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日本公認会計士協会定期総会レポート
本部理事

安原

徹

はじめに

準会員129名への黙祷が出席者全員によって捧げら

平成29年7月19日（水）に、帝国ホテル（東京都

れました。

千代田区内幸町）本館3階の富士の間にて日本公認会
計士協会の第51回定期総会が開催されました。その

議長・副議長の任命

内容をレポートいたします。なお、文中意見に関す

関根会長から会則第76条第1項により議長・副議

る記載は私見であり、また私の聞き漏れ、聞き違い

長を任命したい旨の提案があり、議長1名、副議長2

等により正確性に欠ける記述があるかもしれません

名が任命され議事が開始されました。

が、ご容赦ください。なお、公式の総会報告につい
てはJICPAニュースレターにより行われますので、

報告事項

そちらを御参照下さいますようお願い致します。

海野正専務理事より、会則第75条第2項に従い、

第51回定期総会は、総務担当の加藤達也常務理

報告事項として、まず「会計監査の在り方に関する

事、北澄和也常務理事の2名の司会で、午後1時より

懇談会」の提言を踏まえた公認会計士監査の信頼性

開催されました。冒頭、本定期総会が全国25会場に

向上に向けた取り組みを取り上げ、ひき続き「第51

中継されている旨、司会者から報告されました。

事業年度

事業及び会務報告の件」（平成28年4月

1日から平成29年3月31日まで）の報告が、同事業

開会の辞・会長挨拶

年度の8つの重点施策に沿って行われました。

来賓の入場後、柳澤義一本部副会長の「開会の辞」

（公認会計士監査の信頼性向上に関する取組について)

に引き続き、関根愛子会長のご挨拶がありました。

公認会計士は、経済社会の変化に対応して、適正
な情報開示及び情報の信頼性確保に取り組み、資本
市場の健全な発展に寄与しなければならない。その
ため、公認会計士監査の信頼性向上についても、本
会は市場関係者の意見を踏まえながら、自らの改革
として各種施策を推進してきた。個別分野における
取組状況は次のとおりである。
（１）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）

来賓挨拶

する原則（監査法人のガバナンス・コード）」

最初に、安倍晋三内閣総理大臣によるビデオレ

を平成29年3月31日付けで公表した。

ターが会場に放映されました。続いて、麻生太郎金

本会は、会長声明を同日付けで発出し、本

融担当大臣、清田瞭株式会社日本取引所グループ取

原則の公表を、監査法人のガバナンスの更な

締役兼代表執行役グループCEOからご挨拶を頂きま

る向上の契機であり、本原則を適用する監査

した。

法人の真摯な取組と実践は、監査に対する資
本市場からの信頼性の維持向上に資するもの

黙祷

とした。

来賓退席の後、高濱滋副会長により、物故会員・

17167

報 告 REPORT

金融庁は、「監査法人の組織的な運営に関

3

平成29年9月10日 第699号（9月号）

近畿 C.P.A. ニュース

報 告 REPORT

（２）監査報告書の透明化に向けての検討
監査プロセスの透明性を確保することによ

告）」として取りまとめ、公表した。
（２）監査環境の整備

り、株主や社会一般の監査に対する理解が進

本事業年度においては、「日本再興戦略

み、監査法人の実施する監査業務の品質の向上

2016」を受けて、政府の日本経済再生本部

にも繋がるとの認識の下、監査上の主要な事項

に設置された未来投資会議における「事業報

（KAM）を監査報告書に記載し、株主等の監

告等と有価証券報告書の一体的開示に向けた

査報告書の読み手のニーズにあった情報の提供

検討」について、監査人の視点から検討を

を図ることについての検討を進めている。

行った。また、十分な監査時間の確保が重要

（３）不正を見抜く力量の向上に向けて
本事業年度から必修化したCPEにおける不
正事例研究の研修については、その更なる充
実に向けて、不正を見抜く能力を向上させる
ために有効な研修は何かといった視点で検討

である旨発信し、これを受けて東京証券取引
所は上場規程等の改正を行い、決算短信等が
監査の対象外であることが明確にされた。
（３）決算関連業務従事者の働き方に関する会長声
明の発出

し、ディスカッション形式による効果的な研

平成29年3月31日付けで会長声明「昨今の

修や、これを実践するための講師育成・講師

働き方改革の議論を踏まえた決算に関する業

のための研修、研修内容の理解度を確認する

務の在り方について」を発出した。

手法等の具体化に向けた調整を進めている。
３．公的・非営利分野を含む、会計・監査制度及び
（重点施策について）
１．公認会計士監査の信頼性回復のための自主規制
機能の一層の充実と職業倫理の徹底
（１）自主規制機能の充実

関連基準への整備の対応
（１）社会福祉法人への公認会計士監査の導入への
対応
一定規模以上の社会福祉法人への公認会計

品質管理レビュー制度の運用について、監

士監査の導入を含む社会福祉法等の一部を改

査事務所の監査の品質管理状況の調査を行う

正する法律が平成29年4月１日から施行され

レビューアーを増員し、レビューについての

た。これを受けて、非営利法人委員会実務指

質的・量的な充実を図った。

針「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の

（２）職業倫理の理解に資する資料の提供

取扱い及び監査報告書の文例」（公開草案）

本事業年度は、倫理委員会において、より

(29.1.30)を公表した（確定版は29.4.27）。

職業倫理の理解に資する資料として、諸規定

（２）非営利分野における会計制度等に対する提言

の体系や主な内容を簡潔に取りまとめて整理

非営利法人委員会研究報告第30号「非営利

した「職業倫理ガイドブック」及び同ガイド

組織会計基準開発に向けた個別論点整理〜反

ブックから利便性の高い項目を抽出して携帯

対給付のない収益の認識」（28.9.20）、同

用の手引きとした「職業倫理に関する必携ガ

31号「持続可能な社会保障システムを支える

イド」を作成し、全会員に提供した。

非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」
（29.1.25）を公表した。

２．公認会計士監査強化のための環境整備など公認

（３）合意された手続業務に関する実務指針等の公表

会計士業務に係る制度的枠組みに関する積極的

専門業務実務指針4400「合意された手続

な取組
（１）公認会計士制度に関する検討
登録制度の在り方、資格取得の在り方、業

業務に関する実務指針」（28.4.27）及び
「「合意された手続業務に関する実務指針」
に係るQ&A(28.7.25)を公表した。

務範囲・規制の在り方について、平成28年6
月6日付けで「日本の公認会計士及び公認会
計士制度のあるべき姿に関する論点（中間報
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８．地域会を含む組織・財政基盤の整備及び事務所
機能の強化
本部及び地域会の事務局機能の強化、増加す
る会員に関する情報の適切な管理・運営を実現

