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「異色の公認会計士」シリーズ
第1弾

OSK日本歌劇団山口能孝社長に聞く

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関す
る情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とするものですが、なかには少し異色な業務や活動
を行われている公認会計士もいらっしゃいます。そのような方のお話をお伺いすることで、公認会計士
の多様性、社会への別の形での貢献等を広く会員の皆様にご紹介できればと「異色の公認会計士」シ
リーズを企画いたしました。

会報部
1. はじめに

仕事を辞めてまったくOSKに専念しているのでな

OSKは、1922年大阪松竹座の開業にあたり、当時

く、税務の仕事も監査もしています。また、現在
のOSKの支援企業の取締役もやっています。

少女歌劇からスタートした女性のみによる劇団です。

そもそもOSKに関わったきっかけは、知合いの

当初は松竹の傘下にありましたが、後に近鉄グループ

弁護士さんが当時OSKのオーナーとして頑張って

に入り、近鉄が経営から手を引いた後は市民団体とい

おられまして、私も何かお手伝いできることはあ

う形での自主運営を経て、現在は株式会社OSK日本

りませんか？というところから始まりました。

歌劇団として独立して興行を続けています。

最初は会計面でということで、公演収支の考え

今回、OSKの社長山口能孝氏が公認会計士でもあ

方や、公演企画や経営計画などをアドバイスして

ることから、「異色の公認会計士」として近畿

いました。その後、そのオーナーから、現在の支

C.P.A.ニュースに取り上げることにしました。

援企業へと体制が変わり、その時にいままで数字

6月21日、会報部はOSK本社を訪問、練習風景を
見学した後、山口社長からお話をうかがいました。

を見ていたのだから適任だろうということで、社
長に就任することとなりました。
たまたまその頃、家庭の事情で宝塚歌劇場の前
のマンションに引っ越した直後のことで、歌劇の
神様に導かれたのでしょうか。そこで、宝塚歌劇
を観に行ったり、歌劇の本はもとより、音響や照
明の勉強をしたり、もちろん現場にも入って一生
懸命勉強しました。最近ようやく落ち着いてきた
のでOSKの仕事の比重が少し減ってきているとこ
ろです。

2. 公認会計士社長の誕生
（会報部）どうして今のお仕事に転職されたのです
か。
（山口社長）そうですね、まず、私は公認会計士の

3. 公認会計士社長としての貢献
（会報部）社長の役割はどのようなものですか。ま
た、社長として仕事をする上で会計士としての経
験が役立つことはありますか。
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（山口社長）OSKは後ろ盾を失って経営危機に陥る

さらに、公演設計に大切なことがリスクだと思い

という経験をしてきましたので、「継続するこ

ます。リスクを取れる人が企画設計しなければうま

と」が強く要求されていると考えています。その

くいかないと思います。そもそも舞台を創る人は、

中で、公認会計士が社長となるということは、支

劇団員も演出の先生も音楽の先生も「いい舞台を創

援者のみなさまに一定の安心感を与えることがで

りたい」という一心で作品に臨みます。したがっ

きているのではないかと思います。

て、彼らに企画を任せると予算は限りなく膨らんで

そういうイメージ面だけでなく、実際の劇団運

しまいます。社長として、「それは無理」とはっき

営の作業もかなりやっています。たとえば、劇場

り言わないといけません。これを、例えば顧問のよ

押さえ、公演企画の立案、出演者の決定、演出

うな立場で「・・・・と思います」と言っても、誰

家、音楽家、振付師の選出、公演回数、公演時

も聞いてくれません。私は、公認会計士のバックグ

間、チケット代、公演広告プランの決定などで

ラウンドがあり、費用と収益を押さえることができ

す。劇場の予約は劇場と一定の繋がりがないとで

るので、自信を持ってNoと言うことができます。

きません。また、その予約は1年から2年前に確保

その意味では、私は劇団員やスタッフ、ファンから

しなければなりません。予約してしまうと、よっ

は「嫌われ役」になっていると思います。

ぽどのことでもキャンセルはできないので、何を

こうして頑張って企画を作ってもうまくいかないと

するかを別として、この時期にこの場所でどの程

きもあります。インターネット上で大人気の動画を舞

度の公演をするかを考えて年間予定を踏まえて企

台化したところ、大赤字になってしまいました。ネッ

画するのです。大枠のプロデューサー的な仕事が

ト上のヴァーチャル動画のファンは、OSKの舞台に

社長の大事な役割の一つです。

は流れてこなかったということだったのです。

営業的には2通りの方向があります。一つはマ

それでも昔からのファンはいつも観にきてくださ

ス（一般）に対する営業です。チラシやポスター

います。こういうファンの皆様が800人から1000

を作成してOSKの魅力を訴えます。二つ目は、劇

人ぐらいいらっしゃると思うのですが、これは大変

団員自身がファンを持っているので、そういった

底固いもので、本当にありがたいと思っています。

ファンに向けての営業です。
社長の私がチケットを売り歩いても買ってもら
えるものではありません。買って頂ける状況をつ
くること、言い換えると、皆様に「観てみたい」
と思わせる公演設計が大切だと思っています。
最近の工夫例

松竹座公演中に行われた劇団創設95周年記念式典

ニコニコ動画の「OSKチャンネル」でタイムリーに
情報を発信。これも山口氏が社長になってから始め
た。

「はじめて席」や「コスプレ席」など、新しい試み
にチャレンジされています。
伝統の劇団歌「桜咲く国」
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私が就任した5年前には、売上高が1.7億円だった

増えていますが、大阪には彼らが楽しめるエン

のが3.5億円になり、26人だった劇団員は49人に増え

ターテインメントがあまりありません。落語や漫

ました（このほか将来劇団員となる研修員19名）。

才は言葉のギャッ

こうして劇団がお客様に評価して頂いていると思う

プがあって楽しみ

と本当にうれしく感じます。

にくいのです。そ
の点、ミュージカ
ルやレビューな
ら、言葉が分から
なくても喜んでい
ただけます。
また、統合リ
ゾート法が成立し
カジノの建設が計

4. 公認会計士社長の「思い」
（会報部）山口社長はOSKに入られる前から舞台が

画されています

2017年1月に上演されたイ
ンバウンド向け公演
「GEISHA & SAMURAI」

が、カジノには

台詞は少なめだが日本語で

ショーを楽しむ劇

上演、英語の字幕と中国語

（山口社長）私は昔から小説とかの物語があまり好

場が併設されるの

のアナウンスが入り、パン

きでなくて、そういう物語の世界に入り込めない性

が世界共通のスタ

格です。このような性格だから、自分の好きな舞台

イルです。その意

を創ろうという気持ちはあまりなく、それよりもお

味ではOSKの未来は明るいと考えています。

お好きだったのですか。

フレットは3か国語併記で作
成された。

思っています。もともと、あまり好きじゃなかった

（会報部）山口社長はOSKの仕事は楽しいですか。

からこそ、やれているような気がします。

（山口社長）まだまだ、必死にやっていますので、

OSKは当初松竹の少女歌劇として始まり、後に

日々の気持ちとしては、楽しいというより、苦し

近鉄に譲渡され、さらにあやめ池と近鉄劇場閉鎖

いほうが実感です。いろいろと大変なんですよ。

でいったん解散を余儀なくされ、多くの市民から

公演が大赤字になった時など、本当に泣きたい気

の応援を受けて市民劇団として再建され現在に

持ちになります。宝塚に住んでいた頃には、夜中

至っています。いろいろ苦しい時期もありました

に飲みつぶれながら、花のみちの歌劇場の前にあ

が95年の歴史を持つ劇団であり、もはや大阪関西

る小林一三氏の像の前で何度も泣いてました。そ

の文化ともいえる存在です。この劇団を私たちの

んな感じですので、このような仕事に就いたこと

代で絶やすわけにはいかないという気持ちでやっ

について、自分が本当に幸せかどうかはまだまだ

ています。何としても次の世代に引き継いでいき

わかりません。私が死ぬときにOSKが活躍してい

たいと思っています。その歴史と伝統の中で、守

てくれていれば「やってよかったな」と思えるも

るべきものは守り、新しいことを取り入れ、変え

のと信じてやっています。

るべきことは変えていかないといけないと日々頑
張っています。
幸いなことに、最近は従来のファンの皆様のみ
ならず、支援企業の社長の努力もあり、関西の財

5. 公認会計士社長から一言
（会報部）C.P.A. NEWS読者の公認会計士に、社長
から一言お願いします。

界の皆様も応援団となっていただいています。

（山口社長）「異色の公認会計士」とのことです

OSKはこれからも「ここにしかない」存在感のあ

が、自分としては異色とは思っていないのです。

る劇団として、皆様に愛される劇団にしてきたい

関与先、顧問先のためにがんばる気持ちと同じ気

と強く思っています。

持ちでOSKのためにがんばっています。会計とい

明るい話題としては、最近海外からの観光客が

うものも、それ自身は道具だと思いますので、そ
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の道具を持ってお役に立てるのであれば、監査で

かりした経営が必要であり、公認会計士社長が時に

も税務でも、歌劇団でも、といった感じです。若

嫌われ役を引き受けながらそれを担っているのだと

い会計士の方々もこういった思いをもって頑張っ

感じました。何をするにも情熱だけでは難しく、冷

てほしいと思います。

静な管理が基盤であることが重要だと実感したイン
タビューでした。

インバウンドを意識したポスターや前衛的なデザインを
採用した斬新なポスターも新しい試み

＜取材を終えて＞

守り伝えなければならない大阪の文化「OSK日本

最初に見学したお稽古場では、若い研修生が一心

歌劇団」を、皆様にもぜひご覧いただきたいと思い

に日舞を学ぶ様子と、劇団員が次の公演の稽古に励

ます。（厚生部より次回公演のチケットをご案内し

む様子を垣間見せていただきました。彼女たちの

ています）

「良い舞台を作りたい」という思いの土台には、しっ

（文中の画像はすべてOSK日本歌劇団提供）

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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日本公認会計士協会近畿会 第51回定期総会報告
会報部

平成29年6月23日（金）13時30分から、ザ・

奥村

孝司

４．報告事項

リッツ・カールトン大阪において日本公認会計士協

（１）第51事業年度事業及び業務に関する報告の件

会近畿会の第51回定期総会が開催されました。総会

各担当副会長より、下記のとおり、各部・委員

の次第に従い、その内容を報告いたします。

会の第51事業年度の事業及び会務に関する報告が
行われました。これら報告事項に関して、特に出

Ⅰ．定期総会（13時30分〜15時30分）

席者からの質問はありませんでした。

司会：安井康二 総務部長

●後藤紳太郎副会長

１．開会宣言
後藤紳太郎副会長より開会の宣言がありました。

総務部、監査会計委員会、IT委員会、監査問題
特別委員会についての報告
●安原

２．国歌斉唱
開会にあたり、出席者全員で国歌斉唱を行いました。

徹副会長

会報部、地区会部、税制・税務委員会、中堅・
若手会計士委員会についての報告
●岩井正彦副会長

３．物故者に黙祷
平成28年4月1日から定期総会当日までにお亡く
なりになられた会員・準会員に対して出席者全員で
黙祷を捧げました。

会員業務推進部、国際委員会、経営委員会、組
織内会計士委員会についての報告
●北山久恵副会長
広報部、研究・CPE研修部、社会・公会計委員
会、女性会計士委員会、政治資金問題特別委員

