準が公表されたものです。実質
的な内容の変更は意図していないとされてお
り、公表日以後適用されています。本会計基準
の適用については、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更に該当しないものとして取り扱う
とされていますので、注意が必要です。

５．「連結財務諸表作成における在外子

・改正後の本実務対応報告では、国内子会社又

会社等の会計処理に関する当面の取

は国内関連会社が指定国際会計基準又は修正

扱い」等の改正・公表（改正実務対

国際基準を適用している場合の連結財務諸表

応報告第18号等、平成29年3月29

作成における取扱いが示されています。本実

日改正）

務対応報告は、平成29年4月1日以後開始する
連結会計年度の期首から適用することとされ
ていますが、本実務対応報告の公表日以後、
早期適用することができるとされています。
該当する場合、留意が必要です。

６．「債券の利回りがマイナスとなる場

・国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況

合の退職給付債務等の計算における

に関連して、退職給付債務の計算における割引

割引率に関する当面の取扱い」の公

率に関して、企業会計基準委員会より当面の取

表（実務対応報告第34号、平成29

扱いが公表されています。平成29年3月期の事

年3月29日公表）

業年度に適用するとされていますので、留意が
必要です（改正内容は、下記Ⅳで解説）。

（２）有価証券報告書の開示ルールの改正
１．「企業内容等の開示に関する内閣府

・従来、決算短信の記載内容とされていた「経営

令」等の改正（平成29年2月14日

方針」について、決算短信ではなく有価証券報

公表）

告書において開示すべきことが提言されたこと
を踏まえ、有価証券報告書の記載内容に「経営
方針」等を追加する改正が行われました。平成
29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有
価証券報告書から適用するとされています。

（３）監査基準等の改正
１．「監査基準」の一部改正と「監査にお

・平成29年3月期は、４年目の適用となります。

ける不正リスク対応基準」の導入（導

「職業的懐疑心の強調」と「不正リスクに対

入4年目）(平成25年3月26日公表)

応した監査の実施」等に留意が必要です。
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研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）

平成29年3月期の実務上の主な留意点

２．「監査役監査基準」と「内部統制シ

・日本監査役協会より公表の「監査役監査基準」

ステムに関する監査の実施基準」が

が改正会社法及び改正会社法施行規則の改正を

改定・公表

受けて、改定されています。

（平成27年7月23日公表）
３．「会計監査人の評価及び選定基準策

・日本監査役協会より「会計監査人の評価及び

定に関する監査役等の実務指針」が

選定基準策定に関する監査役等の実務指針」

公表

が公表されており、監査役等が、会計監査人

（平成27年11月10日公表）

の評価及び選定するに際しての留意点が示さ
れています。

Ⅱ．「繰延税金

原則」（監査法人のガバナンス・

のガバナンス・コードが公表され、5つの原則

コード）が公表

とそれを履行するための指針が規定されてい

（平成29年3月31日公表）

ます。

１．主な変更点

・企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税

①分類2に該当する企業におけるスケ

金資産の計上額を見積る枠組みは踏襲されて

可能性に関

ジューリング不能な将来減算一時差

いますが、分類の要件および繰延税金資産の

する適用指

異の取扱い

計上額の取扱いが一部変更されています。ま

針」の公表

②分類3に該当する企業における将来

内容と実務

の合理的な見積可能期間に関する取

ト

Ⅲ．「平成28
年度税制改
正に係る減
価償却方法
の変更に関

扱い

た、平成29年3月期の期首から原則適用とされ
ています。
・回収可能性適用指針の適用初年度の期首におい

③分類4の要件を満たす企業が分類2

て、これまでの会計処理と異なることとなる場

又は分類3に該当する場合の取扱い

合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変

２．適用指針の基本的考え方

更として取り扱う（回収可能性適用指針49項

３．分類2〜4の要件と取扱い

（3）①〜③）とされているので、留意が必要

４．適用時期等

です。

１．本実務対応報告
・会計方針の変更に関する取扱い（実
務対応報告第2項）
・開示（実務対応報告第4項）
２．適用時期

・本実務対応報告第2項において、①従来、法人
税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却
費として処理している企業において、②建物附
属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方
法について定率法を採用している場合、③平成

する実務上

28年4月1日以後に取得する当該すべての資産

の取扱い」

に係る減価償却方法を定額法に変更するとき

の内容と実

は、法令等の改正に準じたものとし、会計基準

務上のポイ

等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う

ント

ものとされているので、留意が必要です。

Ⅳ．「債券の利

１．本実務対応報告

・退職給付債務等の計算において、割引率の基

回りがマイ

・経緯

礎とする安全性の高い債券の支払見込期間に

ナスとなる

・公表の目的

おける利回りが期末においてマイナスとなる

場合の退職

・会計処理

場合、①利回りの下限としてゼロを利用する

給付債務等

（実務対応報告第2項）

方法と②マイナスの利回りをそのまま利用す

の計算にお
ける割引率
に関する当
面の取扱い」
の公表内容
と実務上の
ポイント

17082

・金融庁から、平成29年3月31日付け監査法人

資産の回収
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４．「監査法人の組織的な運営に関する

２．適用時期

る方法のいずれかの方法によることとされて
いる（本実務対応報告第2項）ので、留意が必
要です。
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２. 平成29年3月期の開示上の留意点

る有価証券報告書作成上の主な改正点について、解

研修の後半では、平成29年3月期の開示上の留意

説しました。研修会で説明した改正点の項目につい

点について、公益財団法人

財務会計基準機構が作

成する『「有価証券報告書の作成要領」（平成29年

て、以下にまとめていますので、ご参考にしてくだ
さい。

3月期提出用）』をもとに、平成29年3月期におけ
有価証券報告書の項目
第一部
第２

平成29年3月期の主な改正点

企業情報
事業の状況

３．経営方針、経営環境及
び対処すべき課題等

・「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正され、「対処すべき課題」
であった記載項目が、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に変更
され、記載項目に経営方針、経営戦略等の記載が追加されています。

第5
Ⅰ

経理の状況
連結財務諸表

会計方針の変更に関する
注記

・「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に関する注記」としては、以下の
場合の記載が考えられます。
①「繰延税金資産の回収可能性適用指針」の適用
②「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱」を
適用する場合
③「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱
い」等の早期適用