５．公認会計士が活動領域を拡大して社会に貢献
し、国際的にも活躍していくための業務支援

するためのITシステムへの投資、施設の拡充な
ど必要な整備を推進した。

（１）社外役員会計士の支援
既存の専門委員会を発展的に改組し、「社
外役員会計士協議会」を設置した。
（２）公会計協議会等の活動

審議事項
議案の審議に当たって総会出席者の報告があり、
議決権総数30,086個（前年29,247個）に対して、

社会福祉法人、医療法人への法定監査導入を

本人出席が1,008名（前年1,091名）、委任状によ

受けて、会員向け研修会、説明会を実施した。

る出席者数7,408名（前年7,059名）、計8,416名

（３）中小企業支援

（前年8,150名）であることが報告されました。

海外展開を検討している中小企業が相談先を選
定する際に参考としてもらうため「中小企業の海

第１号議案

外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海
外事務所制度（アジア地区）」を公表した。

第51事業年度収支計算書及び財務諸表
承認の件

中村元彦常務理事により、第1号議案の説明があ
り、加えて会計監査人である明治アーク監査法人か

６．公認会計士が社会の多様なニーズに貢献し、国

ら無限定適正意見の監査報告書が提出されている旨

際競争力を強化していくための専門的かつグ

の報告がありました。その後、和貝享介監事より会

ローバルな人材の育成

計監査人の監査の方法及び結果は相当である旨、会

（１）実務補習規程等の見直し

務の執行及び財務については、指摘すべき重大な事

修了要件の追加、税務関連の考査の実務補

実はない旨の監査報告がありました。

習所間での統一化、考査及び修了考査の問題

続いて、次のような会場からの質問に対して、関

の一般公開など（平成29年11月以降入所実

根会長、山田副会長、海野専務理事、中村常務理事

務補習生から適用）

から回答、説明が行われ、その後賛成多数により原

（２）グローバルに活躍できる人材の育成
財務会計基準機構が主導する「国際会計人
材ネットワーク」の登録窓口のひとつとし
て、個人事務所開業会員、組織内会計士、監

案通り可決されました。
（会場からの質問）
●会員に対する協会の情報公開制度は不十分ではな
いか。

査法人勤務者の別に申請の受付を行った。そ

●会長、専務理事に対する報酬の決定過程。

の結果、平成29年3月時点で計642名がネッ

●法定監査業務に従事しない会員に対する自主規制

トワークに登録している。

の在り方。
●昨今の会計不正事案を見ると協会の品質管理レ

計士の魅力の向上のための諸施策の推進
公認会計士が社会の様々な分野で会計・監査

ビューが機能しているかどうか疑問。
●会長選挙の在り方。会員直接選挙を検討されたい。
●会員が研修講師を務めた際の報酬が低すぎないか。

の知見を活かしたサービスを提供していくため

●協会予算書の様式。

には、優秀な人材の確保が不可欠であることか

●品質管理レビューの拡充により本部人件費が増加

ら、公認会計士の魅力向上の観点から、積極的

しているが、この負担を監査に従事しない会員に

な取組を行った。また、女性会計士活躍促進協

転嫁するのは如何か。

議会を通じて女性会員を対象とする施策を推進
した。

●会計教育研修機構の財政悪化を協会本部が負担す
る理由。
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継続的専門研修の履修等に係る指

議案に関し、書面による事前質問、会場からの質問

導監督の実効性向上及び情報提供

等はなく、賛成多数により原案通り可決されまし

の充実のための制度整備に係る会

た。

則の一部変更案承認の件
加藤常務理事より、CPEの受講義務、変更登録義

第５号議案

法定監査関係書類等提出規則及び会費

務及び会費納付義務の不履行に対する是正措置の実

規則の一部変更案承認の件

効性向上及び会員の義務の履行状況に関する一般社

加藤常務理事より、本議案は、社会福祉法人、医

会への情報提供充実の観点から必要な制度整備を行

療法人、地域医療連携推進法人への法定監査導入を

うこととする旨の議案の説明があり、その後賛成多

受けて、これらの監査に係る監査実施報告書を求め

数により原案通り可決されました。

ることに伴う、規定等の整備にかかる規則の変更で
ある旨説明されました。本議案に関し、書面による

第２−2号議案

継続的専門研修制度に関する規

事前質問、会場からの質問等はなく、賛成多数によ

則、会費規則及び懲戒処分等の周

り原案通り可決されました。

知、公示及び公表に関する規則の
一部変更案並びに公認会計士等の
変更登録に係る公示、公表等に関
する規則の制定案承認の件

次の第6号議案と第7号議案は一括上程されました。
第６号議案

第52事業年度事業計画案承認の件

海野専務理事より、第52事業年度においては、①

加藤常務理事より、第2-1号議案による会則の一

監査の品質及び透明性向上の要請、②非営利分野、

部変更に関連して必要な規則の制定を行うこととす

コーポレート・ガバナンス領域などを含む多様な分

る旨の議案の説明があり、その後賛成多数により原

野での公認会計士が有する財務・会計・監査の知見

案通り可決されました。

の活用への期待に応えていくための会員の支援、③
人材の育成による公認会計士の魅力向上、④これら

第３号議案

社外役員会計士協議会設置のための会

を実現するための組織・財政基盤の強化、⑤協会の

則の一部変更案承認の件

意見等の発信の観点から、取り組んでいくべき重点

加藤常務理事より、今後、社外取締役等の適任者

施策が説明されました。

として公認会計士への需要が高まると考えられるこ
とから、支援体制の強化を図る必要があるため、既
存の専門委員会を発展的に改組し、「社外役員会計
士協議会」を設置する旨の議案の説明がありまし
た。続いて、次のような会場からの質問に対して回
答、説明が行われ、その後賛成多数により原案通り
可決されました。
（会場からの質問）
●社外取締役、監査役に対して、会社側は公認会計
士としての知見に期待する一方で、就任した会計