総会議事に先立って、
髙田篤会長より近畿会規

会についての報告
●廣田壽俊副会長

約第16条の2第1項の規

経理部、厚生部、非営利会計委員会、社会保障

定により、本総会議長に

委員会についての報告

藤原祥孝会員が指名され
５．審議事項

約第24条の規定により、

審議に先立ち、藤原祥孝議長より、現時点で総会

議事録署名人に髙野文雄

への出席者は本人出席者123名、近畿会規約第21条

会員と渡部靖彦会員が指名されました。

第2項及び第3項の規定により総会に出席したものと

藤原祥孝議長より、議決権保有者数3,419名に対

みなされる書面議決権提出者709名の合計832名で

し、近畿会規約第21条第2項及び第3項の規定によ

あり、本日の議案は近畿会規約第23条第1項により

り、現時点で総会に出席したものとみなされる委任

出席した会員及び2号準会員の過半数をもって決す

状による出席者は723名で、近畿会規約第19条の2

ることとなっている旨の説明がありました。

第1項により総会開催に必要となる議決権を有する
会員及び2号準会員の5分の1以上の出席があること

（１）第1号議案 第51事業年度財務諸表等の承認の件

から、本総会は有効に成立している旨の報告があり

松山治幸監事より監査報告があり、業務並びに予

ました。

算の執行は規約に従い、総会並びに役員会の決議に
基づき誠実に行われており、また、第51事業年度
財務諸表等は本会の損益及び財産の状況を適正に示
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しているものと認める旨の報告がありました。

（２）第2号議案 第52事業年度事業計画（案）承認の件

続いて、大谷智英経理部長より第51事業年度財

髙田篤会長より、第52事業年度の基本方針、重

務諸表等の概要について説明があり、当第1号議

点施策、各部・委員会事業計画について説明があ

案に関して質疑応答が行われました。

りました。当第2号議案に関して、特に出席者か
らの質問はありませんでした。

【第1号議案に対しての質疑応答（要旨）】
・資金に余剰（正味財産の増加）があり、必要

藤原祥孝議長より、書面決議書での賛成698

な事業（計画した事業）ができないのであれ

名、反対5名である旨の報告があり、本人出席者

ば会費を下げるべきではないかとの質問に対

に賛否を諮ったところ賛成多数で第2号議案は承

し、髙田篤会長から新体制1年目で各事業の

認可決されました。

立ち上がりが遅れ、計画した事業ができな
かったことは否めず、2年目以降はしっかり

（３）第3号議案 第52事業年度「正味財産増減に関

実行していくこと、また、正味財産の増加は

する予算書（案）」及び「資金調達、設備投

第51事業年度も協会本部から地域会への交付

資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

金（36百万円）を受け取っていることにも起

大谷智英経理部長より、第52事業年度「正味財

因しているが、昨今の協会本部の財政状態は

産増減に関する予算書（案）」及び「資金調達、

厳しく、本部から交付金が今後も継続的にあ

設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」につ

るかどうかがわからないことから、現時点で

いて説明があり、当第3号議案に関して質疑応答

会費引き下げの判断は難しい旨の回答があり

が行われました。

ました。
・第51事業年度から新しい開示様式に変更（収

【第3号議案に対しての質疑応答（要旨）】

支予算書から正味財産増減による予算書への

・第51事業年度から適用されている開示様式に

変更）していることについての近畿会として

関して、1年後の資金収支残高が把握できな

の判断を確認したいとの質問に対し、大谷智

い等の欠陥があり、予算統制として十分な機

英経理部長から日本公認会計士協会は単一会

能を果たすことが難しいと考えられることか

であることから、本部や他の地域会での開示

ら、早期に元の制度に戻すか、新しい制度が

方針に合わせる形で対応した旨の回答があり

会計理論的に正しいことを示してほしいとの

ました。

意見がありました。

・支出の中で本部・各地域会の職員の給与水準
が異なっていると聞いており、給与水準を調

藤原祥孝議長より、書面決議書での賛成697名、

査の上、その結果を開示するとともに適切な

反対6名である旨の報告があり、本人出席者に賛否

対処をしてもらいたいとの質問に対し、髙田

を諮ったところ賛成多数で第3号議案は承認可決さ

篤会長より、給与水準の相違はあることは理

れました。

解しているが、近畿会では詳細な内容は把握
することができず、また、他の本部・地域会

６．会員褒章

の情報を近畿会で開示することもできないた

（１）平成28年秋の叙勲・褒章受章者

め、今後は本部で対応されると理解している
旨の回答がありました。

平成28年秋の叙勲・
褒章で旭日小綬章（公認
会計士功労）を受章され

藤原祥孝議長より、書面決議書での賛成703名、

た1名の会員に対して髙

反対3名である旨の報告があり、本人出席者に賛否

田篤会長から記念品が贈

を諮ったところ賛成多数で第1号議案は承認可決さ

呈され、受章者よりご挨

れました。

拶をいただきました。
・受章者：中西
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・品質管理レビュー制度の在り方

公認会計士登録の

・IESBAパートナー・ローテーションの改正

期間が通算して30年

・監査品質の向上についてのイベントの実施

以上であり、かつ満

監査環境の改善

80歳以上にして公認

・開示・監査一元化

会計士として近畿会

●多様な領域での会計インフラの貢献

の発展に貢献した10

・協議会を通じた業務支援

名の会員に対して表

・非営利領域での貢献

彰状と記念品が髙田篤会長から贈呈されました。

・地方公会計

・受賞者：安藤則男会員、飯尾孟秋会員

・税務領域での貢献

内田吉穗会員、大

博会員

岡野雄次会員、立中善巳会員
中島幸久会員、中村啓造会員
西浦康

会員、山本順一会員

・中小企業支援での貢献
・組織内会計士の支援
●人材育成・魅力向上
・女性会計士活躍推進
・IFRS対応・国際会計人材の育成

（３）近畿会褒章細則第2条第1項第二号による褒章
近畿会の役員に通算して10年間在籍した1名の
会員に対して感謝状と記念品が髙田篤会長より贈

・社会への情報発信
・会計基礎教育
●プラットフォーム（組織・財政基盤）

呈されました。

・持続可能な協会財政

・受賞者：種田ゆみこ会員

・紙媒体の削減・電子化
・本部・地域会の一体的な運営
・ITシステムの整備
●その他
・AI（人工知能）の活用
・IFIARの事務局開設
・昨今の働き方改革の議論を踏まえて
・公認会計士国民年金基金
・第38回研究大会（金沢大会2017）

７．閉会挨拶
髙田篤会長より、閉会の挨拶がありました。

Ⅱ．協会本部会務報告（16時〜17時10分）
司会：安井康二 総務部長
日本公認会計士協会 関根愛子会長より、「3つの

・公認会計士協会制度70周年記念事業

Ⅲ．会員の声を聞く会（17時10分〜17時45分）
司会：安井康二 総務部長
関根愛子会長に対して、会務に関する質疑応答が行
われました。その主な内容の要旨は次のとおりです。

柱とプラットフォーム」をテーマとした協会本部活
動の報告がありました。協会本部活動の報告内容の

報 告 REPORT

項目は次のとおりです。
●公認会計士監査の信頼性向上
公認会計士監査の強化
・監査強化に向けた協会の取組
・監査法人のガバナンス・コード
・監査報告書の透明化
・CPEの履修促進（研修の充実・懲戒制度等)

17137
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・取り組まないといけない事項が広範囲にわたる

一例として、プロフェッショナルとしての女性

中で、3年間の任期の中でこれだけはやってお

会計士の活躍の機会が少ないため、女性会計士

きたい（やりとげたい）ことはあるかとの質問

活躍推進等の取組みにより、女性会計士の人数

に対し、公認会計士監査の強化は必要であると

とともに、活躍する場も増やしていくことを考

考えているがこれだけはやっておきたいという

えている旨の回答がありました。

ものはなく、会計不祥事も多く疲弊感も残る

・会長としての広報に関する考え方を聞きたいと

中、やるべきことは前向きに取り組んで、業界

の質問に対し、広報に関する支出と効果の関係

自体を元気にしたいとの思いが強く、そのため

は難しく、会長就任後において広報の予算はか

に情報開示等の発信は積極的に実施していきた

なり少なくしているが、公認会計士の魅力を

い旨の回答がありました。

知ってもらうためには情報の発信は進めていく

・会計教育研修機構に関して設立時の目的を果た

必要があるとの認識していること、広報は重要

せていないように見えるが、同機構に対する今

であるが多額な資金が必要となることから戦略

後に在り方についての見解を知りたいとの質問

を練ることが大事と考えており、効果的な広報

に対し、会計教育研修機構には3つの柱（実務

活動の成果を得るために毎週、関係者と打ち合

補習所、CPE運営、会計士以外向けの教育のた

わせをしていること、また、地域会との関係で

めの一般のセミナー）があるが、実務補習所や

も地域密着で対応したほうが、広報の効果が高

CPE運営以外の活動ができていないことは理解

いこともあるため、本部と地域会で連携しなが

しており、最近、同機構のガバナンス等を検討

ら進めていく必要があると考えていること等、

するプロジェクトチームを同機構内に立ち上げ

現状では試行錯誤しながら、取組方針や施策等

たため、その結果も勘案して今後についての検

を検討している旨の回答がありました。

討を進めることになる旨の回答がありました。

・社会福祉法人の監査が導入される中で、現場が

・試験制度の見直しを含め、受験者数の増加のた

混乱しないためにも監査手続の標準化が必要で

めの施策等について教えてほしいとの質問に対

はないかとの質問に対し、監査ツールまで作る

し、試験制度の見直しについては2，3年前に公

のは困難であるが、監査上の取扱いと監査報告

認会計士のあるべき姿を検討する中で議論して

書の文例は策定していること、また、協会とし

おり、今後も継続的に検討課題としては認識し

てどのようなことができるのかを今後も継続し

ているものの、現時点では試験制度を見直すこ

て検討していく旨の回答がありました。

とは考えていないこと、また、公認会計士の魅
力を高め、受験者数の増加させるための施策の

以上をもって、閉会となりました。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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第51回定期総会記念交流会報告
近畿会総務部長