追加情報

・「追加情報」としては、以下の場合の記載が考えられます。
①「繰延税金資産の回収可能性適用指針」の適用
②当連結会計年度において、確定給付制度の一部を「退職給付に関する会計基
準」第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担企業年金へと移行し
た場合

３. おわりに

これら改正点について、適用上の相談をクライア
ントからいろいろと受けることが考えられます。ま

に示していますように盛りだくさんです。また、適

た、監査の局面では、平成26年度より導入の「不正

用上の留意点も多岐にわたります。とくに、平成29

リスク対応基準」や「監査基準」の一部改正によ

年3月期では、「繰延税金資産の回収可能性適用指

り、監査役等とのより一層の連携も求められます。

針」の強制適用や「平成28年度税制改正に係る減価

また、監査役の「監査役監査基準」も改正がされて

償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の年度末

います。以上の観点から、これら会計・監査上の改

の取扱いに留意が必要です。また、改正は、有価証

正点に対する理解をより深めておくことが重要にな

券報告書の開示面においても対応が求められます。

ると考えます。
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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第1回定例役員会報告
平成29年4月14日（金）18時〜20時15分
場

所：近畿会

会議室

出席者：33名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

今後、金融庁では、本コードを採用する法人

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

及び採用予定法人を4月7日を初回として公表す
ることを予定しており、協会本部としても、「採

智英

（提案説明）下記会員について、診断書を添付の上、
病気の為の会費免除の申請があった。近畿会会

が、ガバナンスへの取組を掲載したい監査法

費規程第8条第1項第二号に該当するため、近畿

人」の一覧を4月17日を初回として公表する予

会規約第13条第1項により会費免除もやむを得

定である。

ないものと思われるとの説明があった。
（免 除 の 期 間）

（免除額）

改革の議論を踏まえた決算に関する業務の在り

平成28年4月〜平成29年3月

48,000円

方について」を発出した。これは、現在我々公

名）

Ａ 会 員

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

記
（氏

用（及び予定）監査法人」及び「採用しない

認会計士業界における労働環境が非常にタイト
この提案については、審議の結果、原案通り

る決算監査の在り方に関連させて声明を出した

承認された。

ものである。

報告事項
第1号

平成29年2月に東京証券取引所は、決算短信

会長報告

（報 告 者）会長

な状況になってきていることから、企業におけ

の簡素化についての改正を行い、決算短信は、
髙田

篤

（報告内容）４月報告

「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る。

平成29年3月31日、金融庁から「監査法人の

会社は外部に決算数値を公表するまでに実質

組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバ

的な監査を終了してほしいというニーズをもっ

ナンス・コード）が発出された。このコード

ているが、監査品質を維持・向上させるために

は、大手上場企業等の監査を担い、多くの構成

十分な監査期間を確保する意味から、決算短信

員から成る大手監査法人における組織的な運営

の公表時期に影響されない監査スケジュールの

の姿を念頭に策定されているが、それ以外の監

提案をし、理解を求める努力が必要ではないか

査法人が自発的に適用することを妨げるもので

と考え、協会と会員の皆様のご努力の双方が必

はない旨の記載があり、コードの適用・不適用

要であると考えている。

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。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、

第2号

理事会報告

１．（報 告 者）理事

廣田

（報告内容）3月15日開催の常務理事会及び3月

各監査法人が構築・強化した態勢の実効性を検

16日開催の理事会報告

証し、モニタリングレポート等を通じて市場関

■理事会 会長報告

係者に情報提供する旨の声明を発出している。

壽俊

１．「社外役員会計士協議会の設置に係
る会則の一部変更」に関する件
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■審議事項（理事会報告事項）

平成29年6月10日 第696号（6月号）

■審議事項（理事会報告事項）

１．開示・監査制度一元化検討プロジェク

１．『「監査法人のガバナンス・コード」

トチームからの報告「事業報告等と

を採用した監査法人のリストの公表

有価証券報告書の一体的開示につい

（金融庁ウェブサイト）及びそれに伴

ての検討」に関する件

う協会の対応状況』に関する件
■理事会審議事項

２．非営利法人委員会からの答申に関す

１．第52事業年度事業計画（第2次案）

る件

に関する件

・『非営利委員会実務指針「社会福

■報告事項

祉法人の計算書類に関する監査上
の取扱及び監査報告書の文例」及

１．継続的専門研修制度協議会からの意見

び「公開草案に対するコメントの

具申「第38回研究大会（金沢大会）

概要及び対応」』について

の開催概要について」に関する件

・『非営利委員会実務指針「医療法
人の計算書類に関する監査上の取

第3号

常務理事報告

扱及び監査報告書の文例」及び

（報 告 者）常務理事

「公開草案に対するコメントの概

（報告内容）報告者より、「政治資金管理の提言−

要及び対応」』について
・非営利会計委員会研究報告「会計

井上

浩一

衆議院会館における勉強会において解説」につ
いて報告があった。

監査人非設置の社会福祉法人にお
ける財務会計に関する内部統制の
向上に対する支援業務」について
・『非営利会計委員会研究報告第23

第4号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

安井

康二

（報告内容）報告者より、第7回五士業合同協議会

号「公益法人の財務諸表等の様式

の実施結果について報告があった。

等に関するチェックリスト（平成

（日

17:00〜18:30

20年基準）」の改正』について
（場

■理事会審議事項
１．後進育成担当常務理事からの意見具

所）KKRホテル大阪 2階「白鳥の間」

（協議テーマ）「各士業の報酬の実態と課題に
ついて」

申「会則及び修了考査実施細則の一
部変更要綱案について」に関する件

時）平成29年3月13日（月）

（出

席）近畿会7名、大阪弁護士会8名、（公
社）大阪府不動産鑑定士協会5名、

■報告事項

大阪土地家屋調査士会4名、日本弁

１．「平成29年度継続的専門研修ガイド

理士会近畿支部6名

ラインの公表について」に関する件
『「会計参与の行動指針」の改正』
北山

厚生部報告

（報 告 者）担当副会長

に関する件
２．（報 告 者）理事

第5号

久恵

（報告内容）4月12日開催の常務理事会及び4月

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、春休みファミリーツアー
「春の三田を1日満喫！！」の実施結果につい