第７号議案

第52事業年度正味財産増減に係る予算

士側の認識が異なることがある。このような問題

書案及び資金調達、設備投資及び特定

にどう対応するか。

資産に係る予算書案承認の件
中村常務理事より本年度の収支予算書案の概要が

第４号議案

修了考査運営委員会委員の任期の変更
に係る会則の一部変更承認の件

6

説明されました。
これらの議案に関して、会場から次のような質問

加藤常務理事より、当議案は、修了考査運営委員

があり、山田副会長、柳澤副会長から回答、説明が

会委員の任期を修了考査の業務のサイクルに合わせ

行われ、その後賛成多数によりそれぞれ原案通り可

るための規定の変更である旨説明がありました。本

決されました。
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近畿 C.P.A. ニュース

平成29年9月10日 第699号（9月号）

（会場からの質問）

協会学術賞授与

●損益ベースで予算書を作成する意義は何か。従来

学術賞審査委員会の角田伸理之委員長から、選考

の収支ベースの方が予算統制上優れているのでは

の経過と結果報告があり、以下の2名が学術賞に選

ないか。

ばれました。

●大手監査法人を退職して独立する会員へのサービ

学術賞（著書2点）
小塚真啓会員「税法上の配当概念の展開と課題」

スの在り方。
●CPEのカリキュラムの見直しを進めてほしい。税

野城智也会員「イノベーション・マネジメント・
プロセス・組織の構造化から考

理士会の研修との整合性を考慮してほしい。

える」

●税務業務を行う会員に対する支援の在り方につい
て説明してほしい。
第８号議案

会員表彰
続いて会員表彰が行われ、合計459名の会員が表

会計監査人選任の件

長地孝夫監事より八重洲監査法人を会計監査人と
して選任する旨の議案の説明がなされました。本議
案に関し、書面による事前質問、会場からの質問等
はなく、賛成多数により原案通り可決されました。
以上により議事がすべて終了しました。

彰対象であることが報告されました。

閉会の辞
武内副会長より閉会の辞が述べられ、定期総会が
終了しました。

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

● 平成28年度以降の必須単位数について ●
・
「職業倫理」に関する研修科目…2単位

報 告 REPORT

全会員

・
「税務」に関する研修科目…2単位

加えて、
法定監査業務に従事する会員

・
「監査の品質及び不正リスク対応」に関する研修科目…6単位

うち２単位以上は、
不正事例研究
（研修コード3192）に該当する研修を履修しなければならない。
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女性会計士委員会
関西大学商学部での「公認会計士の働き方について」の授業について
女性会計士委員会

副委員長

小野寺

和子

はじめに

お子さんができてからの仕事と家庭の両立に関する

平成29年6月13日（火）に、ご自身も公認会計士

体験を熱く語ってくれました。特に、後輩である受

である関西大学商学部・馬場教授の「会計学演習」

講生それぞれの将来像・キャリア決定に向けての

の講義内で、『公認会計士の働き方について』の発

メッセージが印象的な発表でした。

表を実施しました。
今回の発表は、関西大学商学部の中でも、簿記2
級以上を有している商業高校出身の1回生を対象と
した「会計学演習」の講義の1コマ(90分)でのもの
です。馬場教授より、会計の素養のある受講生に対
し、『会計士＝監査法人勤務』だけではない、公認
会計士の多様な働き方を伝えてほしいとのお話が
あったことから、働き方の多様性という観点から、
女性会計士委員会で実施させていただくこととなり
ました。
そのため、発表者についても、「一般的な監査法

二人目の発表者は、大手監査法人から事業会社勤

人勤務の会計士」ではなく、多様性のある3名の方

務を経て、主として中小企業を対象としたコンサル

にご協力いただき、出来るだけ公認会計士の働き方

ティング会社に勤める岡本華奈さんです。

の幅を理解してもらえるようにしました。

岡本さんは、会計士を志したきっかけや監査法人か

前半は、発表者3人から、それぞれの経歴（会計

ら現職のコンサルティング会社へ転職したときの考え

士を志望した動機や、今の働き方を選択するまでの

や、事業会社勤務時代や現職のコンサルティング会社

判断・経緯）、今の仕事の状況、そして受講生への

での業務経験について語ってくださいました。

メッセージを発表していただき、後半は小グループ

「会計士＝監査・税務だけでなく、経営の視点で

に分かれての質疑応答を含めたグループディスカッ

も話ができるスペシャリスト」との言葉のとおり、

ションを実施しました。

監査だけではない幅広い業務経験について、受講生

一人目：監査法人勤務で子育て中の女性会計士
増田聖加さん
まず一人目の発表者は、監査法人で時短勤務をし
ながら、2歳のお子さんの子育て中の増田聖加さん
です。関西大学商学部のOGでもある増田さんから
は、学生時代に会計士を目指したきっかけ、受験時
代の状況（関西大学の施設での会計士講座の受講や
受験時代の時間の使い方等）、今の仕事のやりがい、

8

二人目：コンサルティング会社勤務
岡本華奈さん
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三人目：外資系企業勤務
西口和成さん
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と考えている」段階の人や「興味はあるけど…」と
『公認会計士』に対する印象はさまざまでした。

三人目の発表者は、大手監査法人から外資系企業

そのため、具体的な受験勉強に関する話が中心に

に移った、組織内会計士である西口和成さんです。

なっているグループもあれば、監査法人勤務以外の

残念ながら、当日は予定がつかず出席できなかった

公認会計士の働き方としてどのようなものがあるの

ため、受講者へのメッセージがぎっしり詰まったス

か、前半の発表からもう少し踏み込んでの質問が行

ライド資料を、原委員長が代読するかたちでの発表

われるグループもあり、前半同様幅広い内容のディ

となりました。

スカッションとなりました。

これまでの発表者のお二人とは異なり、企業内部か

けれど、どのグループでも共通して、受講生の皆

ら会計士としてのスキルを活かす「組織内会計士」の

さんが、「公認会計士って、思っていたよりもいろ

西口さんからは、組織内会計士としてのやりがいにつ

んな働き方をしているんだ」ということを認識して

いてのメッセージをいただきました。工場の事業計画

いただけたように感じられました。

を担当し、管理会計中心の業務に従事している西口さ
んは、投資意思決定のための情報の提供などで、工場

おわりに

の意思決定・経営を支えていると感じられるときに最

会計士試験合格者の大多数は、監査法人に就職・

もやりがいを感じるとのことでした。

勤務するという状況のため、会計士受験生にとっ

また、勤務先が外資系企業ということで、外資系

て、『監査法人勤務の会計士がどのような働き方を

企業における英語のスキル（西口さんの3人の上司

しているのか』についての情報は比較的入手しやす

のうち2人は海外の方とのこと！）や、ワークライ

く、イメージしやすいのではないでしょうか？

フバランスに関する考え方など、外資系企業ならで

けれども、会計士としての業務範囲・フィールド

はの企業文化・考え方についても説明をいただきま

はもっと広範で多岐にわたっています。今回、『子

した。

育てをしながら働いている方』、『監査法人以外の
プロフェッショナル』、『組織内会計士』という、
三人の発表者のお話により、会計士受験生や会計を
学 んでいる学生さんたちにとって、会計士がより身
近で魅力的な存在として、実感をもって伝わったの
ではないかと感じています。増田さん、岡本さん、
西口さん、ありがとうございました！