安井

康二

平成29年6月23日（金）午後6時15分から午後8

公認会計士が活躍しており、とりわけ地域における

時まで、ザ・リッツ・カールトン大阪にて第51回定

社会貢献である。三つ目は、公認会計士は人が命で

期総会記念交流会が開催されました。

あり、初の女性会長として注目していただく中、話

今年は、ご来賓40名、会員・準会員205名の計
245名と、多数の皆様をお迎えすることができまし
た。お越しいただきました会員、準会員の皆様あり

す機会も多くあるので、公認会計士の魅力を社会に
発信していきたいということである。』
続いて、株式会社大
阪証券取引所

がとうございました。
まず、髙田篤会長から次のとおり開会の挨拶があ

締役社長

代表取

山道裕己様

より次のお言葉ととも

一昨年の会計不正事件、昨年3月の「会計監査の
在り方に関する懇談会」の提言、本年3月の「監査

に、乾杯のご発声を頂
きました。

法人のガバナンス・コード」の公表といったことを

『1年前は、英国の

受けて、協会としてはその対応と透明性の確保に取

EU離脱の国民投票の

り組んできた。最近では、監査報告書の長文化

結果を受けて、日経225は、15,000円を割り込んだ

（KAM）や、パートナーのローテーションルール

が、日本企業の業績好調や、アメリカのトランプ大

の改正、協会品質管理レビューの見直し、ファーム

統領の積極的な経済政策を受け、株価は上昇し、本

ローテーションの問題等、多数の課題に対応してき

日も20,000円台を維持している。大阪証券取引所

た1年であった。近畿会においても、監査問題特別

はデリバティブ市場に取り組んでおり、欧米での動

委員会を立ち上げ、中日本五会の協力を得てアン

向は、朝5時半までできるデリバティブ市場の相場

ケートを実施して、会

に反映され、9時の現物市場の開始時点では価格の

員の声を集約し、諸問

予想ができるようになっている。また、大阪証券取

題についての提言を

引所は関西企業のIR支援に取り組んでおり、灯台下

行った。現場の声を受

暗しかもしれない関西の投資家に関西企業の魅力に

け止め、率直な意見発

気付いてもらいたいと考えている。公認会計士が適

信をしていくことが近

正に監査した結果を、取引所や証券会社が適切に投

畿会の重要な役割であ

資家に伝えることが重要と考えている。』
最後に、近畿会

ると考えている。
ご来賓からは、日本公認会計士協会

関根愛子会

長から次のとおりご挨拶がありました。

後藤紳太郎副会長から、次の閉

会の挨拶をもって盛況のうちに記念交流会は終了い
たしました。

『就任からあと一月で一年であるが、各地域会の

『皆様のご様子からは関西も上昇気流に乗れると

皆様と意見交換させていただいた。よく、「何を一

考える。監査業界は厳しい状況であるが、日本経済

番やりたいか」という質問を受ける。やりたいこ

を支えているという意気込みのもと、役員一同、2

と、やらなければならないことがたくさんあるが、

年目の髙田会長を盛り立て、いい協会にしていくた

特に次の3つのことを掲げたい。一つは、公認会計

めの仕事をしていきたい。』

士の信頼回復と向上である。二つ目は様々な領域で

17139
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女性会計士委員会委員向けセミナー

『ワンランク上のビジネスマナー応用編』
〜人を惹きつける表現術〜

■日

時：平成29年6月3日(土)

女性会計士委員会

林

15時00分〜17時00分

■場

亜理沙

所：日本公認会計士協会近畿会 会議室

＜テーマ＞
ワンランク上のビジネスマナー応用編
＜講

〜人を惹きつける表現術〜

師＞

株式会社クラスアプレシエ

代表取締役

田中桂子 氏

今回のセミナーでは、数多くのビジネスマナー研

ビジネスマナー度を確認！○×マナークイズ

修・プレゼンテーション研修講師、アテンダント育

まず始めのコンテンツとして15問の○×マナーク

成などの経験が豊富な株式会社クラスアプレシエ代

イズを行いました。ビジネスマナー編、テーブルマ

表 田中桂子先生をお招きし、『「ワンランク上のビ

ナー等のアラカルト編、言葉遣い編がありました

ジネスマナー応用編」〜人を惹きつける表現術〜』

が、今回はその中で二つご紹介します。

と題したセミナーを行いました。昨年には『「ワン

一つ目はエレベーターの乗り方です。Q.お客様が

ランク上のビジネスマナー」〜ビジネスにおける表

複数の場合、案内人はエレベーターに後に乗る。答

現術〜』を開催しており、その第二弾として今回の

えは×です。これは複数の場合は先に乗ってエレ

セミナーでは、より応用的な内容を盛り込んだ研修

ベーターの操作盤の前を確保しないといけないから

を行いました。

です。逆に一対一の場合はお客様を優先し後に乗り

公認会計士としてプロのパフォーマンスに必要な

ます。実際にそのような状況になった時にスマート

マナー知識や振る舞い方、説得力のある話し方を身

に行動できるよう身につけておきたいマナーだと思

につけるため、実戦形式でスキルアップを目指そう

いました。

と、今回も幅広い世代の女性会計士の方々にお集ま
りいただきました。

もう一つはテーブルマナーです。Q.椅子の左側から
入って椅子にかけ、立つ時は椅子の右側に立つ。答え
は×です。テーブルマナーでは左入り左出が基本だそ
うです。実際は様々なケースがあるのでその通りに出
来ないことも多いかと思いますが、基本のマナーを
知った上で行動できると素敵だと思いました。
この他にも言葉遣いや手紙の書き方等がありまし
たが、田中先生は硬すぎるマナーは逆に失礼にあた
るともおっしゃっていました。相手を不快にさせて
しまうなら、いくら正しいマナーでもよくないの
で、状況に応じて判断するべきであるとのことで

12

17140

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年8月10日 第698号（8月号）

す。それはプロフェショナルとしての望ましい姿で

世代の方がいらしていたので、ベテランの先輩方が

あり、そうなれるように私も勉強していきたいと感

スマートに会話や立ち振る舞いを行われているのを

じました。

見られたのは大変勉強になりました。また、名刺交
換は普段から行いますが、名刺ケースの下にお客様

知っておきたいマナーの極意

の名刺を入れるのは失礼にあたるという新しいマ

ワンランク上の品格のあるコミュニケーションとは

ナーが最近はあることを教えて頂きました。もちろ

どのようなものでしょうか。例えば、取引先と意見が

ん昔からあるマナーが基本であり大切なのですが、

分かれたときはどのような返答をするのが良いでしょ

それを知った上で新しい情報も随時取り入れていく

うか。一般的な返答として、「Yes But 話法」という

ということはまさにワンランク上のビジネスマナー

ものを昨年のセミナーで教えて頂きました。まずは肯

だと感じました。

定してから自分の意見を述べるという話し方です。そ
して今回のセミナーでは、さらに、より柔軟性のある

終わりに

返答を教えて頂きました。それは「But」を使わない

昨年のビジネスマナーセミナーも大変好評で興味

話し方です。少し難しいのですが、相手の意見をまず

深い内容でしたが、今回もあっという間の2時間半

は肯定し、さらに「そのお話をもとにこのような考え

でした。様々なお話をして頂き、書かせていただき

方をプラスしていくのはいかがでしょうか。」などと

たいことがたくさんあるのですが、個人的に印象に

いった話し方をするのです。

残ったことの一つに、声の大きさで印象が変わると

この他にも、魔法の言葉を使うというアドバイスを

いうお話があります。声が小さいと自信がないと思

頂きました。別れ際に何か一言添えることで良い印象

われてしまいます。私のような年次が浅く経験も少

を残してもらえたり、相手の発言や理解、知識を素直

ない女性会計士はクライアントの信頼を得ることが

にリスペクトすることでお互い気持ちよく仕事ができ

難しい場面もあります。真面目に取り組むことはも

たりすることを教えて頂きました。「おっしゃる通り

ちろん大切ですが、まずはハキハキとクライアント

○○ですね。」等の簡単な一言からでも、次の往査か

の方に意見が伝わるように話すことを忘れずに取り

ら取り入れていきたいと思いました。

入れていきたいと思います。
最後に、田中先生は学ぶことは豊かな生活につな
がるとおっしゃっていました。向上心を持って何事
にも取り組んでいきたいと感じた一日でした。田中
先生、セミナー開催に関してご尽力いただいた皆
様、今回も有意義なセミナーを開催していただき誠

報 告 REPORT

にありがとうございました。

シーン別ロールプレイング
ロールプレイングでは初めて訪問するクライアン
トへのヒアリングを想定して実践しました。私を含
めたスタッフメンバーは普段行わない状況なので、
実際に行ってみるとアイスブレイクの仕方等難しく
感じるところが多かったです。セミナーには幅広い
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関西地区三会共催 会員業務推進部・組織内会計士委員会 研修会開催報告

「M&Aによる独立開業並びにValuationの視点から観る
のれんの減損テスト及びPPA」
会員業務推進部 副部長 / 組織内会計士委員会 副委員長 種田 ゆみこ

日

時：平成29年６月13日（木）18:30〜20:30

会

場：日本公認会計士協会近畿会 研修室

テーマ：「M&Aによる独立開業並びにValuationの視点から観るのれんの減損テスト及びPPA」
第一部『のれんの減損テスト及びPPAにかかる実務上の留意事項』
第二部『会計士の独立とM&Aアドバイザリー』
講

師：松本

久幸

氏（株式会社Stand by C 代表取締役

公認会計士・税理士）

国内金融機関を経て、中央青山監査法人（現あらた監査法人）の金融部にて、国内大手金融機
関や事業会社の法定監査業務、株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務等に従事し、
2005年より株式会社KPMG FASのコーポレートファイナンス部門に所属し、マネージャーと
して国内外のM&Aフィナンシャルアドバイザリー業務、株式価値算定／企業価値算定（バ
リュエーション）業務、米国会計基準における無形資産価値算定（PPA）業務、買収ストラ
クチャー検討提案業務等に多数従事。2010年よりStand by C代表。
角野

崇雄

氏（株式会社Stand by C 取締役

公認会計士・税理士）

1999年より朝日監査法人（現あずさ監査法人）にて、事業会社や外資系日本法人の法定監査
業務、株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務等に従事し、2009年より株式会社
KPMG FASのコーポレートファイナンス部門に所属し、国内外の株式価値算定／企業価値算
定（バリュエーション）業務、IFRSアドバイザリー業務に従事。2010年よりあずさ監査法
人の金融事業部において、国内大手金融機関の法定監査業務やIFRSアドバイザリー業務に従
事。2012年より独立開業し、連結システムの導入支援、財務デューデリジェンス（FDD）、
決算支援、税務コンサルティング業務に従事。2013年よりStand by Cへ参画。

1. はじめに

設立･参画した株式会社Stand by C代表取締役 松本

会員業務推進部及び組織内会計士委員会では、こ

久幸氏と取締役 角野崇雄氏の2人の公認会計士をお

れからないし既に独立や監査法人以外へ転職してい

招きし、M&AのValuationに関する実務とプロ

る若手・中堅会員の参考となるように、公認会計士

フェッショナルとしての仕事への向き合い方や、若

が監査法人を離れた後、監査以外の領域のどのよう

いうちから監査以外のキャリアを築くためのアドバ

な業務で活躍できるのかについて、色々な領域でご

イスなどについて、お話して頂きました。

活躍中の方々を講師にお招きして研修会・講演会を
開催しています。
３回目の今回は、監査法人からコンサル会社を経
て、M&A・組織再編・企業再生等の専門の会社を
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2. 第一部 講演『のれんの減損テスト及び
PPAにかかる実務上の留意事項』
講師の角野氏と松本氏のお二人により、のれんの

近畿 C.P.A. ニュース

減損テストやPPA（Purchase Price Allocation）
に関して、実務上留意すべき事項にポイントを絞っ
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4. 事前質問
Ｑ