13日開催の理事会報告

て報告があった。

■理事会

（日

時）平成29年3月26日（日）

１．会長声明「監査法人の組織的な運営

（場

所）兵庫県三田市方面

に関する原則（監査法人のガバナン

（内

容）イチゴ・シイタケ狩り、BBQ、腹話

会長報告

スコード）」の公表を受けて
２．会長声明「昨今の働き方改革の議論

術コンサート、ビール工場見学
（参加者）64名

を踏まえた決算に関する業務の在り

定例役員会報告 R E P O R T

２．中小事務所等施策調査会からの答申

方について」
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第6号

近畿 C.P.A. ニュース

広報部報告

（報 告 者）広報部長

・大阪家庭裁判所 家事調停委員の推薦
種田

・大阪地方裁判所 評価人の推薦

ゆみこ

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

他9件

１．公開講座「ハロー！会計」の実施結果につ

第9号

いて
（日

時）平成29年3月26日（日）

（報 告 者）監査会計委員会委員長

13:00〜16:00
（場

監査会計委員会報告
鏡子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

所）大阪新阪急ホテル 2階「花の間」

（出席者）受講生〔公募中学生〕27名

１．関西地区三会と(公社)日本監査役協会関西
支部との共同研究会の実施結果について

（保護者他含めて約60名）

（日 時）平成29年3月10日（金）

２．公認会計士制度説明会（大学訪問）の実施
結果について

17:00〜19:00
（場 所）(公社)日本監査役協会関西支部

（大学名）関西大学
（日

疋田

会議室

時）平成29年4月4日（火）

（テーマ）「監査報告書の実例をもとにした

13:00〜14:00

不正事例の考察」

（参加者）商学部１回生（新入生)：約800名

（出席者）関西地区三会17名、
(公社)日本監査役協会関西支部14名

第7号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

２．第260回企業財務研究会（京滋会担当）の実
小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

施結果について
（日 時）平成29年4月6日（木）
10:00〜12:00

１．第48回中日本五会研究大会（当番会：東海

（場 所）近畿財務局 会議室

会）の実施結果について
（日

時）平成29年3月25日（土）

（テーマ）「取得による企業結合の注記の事
例分析と考察」

10:30〜17:15
（場

所）ウインクあいち（JR名古屋駅前）

（出席者）近畿会6名、京滋会8名、兵庫会4名
近畿財務局11名

（参加者）自由論題の部：249名
統一論題の部：246名
２．コミュニケーションスキルアップ研修の実
施結果について
（日

時）平成29年3月29日（水）
所）近畿会

社会保証委員会報告

（報 告 者）担当副会長

18:00〜20:00
（場

第10号

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．医療法人関係者対象研修会の実施結果につ

会議室

いて

（テーマ）公認会計士のための信頼関係を築
くコツ

（日 時）平成29年3月9日（木）
14:00〜17:00

（参加者）33名

（場 所）近畿会 会議室

３．CPE協議会の実施結果について

（テーマ）医療法人における会計監査人監査

４．CPE研修計画及び実施結果について

への対応について
（出席者）医療法人関係者14名、会員13名

第8号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

２．社会福祉法人研修会の実施結果について
荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に

（場 所）近畿会 研修室

・大阪市会計室

（テーマ）社会福祉法人の制度・会計・税務

にかかる公認会計士の推薦
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ついて報告があった。
新公会計制度における会計相談サポート業務
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（日 時）平成29年3月24日（金）

と監査について
（出席者）会員123名
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第11号

社会・公会計委員会報告

平成29年6月10日 第696号（6月号）

ル協会（ISACA）大阪支部との共催研修会の実

（報 告 者）社会・公会計委員会委員長 守谷 義広

施結果について報告があった。

（報告内容）報告者より、地方公共団体包括外部監

（日 時）平成29年3月21日（火）
18:30〜20:30

査人・監査委員協議会の実施結果について報告

（場 所）近畿会 研修室

があった。

（テーマ）「子どもたちのネット活用と情報モラ

（日 時）平成29年3月18日（土）

ル〜被害者にも加害者にもさせないた

16:00〜18:00

めに〜」

（場 所）大阪新阪急ホテル 2階「紫の間」
（内 容）地方公共団体の現状等に関する意見交換

（出席者）会員等23名、ISACA会員48名

（出席者）財務大臣政務官 杉 久武 参議院議員

第14号

包括外部監査人5名、監査委員7名
担当副会長、社会・公会計委員会9名

監査問題特別委員会報告

（報 告 者）監査問題特別委員会委員長

会員等11名

後藤

紳太郎

（報告内容）報告者より、「監査問題特別委員会提

第12号

国際委員会報告

言書」に関する記者会見の実施結果について報

（報 告 者）国際委員会委員長

山本

告があった。

憲吾

（報告内容）報告者より、大阪弁護士会との共催研

（日 時）平成29年4月14日（木）
14:00〜15:30

修会の実施結果について報告があった。

（場 所）近畿会 会議室

（日 時）平成29年3月24日（金）
14:00〜17:00

（発表者）髙田会長、後藤特別委員会委員長（副

（場 所）大阪弁護士会館 会議室

会長）、北山副会長、田中（久）副委

（テーマ）「タックスヘイブン〜注目される租税

員長、山添副委員長

裁判所の分析・検討を中心にして〜」

第15号

（出席者）会員等48名、弁護士45名

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）非営利法人委員会 非営利業務支援専門

第13号

IT委員会報告

部会専門委員

（報 告 者）IT委員会委員長

石原

神原

正明

（報告内容）報告者より、非営利業務支援専門部会

佳和

（報告内容）報告者より、情報システムコントロー

の審議状況等について報告があった。

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

定例役員会報告 R E P O R T

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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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第2回定例役員会報告
平成29年5月15日（月）18時〜20時
場

所：近畿会

会議室

出席者：36名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

第51事業年度事業報告書の承認について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

第3号議案

第52事業年度事業計画（案）の承認について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）提案者より、第51事業年度事業報告書

（提案説明）提案者より第52事業年度事業計画（案)