報 告 REPORT

グループディスカッション／質疑応答
以上の3名の発表のあと、受講生を3つのグループ
に分けて、発表者への質問を中心としたグループ
ディスカッションを実施しました。
受講生の皆さんは、既に簿記2級をもっているこ
ともあり、公認会計士という資格は皆さん知ってい
る状況でしたが、「すでに公認会計士を目指してい
る」人もいれば、「公認会計士を目指してみようか

17173

9

平成29年9月10日 第699号（9月号）

近畿 C.P.A. ニュース

報 告 REPORT

女性会計士委員会
第１回子育てネットワークの会 開催報告
女性会計士委員会

副委員長

小野寺

和子

平成29年7月2日（日）10時よりヴィアーレ大阪

加者にお集まりいただきました。また、子育て中のご

にて「子育てネットワークの会」を開催いたしまし

夫婦やお子様連れだけでなく、将来出産・育児をする

た。

ようになったら…という方にもご参加いただき、大
変活気のある会になりました。

開催の趣旨／経緯について
「子育てネットワークの会」は、主に新生児から
小学生のお子さまを子育て中のパパ、ママ会計士を
メインとした参加者相互の交流を図るための場とし
て、今年度より開催しています。

まずは、参加者皆さんで輪になって、各自順番に
自己紹介と子育てネットワークの会に期待すること
をお話しいただきました。
『子育て会計士』という共通のキーワードとはい
え、現在育休中の方、復職したての方、監査法人勤

開催の発端は、昨年の11月19日に「共働き世帯

務の方、事業会社勤務の方、お子様が1人か2人か…

の子育て術−うちのパパの家事・育児」と題した、

などなど、参加された方々の経歴や環境はさまざま

家事・育児に積極的に参画する男性会計士に話をし

でしたので、当然、抱えている悩みもそれぞれ。で

ていただくというセミナーを開催した際に、参加い

すが、やはり一番多かった悩みは、仕事と家事・育

ただいた会員の方から『子育て世帯が集まって交

児を続けていくにあたっての時間管理についてで

流・意見交換できるような場があると良いのではな

あったように思います。

いか』という声をいただいたこと。

ほんの1、2時間の会で、日ごろの悩み全て解決！

昨今、それぞれの地域や職場内にも子育て支援の

とはいきませんが、自分と似た境遇の方や数年前に

各種制度はあるかと思います。けれど、会計士の特

今の自分が抱えているのと同じ悩みを乗り切った先

有の悩みは、やはり同業者でないとなかなか共有・

輩との交流は、参加者の方々にとってきっとプラス

相談しづらい部分もあるはず。そこで、職場や地域

になったものと思います。（かくいう私自身も、子

の垣根を越えた、『会計士内での横のつながり・交

育てとは縁がないものの、普段なかなか聞くことの

流の場』として、企画・開催に至りました。

できない『子育て世帯の生の声』は、はっと気づか
されることも多く、大変有意義でした。）

第1回活動報告
第1回目の内容は、今後の活動方針
を決定するためのキックオフミーティ
ングがメインとなりました。また、今
回、昨年度の「うちのパパの家事育
児」に登壇した男性会計士（平岩会
員、藤枝会員）にも参加いただき、子
育てと家事についてのざっくばらんな
相談会もあわせて実施しました。
当日は、畳敷きの会場で、11人の参

10
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能です。また、今後のテーマに関するご提案やご意

気でしたし、おかげさまで、次回の開催も決定して

見も受付けています。

おります。

お子様連れはもちろん、非会員のパートナーもご
一緒に参加できますので、子育てを考えているご夫

今後の活動予定について

婦も、これから将来のライフイベントを考えてみよ

次回の「子育てネットワークの会」は、平成29年

うという女性も男性も是非参加ください！

9月24日（日）10時より、ヴィアーレ大阪にて開催
予定です。
テーマは、「子育てを乗り切るための食事の話」。
仕事に家事に育児にと忙しい子育て世代に向けた、
無理なく・健康的な食事を、保育士さんにご提案頂
く、という内容となっています。
子育てネットワークの会は、今後も２〜３ヶ月に
一度のペースで開催する予定です。

－

－

報 告 REPORT

興味のあるテーマにだけ単発で参加することも可

公認会計士国民年金基金
http://kokunen.jicpa.or.jp/
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日本公認会計士協会近畿会 社外役員活用に関するセミナー
中小・中堅企業における公認会計士の活用について
〜公認会計士の知見を活用し、成長企業へ〜
会員業務推進部

高橋

正哉

はじめに

と藤枝氏の双方から社外役員経験に基づく実務的な

2017年7月10日、大阪新阪急ホテルにおいて社

社外役員活用の方法が述べられました。

外役員活用セミナーが開催されました。
今回は「中小・中堅企業における公認会計士の活
用について〜公認会計士の知見を活用し、成長企業
へ〜」というテーマで、中小・中堅規模の上場企業
を対象に、公認会計士を社外役員としてどのように
活用していけば有益なのか、ということをテーマと
して、第一部では、現役の社外役員である藤枝政雄
氏（公認会計士）と吉永徳好氏（公認会計士）のパ
ネルディスカッションが行われ、実務的かつ本質的
な話が展開されました。
第二部では、参加された中小・中堅規模の上場企

① 社内管理体制のアドバイス
お二人とも社内管理体制の整備に公認会計士を活
用すべきという話がありました。

業の役員の方と近畿会の会員との名刺交換及び交流

上場すると社内管理体制の整備は必須の事項であ

タイムが設けられ、こちらも非常に有意義な時間と

るが、時が経つにつれて少しずつ緩みがちになるも

なりました。

ので、そのような時に緩んだ空気を締めるには、社
内管理体制の整備に長けた公認会計士の力は有効で

パネルディスカッションでは、まず初めにお二人

ある、との話がありました。

の社外役員就任の経緯について紹介があり、お二人

また、会社の中身や風土を踏まえた上で、厳しすぎ

とも監査法人退職後の転職先（吉永氏はベンチャー

ず緩すぎない最適な社内管理体制を整備するようにア

キャピタル、藤枝氏はM&A仲介会社）で関係の

ドバイスしており、他社事例を踏まえたアドバイスす

あった企業から後々社外役員就任の要請があったと

べきところと、逆に業種業態によって指摘すべきとこ

のことであり、人的繋がりがあって信頼できる人、

ろを変える、というような話もありました。

というのが企業の求める社外役員候補として潜在的
ニーズがありそうです。

② 中堅規模会社の不正防止
不正に関しては、社内だけでは慣れ合いで終わり

12

そして、パネルディスカッションでは、①社内管

がちのところを、しがらみのない社外であれば、

理体制のアドバイス、②中堅規模会社の不正防止、

しっかりとその旨を指摘し、再発防止策の策定とそ

③社内からの情報収集、④取締役会運営のアドバイ

の後のフォローについても、強く要望できるとの話

ス、⑤社長の力が強い中堅規模会社においては外部

がありました。不正防止については内部統制を熟知

の意見は有効、という5つのテーマごとに、吉永氏

している公認会計士の知見を活用すべきであり、
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トップの暴走を防ぐのも社外役員の重要な役割であ