M&Aアドバイザリーの報酬としては、

て解説頂きました。PPAについては、企業側の視点

レーマン方式が一般的ですが、相手先が

から最近の事例等を踏まえて、実際にM&Aを実施

ほぼ決まっている場合の、いわゆる

した場合におけるPPAのプロセスや、実務上どのよ

Executionにかかる報酬はどのような報

うな点に留意しながら進めればよいかといった点に

酬体系が一般的なのでしょうか？

ついて、また、のれんの減損テストについては、会

Ｑ

東芝のウエスチングハウス（ＷＨ）他、

計的観点と言うよりも企業価値評価の観点から、実

日本企業の外国企業の買収価額が高く、

務上のポイントを解説頂きました。

日本企業が高値づかみさせられることが
多い要因について。

目次

Ｑ

独立後の会計士が、企業価値・ストック

・PPA イントロダクション

オプション評価やPPAを実施できるよう

・無形資産評価の実務

になるための方法と、実施上の留意点に

・PPA実務において留意すべき3つのポイント

ついてご教示ください。

・のれんの減損テストイントロダクション

Ｑ

M&Aの際、実際どのくらいの金額（or

・のれんの会計処理

規模）になりそうであれば、PPAにおい

・のれんの減損テストの実務

て外部評価機関を使うのか、実務上の雰
囲気を教えて下さい。

5. 終わりに
今回の研修には、若手・中堅に限らずベテランま
で約80人と沢山の会員・準会員の方々が申込かつド
タキャンなく参加され、また、事前質問の内容か
ら、M&A業務に対する関心の高さが窺えました。
当日のレジュメに書いてないお話からは、今後の
キャリアを考えていくヒントに、またM&A実務の
参考にしていただけたかと思います。今後も近畿会
会員業務推進部と組織内会計士委員会とでこのよう

3. 第二部 講演『会計士の独立とM&A
アドバイザリー』

な研修会を企画しておりますので、引き続き多数の
ご参加をお待ちしています。

講師の松本氏より、デューデリジェンス、企業価

報 告 REPORT

値評価、PPA、FA業務などのM&Aアドバイザ
リーに特化した業務サービスを提供する「Stand
by C」を設立した代表取締役として、自社の活動や
取組みについて、会計士の独立開業という観点から
率直にお話し頂きました。
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会員業務推進部・組織内会計士委員会 研修会開催報告

「M＆A会計士というキャリア」
川喜多

日

時：平成29年７月５日（水）18:30〜20:30

会

場：日本公認会計士協会近畿会 研修室

由博

テーマ：「M＆A会計士というキャリア」
講

師：澤村

八大氏（株式会社日本M＆Aセンター執行役員

案件管理室長、公認会計士）

慎

純敏氏（株式会社日本M＆Aセンターコーポレートアドバイザー室、公認会計士）

西尾

友佑氏（株式会社日本M＆Aセンターコーポレートアドバイザー室、公認会計士）

久木田佳代氏（株式会社企業評価総合研究所リサーチ＆コンサルティング部、公認会計士）

1. はじめに

び内部統制等の知識面が各業務で活きるだけでな

会員業務推進部及び組織内会計士委員会では、こ

く、懐疑的精神やヒアリング力（掘り下げて、まと

れからないし既に独立や監査法人以外へ転職してい

める力）が全般的に応用可能な能力であると述べら

る若手・中堅会員の参考となるように、公認会計士

れていました。

が監査法人を離れた後、監査以外の領域のどのよう

M＆A業界における会計士の主なキャリア先とし

な業務で活躍できるのかについて、色々な領域でご

て、事業会社、ファンド、監査法人系FAS、独立系

活躍中の方々を講師にお招きして研修会・講演会を

会計事務所、投資銀行、M＆A仲介を挙げられて、

開催しています。

各プレイヤーのポジションイメージ（中小企業向け

４回目の今回は、M＆Aの領域でご活躍中の4名
の公認会計士をお招きし、澤村氏によるご講演並び

or大企業向け、ディール作り中心or各手続中心）や
特徴などを紹介されていました。

に澤村氏の司会で慎氏、西尾氏及び久木田氏のパネ

子供が継ぎたくない・継がせたくない、従業員が

ラーによるパネルディスカッションをしていただき

継ぐには経済的に厳しい等の事情から約3分の2の中

ました。

小企業において後継者不在であることを背景に中小
企業M＆Aが増加していることや「オーナー＝経営

2. 講演

者」、「会社は子供、従業員は家族」、「ハッピー

講師の澤村氏は、監査法人トーマツで勤務された

M＆A」といった切り口で、中小企業のM＆Aの特

後、大手証券会社を経て、日本M＆Aセンターに入社
され、現在は、案件管理室長として、同社における
年間約600件の全案件をマネジメントされています。

徴を説明されていました。
実際の案件における経験談などもあり、勉強にな
りました。

「M＆A業界における会計士の役割」というテー
マで、M＆Aにおける会計士能力の親和性、M＆A

3. パネルディスカッション

業界におけるキャリア先とキャリア検討上のポイン

パネラーの３名は、監査業務を経験後、M＆A業

ト、中小企業M＆Aの特徴、業務の流れ等につい

界に転職した公認会計士で、自己紹介の後、転職の

て、ご講演いただきました。

動機、現在の業務内容や魅力などを語っていただき

会計士能力の親和性として、会計、税務、法務及
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慎氏は、中央青山監査法人出身で、コンサルティ
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頃に退社できているとのことでした。

ング会社で企業再生業務やM&A業務を経て、西尾
氏は、新日本監査法人出身、久木田氏はあずさ監査

4. 終わりに

法人出身で、現在、日本M＆Aセンター又は同社の

「成約式」が印象に残りました。M＆Aは結婚に

子会社で勤務されています。同社グループには、公

例えられることが多いそうなのですが、成約式はい

認会計士が19名いる他、弁護士、司法書士、税理

わば結婚式であり、売り手の社長にとっては、育て

士、米国公認会計士等の士業も在籍され、個別論点

た子供を送り出す親のような心境だそうです。成約

の対応から営業まで様々な業務で活躍されているそ

式では、社長の奥様から社長への手紙交付や、売り

うです。

手の歴史や買い手の想い等のスピーチがあり、成約

慎氏と西尾氏は、M＆A業務の一部分だけでな
く、全般に関与し、第三者的というよりは、やりき

式の様子はビデオに撮られ、買い手側の役職員にも
見てもらうそうです。

る仕事であり、困難なこともある分、充実感や達成

今回の研修には、41名が参加され、研修後も、多

感があり、後継者不足という社会問題の解決につな

くの方が講師の方々と交流されていました。顧客や

がることにやりがいも感じているとおっしゃってい

部下に紹介する知識・人脈作りとしての研修参加者

ました。

もいました。今後も、キャリアに関する様々な研修

業務内容は様々で、M＆Aの仲介だけでなく、買

会が企画されると思いますが、転職者や転職を考え

い手・売り手の一方のアドバイザーとなって、交渉

ている若手・中堅以外の会員も、研修に参加するこ

の矢面に立つこともあれば、投資意思決定用の資料

とで、新たな気づきがあると思います。

作成もあるそうです。業種も製造業だ
けでなく、ケーキ屋やメイド喫茶まで
多種多様なそうです。
久木田氏は、バリュエーション等の
業務を担当し、たくさんの中小・中堅
企業の決算書を見ることができる仕事
とおっしゃっていました。また、他に
もママさん士業が活躍しており、自分
のやり方次第で仕事を進められ、18時

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＞

報 告 REPORT

「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

日本公認会計士協会ヘルプデスク

メールアドレス：websupport@jicpa.or.jp
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寄 稿 CONTRIBUTION

公認会計士の

こだわり

- 第７弾 -

「何がこれほどまでに熱くさせるのか？」
〜東京会音楽祭 ビッグ・バンド演奏を終えて〜
山本

■「何がこれほどまでに熱くさせるのか？」これは

邦人

に初めて触れる初心者まで所属している。

我々の演奏を聴いた方から頂戴した、我々への率直
な疑問である。喝采の拍手の中でステージ演奏を終

一般的なビッグ・バンドの編成は17名前後である

えた時の、この達成感・充実感こそが、それに対す

ことが多い。ビッグ・バンドは楽器の種類によっ

る回答であろう。

て、サックス、トランペット、トロンボーン、リズ
ムの各セクションから構成される。リズムセクショ

平成29年3月25日（土）東京・渋谷プライムで開
催された日本公認会計士協会東京会が主催する「東

ンはピアノ、ドラム、ベース、ギターから成る。こ
れに曲によってはボーカルが加わるわけである。

京会音楽祭」に、我々は特別ゲストとして招聘さ
れ、出演してきた。年初より練習を重ねた2曲の演

我がバンドは現時点でトロンボーンセクションの

奏を終え、メンバーと祝杯を酌み交わす。この時の

人数が少ないが、全てのセクションで複数の奏者が

充足感は何物にも代えがたいものがある。

存在するようになり、バンドとしての層もかなり厚
くなった。公認会計士を志す人に音楽の心得がある

東京会音楽祭は今年で4回目を数え、東京会の会

人が意外にも少なくない事に驚いている。

員・準会員を1名以上含むソロやバンドが出演可能
であり、今年も16組が出場した。ジャンルはロック

練習はもっぱら大阪梅田界隈のスタジオで行って

あり、ポップスあり、ジャズありとバラエティーに

いる。特に本番前の数ヶ月間は毎週1回ほどのペー

富む。会場は300人収容可能なホールであり、音響

スで仕事の合間を縫って集まり、時にはプロの指導

セッティング

も仰ぎながら合同練習を重ねている。発表曲が決

もプロ同等の

まった時点で楽譜と音源が各メンバーに配られる。

仕様。照明や

各自練習をした上で合同練習に臨むわけであるが、

ステージバッ

本業の合間にしか練習できないので、最初の合同練

ク映像もあり、

習では「これで本番に間に合うのか？」と思うよう

かなり本格的

な惨憺たる状態である。しかし合同練習を重ねるご

なものである。

とに合うようになっていき、毎回本番の直前にはピ
タッと全員の息が合うようになるのが不思議であ

■我々「ディ・インフルズ」は、日本公認会計士協

る。これも公認会計士ならではの習性であろうか。

会近畿会・兵庫会・京滋会に所属をし、近畿税理士

18

会にも登録をする公認会計士から構成されるビッ

■さて音楽祭当日は、朝10時からのリハーサルで幕

グ・バンドである。発足しておよそ1年であるが、

を開けた。当日出演するメンバー15名のうち、前日

メンバーは現在19人、プロ並みの経験者から、楽器

から宿泊をしたメンバーも数名いるが、多くは早朝
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発の新幹線で駆けつけた。リハーサルと音合わせが

ボサノヴァの楽曲である。本番ではやはり緊張で冷

始まる。各自順番に音を出すのであるが、一人でス

静を保つのは難しい。全体の演奏が耳に入らず、普

テージ上で音を出すことに慣れておらず、指が震え

段の練習の8割程度の力しか出せなかった。

る。その後本番まで、近くのスタジオを借りて入念
■楽器の演奏は人間としての幅を広げてくれ、また

に最後のチェックを行った。

メンバーと息を合わせないといけないことから、人
15:30からいよいよ本番が始まる。我々のゲスト演

と人の絆を深めるのに大変役立ってくれる。

奏は大トリであっため、出番までのおよそ3時間、他
の出演者の演奏

関西三会でも10月に音楽祭の開催を企画中とのこ

を聴く。他組の

と。盛会になるようぜひ我々も微力ながら応援でき

演奏に励まされ

ればと思う。

ることもあった
り、不安になる
こともあった。
いよいよ我々
の出番。1曲目は「ムーンライト・セレナーデ」。
1939年にトロンボーン奏者のグレン・ミラーによ
り作曲されたスウィング・ジャズの代表曲の一つで
ある。2曲目は「マシュ・ケ・ナダ」。セルジオ・
メンデスのカヴァーで有名なブラジルのノリの良い

ビッグ・バンド “The Influs”(ディ・インフルズ＝影響させる人々）
・応 募 資 格

団員大募集!!