の内容について、資料に基づいて説明があり、

の内容について、資料に基づいて説明があり、

審議の結果、原案通り承認された。

審議の結果、原案通り承認された。

第2号議案

第51事業年度予算流用及び財務諸表等の
承認について

（提 案 者）経理部長

大谷

第4号議案

第52事業年度「正味財産増減に係る予算書
（案）」及び「資金調達、設備投資及び特定
資産に係る予算書（案）」の承認について

智英

（提 案 者）経理部長

（提案説明）

大谷

智英

（提 案 説 明 ）提案者より、第52事業年度「正味財

１．予算の流用について
提案者より、会計規程第7条第2項によ

産増減に係る予算書（案）」及び「資金調達、

り、次の通り中科目間の予算流用をしたい

設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」に

との説明があり、審議の結果、原案通り承

ついて、資料に基づいて説明があり、審議の結

認された。

果、原案通り承認された。
（単位：円）

予算流用対象科目

当初予算額

流用予算額

流用後予算額

経常費用

第5号議案

第51回定期総会開催について

（提 案 者）総務部長

事業費
給料手当
賞与引当金繰入額

22,384,000

△ 241,408

22,142,592

1,870,000

241,408

2,111,408

19,111,000

△ 205,606

18,905,394

1,593,000

205,606

1,798,606

給料手当
賞与引当金繰入額

２．第51事業年度財務諸表等の承認について
提案説明に先立ち、松山監事より5月9日

（提 案 説 明 ）提案者より、第51回定期総会に係る
開催要領及び提出議案について、下記の通り開
り承認された。
記
１．定期総会開催要領
（１）開催日時

平成29年6月23日（金）
13:30〜20:00

に実施した近畿会監事監査の結果につい
て、重大な事項はないとの報告があった。

（２）開催場所

続いて、提案者より、財務諸表等につい

（３）総会次第

て、予算と決算額において大きな差異が

① 総会

13:30〜16:20

あった事項について、それぞれ詳細な説明が

（休憩

16:20〜16:30)

あり、審議の結果、原案通り承認された。
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康二

催したいとの説明があり、審議の結果、原案通

管理費

16

安井

ザ・リッツ・カールトン大阪

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
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平成29年3月31日、金融庁から「監査法人の

２．総会提出議案

組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバ

（報告事項）
第51事業年度事業及び業務に関する報告の件
（審議事項）

ナンス・コード）が発出されたことを受け、協
会では、上記のガバナンス・コードを採用す

第１号議案
第２号議案
第３号議案

第51事業年度財務諸表等承認

る、しないに拘わらず、希望する監査法人の組

の件

織運営への取組み状況を「監査法人における実

第52事業年度事業計画（案）

効的な組織運営に関する取組の一覧」として、

承認の件

本年5月31日に協会ウェブサイト上に掲載する

第52事業年度「正味財産増減

こととなった。これをもって監査法人ガバナン

に係る予算書（案）」及び「資

ス・コードを採用しない監査法人についても取

金調達、設備投資及び特定資

り組み状況を開示・説明する機会が確保できた

産に係る予算書（案）」承認

ものと考えている。すべての監査法人がこれを

の件

積極的に利用されることを期待している。
一方、昨今東芝が監査人を変更する、しない

第6号議案

特別委員会の廃止について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

の新聞記事が出ているが、東芝の会計監査でど
のようなことが起きているのかは、当事者でな

（提案説明）提案者より、監査問題特別委員会につ

い限り、詳細な情報はわからない。ただ、一部

いて、会計不正事例や監査業務、監査制度に対

マスメディアの記事には、監査法人を変更すれ

する検討を通じた調査研究により、公認会計士

ば、現任監査人と異なった監査意見が出るとい

監査のあるべき方向性について提言を行うこと

う誤った認識を与えるような論調もあり、われ

を目的として、平成28年4月に設置され、「提

われ公認会計士としては、誠に残念に思う。ま

言書〜監査の諸問題に関するアンケート結果か

た、会社側も会計監査人側も広く株式市場や経

ら〜」を公表し、マスコミにも取り上げられた

済への責任を認識した対応を図って頂くことを

ところである。ついては、その活動目的を達成

願うばかりである。

したと思われるので、委員会活動を終結し、業
務運営細則第9条第4項により平成29年5月15

第2号

監事監査報告

日付けで廃止したいとの説明があり、審議の結

（報 告 者）監事

果、原案通り承認された。

（報告内容）第51事業年度決算監査の結果につい

松山

治幸

て、審議事項第2号議案にて先述済み。

近畿会就業規程等の改正について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）「育児・介護休業法」及び「男女雇用
機会均等法」が改正され、平成29年1月1日に

第3号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）公認会計士制度説明会（大学訪問）の

施行された。これを受けて、近畿会の育児・介

実施結果について

護に関する制度についても法に沿った内容とす

（大学名）大阪大学

るため、近畿会就業規程等を改正致したいとの

（日

定例役員会報告 R E P O R T

第7号議案

時）平成29年5月8日（月）

説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

14:40〜16:10
（参加者）経済学部2回生中心：194名

報告事項
第1号

第4号

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

（報 告 者）研究・CPE研修部長
篤

（報告内容）報告者より、5月の報告が以下のよう
にあった。

研究・CPE研修部報告
小松野

悟

（報告内容）
１．CPE協議会の実施結果について
２．CPE研修計画及び実施結果について

17089
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近畿 C.P.A. ニュース

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

・もと馬淵生活館開発事業者選定委員会委員の
荻窪

輝明

推薦（大阪市浪速区役所）

（報告内容）会員への業務推薦状況について

他5件

・吹田市民営化保育所移管先選定委員会委員の
推薦（吹田市）

平成29年 近畿会地区会定期総会開催予定表
地区会名

日

時

場
定

ホテルモントレ大阪（梅田）

能

7/ 4（火）

未

北部大阪

6/30（金）

18：30

茨木セントラルホテル

吹 田・摂 津

7/ 4（火）

未

定

ホテルモントレ大阪（梅田）

京

阪

7/ 3（月）

未

定

かんてきや

河

内

7/ 8（土）

豊

8：40

要
（北浜）

木村屋（淡路島）

泉

6/19(月)

18：30

あまみ温泉

大阪市北

6/17(土)

18：30

クッチーナイタリア―ナ

大阪市南

7/12(水）

18：30

ROAST
（中之島）

み

こ

6/26（月）

19：00

ホテルグランヴィア京都

北

摂

7/ 4（火）

未

ホテルモントレ大阪（梅田）

阪

神

6/18（日）

12：00

メゾン・ド・タカ
（芦屋）

と

6/ 2（金）

18：30

神戸外国倶楽部

良

6/24（土）

未

未定

山

6/ 9（金）

18：30

み

や

な

奈
和

歌

定

定

所

安愚楽

南天苑（河内長野）
ニョッキ（梅田）

本店（和歌山）

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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髙田篤会長活動報告