とも少なくはなく、社長の力が非常に強くなる傾向

ります。

があります。社内の人はなかなか社長にはモノが言

また、そもそも不正を不正と認識していないケー

えませんし、社長も社内の役員の言う事には耳を傾

スや、しかるべき手続を踏んでいないようなケース

けないといったケースもあります。そのような時に

もあって、このような観点でも注意しておく必要が

社外役員である公認会計士の意見であれば、社長も

あるとのことでした。

割とすんなり受けいれるし、社内の役員から社長へ

それから、社外役員自身が、現場に自ら赴いて現
場視察、ヒアリング等の実施をすることで、社内に
緊張感が走り、牽制の一つになるというお話もあり
ました。

の進言を依頼されるようなケースもある、とのこと
でした。
また社長は孤独であり、社内の役員に相談しにく
いケースもあるので、そういった際、特に数値面に
関しては、公認会計士の社外役員に相談するといっ

③ 社内からの情報収集

たケースもある、とのことでした。

お二人とも社内からの情報収集は非常に重要であ
るとのことでした。常勤監査役からの情報収集、会

その後、質疑応答の時間が儲けられ、中小・中堅

計監査人との情報交換、内部監査報告書の閲覧、退

規模の上場会社が、監査等委員会設置会社に移行す

任役員からの情報収集、経営陣や部長等の管理職と

ることの是非や移行した場合の実際の変化、また社

の情報交換など、あらゆる方法で社内からの情報を

外役員としてのリスク管理や関与日数に関するリア

収集されていました。

ルなお話も繰り広げられました。

その中でも経営トップとの対話は非常に重要であ
るし、経営トップから相談を受けるだけの信頼関係

終わりに

や意見を言い合える雰囲気作りが大事との話もあり

私自身も、上場会社の社外監査役をしていますの

ました。また会食などの非公式な場での情報収集も

で、今回のセミナ―でのお話は非常に参考になる部

有効に活用すべきとのことでした。

分が多くありました。また、中小・中堅規模の上場
会社の役員の方々と名刺交換や交流する時間が設け

④ 取締役会運営のアドバイス

られていて、このような機会は滅多にないことか

昨今のコーポレートガバナンスコードでも大きな

ら、双方にとって非常に価値のある時間になったの

テーマとなっていますが、取締役会が会社の重要な

ではないかと思います。今後もこのようなセミナー

事項がしっかりと議論する場になっていない、とい

が開催されることを願います。この度は本当にあり

うことを問題意識として持っておられるようでし

がとうございした。

た。例えば、経営理念や経営計画などの経営上の重
要事項が実質的に議論されていないとか、トップば
かりが話をしてしまっていて他の役員の発言が少な
い、とかいうようなことです。
また、取締役会議長を誰が担うべきかといったこ
とや、そもそもの会議の仕方や進め方自体に改善の

報 告 REPORT

余地がある、という話もあり、取締役会運営につい
ては特に課題が多いように感じられました。
⑤ 社長の力が強く中堅規模会社においては外部の
意見は有効
中堅規模の上場会社では、社長が大株主であるこ
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女性会計士委員会 初の介護テーマ企画

「介護のプロに聞く、介護施設と公認会計士の関わり方」研修会
女性会計士委員会

■日

委員長

時：平成29年7月22日（土）13時00分〜15時30分

■場

原

繭子

所：日本公認会計士協会近畿会

研修室

＜テーマ＞「介護のプロに聞く、介護施設と公認会計士の関わり方」
第１部：「介護施設の選び方」
第２部：「介護施設の運営と会計士業務」
＜講

師＞

ふくろう法律事務所

松宮良典弁護士

＜高齢者体験会＞（協力）大阪市中央区社会福祉協議会
＜主

催＞日本公認会計士協会近畿会 女性会計士委員会

＜共

催＞日本公認会計士協会京滋会、兵庫会、近畿会社会福祉法人小委員会

毎冬、年度末近くになるとどの委員会でも翌年度

介護施設の選び方」とは、厚労省のサイトを使って

の事業計画を検討するのが通常の流れです。女性会

施設ごとの評価データを調べ、食事時に介護施設の

計士委員会では、平成29度の事業計画策定段階で、

見学に行き、虐待やそれに近いことがなされていな

「ダイバーシティ、働き方改革を考える女性会計士

いかを確認して、最終判断する、というものです。

委員会なら、もう「子育て」だけではなく、今度か

その判断基準とすべき、食事時における介護施設の

らは「介護」をテーマとした研修会にも取り組みま

NG事例については、ある自治体のサイトにアップ

しょう！」ということになり、この度、女性会計士

されている動画を鑑賞した後に松宮氏の解説をいた

委員会初の「介護」をテーマとした研修会を7月22

だきました。具体的かつわかりやすく、また素人に

日（土）近畿会研修室にて開催しました。

はつい見過ごしてしまうであろうNG事例も知るこ
ともできました。介護施設にお世話になる時には必

14

松宮弁護士によるご講演

ず事前にサイトを見直そうと思いましたし、松宮氏

ちょうど今年度か

からは「社会福祉法人の仕事を引き受けるかどうか

ら社会福祉法人に対

を判断するときにも使えます。」という大変実務に

する公認会計士の監

役立つご助言もいただきました。

査が義務付けられた

第２部では「介護施設の運営と会計士業務」とし

こともあり、公認会

て、公認会計士が社会福祉法人で監事や監査人とし

計士の職域面からも

て関わることを想定し、高齢者施設の運営面のリス

学びになる研修会にするために、高齢者施設副施設

クや課題について、事例を交えてお話しいただきま

長から弁護士へ転身なさった“異色”の経歴をお持

した。ご紹介いただいた課題は、役員不祥事、不正

ちの松宮良典弁護士にご講演をお願いしました。

受給、虐待、労働問題、と多岐に渡り、公開可能な

テーマは「介護のプロに聞く、介護施設と公認会

情報の中から、判例文や実際の書類のコピーを使っ

計士の関わり方」。第１部では「介護施設の選び

て解説頂きました。松宮氏のお話はもちろん資料に

方」について詳しく解説いただきました。高齢者介

も松宮氏の熱意がこもっていて、研修を受講しなが

護施設のプロでいらっしゃる松宮氏によれば「良い

ら改めて身が引き締まる思いになりました。
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中央区社協による高齢者体験会
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高齢者体験会参加後、福祉に対する認識が変わっ