音楽経験の有無、年齢は問いません。日本公認会計士協会近畿会、兵庫会、京滋会に所属し、
近畿税理士会に登録をしている公認会計士の方。

・応 募 方 法

まずは事務局まで、メールもしくは電話にて、ご連絡ください。

・お問合せ先

近畿税務研究会

事務局

大阪市中央区久太郎町2-4-11クラボウアネックスビル2F
担当：古岡 kinzeiken@jicpa-knk.ne.jp

TEL：06-6271-0410

勤務間インターバル

勤務の間隔を空けて健康を守る

新語・用語

「働き方改革」が進められる中、厚生労働省は2017年度から「勤務間インターバル」を導入した中小企業に
助成金を支給する制度を発足させた。勤務間（業務間）インターバル制度とは、時間外労働を含む勤務の終了
後、次の勤務までの間に一定時間以上の間隔を設けることを定めた制度だ。長時間労働を抑制して労働者の休息
時間や睡眠時間を確保し、健康の維持やワーク・ライフ・バランスの向上につなげることを目的としている。
例えば、勤務時間が9時から5時までの企業がこの制度を導入した場合、勤務間インターバルが11時間と定め
られていれば、夜10時半まで残業した日の翌日の勤務は、就業規則にかかわらず9時半から5時までとなる。
EU（欧州連合）では1993年から11時間の間隔設定が義務付けられているが、厚労省は現時点では義務付
けまで踏み込まず、具体的なインターバルも示していない。あくまで企業の自発的な改革を促すかたちにと
どまる。長時間労働が日本企業の生産性の低さの原因ともいわれる中、この制度は過労を防ぐだけではな
く、生産性向上にもつながるものと考えられる。
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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第3回定例役員会報告
平成29年6月23日（金）11時30分〜13時
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」

出席者：39名（役員数４3名）

協議事項

審議事項
第1号議案

第1号議案

会員の褒賞について

（提 案 者）総務部長

安井

平成29年度年間行事予定案について

（提 案 者）総務部長

康二

（提案説明）提案者より、以下の2件について説明

安井

康二

（提 案 説 明 ）提案者より、平成29年度の年間行事

があり、審議の結果承認された。

予定について、別紙「近畿会年間行事予定表

１．近畿会褒賞細則第2条第1項第一号に該当す

（案）」のとおり予定しているとの説明があ

る下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細
則第3条により表彰状及び記念品を定期総

り、協議に入った。
この件については、特段意見もなく協議を終
了した。

会において贈呈する。
記
安藤則男 飯尾孟秋 内田吉穗 大

博 岡野雄次

立中善巳 中島幸久 中村啓造 西浦康

山本順一

計10名（順不同、敬称略）

報告事項
第1号

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）６月報告
２．近畿会褒賞細則第２条第１項第二号に該当

6月9日、アベノミクスの新成長戦略である

する下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞

「日本再興戦略2016」を引き継いだ「未来投

細則第３条により感謝状及び記念品を定期

資戦略2017」が閣議決定された。その中で、

総会において贈呈する。

企業の情報開示、会計・監査の質の向上が項目

記

としてあげられており、1）企業による情報開

種田ゆみこ（役員10年）（敬称略）

示の質の向上、2）会計基準の品質の向上、3）
会計監査の品質向上・信頼性確保、が取り上げ

第2号議案

会報部副部長の解嘱について

（提 案 者）会報部長

田中

久美子

られている。
1）企業による情報開示の質の向上の項目で

（提案説明）提案者より、下記会員（幹事）につい

は、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示

て、会報部副部長として活躍していただいている

についての検討」、「四半期開示について重複開

が、監査会計委員会委員長にも就任されており、

示の解消や効率化の検討」があり、協会本部で

兼務しての活動が難しくなってきている。そのよ

は、「開示・監査制度一元化検討プロジェクト

うな状況の中で、このたび、監査会計委員会（委

チーム」によって、会社法の事業報告等と金融商

員長）の活動に専念するため退任したいとの申出

品取引法の有価証券報告書の開示及び監査の「一

があったものである。ついては、平成29年6月30

元化」を実現すべく対応を行っている。

日付で会報部副部長を解嘱することとしたいとの
説明があり、審議の結果承認された。

協会本部が目標とするところは、この二つの
開示を一組の開示書類として一時点で開示する

記

ことによって開示書類の作成及び監査の負担を

疋田鏡子

軽減し、株主・投資家には一度に必要な情報を
入手可能にするなどの利便性を向上させること
にあるが、まずは、事業報告等と有価証券報告

20
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書の記載内容の整理、共通化、合理化の検討段

１．制度説明会

階にある。今後、四半期開示を含めた開示制度

（１）大阪経済法科大学

について、関係省庁や関係機関、経済界を含め

（日

時）6月1日（木）14:50〜16:10

た実りある議論と制度改正が行われることを期

（参加者）経済学部
（２）近畿大学

待している。

（日

第2号

理事会報告

（報 告 者）理事

１回生50名

時）6月13日（火）10:45〜12:15

（参加者）経営学部会計学科 1回生143名

岩井

（３）摂南大学

正彦

（日

（報告内容）報告者より、５月23日開催の常務理事
会及び５月24日開催の理事会報告があった
・理事会 会長報告

時）６月20日（火）13:20〜14:50

（参加者）経営学部2回生中心128名
２．テレビコマーシャルについて

１．監査を取り巻く環境について

３．新聞広告の掲載について

四半期レビュー業務の調査については、

（媒

監査業務審査会で早急に対応

体）日本経済新聞

大阪本社版

（掲載日）7月6日（木）朝刊

現状把握と今後想定される状況への対応

４．「公認会計士の日」記念セミナー開催につ

については、正副会長により特別体制を

いて

構築

（日

時）平成29年７月25日（火）

設・理解促進

（場

所）ヒルトン大阪

協会webサイトに理解促進のためのペー

（テーマ）「近大マグロに学ぶブランディ

２．監査法人のガバナンスに関するページ開

15:00〜17:00

ジを開設する。

4階「金の間」

ングの極意」

・理事会 審議事項

（講

師）（株）Oak-Jソリューションズ

１．第52事業年度事業計画案に関する件

代表取締役

大久保

良雄

氏

・理事会 報告事項（常務理事会審議事項）
１．租税調査会からの答申『国税庁「平成29

第5号

研究・CPE研修部報告

年中に相続等により取得した原子力発電

（報 告 者）研究・CPE研修部長

所周辺の避難指定区域内に存する土地等

（報告内容）報告者より、以下の2件の報告があった。

小松野

の評価について」の法令解釈通達（案）

１．CPE協議会の実施結果について

に対する意見』に関する件

２．CPE研修計画及び実施結果について

悟

２．一般財団法人会計教育研修機構の事業の
概要と本会との関係に関する件

第6号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

総務部報告

（報 告 者）総務部長

荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
安井

康二

ついて報告があった。

（報告内容）報告者より、下記役員について、監査

大阪地裁

平成29年12月15日付け任命予定

法人内の異動（平成29年7月1日付）に伴って

「民事調停委員候補者」の推薦

近畿会から転出される予定である。ついては、

大阪府教育庁

近畿会規約第31条第1項第一号により、近畿会

補者の推薦

大阪府私立学校審議会の委員候

他６件

役員を退任することになるとの報告があった。

第7号

記
（退任年月日）

（役員氏名） （異動先地域会）

平成29年６月30日

第4号

西山 淳

東京会

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

繭子

（報告内容）報告者より、関西大学商学部にて「働
（講演）について報告があった。

種田

ゆみこ

（日

時）6月13日（火）

（場

所）関西大学

（報告内容）報告者より、次の4件について報告が
あった。

原

き方」をテーマにした公認会計士のゲスト出演

広報部報告

（報 告 者）広報部長

女性会計士委員会報告

16:20〜17:50（５限目）
（受講者）商学部１回生

18名
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和歌山地区会
平成28年度 定期総会・研修会
和歌山地区会

平成29年6月9日（金）午後6時から、例年どおり

会長

宮本

富雄

に参考になりました。

安愚楽において和歌山地区会の平成28年度定期総
会を開催いたしました。
定期総会に先立ち午前9時より大阪ゴルフクラブ
での親睦ゴルフ会、午後5時からは定期総会会場で
研修会を開催しました。
親睦ゴルフ会は、最近は1組での開催が続いてい
ましたが、今回は7名の参加があり久しぶりの2組
での開催となりました。梅雨入りにもかかわらず晴
天に恵まれ楽しいプレーができたとのことです。
また、研修会・総会・懇親会は例年地区会員の参
加は10名程度でしたが今回は5割増しの15名とゴル
フ同様久しぶりに活況を呈しました。