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）が発出されたこ
とを受け、協会では、上記のガバナンス・コードを採用する、しないに拘わらず、希望する監査法人の組織運営への取組み状
況を「監査法人における実効的な組織運営に関する取組の一覧」として、本年5月31日に協会ウェブサイト上に掲載しまし
た。これをもって監査法人ガバナンス・コードを採用しない監査法人についても取り組み状況を開示・説明する機会が確保で
きたものと考えます。すべての監査法人がこれを積極的に利用されることを期待いたします。
一方、昨今東芝の決算や会計監査について新聞記事が出ておりますが、東芝の会計監査でどのようなことが起きているかの
詳細は、当事者でない限りわかりません。ただ、一部マスメディアの記事で残念に思うのは、監査法人を変更すれば現任監査
人と異なった監査意見が出るかのような誤った認識を与えるような論調です。協会としても現時点で対応可能なことは行って
おりますが、会社側や会計監査人側は広く株式市場や経済への責任を認識した対応をしっかりと図って頂くことを願うばかり
です。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

4月19日

木

15:00〜17:00

相談役会

日本公認会計士協会

4月26日

水

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

正副会長会議

日本公認会計士協会

13:30〜14:30

地域会

日本公認会計士協会

14:30〜15:30

地域会担当

4月27日

木

計画ヒアリング
議長、常務理事打ち合わせ会

日本公認会計士協会

5月5日

金

17:00〜18:20

正副会長会議

電話会議

5月9日

火

15:00〜16:00

近畿会監事監査

日本公認会計士協会近畿会

5月11日

木

10:00〜13:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

5月12日

金

15:00〜16:00

本部

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

5月15日

会計監査人監査

月

髙田篤会長活動報告

(作成月日：平成29年5月20日)

【 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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寄 稿 CONTRIBUTION

公認会計士の

こだわり

- 第６弾 -

鉄道ファンのツッコミ
安井

一浩

私は随分と長い間、鉄道を趣味としているのです

停車駅よりも多いのです。私の感覚からすれば特急

が、よく鉄道ファン同士で会話が盛り上がります。

は、もはや特別な感じがしません。先日あるJRの駅

その中で鉄道に関する言葉をもとにツッコミを入れ

で若い駅員さんに、「急行がないのに特別急行はお

るというのも一つの楽しみ方です。今回は幾つかの

かしいのでは。」という疑問を投げかけてみまし

言葉をもとに、こだわりからツッコミを入れてみた

た。それに対し「特急は快速に比べて特別な列車で

いと思います。

す。」との回答でした。急行を知らずに育った世代
の人は、比較対象が異なるのかもしれません。

特急へのこだわり
いったいどこが特別なのか
皆さんはJR各社で多くの「特急列車」が運転され
ているのをご存じだと思います。この「特急」とい
う言葉は「特別急行」を略したものです。最初の特
別急行列車は明治45年6月に新橋〜下関間で運転さ
れたものだといわれています（注1）。約100年前です
が、この「特別」は時代が下るにつれ特別ではなく
なってきています。それでも国鉄では、約50年前の
（撮影：筆者）

昭和43年10月時点でもまだまだ特別な存在でし
た。例えば福知山線の大阪と福知山の間の下り（福
知山行）では、1日当たりの定期運行される特急が2

20

新快速へのこだわり
いったいどこが新しいのか（その１）

本に対し急行は7本でした。また大阪と福知山を除

関西地区には特急列車と並んで途中停車駅が少な

く途中停車駅は、平均で特急が1駅に対し急行は5.7

く運転速度が高い列車に「新快速」があります。新

駅でした （注2）。まさに特別な感じがします。昭和

快速は昭和45年10月に西明石〜京都間で運転が開

30年代から40年代は国鉄において全国的に特急列

始されました （注5）。当時運転されていた「快速」

車の運転区間と本数の拡充が行われた時代でした。

に比べて停車駅が少ないもので、「新しい快速」の

その後は急行列車が徐々に廃止され、特急列車が中

意味で名付けられたと考えられます。一時期は急行

心となって行く時代に突入します。その流れは国鉄

列車と同じ車両で運転されていました。車両設備、

がJR各社に移行しても変わりませんでした。そして

速度からすれば特別料金が不要な列車としては画期

平成28年3月のダイヤ改正においてJRでは定期運行

的なサービスだったと思います。現在では運転区間

される急行列車がなくなりました （注3）。また平成

が拡大され、運転本数も多く関西地方を代表する列

29年5月時点で福知山線の上記と同じ区間において

車となっています。しかしよくよく考えてみると誕

特急が14本運転されていますが、途中停車駅は平均

生から50年近くを経ています。新快速とは、もはや

で6.5駅です（注4）。特急の停車駅がかつての急行の

ベテランの主力選手に新人といっているようなもの
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です。JR西日本では英語版のウェブ・ページで新快

ります。しかしこちらは「高速鐵路」と名付けられ

速の表記を「special rapid service」としていま

ています。日本語に訳せば「高速鉄道」だと思われ

す。また列車の表示幕にも同様の表記が添えてあり

ます。この名称の方が時代を超えて使えると思いま

ます。あえて日本語に訳せば「特別快速」です。今

す。ただＪＲ各社の英語版のウェブ・ページや駅の

となってはこちらの方が、違和感がないような気が

案内板における新幹線の表記は「shinkansen」で

します。

す。ここでは、もはや新幹線は固有名詞となってい
るようです。
それから意外なことに「新幹線鉄道」という言葉
は全国新幹線鉄道整備法という法律で「この法律に
おいて『新幹線鉄道』とは、その主たる区間を列車
が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる
幹線鉄道をいう。」（第2条）と定義されていま
す。速度をもとにしている点に何となく違和感があ
ります。在来線の幹線で運転速度が向上し、主たる
区間を200Km/ｈ以上で走行できる日が来れば、そ
（撮影：筆者）

の日からその線は新幹線になるのでしょうか。

新幹線へのこだわり
いったいどこが新しいのか（その２）
「新幹線」は昭和39年10月に東京〜新大阪間で
運転が開始され50年以上が経過しています。今では
日本の鉄道交通の大動脈ともいわれています。この
新幹線は従来からある幹線にくらべて「新しい幹