また、女性会計士委員会本来の目的である「ダイ

た人と変わらない人は半々くらいでしたが（※１）、体

バーシティ」「働き方改革」に取り組むにあたって大

験会の所要時間（今回は30分間）はちょうどよい長

事なことは、たとえ自分に経験がなくとも当事者の立

さでかつ（※２）今後の仕事に活かせる内容だと半数以

場で考えられること。そこで、日常生活ではなかなか

上の方々に思っていただくことができました（※３）。

機会がないと思われる「高齢者体験会」をこの研修会

（もう少し時間をかけて詳しい体験会もいつかでき

に組み合わせ、高齢者体験グッズと車椅子の体験に

ればと思います）

絞って、福祉教育のプロである大阪市中央区社会福祉

また、ボランティアについて半数以上の方が関心

協議会の皆様に解説をいただきました。体験会は30

をお持ちで、具体的な経験をお持ちの方も半数近く

分と短い時間でしたので、車椅子は会場からお一人希

いらっしゃいました （※４）。具体的には、清掃、老

望者を募り、高齢者グッズの装着は小野寺和子副委員

人ホームでの補助、児童関係という日常生活を支援

長に代表として経験してもらいました。高齢者グッズ

する活動、それ以外に自身の仕事経験を生かして社

を装着した状態で歩行するのはどんな状態か想像でき

会貢献事業を支援するプロボノ活動、マラソン大会

ますでしょうか？ベルトを使って頭の位置を低くし、

運営や映画祭など事業やイベント関係のボランティ

常に前かがみになりながら、手足それぞれに２、３キ

アも挙げられていました。

ロの重りをつけて歩行するので、若い人でもいつも以
上に歩くのに時間がかかり杖が必要になるくらい、相

職業的専門家の一つである公認会計士といえど

当負担を感じるものです。さらに、視界不良を体感で

も、みなさん一生活者の立場もお持ちです。今回の

きる白内障マスク、聴力低下を体感できるイヤーマフ

研修会がご自身やご家族のためにも参考になる機会

をつけると、体験会とわかっていても早く外したくな

となっていることを願いつつ、この報告を終わりに

るくらいの違和感です。でも未経験のことは、擬似的

したいと思います。また来年度も介護テーマの研修

にでも体験することで、予防に対する意識も高まりま

を企画したいと思いますので、会員の皆様のアイデ

す。ご関心ある方は、地元の社会福祉協議会にご相談

ア等をお待ちしております。

いただき、無料で利用できる福祉教育をぜひご利用く
ださい。

(出典：高齢者体験会 アンケート結果（回答数21）)
（※１）：大きく変わった1名、変わった10名、あ
まり変わらない10名
（※２）：ちょうど良い15名（＝全体の4分の３)、
短い6名（残りの4分の1）
（※３）：活かせる13名（半数以上）、あまり活か
せられない6名、無回答2名
（※４）：興味あり13名（半数以上）、あまり興味
がない7名、無回答1名
今まで参加したボランティア活動（10

今回の研修会での気づき

名）：清掃、老人ホームでの補助、子供リ

今回の研修会の参加者は28名、その約半数の方の

クレーション、児童福祉、子供食堂、プロ

参加動機は社会福祉法人の実態を知るため（仕事目

ボノ活動、マラソン大会運営や映画祭など

報 告 REPORT

的）でしたが、介護施設選びに役立てるため（自分
ごと目的）で参加された方も全体の3分の１ほどい
らっしゃいました。
高齢者体験会のアンケート結果を見てみると、そ
もそも、介護になんらかの関心ある方々が母集団で
あるがゆえに、個人の価値観とでも言いましょう
か、普段なかなか話題にならないことが垣間見え
て、当委員会にとりましても今後の活動の参考にな
ることがいろいろありました。
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2017年「公認会計士の日」記念セミナー
近大マグロに学ぶブランディングの極意 開催報告
広報部