研修会終了後は近畿会の後藤紳太郎副会長、地区
会部の矢本浩教副部長をお迎えし、定期総会・懇親
会を開催しました。後藤副会長からは近畿会の近況

22

研修会は地区会員で和歌山県中小企業再生支援協

等のご報告・ご挨拶を頂き、「和歌山地区会は他地

議会のサブマネージャーでもある山中盛義氏が講師

区会に比し総会の参加率が高く、多いに期待してい

となり、「中小企業再生支援協議会の概要と事業」

る」旨、励ましのお言葉を頂戴しました。

と題し、①再生支援協議会は経済産業省・中小企業

平成29年度は親睦旅行（沖縄2泊3日）を企画し

庁から独立行政法人中小企業基盤整備機構・和歌山

ており、会員相互のより濃密な親睦を図りたいと考

商工会議所を通じて平成15年より各県に設置され

えております。地区会員の多数の参加をお願いする

ていること、②中心事業の「中小企業再生支援事

次第です。

業」及び「保証債務整理事業」に加え、補助金事業

総会終了後は懇親会となり、いつも通り最高齢

である「認定支援機関による経営改善計画策定支援

（92歳）の山中静氏が乾杯の音頭を取り会食がは

事業」を実施していること、③平成28年度の実績

じまりました。本日のゴルフや研修会のこと、沖縄

につき案件数と実際の抜本的な2案件についての概

の親睦旅行その他

要の説明（会員からは債権放棄のスキームや回収率

会員の近況などに

及び保証解除等の質問があり、関心の高いことが窺

ついて和気藹々と

えた。）、④平成29年度の新規補助金事業として

話しが弾み親交を

「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事

深めることができ

業（プレ405事業）」の紹介（従前の事業への導入

ました。最後は稲

口としても利用できるため、積極的な利用をお願い

田稔彦氏の締めの

する旨の要望がありました。）など解説いただき、

ご挨拶で閉会とな

認定支援機関として地区会員が関与するうえで非常

りました。

17150

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年8月10日 第698号（8月号）

大阪市南地区会報告
「大阪ミナミを味わう道頓堀ツアー」
大阪市南地区会

梨岡

英理子

そして終演後は道頓堀の「がんこ」にて季節御膳

2017年6月18日（日)、
大阪は道頓堀の松竹座に

を味合いました。季節の食材は「はも」。お座敷

て「春のおどり」を観劇

テーブルにて楽しんでいるところ、舞台を終えた劇

しました。松竹座は道頓

団員の楊琳（やんりん）さんが駆けつけてください

堀の西に立つ由緒ある劇

ました。舞台ではパワフルなダンスを見せてくれた

場、そこで誕生し今年創

方ですが、細い！大きな目が印象的な美人さんが、

立95周年を迎える大阪の

人懐こい笑顔で「いかがでしたか〜？」と尋ねて下

歌劇団「OSK日本歌劇

さるので、参加の皆さんからバンバン質問が飛びま
正面

した。気さくに答えて下さった内容は、「お稽古は

6月に春？と思いますが、「春の桜」がOSKのシ

１日10時間くらい」「男役は普段もスカートを履き

ンボルマークであり、松竹座公演は「春のおどり」

ません。持ってません！」「歌劇を目指したのは中

と決まっているそうです。1部が日舞、2部が洋舞の

学生のころ」「ひとつの公演を終えると体重が5キ

ショー。大阪が守っていかなければならない大事な

ロは減る」などなど。華麗な舞台を見て、役者さん

文化遺産です(ちょっと大袈裟かしら)。

とお話しして、参加者の小学生からご高齢の方まで

団」の定例公演です。

大阪松竹座

1部は「平家物語」の義経をテーマに、2部は100
年への道という副題がついた波をテーマにした涼し
気なショーです。日本でショーが見れるのは、宝塚

気分が高揚。1組ごとに一緒に写真を撮っていただ
き、記念品までいただき大満足。
楽しいひと時を過ごすことができました。

とOSKくらい（OSKも宝塚と同じく未婚の女性だ
けで演じられる劇団です）。宝塚で日舞のショーは
イベント時くらいしかないので、この日舞のショー
は貴重です。「歌の宝塚、ダンスのOSK」と言われ
るのも納得の踊
りまくるショー
を堪能。名物の
超高速ラインダ

地区会 R E P O R T

ンスは圧巻です。

公演プログラムと記念品のタオル
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北部大阪地区会
定期総会実施報告
北部大阪地区会

会長

東浦

隆晴

北部大阪地区会は、茨木市、高槻市、島本町に在住

岩井正彦副会長に来賓としてご出席いただき、冒頭

する会員及び準会員にて構成しており、定期的にイベ

に近畿会の状況報告と乾杯のご挨拶をいただきまし

ントを実施することで、相互交流を図っています。

た。

平成29年6月30日に定期総会を実施いたしました
ので、以下の通りご報告いたします。

懇親会では、定期総会に初参加の方から自己紹介
をいただきながら、和やかで楽しい時間を過ごすこ
とができました。最近はベテラン、中堅、若手と幅

今年の定期総会は、茨木市の茨木セントラルホテ
ル内レストラン「ジュ
ました。「ジュ

ルビアン」にて実施いたし

ルビアン」とは、フランス語で

「再会」を意味し、地区会員が久しぶりに一堂に会
するにはふさわしい場所です。

広い層から参加いただいているため、勤務形態や世
代を超えて会員及び準会員が交流を深め、さらに連
携を強化していきたいと考えています。
最後に、平成28年秋の叙勲において旭日小綬賞を
受賞された中西清氏から締めのご挨拶をいただき、
全員で記念撮影をしてお開きとなりました。

今年は総会の冒頭において、平成29年4月26日に
24歳の若さで亡くなった当地区会所属の準会員であ
る伊藤翼氏を悼み、全員で黙祷を行いました。
その後、平成28年度の事業報告及び決算報告を行
うとともに、平成29年度の事業計画及び予算につい
て審議の上、承認を受けました。
当地区会のイベントは、懇親ゴルフ会、ファミ
リーイベント、冬季イベントをベースとしており、
特にファミリーイベントでは、近年ユニバーサル・
スタジオ・ジャパンにおいて50名を超える参加者で

新年度の北部大阪地区会のイベントスケジュール

盛況に実施しています。ファミリーイベントの参加

は以下の通りです。

者が、その後のイベントや総会に出席するという良

・懇親ゴルフ会

い流れになっていることもあり、新年度も継続する
こととなりました。
今後の課題としては、地域行政機関とのコミュニ
ケーションを図っていくべきではないかという意見

平成29年11月22日

ベニーカントリー倶楽部
・ファミリーイベント

平成29年12月2日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
・冬季イベント

平成30年１月〜２月

もいただき、新年度において取り組むこととなりま
した。

地区会活動の一層の活性化を図りたいと思ってお
りますので、地区会員及び準会員の皆様の積極的な

総会終了後は懇親会に移ります。今年は近畿会の
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河内地区会
定期総会・鱧の食事会の御報告
河内地区会

会長

西村

智子

平成29年7月8日（土）

鱧の刺身、鱧の湯引き、鱧の天ぷら、鱧の押しずし

に、河内地区会で日本一

と、鱧尽くしの他、地元で獲れたトツカアジのお刺

の鱧とも言われる淡路島

身が出てきました。メインは鱧すきで、これは出汁

の沼島の鱧を食べて来ま

に、ぶつ切の鱧と玉ねぎなどの野菜を入れて煮込ん

した。３年前にも同じ沼

で食べるのですが、地元ならではの珍味、鱧の内臓

島の鱧を食べに河内地区会で行きましたが、会員か

もついていました。そして、締めは鱧すきの出汁に

ら「もう一度行きたい」との声が多かったため企画

鱧の玉子を入れ、鶏の玉子でとじたものをご飯の上

したところ、キャンセル待ちが出るほどのお申込み

にかけた他人丼？

をいただき、主催者としてはありがたい限りです。

これが絶品。鱧の

沼島は、アクセスが非常に悪く、個人で行くのは

卵は産卵してしま

大変です。まず、淡路島に渡り、高速道路で淡路島

うと食べられなく

の南端近くの西淡三原ICまで行き、高速道路を降り

なるので、夏まで

てからさらに車で約30分、土生港を目指します。土

の限定だそうで

生港から沼島行きの

す。

船が出ており、船に

今回は、道中、バスの中で定期総会を行いまし

乗り換え10分足らず

た。今年のイベントについて、一日かけて皆さんと

で到着なのですが、

相談しようと思っていたのですが、食べるのに夢中

最大の難関は、船が

でイベントの話をする余裕がなく、お腹がいっぱい

一日10便しかないこ

になったら思考能力がストップしてしまったのは想

と。船に乗り遅れた

定外です。次のイベントは、12月2日（土）の河内

ら、大変です。

一日10便しかない船

ワインでの地産地消をテーマとするジャズライブも

事前に、さんざん時間厳守と案内文に書いていた

愉しめる忘年会です。また、河内地区会では、会員

せいか、一人の遅刻者もなく、順調に貸切バスで難

の皆様からイベントについてのリクエストを随時募

波を出発。結構スイスイと淡路島の北端の淡路SA

集しておりますので、宜しくお願い申し上げます。

に到着しました。そこから土生港までは1時間くら

地区会 R E P O R T

いなので、余裕で少し長めの休憩をとり、SAを出
た途端、予想もしなかった淡路島内の高速道路での
事故渋滞。一同、「ええー！」と心配したものの、
渋滞は思ったより酷くなく、船の出航20分前に無事
に港へ到着。船に乗り込むと同時に、ほっと一安
心。幹事としては、今日の仕事の8割はこなした気
分です。
料理は木村旅館さんでの、鱧のミニフルコース。
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七夕にホタル＆グルメツアー