路線は「在来線」と呼ばれるようになりました。新
幹線も今となっては新快速と同様に、主力選手に新
人といっているようなものです。台湾には日本の新
幹線とほぼ同じ規格の車両を使用している鉄道があ
（撮影：筆者）

注１

所澤秀樹2015「『快速』と『準急』はどっちが速い？鉄道のオキテはややこしい」光文社p152

注２

三宅俊彦監修2010「洋泉社MOOK 昭和43年10月改正時刻表を愉しむ本」p64をもとに筆者が計算

注３

産経ニュース(ウェブ版)
http://www.sankei.com/life/news/160222/lif1602220027-n1.html（平成29年5月14日閲覧）

注４

JTB時刻表2017年5月号pp122-123をもとに筆者が計算

注５

寺本光照・福原俊一2011「関西新快速物語」JTBパブリッシングp69
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線」の意味だと思われます。そのため従来からある
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地区会 R E P O R T

京阪地区会
「ホテルディナー親睦会のご報告」
京阪地区会

会長

千葉

一史

本年3月26日（日）に、「あべのハルカス・ホテ

予定だったのですが、実は当日はあいにくの小雨

ルディナーブッフェ＋展望台観覧つき」と題し、総

…。とは言え、大阪市内は十分一望でき、大河ドラ

勢70名（会員22名と御家族48名）で、地区会親睦

マ「真田丸」の舞台となった大阪城や、足元に通天

会を開催しました。

閣が小さく見えるほどで、やはり300ｍの「高さ」

ご存じのとおり、「あべのハルカス」は現在高層

は十分実感することができました。

ビルとしては日本一の高さ（300m）を誇ります。
その中の「大阪マリオット都ホテル」のレストラン

約1時間の観覧で空腹になったところで、メイン

COOKA（クーカ）では、食事はもちろん、大開口

のブッフェ会場へ移動！カラフルな前菜、（ホテル

の窓から景色・夜景を楽しむことができます。

といえば）ローストビーフ、シェフ焼立ての和牛ス

今回は、このホテルレストランでのディナーブッ

テーキ、イタリア製ピザ窯器で焼かれた特製ピザな

フェに加え、ハルカス

どの沢山の食事に加え、生ビール、シャンパン、ワ

展望台チケットもセッ

インなどのお酒、もちろん各種ジュース、そして、

トにし、食事前の時間

10種類以上のジェラートやケーキなどのデザート面

で最上階から大阪一円

も充実していました。皆様でテーブルを囲み、大人

を360度パノラマで観

は食事・お酒・会話に夢中、子供はジュースやジェ

覧するといった贅沢な

ラートに夢中といった雰囲気で会が進みました。皆

企画でした。特に展望

様がリラックスして親睦を深め、楽しい時間を過ご

台（ハルカス300）に

して頂けたものと思っております。

は、何時でも行けると
いうことで、初めてと
いう参加者の方が大半
でした。
「あべのハルカス」
は、カタカナですが、
実は平安時代のいにし
えの言葉、「晴るか

22

す」（心を晴れ晴れさ

実は、京阪地区会では、会員のみの会食やゴルフ

せる）が由来だそう

会は例年開催していましたが、御家族も交えた大人

で、「はるか先を見渡

数での企画は、随分久しぶりのことでした。今回は

す」という意味も込め

御家族も含んだ企画としたことで、地区会イベント

られたそうです。参加者の皆様が、その言葉どお

に初めて参加頂く会員も多く、新しい交流もありま

り、六甲山系、淡路島から明石海峡大橋、そして関

した。来期も会員の親睦を深めるべく、楽しい企画

西国際空港まで心晴れ晴れに見渡せました！となる

を継続していきますので、ぜひご参加ください。
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近畿CPAゴルフ会
日

時

平成29年4月4日（火）

参加者

18名

場

所

宝塚ゴルフ倶楽部

天

晴

候

第286回近畿CPAゴルフ会が平成29年4月4日に宝塚ゴルフ倶楽部で開催されました。第286回
という気の遠くなるような回数ですが、約50年の歴史と伝統あるゴルフ会に初参加させていただ
きました。
以前より、この会報で、当会の存在は知っておりましたが、若輩が気軽に参加できるようなも
のではないと思っておりました。しかし、この度、幹事の西谷先生よりお誘いいただき参加して
みますと、皆さん気さくな先生方で、気兼ねなくラウンドさせていただけました。本当にありが
とうございました。
春の暖かな天候にも恵まれ、桜も3分から5分咲きというような状況で、参加者の皆様は気持ち
よくラウンドされたことと思います。しかし、当の私は、多くのハンディキャップにも関わら
ず、この原稿担当となる成績（BB賞）で、ラウンド時の気分としては、かなり辛いものがありま
した。
久しぶりのゴルフで、気負いから前日の練習で打ち過ぎたこともあり、肘を痛めて現在鍼灸院
に通院中という有様です。ついでに骨盤矯正も勧められ治療中です。これにめげずに、肘も骨盤
の歪みも治して、次回以降でハンディキャップを活かし上位入賞を狙いたいと思います。
今回は、ただ一人女性会員で参加された斎藤好江先生が見事に優勝されました。おめでとうご
ざいます。
当会が、今後さらに永続発展していくために、より多くの若い先生方の参加も望まれるところか
と思います。ご興味を持たれる方は是非、近畿会事務局まで問合せされてはいかがでしょうか。
（文責

江崎

誠）

（上位入所者のみなさん）
順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

斎藤

好江

56

48

104

32

72

2

位

上村

昌也

43

46

89

14

75

3

位

小川

泰彦

44

40

84

8

76

4

位

山田

拓幸

47

56

103

26

77

5

位

上村

恭一

47

44

91

13

78

ベストグロス： 小川泰彦

GROSS HDCP

NET

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

スコア84

ニ ア ピ ン： 小黒敬三、山田拓幸×2、比佐禎史
ド ラ コ ン： 小黒敬三、辰巳忠次、西谷俊治、上村昌也

優勝者

斎藤好江 会員

今後の開催予定
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（倶楽部内すき焼き亭で忘年会あり）
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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