副部長

荻窪

輝明

日本公認会計士協会では、昭和23年7月6日に公

に挑戦し続けた近大（近畿大学）は今、入学志願者

認会計士法が公布されたことを記念し、この日を

数が4年連続で日本一になるまでに成長し、その経

「公認会計士の日」と定めています。

済波及効果はプライスレスともいえる。
しかし、今日はその「近大マグロ」や近大が主役

近畿会広報部では、この「公認会計士の日」を記

ではない。参加頂いた皆様が今日の話を聞き、自身

念して、毎年外部より講師をお招きし、会員等以外

あるいは会社のブランディング・戦略を検討する

の方にも広くご参加いただける講演会を開催してき

きっかけとなる会にしたい。

ました。
さて、本年は大久保良雄氏をお招きし、2017年7

第1章

近大マグロ誕生の背景

月25日（火）15時〜17時ヒルトン大阪において、

1948年に産声を上げた近畿大学水産研究所の発

「近大マグロに学ぶブランディングの極意」と題し

展は、原田輝雄氏らによる世界初の発明「小割式網

た貴重なご講演をいただきました。

いけす養殖法」によるスーパーマダイの開発に支え

大久保氏は、今やメジャーブランドとなった「近

られてきた。濡れ手に粟と揶揄されるほどの大きな

大マグロ」を企画・立案からプロデュースし、大学

利益を生み出した研究所は、クロマグロの養殖研究

ブランド戦略構築の礎を築いたご経験をお持ちであ

に資金を投じることとなった。

り、実践例を挙げながら「ブランド戦略」による企

しかし、突然の悲劇が研究所を襲う。カリスマ

業活性化の必要性とその効果などについて、貴重な

リーダーの急逝、マダイのウィルス病発生などを

お話しをいただきました。

きっかけに一転大赤字となり、ゆでガエル状態にな

本講演会へのご関心がありながら、当日参加のか

りかけた水産研究所は、赤字のままで山は動かず、

なわなかった方々も多数いらっしゃることと思いま

ついには研究所閉鎖が噂されるまでになってしま

す。簡単ではございますが、当日の講演の要旨をご

う。そのような渦中で、営業の任を受けることに

報告させていただきます。

なったのが大久保氏であった。

序章

ブランドの経済効果について

クロマグロの完全養

（Point）大久保氏が考える組織に存在する3つの
タイプ

殖に成功した「近大マ

大久保氏のこれまでの経験などを踏まえて分類さ

グロ」。誕生の背景に

れた、組織に存在する3つのタイプは次のとおりで

は、華やかな研究成果

した。いずれが良い悪いということではなく、多様

の裏にある厳しい台所

性が重要であり、偏りのないバランスの良い組織、

事情を乗り越えてき

それぞれのタイプを見極めた上でのコントロール、

た、幾つものドラマが

人材育成が重要とのことです。

あった。それまでずっ

１．犬型人間：

と赤字だった中で、誰
からも無理だと突き放された「養殖魚のブランド化」

例えるなら「和を以て尊しとなす」タイプ。
上司、部下等との人間関係を大事にする一方
で、悪い言い方をすれば仲良しクラブとなって
しまう恐れもある。
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２．猫型人間：
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３．アンテナに響いた友人の声

組織の存続や発展のために何とかせねばと、

物事の多くでアンテナを張っていることは非

良い意味で尖っていける人材だが、悪い言い方

常に重要だ。ある友人がこのマグロを見て、

をすれば組織のためには上司や同僚との関係が

「大卒のマグロだよね」と発した一言が、生産

犠牲になってもという恐れもある。

履歴を載せたQRコード付きの卒業証書をも

３．豚型人間：
組織や人に頓着せず、与えられた仕事だけを

らった大卒マグロ、そして近大マグロブラン
ディングへの発想につながった。

こなすタイプで、いわゆるマイペース型。
大卒マグロの案も、当初は「前例がない」「常識は
大久保氏の営業による苦労が実を結ぶときがよう

ずれ」「失敗したら誰が責任を取るのか」など再び研

やく訪れるきっかけが、世界初のクロマグロ完全養

究所内に反対の声があがった。だが、この反対を押し

殖の成功であった。収支改善を期待して盛り上がる

切って世に出たからこそ、注文殺到となり、メディア

研究所だったが、そこにプロの壁が立ちはだかるこ

による注目度によってさらに人気が高まる近大マグロ

ととなる。

の登場につながったのだと確信している。
一方で、人気殺到の結果売り物がなくなる危機、そ
してブランドの消失が迫る中、さらなる近大ブラン
ディングの成功を志し、海外にこの成功のノウハウを
売るプロジェクトを立ち上げた結果、予想外のオ
ファーに期待が膨らんだ。ところが、リスクを恐れ元
の殻に閉じこもろうとする研究所の存在などにかき消
され、このプロジェクトが日の目を見ることはなく、
近大マグロも徐々に影を落とすことになった。

第2章

近大マグロブランド戦略

しかし、消えかかった近大マグロブランドは、大

「単なる養殖マグロだろ」という声が、完全養殖

久保氏が残した著書が影響したかどうかは定かでは

マグロへの市場におけるプロ達の率直な評価であっ

ないが、再び火が付くことになった。現在、皆様の

た。跳ね返されたブランド戦略に対して、応援する

知る近大マグロは、当初の水産研究所主導から大学

はずの内部からも諦めの声が上がる状況は、まるで

本部主導の広報戦略に転換し、商品ブランドがコー

ラフカディオハーンの「むじな」の如く、常識とい

ポレート（大学）ブランドにまで発展したものであ

う名の「のっぺらぼう」達の空恐ろしさを感じた。

る。これは「近大マグロ」が、後進たちの手によっ

その逆風の中でも大久保氏が活路を開いていくこと

て、商品としての役割を離れ大学全体の広告塔へと

のできた3つの出来事を紹介したい。

転換されていったブランド戦略の輝かしい成功例だ

１．アウトサイダーに意見を聞く

といえるだろう。

であっても、荷受、仲卸、小売、そして消費者

第3章 ブランド戦略モデルで企業活性化

がいるではないか。すべての顧客の意見に耳を

この章では、大久保氏の豊富な経験と研究に裏付

傾けろ。
２．目からうろこの消費者の声
完全養殖マグロへの「おいしいの？」「安い
の？」の声が多い中で出た「・・・じゃ、安心
よね」という予想外の声は、こちらサイドが勝

けられた、本気で取り組むブランディングの極意を
解説いただきました。
解説いただいた主なテーマとして、
●ブランディングの2パターン（プッシュ戦略＝
品質重視、プル戦略＝戦略重視型）

手に決めつけていた顧客ニーズに気づく瞬間

●プロダクトアウトからマーケットインへと変化

だった。では、“安心の見える化”をするには

した現代における、ブランドの価値向上による

どうしたらいいか？の発想につながった。

情報の信用力向上、信頼構築の重要性
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●ブランドの効果（商品価値の向上、企業全体へ

近大マグロのブランド化は、完全養殖技術が世界

の波及効果、取引上の信用度アップ、株価への

初だったからというだけではない。常識を破ってで

好影響、新しい人材の確保および従業員の活性

も、ブランド化するのだという強い思いと外部の

化、目標の統一性）

人々からの多くの気づきがあったからだ。商品とい

●オークジェイ戦略モデル（大久保氏の戦略モデル)

うどこにでもある原石を、あらゆる側面から捉え、

ブランドテクニックを磨くポイント＝ブラン

磨き上げる。それが、ユニークでオリジナリティに

ディングSPNSOR（6つのポイント）

富んだ価値の高いものに作り替えていく。皆様がこ

ブランディングの習慣を身につける＝ブラン

うしたブランディングを感じ取って、組織の飛躍、

ディングハビッツ（3つの習慣）

発展へと結びつけていかれることを心より願う。

ブランディングを支える＝ブランディングベー
ス（3つの鉄則）

質疑応答
会場からの質問は止まず、時間の制約のため打ち

中でも、大久保氏のオークジェイ戦略モデルで

切るまでに、7つの質問をいただきました。本稿で

は、シンプルかつ分かりやすい事例に基づく解説を

は回答は記載しませんが、いただいた各質問の概要

展開いただきました。以下では、大久保氏の戦略モ

をご紹介いたします。

デルの概略をご紹介いたします。
第一層に、ブランド戦略の基本となる鉄則（ブラ
ンディングベース）を用意。「アフリカの靴売り」
「満足せる豚」「ハリウッドジョークの鳥のマネ」
といった挿話を通じて、くじけそうになる心を奮い
立たせて行動へのエネルギーを生み出す。
第二層では、ブランディングハビッツとして成功に