『川床料理 in 京都』
厚生部サポーター

巻淵 友宏

平成29年7月1日(土)に、近畿会厚生部の七夕にホ

大人は川床懐石料理を、

タル＆グルメツアー『川床料理 in 京都』が開催さ

お子様はお子様が好きなものがたくさん入ったお子

れました。おかげ様で、当グルメツアーは、ご要望

様弁当を召し上がっていただきました。普段目にす

の声も多く５度目の開催を迎えました。

ることのないご馳走を堪能し、大人な気分を満喫で

この度、240名超のご応募の中から抽選で121名

きました。家族連れの川床は、自然の開放感もあ

の方にご参加を頂く運びとなりました。前日まで雨

り、子供達の賑やかな声が響いていました。また、

の予報が出ていて心配でしたが、当日は無事に晴れ

大人同士の川床はおいしい料理に美味しいお酒が進

となりました。

み、和やかな雰囲気となっていました。

今回はホタル鑑賞をセットにし、一味違った川床

食事が終わった後は、お待ちかねのホタル鑑賞と

を堪能していただくため、会場を高雄錦水亭にて開

なります。ホタル鑑賞の時は、お店の照明を一斉に

催いたしました。ツアーの行き先である高雄は、京

消して、真っ暗な状態でホタルを見ることができま

都府右京区にある紅葉が有名な地域です。京都駅か

す。最初はホタルが出て来ないのではないかと不安

らバスで約40分移動すると、先程まで市街地にいた

でしたが、しばらくすると川下の方からホテルが飛

ことを忘れるくらいの開放感に満ち溢れた自然豊か

んでくるのを確認できました。参加者の方は、固唾

な場所に着きました。

を呑むように今か今かと待っていたため、ホタルを

まさに、「これぞ！川床！」

見た瞬間に歓声が湧きました。また、お店の方がホ

と言いたくなる自然のお座敷が

タルを捕まえてくれて、近くでホタルを見ることが

広がっていました（掲載写真ご

できました。参加者の皆様は最後にホタルを見るこ

参照）。澄んだ水の流れる音を

とができ、満足そうな表情でした。

聞きながら、囲む山を一望でき

お店からいただいたうちわを片手に、家族団欒は

る景色をみながらの食事は抜群

もちろん、他の方々とも楽しそうに交流する光景が

です。慌ただしい現実から離れ

みられ、七夕にふさわしい初夏を感じることができ

て、優雅な時間を堪能しました。

ました。
ご参加いただきました皆様、一緒に七夕ホタル＆
グルメツアーを企画運営していただ
いた皆様、本当に有難う
御座いました。
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2017年6月24日、近畿会趣味の会によるテニス交流会（練習会）を大阪にある江坂テニスセン
ターのインドア（室内）コートで行いました。このテニス交流会は、今までは年に1度の開催でし
たが、今回より6月にも実施することになりました。6月ということもあり、外は大変暑い環境で
したが、今回はインドアコートであったため、冷房設備が完備されており、快適にテニスを楽し
むことができました。
期末監査がようやく落ち着いてきた時期ではありましたが、今回は総勢13名の皆様にご参加い
ただきました。今回、ご参加いただいた皆様は中級・上級レベルの方が多く、ストロークラリー
やサービス練習を実施した後は、主にダブルスの試合を行いました。監査法人所属の方だけでは
なく、個人事務所の方等も多くいらっしゃったため、普段なかなかペアを組んだり試合をしたり
することができないメンバーであり、フレッシュな気持ちで試合を実施できたのではないかと思
います。実際に試合を始めると即席ペアとは思えない見事なコンビネーションが光り、随所で素
晴らしいプレーが飛び出していました。ペアを交代して、何試合か実施しましたが、ペアによっ
て試合内容が大きく異なり、とても見応えのある試合が多く、応援している方も思わず見入って
しまっていました。
このテニス交流会のようなイベントは、普段なかなか交流の機会がない他の監査法人や個人事務
所にお勤めの方、一般企業にお勤めの方等、様々な経歴の方とテニスを楽しみながらコミュニ
ケーションをとることができる大変良い機会だと考えています。また、今回のテニス交流会では
ご家族で参加いただいた方もいらっしゃいましたが、テニスはあらゆる世代の方が楽しむことが
でき、気軽に始めることができるスポーツでもあります。これまでテニスをしたことがない人も
積極的にご参加いただき、テニスの楽しさを少しでも感じていただけますと嬉しい限りです。
また、次回のテニス交流会は12月下旬を予定しております。今回参加された方はもちろん、テ
ニスをしたことがない初級者の皆様もぜひご参加いただけますよう、まずは趣味の会（テニス
部）の登録からよろしくお願い致します。テニス部へ参加（登録）をご希望される方は、近畿会
事務局までご連絡よろしくお願い致します。
（文責

相本

忠弘）

厚生部 R E P O R T

﹁テニス部開催報告﹂

近畿 C.P.A. ニュース
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1. 東西対抗親睦囲碁大会
平成29年度第40回東西対抗親睦囲碁大会は東側当番にて平成29年7月9日（日）から10日

（月）静岡県熱海市「熱海ニューフジヤホテル」に於いて開催されました。当日は初夏らしい気候
の中、熱戦が開始されました。
参加者は東軍8名、西軍6名（東海会1名、京滋会1名、近畿会3名、兵庫会1名）と参加人数が東

西不均衡であったので、西軍は一部の対局を除いて、概ね東軍と囲碁を打ち、東軍は西軍及び東軍
同士で、5局対戦し勝敗を決することとなった。
各人5局の対戦結果は下記のとおりとなりました。

団体戦：東軍12勝西軍12勝で、引き分け。
個人戦：優

勝

9段

5戦4勝（西軍）

博

5段

5戦4勝（東軍）

３位

横山榮一郎

4段

5戦4勝（東軍）

４位

泉

智雄

6段

5戦4勝（東軍）

５位

兼井

和夫 初段

5戦3勝（西軍）

準優勝

坂井

俊介

久保田

上記の写真は、1日目の本館2階「紅梅」の間において開催された懇親会における集合写真です。

2. 平成29年度行事実績

3. 平成29年度行事予定

（１）関西地区三会親睦囲碁会

（１）関西地区三会親睦囲碁会

平成29年4月8日（土）近畿会当番

平成29年9月9日（土）兵庫会当番

（２）東西対抗親睦囲碁大会

（２）関西地区三会親睦囲碁会

平成29年7月9日（日）〜10日（月）

平成29年12月10日（日）〜11日（月）京滋会当番

東側当番「熱海ニューフジヤホテル」

東西対抗親睦囲碁大会対戦表

対戦相手の勝数

4

1

4

×

4

1

〇 〇

4

1

9 準優勝
8 3位

〇

3

2

6

〇 × 〇 〇 ×

3

2

5

× × × ×

0

5

4

1

1

4

3

2

6

3

2

2

1

4

3

2

3

兼井

松山

磯部

1

和夫

治幸

勝弘

一郎

数

所属会

東 軍

氏 名

6段 6段 6段 5段 4段 3段 3段 初段 9段 7段 4段 2段 2段 初段

泉

智雄

6段

笠島

賢三

6段

×

安井

勝孝

6段

×

博

5段

横山榮一郎

4段

下川

芳文

3段

古川

大輔

3段

豊

初段

坂井

俊介

9段

〇 〇 〇 × 〇

福永

武郎

7段

× × 〇 ×

近藤

一郎

4段

×

磯部

勝弘

2段

松山

治幸

2段

兼井

和夫

初段

久保田

小 林

西 軍

段位

個 人 戦 順 位

数

1

3

負

6 4位

3

勝

1

武郎

俊介

豊

大輔

芳文

博

勝孝

賢三

智雄

4

1

近藤

4

福永

0

坂井

3

小林

3

古川

4

下川

4

横山榮一郎

1

久保田

1

安井

相手名

兼井和夫）

平成29年7月9日(日）〜10日(月） 於：熱海ニューフジヤホテル

笠島

4

泉

個人勝数

（文責

〇 〇

× 〇 〇
×

× 〇
×

〇

×

× ×
〇

〇

〇 〇

〇

×
×

〇

×

〇
× 〇

×
× 〇 〇 〇
× × 〇

〇
×

×

× 〇

〇 × × 〇 〇

〇
×

10 優勝

7 5位

（注）東西対抗囲碁大会は、東軍西軍同士の囲碁は28局対局された。戦績結果は上表のとおり、東軍14勝、西軍14勝の
対局結果であった。
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髙田篤会長活動報告

平成29年度

TOPICS

会務報告

この1か月は、近畿会の定期総会に始まり、本部の定期総会で終わった1ヶ月でした。近畿会の定期総会では、記念交
流会を含めて多数の会員の皆様にご出席いただき、ありがとうございました。
新しい役員体制で出発して1年。当初から大手電機メーカーの不正会計事件を契機として金融庁から出された「会計
監査の在り方に関する懇談会」提言への様々な対応を図りつつ、必要な施策を行ってきた1年でした。近畿会では特別
委員会を組成して、「政治資金に関する提言」、「監査の諸問題に関する提言」を矢継ぎ早に発出することができ、関
わっていただいたメンバーの皆様には心より御礼申し上げます。
会員の皆様に今後ご留意いただきたい事項としては、「品質管理レビューの在り方」についての動向、「監査報告書
の透明化（KAM）」の導入準備動向、「パートナー・ローテーション・ルールの改正」等があります。また、平成29
年7月20日付で金融庁から「監査法人のローテーション制度に関する調査報告」（第一次報告）が発出されました。こ
れらに対して、協会本部、近畿会共に鋭意、対応を図って参り、情報提供させていただきたいと考えております。
厳しい暑さが続きますが、お身体にお気をつけいただきたいと思います。
付

6月23日

7月3日

曜日

時

間

月

火

木

7月11日

火

正副会長会

ザ・リッツ・カールトン大阪

11:30〜13:30

定例役員会

ザ・リッツ・カールトン大阪

13:30〜18:00

第51回定期総会

ザ・リッツ・カールトン大阪

18:15〜20:00

第51回定期総会記念交流会

ザ・リッツ・カールトン大阪

13:30〜16:30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

自主規制全体の在り方・今後の方向性検討会

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

14:00〜16:00

協会財政の在り方検討P.T.

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜12:30

会務運営諮問会議

日本公認会計士協会

13:00〜14:30

自主規制全体の在り方・今後の方向性検討会

日本公認会計士協会

9:00〜10:30

自主規制全体の在り方・今後の方向性検討会

日本公認会計士協会

10:30〜13:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

13:00〜17:00

日本公認会計士協会

10:00〜13:00

常務理事会

日本公認会計士協会

13:30〜17:00

理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

公認会計士の日記念セミナー

ヒルトン大阪

17:00〜18:00

東海会との事務局運営ミーティング

日本公認会計士協会近畿会

火

7月19日

水

7月20日

木

7月25日

所

金

7月6日

7月18日

場

10:00〜11:30

9:00〜10:00
7月4日

会務の内容

第51回定期総会

帝国ホテル

火

(作成月日：平成29年7月25日)
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公認会計士協同組合 I N F O R M A T I O N

INFORMATION

公認会計士協同組合

公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますよう
ご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

プラクティスIFRS

URL

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

社会福祉法人のための 社会福祉法の要点と会計監査人監査の受け方

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
中央経済社

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

編

平林亮子・髙橋知寿

刊

税務経理協会

定価4,000円＋税

定価1,700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）

本書は、IFRSの実務に関与する人に

2016年の社会福祉法人の改正は社会

向けて、図表などを多用し、IFRSの趣

福祉法人の在り方を大きく変えることと

旨および本質をわかりやすく伝えること

なりました。本書は、改正の要点と、今

を主眼としています。また、日本基準と
の主要な差異や実務上の留意点なども解説しています。

回義務づけられた会計監査人監査につい
て、社会福祉法人の運営に携わる公認会計士が詳しく解説し
ています。

IFRS「株式に基づく報酬」プラクティス・ガイド
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
中央経済社

新類型の信託ハンドブック

編

田中和明

刊

編著

日本加除出版

刊

定価4,000円＋税

定価3,400円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

ＰｗＣのIFRSマニュアル・オブ・ア

受益証券発行信託や限定責任信託な

カウンティングの中で紹介されている

ど、信託法改正にて導入された信託類型

IFRSを利用する企業の実務に即して作

の実務を余すことなく掲載。活況となり

成されたケーススタディの中から、日本

つつある自己信託、遺言代用信託、受益

企業の実務に役立つものなどを選定し、実務的な適用につい

者連続型信託、受益者の定めのない信託について民事・商事

て解説しています。

双方の視点から活用できます。

希望者グループ保険加入のおすすめ
公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施してお
ります。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
平成28年12月1日現在70歳6カ月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者
800万円、お子様300万円です。
また、この制度は1年毎の収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金としてご加入者に還元することとなっております。
当協同組合では特別に保険金額150万円コースも設定しており、このコースですと毎月の掛金は、33歳の男性は198円、女
性は135円、53歳の男性は694円、女性は427円と一層加入しやすい保険料となっています。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求下さい。（組合に未加入の方
は、組合にご加入していただくことが条件となります。）
【引受保険会社】日本生命保険相互会社・第一生命保険株式会社

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

近畿会開催CPE研修会平成29年7月実績及び8月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

澤村八大氏（日本M&Aセンター執行役員 案件
管理室長、公認会計士）、慎純敏氏（日本M&Aセ

7 月 5 日 18:30〜20:30

ンターコーポレートアドバイザー室係長、公認

コンサル 会員業務推進部・組織内会計士委員会共催研修会

2

ティング「M&A会計士というキャリア」

会計士）、西尾友佑氏（日本M&Aセンターコー
ポレートアドバイザー室、公認会計士）、久木田
佳代氏（株式会社企業評価総合研究所

アシス

タントマネージャー、公認会計士）
本部税務業務部会共催DVD研修会
「中小企業等経営強化法と中小企業経営強化税制
10:00〜11:40 税 務 の活用について」