公益法人会計の実務ガイド

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

第4版

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

新訂

URL

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

医療法人の会計と税務

あずさ監査法人パブリックセクター本部 編

石井孝宜・五十嵐邦彦

中央経済社

同文舘出版

刊

定価3,800円＋税

定価5,800円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

編著

刊
定価より15％引き（送料別）

本版では、過年度遡及修正や資産除去

医療法人制度の全体像と医療法人の会

債務、賃貸等不動産の時価開示等、これ

計・税制・税務に関する事項を体系的に

らの改正で新たに対応が必要となった会

整理し、基本的な問題点や今後の方向性

計処理を解説するとともに、税効果会計
や退職給付会計等の新たな取扱いもフォローしています。

も含め、実務的に解説しています。平成
27年9月医療法改正に伴う会計制度・税制上の措置を取り上
げた新訂版。

よくある疑問・誤解を解決！Ｑ＆Ａ公益法人・一般法人の会計と税務
岡部正義
清文社

改訂第9版

著

実例耐用年数総覧
安間昭雄・坂元

刊

税務研究会

定価2,400円＋税

定価4,800円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

左・廣川昭廣

共著

刊
定価より15％引き（送料別）

収支計算書を作成する必要はある？補

５年ぶりの改訂である本版では、定率法

助金は収益事業に含まれない？公益法人・

の償却率の引き下げ、非減価償却資産に該

一般法人の会計・税務の実務において、

当する美術品等の範囲の改正、建物附属設

よくある疑問や誤解しやすい論点につい

備及び構築物の償却方法が定額法に限定さ

て、質疑応答形式で解説しています。

れるなど、ここ数年の減価償却関係の大きな改正を織り込み、平
成29年1月現在の法令・通達に対応しています。

CPA提携カードのご案内
公認会計士協同組合では、三菱UFJニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである「CPA・
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。
◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の方々にこそふさわしい、ワンランク上のサービスと品質をご提供する特別なカードです。
国内・海外でのレストランのご予約など専任スタッフが24時間365日ご相談やご要望にお応えする「プラチナ・コンシェルジュサービ
ス」や国内はもとより、世界600以上の空港ラウンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」などプラチナならではの様々な
サービスを取り揃えております。
（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合
員のみご加入いただけます。

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

プラチナカード
20,000円
1名様は無料、2人目より1名様につき3,000円
50〜500万円（内リボ払い・分割払い50〜100万円）

◆CPA DCカード
「CPA DCカード」は、一般カード／ゴールドカードの2種類からそれぞれVisa／Master Cardのカードブランドをご選択いただけ
ますので、いずれも世界中でご利用いただける便利なクレジットカードです。
公認会計士の先生方の信用を象徴
する1枚として、特に「ゴールドカー
ド」をお勧めいたします。

ゴールドカード

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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一般カード

10,000円
1,250円
1名様は無料、2人目より1名様につき1,000円 １名様につき400円
原則200万円（内リボ払い100万円/分割払い200万円）
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平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年6月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

講

師

本部税務業務部会共催DVD研修会
「消費税の申告実務」

13:00〜14:40 税 務

2

（平成29年3月21日本部税務業務部会主催開業す
るなら知っておきたい税務実務研修会（第10回））

6 月 5 日

本部税務業務部会共催DVD研修会
「国際電子商取引に対する課税の見直し＆国内に

14:50〜16:30 税 務

（平成29年1月26日
6 月 1 2 日 18:30〜21:00

コンサル

2

おいて行う芸能・スポーツ等の役務提供」
本部研修会）

組織内会計士委員会研修会

「会計システムの効果的な選定・導入・運用のポイ

ティング

3

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内
6 月 1 3 日 18:30〜20:30

吉田圭一氏（公認会計士、システム監査技術者）

ント」
松本久幸氏（株式会社Stand by C代表取締役、

コンサル 会計士委員会）

2

ティング「M＆Aによる独立開業並びにValuationの視点か

公認会計士、税理士）、角野崇雄氏（株式会社
Stand by C取締役、公認会計士、税理士）

ら観るのれんの減損テスト及びPPA」
社会保障委員会DVD研修会（社会保障委員会 社
6 月 1 4 日 13:00〜15:00 監 査 会福祉小委員会）

2

「社会福祉充実計画の確認業務について」
DVD研修会
「諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の

10:00〜11:40 倫 理

理解」

2

（平成29年2月8日開催 春季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
「不正事例研究（前半）」
6 月 1 6 日 13:00〜14:40 監 査（平成28年12月15日開催

冬季全国研修会/東京

2
不正
事例

収録）
（平成29年3月17日近畿会DVD研修会と同内容）
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

冬季全国研修会/東京

2
不正
事例

収録）
（平成29年3月17日近畿会DVD研修会と同内容）
社会保障委員会DVD研修会（社会保障委員会 社
6 月 2 0 日 13:00〜15:00 監 査 会福祉小委員会）

2

6 月 2 3 日 13:30〜18:00 倫理等

第51回近畿会定期総会

近畿会開催CPE研修会平成29年6月予定

「社会福祉充実計画の確認業務について」
4

（会場：ザ・リッツ・カールトン大阪）
DVD研修会
「パートナー・ローテーションに関するIESBA倫

13:00〜14:40 倫 理
6月28日

理規程改正の解説及び日本に与える影響」

2

（平成29年2月9日開催 春季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
15:00〜16:40 監 査「監査提言集の解説〜循環取引等〜」

（平成29年2月9日開催 春季全国研修会/東京収録）

2
不正
事例
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会員異動

会員異動
会 員 数
会 員

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,372

34

3,406

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

42

830

計

合計

884

4,290

（平成29年4月30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）
4月21日付
内田

昌男

三上

肇

山口

孝一

入会者
4月21日付
北郷 稔正 （四号準会員）
笹江 勇佑 （四号準会員）

水口

博幹 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

真喜子
（会
慧 （会
章夫 （会
宗茂 （会
雄一郎
（会
弘章 （会
哲也 （会
剛 （会
克弘 （会
久倫 （会
英之 （会
実佐子
（会
伊久雄
（会
博路 （会
裕也 （会
壮志 （会
歩美 （会
直人 （会

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

原
深田
巻幡
佐野
東
伊藤
大谷
北田
齋藤
佐藤
島津
武澤
林
平野
福本
松本
吉岡
吉田

繭子 （会
員）
純仁 （会
員）
三四郎
（会
員）
伸輔 （四号準会員）
英成 （四号準会員）
広也 （四号準会員）
由梨佳
（四号準会員）
悠策 （四号準会員）
功一 （四号準会員）
誠子 （四号準会員）
眞由 （四号準会員）
千斐呂
（四号準会員）
洸輝 （四号準会員）
雅士 （四号準会員）
健廣 （四号準会員）
尚哲 （四号準会員）
千浩 （四号準会員）
慎太郎
（四号準会員）

【自宅】
大磯
西川
西矢
羽生
矢倉
矢部
卜部
金谷
川﨑
齋藤

毅 （会
晃平 （会
勇太朗
（会
和陽 （会
誠 （会
光識 （会
陽士 （会
昇太朗
（会
健一 （会
正彦 （会

歩美 （会
佑二 （会

員）
員）

髙見
吉武

亮
亨

庫
京
国
庫
京
庫
京
国
庫
庫
海
滋
国
庫
滋

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

（会
（会

員）
員）

転入者
4月18日〜26日
内田 正剛 （会
員）
中村 武浩 （会
員）
早野 中 （会
員）
山下 良子 （会
員）
石田 祐介 （会
員）
今岡 重貴 （会
員）
北島 征爾 （会
員）
林
健太郎
（会
員）
本出 一正 （会
員）
神田 耕平 （四号準会員）
汲田 健一 （四号準会員）
関
はるか
（四号準会員）
中村 亮太 （四号準会員）
名田 文香 （四号準会員）
浜端 拓郎 （四号準会員）

兵
東
四
兵
東
兵
東
四
兵
兵
東
京
中
兵
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

転出者

4月6日〜26日
【事務所】
石本
大好
川上
吉良
末永
南野
三由
森野
吉田
岡森
小谷
谷澤
羽原
平塚
溝川
吉田
岡墻
米﨑

松村
吉武

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

竹中
綱島
髙野
新井
大橋
鬼塚
濱野
南野
住田
高田

隆
佑介
明洋
秀明
真実
渉
有希
慶雄
光浩
峻

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

4月6日〜25日
雨越 仁 （会
員）
川井 京介 （会
員）
川上 泰裕 （会
員）
笹川 和成 （会
員）
高田 和也 （会
員）
若林 平馬 （会
員）
山内 一広 （会
員）
四宮 麻希 （四号準会員）
早川 芳斗 （四号準会員）
增野 一起 （四号準会員）
新井 秀明 （四号準会員）
稲田 貴一 （四号準会員）
遠藤 敬美 （四号準会員）
佐坂 友美 （四号準会員）
篠原 漱一朗
（四号準会員）

東
兵
京
兵
京
千
兵
京
東
京
兵
京
東
東
京

京
庫
滋
庫
滋
葉
庫
滋
京
滋
庫
滋
京
京
滋

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
大塚 孝雄 （会
員） 4 月 2 1 日 付
北村 克弥 （会
員） 4 月 2 1 日 付
菅野 大輔 （会
員） 4 月 2 1 日 付
干鰯谷 典彦（会
員） 4 月 2 1 日 付
森野 剛
（会
員） 4 月 2 1 日 付
吉田 雅美 （会
員） 4 月 2 1 日 付
前田 章吾 （四号準会員） 4 月 2 1 日 付

業
業
業
業
業
業
退

務
務
務
務
務
務

廃
廃
廃
廃
廃
廃

名称変更
水都有限責任監査法人
【旧名称】恒翔有限責任監査法人

4月1日付

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。
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止
止
止
止
止
止
会

日本公認会計士協会
行

甲南大学経済学会

共

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送ください。

お問合せ先

〒541‐0056

大阪市中央区久太郎町2丁目4番11号 クラボウアネックスビル9階

担当：池上

TEL：06-6265-8461

３月決算の監査業務・税務申告業務の繁忙期が一段落

応 募 方 法

し、みなさま一息ついておられるのではないでしょう

実務経験のある公認会計士試験合格者・公認会計士の方

か。私の身の回りでは一息ついでに風邪をひいておられ

E-mail：recruit-o@gyosei-grp.or.jp

応 募 資 格

る方が散見されるのですが、みなさまにおかれましては
これから暑い季節を迎える中、くれぐれもご自愛くださ
い。
今月号の特集は、﹁学生に聞く！会計専門職大学院の
現状﹂で、第１弾として関西大学会計専門職大学院の学
生５名へのインタビュー記事が掲載されています。同院
では公認会計士試験受験生だけではなく、事業会社や公
務員、研究者等を目指す方や、海外からの留学生など、
多種多様な学生が学んでいます。今回インタビュー対象
とさせていただいた学生５名も、こうした様々な進路を
目指す方々に集まっていただきました。これから我々の
業界に入ってこられる方や事業会社に就職する方がい
らっしゃいましたが、みなさんものすごくバイタリティ
にあふれる方々でした。詳細はインタビュー記事を御参
照いただければと思います。
私事ですが、今回訪問した関西大学は私の母校でもあ

常田英貴︶

大阪事務所

仰星監査法人

り、公認会計士試験の受験会場として訪問して以来、約
年ぶりの再訪となりました。在学当時は銀杏並木だっ
た正門が見違えるほどきれいになっていたり、当時はな
かった建物が立っていたり、また逆に当時あった施設が
なくなっていたり、学内にコンビニエンスストアがあっ
たり︵！︶、年月が流れるのは早いものだと実感した次
第です。今回インタビューに応じてくださった学生たち
の自分自身の将来に対する熱意に触れ、私もこれからの

︵会報部

時間を無駄に過ごすことのないよう、改めて思い直した
一日でした。

①法定監査

業 務 内 容
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甲南大学経済学会

贈
者

日本公認会計士協会出版局
行
発

日本公認会計士協会
■会計規則集
寄

事務局だより
・会 員 村井 一雅氏のご尊父 和好様
平成29年5月6日ご逝去 満83歳

者

■甲南経済学論集第57巻3・4号

贈

・会 員 小林 修一氏のご尊父 修巳様
平成29年5月10日ご逝去 満74歳
・会 員 花井 敏晋氏のご尊父 謙二様
平成29年5月20日ご逝去 満83歳
満24歳
・準会員 伊藤 翼氏
平成29年4月26日ご逝去

平成29年6月10日 第696号（6月号）
近畿 C.P.A. ニュース

事務局だより
【弔事】

【寄贈図書】

企業会計基準委員会

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。

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング
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平成29年6月10日 第696号（6月号）
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
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