2

（平成29年4月24日 本部税務業務部会主催研修会
（第43回））
本部税務業務部会共催DVD研修会

7 月 6 日

「取引相場のない株式の評価における留意点〜特
13:00〜16:40 税 務

定の評価会社の株式（財産評価基本通達189）を中

4

心に〜」

（平成29年4月26日 本部税務業務部会主催研修会
（第44回））
7 月 1 9 日 13:00〜17:00 倫 理 等 第51回本部定期総会

4

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会/社会
7 月 2 2 日 13:00〜15:30 そ の 他

保障委員会）

2

「介護のプロに聞く 介護施設と公認会計士のかか

松宮良典氏（ふくろう法律事務所、弁護士）

わり方」

2

ズ

大阪）
8 月 3 日 13:00〜14:40 倫 理

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
夏季全国研修会

会長）

夏季全国研修会
13:00〜14:40 会 計「医療法人・地域医療連携推進法人の計算書類に関

2

する監査上の取り扱い」
夏季全国研修会

岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会

2

夏季全国研修会

2

武居敏氏（全国社会福祉法人経営者協議会

副

会長）

「社会福祉法人の事業の特徴等について」
夏季全国研修会

主席レ

ビューアー）

対応〜」

15:00〜16:40 税 務

非営利業務支援専門
関係者

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監 査「監査の品質管理の実務〜リスク評価及びリスク

医療法人分科会

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）、

2
不正
事例

「四半期レビュー」ほか〜」

13:00〜14:40 会 計

本部非営利法人委員会
部会

15:00〜16:40 監 査「監査提言集の解説〜
「会計上の見積りの監査」と

8月18日

研究・CPE研修部長）

佐藤正樹氏（本部租税政策検討専門部会専門部

2

「平成30年度税制改正意見・要望書等の解説」

8月17日

代表取締役）

小松野悟氏（近畿会

2

「CPE制度の概要」

10:00〜11:40 税 務

大久保良雄氏（株式会社Oak-Jソリューション

小塚真啓氏（岡山大学法学部

2

「税法上の配当概念の意義と今後の課題」

准教授）

夏季全国研修会
志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

10:00〜11:40 倫 理「倫理規則改正に向けた動向について〜違法行為 2

への対応及びローテーション〜」
鈴木理加氏、中條恵美氏、 野幸子氏、古内和明

夏季全国研修会
8 月 2 4 日 13:00〜14:40 会 計「
「収益認識に関する会計基準（案）」等に関する解

2

説（仮題）
（後半）」

本部会計制度委員会

ASBJ対応専

専門委員、公認会計士）

鈴木理加氏、中條恵美氏、 野幸子氏、古内和明

夏季全国研修会
15:00〜16:40 会 計「
「収益認識に関する会計基準（案）」等に関する解

氏（以上
門委員会

説（仮題）
（前半）」

2

氏（以上
門委員会

本部会計制度委員会

ASBJ対応専

近畿会開催CPE研修会平成29年7月実績及び8月予定

公認会計士の日記念セミナー（広報部）
「 近大マグ
7 月 2 5 日 15:00〜17:00 倫理等 ロに学ぶブランディングの極意」
（ 会場：ヒルトン

専門委員、公認会計士）
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実施月日

時

間

10:00〜11:40
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分野

単位

研修会テーマ

コンサル

夏季全国研修会

「中小企業の金融支援〜信用保証制度の見直しや

ティング

2

夏季全国研修会

門部会

2
不正
事例

究調査会

不正調査専

専門部会長）、駒井昌宏氏（本部経営研
不正調査専門部会

副専門部会長）

坂上信一郎氏（本部経営研究調査会
専門部会

夏季全国研修会
15:00〜16:40 監 査「経営研究調査会研修

不正事例研究（役員等の横

調査会

2
不正
事例

領行為）
（後半）」

事業環境

金融課長）

松澤公貴氏（本部経営研究調査会
不正事例研究（役員等の横

領行為）
（前半）」

8月25日

師

小林浩史氏（経済産業省中小企業庁
部

経営者の個人保証等について」

13:00〜14:40 監 査「経営研究調査会研修

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

専門委員）、木内敬氏（本部経営研究
不正調査専門部会

オブザーバー）、

峠尚義氏（本部経営研究調査会
部会

不正調査

不正調査専門

オブザーバー）

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会）
「女性会計士委員会設置30周年記念講演会〈第1弾〉
8 月 2 7 日 14:00〜15:30 そ の 他 〜100人100通りの個性を活かし、理想でつなが

2

中根弓佳氏（サイボウズ株式会社

執行役員

事業支援本部長）

る経営〜」
（会場:ホテルグランヴィア大阪）

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成29年8月17日〜平成29年9月13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。
8.17 （木）
夏季全国研修会

8.25 （金）
研修室10:00〜16:40

8.18 （金）
夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

非営利会計委員会 医療法人小委員会

会議室18:30〜20:30

8.28 （月）
税制・税務委員会

研修室18:30〜20:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

地区会長会

研修室18:00〜21:00

8.30 （水）

監査会計委員会

会議室18:30〜20:30

会員業務推進部研修会

8.21 （月）

8.23 （水）

9. 6 （水）

中堅・若手会計士委員会

研修室18:30〜20:30

税務業務部会DVD研修会

研修室13:00〜16:30

監査会計委員会

会議室18:30〜20:30

経営委員会

会議室18:30〜20:30

8.24 （木）

9. 7 （木）

夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

正副会長会

会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 NPO法人小委員会 意見交換会

会議室16:00〜17:30

定例役員会

会議室18:00〜20:00

社会・公会計委員会

会議室18:30〜20:30

9.13 （水）
国際委員会
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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,380

34

3,414

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

42

823

計

合計

877

4,291

並河
松川
村田
石塚

千絵
正希
治彦
勝也

（会
員）
（会
員）
（会
員）
（四号準会員）

松村
糸川
硲

栞里 （四号準会員）
昌佑 （四号準会員）
正志 （四号準会員）

濱田

祐良 （四号準会員）

（平成29年6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）
6月20日付
植田
大松
柏木

將弘
祐介
秀友

島津
立石
土橋

伊吹
真悟
英一郎

西尾
本間
村井

朋且
有紀哉
七織

入会者
6月20日付
鈴木 千尋 （会
髙谷 武司 （会

員）
員）

屋代
久保

由佳 （会
員）
沙耶佳
（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
6月7日〜23日
【事務所】
植田
榎本
寄田
栗木
森田
吉澤
吉永
梅林
明松
明松
神谷
髙木

益司 （会
治美 （会
和宏 （会
浩 （会
義 （会
温子 （会
徳好 （会
健一 （会
英之 （会
優 （会
義雄 （会
（会
謙太郎

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

本
橋口
山本
石本
上野
大谷
杉田
中原
本川
本川
柏木
太田

敏行 （会
員）
健志 （会
員）
敬三 （会
員）
真喜子
（会
員）
晃一 （会
員）
康雄 （会
員）
和洋 （会
員）
淳博 （会
員）
清子 （会
員）
憲司 （会
員）
秀友 （四号準会員）
謙児 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）

浜川
矢野
山口
池内

昇士
晶子
義敬
良子

【事務所・自宅】
後藤
島津

知之 （四号準会員）
伊吹 （四号準会員）

転入者
6月7日〜15日
石橋 正紀 （会
員）
高井 大基 （会
員）
篤
尚美 （会
員）
松谷 隆之 （会
員）
森本 明浩 （会
員）
竹並 みのり
（四号準会員）
土橋 英一郎
（四号準会員）

兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
千 葉 会 よ り
北海道会より
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り

転出者
6月7日〜15日
小西 正浩 （会
實
和也 （会
松吉 翼 （会
保田 真吾 （会
小西 文夫 （会

員）
員）
員）
員）
員）

兵
東
兵
東
兵

庫
京
庫
京
庫

会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ

退会者
安部
松本
伊藤
田中

正義
巖
翼
健一

（会
員） 4 月 2 6 日 付
（会
員） 5 月 2 8 日 付
（四号準会員） 4 月 2 6 日 付
（四号準会員） 6 月 2 2 日 付

死
死
死
退

亡
亡
亡
会

共同事務所の変更
正華公認会計士共同事務所

6月20日付 新

設

【自宅】
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して
電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より可
能です。

会員異動

阿加井 達也
（会
江﨑 真護 （会
岡野 信也 （会
岡本 真理子
（会

【近畿会事務局夏季休暇のお知らせ】

8/14（月）〜8/16（水）・緊急な場合の連絡先／事務局長 畑江敏之（080-5719-2514）
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事務局だより

事務局だより
【慶事】
・会

員

矢倉

誠

【弔事】
・会 員 吉田 健二氏
平成29年7月11日ご逝去

・会 員 斉藤 誠氏のご岳父 健次郎様
平成29年7月2日ご逝去 満88歳
・会 員 黒川 智哉氏のご尊父 篤様
平成29年7月24日ご逝去 満83歳

満98歳

【寄贈図書】
■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領

連結あり

平成29年版

作成要領
贈

連結なし

最新企業会計と法人税申告調整の実務

〜公認会計士による徹底解説〜

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
寄

■三訂版

平成29年版

者：宝印刷株式会社

寄

贈

者：日本公認会計士協会出版局

編

集：日本公認会計士協会東京会

発

行：日本公認会計士協会出版局

編集・発行：株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社
■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成28年度 第6回
寄
発

贈

者：一般財団法人

新日本法規財団

行：一般財団法人

新日本法規財団

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。

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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間近に迫った夏休みにわくわくドキドキという方が
多いことでありましょう。
さて、本号では６月に行われた近畿会定期総会と
記念交流会の様子が掲載されています。本年の近畿
会総会では、想定スケジュールよりも進行が早まり
交流会までの時間を持て余すという珍事となったの
ですが、交流会では多くの会員が参集し、例年以上
に盛り上がり、胸襟を開いた集いになりました。
普段のビジネスでは競争関係にある者同士が会務
では業界のために集まり語り合うというのは、外部
の業界の方から見ると特異な人種だと︵畏敬の念を
込めて？︶思われることもあるようですが、それこ
そがプロフェッションとしての公認会計士の気質な
のかもしれないと感じております。

最後になりましたが、本号より新企画﹁異色の公
認会計士インタビュー﹂の掲載が始まりました。
我々公認会計士の活躍するフィールドは年々多様化
していますが、そんな中でも異色の世界で活躍をな

一毅

さっている方々のご紹介をしていきたいと考えてお
りますので、乞うご期待くださいませ。

和田林

)

事務局だより
夏真っ盛り。
早く予定を決めておかないと、だらだらとビール
でも飲みながら﹁野球応援甲子園﹂となってしまう
のが小生の よくある夏休み パターンであります

”

が、賢明な会員の皆様におかれましては、用意周到

“

︵会報部

公認会計士国民年金基金

－

－

平成29年8月10日 第698号（8月号）
近畿 C.P.A. ニュース

http://kokunen.jicpa.or.jp/

「お詫びと訂正」

平成29年7月号2ページに、以下の通り誤りがございました。深くお詫び申し上げるとともに、謹んで訂正させて頂きます。
執筆者名 誤）髙井 昌治
正）髙井 晶治
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日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

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務本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

発行人：髙田

篤

kinki@jicpa.or.jp
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編集人：田中 久美子