１．反対の声が多い中でも論破されたエネルギーは
どこから湧き出るのか？
２．近大マグロの成功要因として、決め手となった
ことは？
３．インプット（仕入れなど）やアウトプットの改
善策は？

導くための3つの習慣（行動／熟考／挑戦）を配置。

４．日常の目標達成をするコツとは何か？

①Action first＝まずは行動せよ②Think deeply＝常

５．近大が入学志願者日本一となるまでに飛躍した

に深く考えよ③Challenging spirit＝失敗から学べ、
によって潜在意識にまで落とし込んだことは無意識に
行動に結びついて必ず実現できるという3つの習慣。
最上段にはブランディング戦略を実行していくた
めのポイントを、それぞれの頭文字をとって「ブラ

主因は？
６．組織で人を巻き込んでいくためのポイントと
は？
７．近大自体のブランディングへと至った、個別か
ら全体へのつなぎ方のコツとは？

ンディングスポンサー」として用意。①S＝Simple is
best＝シンプル性②Promotion＝販促方法③Needs

貴重なご講演をいただきました大久保氏、ご来場い

research＝顧客ニーズ④Story making＝ストーリー

ただきました皆様、本報告をご覧いただきました皆

性⑤Only one＝ユニーク性⑥Results check＝結果

様、ありがとうございました。広報部では、今後も皆

検証と目標確認よ

様のお役に立つような活動を行ってまいります。今後

り、ブランドづく

もご支援のほどよろしくお願いいたします。

りには確かな商品
（サービス）分析
と戦略を、という
6つのチェックポ
イント。

おわりに

激動する社会にブランド戦略を

大久保氏は講演の最後をこう締めくくり、盛大な
拍手と共に講演が終了しました。
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夏休み特別公開授業「ハロー！会計」開催報告
〜チーム対抗！
たこ焼き屋さん経営ゲームで会計を学ぼう〜
広報部

桂

真理子

2017年8月6日(日)13:00〜16:00、ヒルトン大阪

というのも、ハロー！会計には全国共通のコンテ

4F金の間において、小学5年生〜中学3年生78名と

ンツがあり、小学校低学年向けにはケーキ屋さんの

その保護者約80名が参加して、ハロー！会計が盛大

原価計算、高学年向けにはたこ焼き屋さんの損益計

に行われました。

算、中学生向けにはピザ屋の損益分岐点計算といっ

ところで、ハロー！会計ってよく近畿C.P.A.

た座学中心のものがあるのですが、やっぱり座学だ

ニュースで見るけど何？ってお思いの近畿会会員の

けだと大人も子供も中盤には飽きがち・・・。そこ

方も多いかと思いますので、改めてご説明いたしま

で、近畿会広報部員は過去の開催結果に改善を重ね

すと、ハロー！会計とは日本公認会計士協会が小中

た上に、東京会など特に先進的なハロー！会計の見

学生を対象に行っている公認会計士や会計監査の

学から吸収したノウハウを詰め込んで、今回はオリ

PR活動の総称です。そして、ハロー！会計は地域

ジナルコンテンツ、チーム対抗のたこ焼き屋さん経

会単位で開催し、公認会計士が小中学校に出向いた

営ゲームを生み出したのです。

り、ホテルなどの会場を利用して実施しています。
夏休み期間中は近畿会だけでなく、東京会、東海
会、お隣の兵庫会や京滋会でも全国各地の会場にお
いて盛況に開催しており、将来の公認会計士の卵を
生み出すための広報及び社会貢献活動の一環となっ
ております。

レジュメの表紙

小中学生を5、6人ずつのチームに分けて、そこに
テーブル担当の会計士が1人つきます。会計士は

供たちと軽く打ち解けたのち、子供たちは全体司会
進行の巻淵氏から商売とは？、会計とは？の説明を
受けます。そして、会計の公式を教えます。それ
会場風景

は、「売上−原価−販売費＝利益」。私たちにとっ

近畿会広報部でも毎年開催しており、今回の開催

ては当たり前すぎる事ですが、参加した子供たちに

に向けて3月末から準備を進めてきました。そして、

とってはほぼ初耳。多くの子供たちが、初めて習う

ハロー！会計は今回、劇的な進化を遂げたのです。

公式に目を輝かせていました。
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そして、その公式を使って、たこ焼き屋さんを経

ニメを視聴し、それを補足するかたちでテーブルの

営するのです。ここからは運も実力のうち。サイコ

会計士が子供たちからの質問に答え、仕事の内容

ロの出目で一日のたこ焼きの販売数が決まり、そこ

や、どうやったらなれるか、仕事のやりがいなど、

に各チームで選択した販売戦略がうまくはまれば大

ざっくばらんな話をして、閉会といたしました。

儲け、はずれたらしょぼい利益。今日初めて出会っ
てチームを組む子供たちと講師の先生が知恵を出し

後日、テレビ大阪「たこるの耳より情報（2017

合って、出目から利益を予測して、チームで電卓を

年8月23日9:55〜10:00放送）」にて、1分程度当

たたいて計算し、力を合わせてたこ焼き屋さんの利

日の様子が放送されました。近畿会の広報活動が、

益を競いました。これが大盛り上がり！最高の出目

こうしてメディアに取り上げられるのはうれしいこ

である6が出た時には、会場全体が大歓声で包まれ

とです。来場の方々も、小さくてもテレビに映った

る程でした。

ことで夏休みの良い思い出ができたのではないかと

サイコロと電卓を使って、知らず知らずのうちに

思います。

売上と原価と販売費を計算して利益を算定するとい
う会計の基本をマスターしただけでなく、商売は予
測⇒実行⇒検証の繰り返しで利益を増やすものであ
るということが体感でき、参加者アンケートは「と
ても勉強になりました」と喜びの声でいっぱいでし
た。ちなみに、優勝チームのインタビューでは「勝
因は何ですか？」の問いに「たこやきを一番愛して
いたからです。」となにわっこらしい回答。今日イ
TV放送の画面キャプチャ

チの笑いが起きました（主催者としては「会計を理
解したからです。」と答えてほしいとこですが…)。

小中学生のお子さんをお持ちの近畿会会員の皆さ
ん、私もそうですが、なかなか自分のやっている仕
事を子供に説明するのはややこしいし、時間もない
し、難しいものですよね…。三大国家資格とはい
え、少しマイナーなだけに、知る機会がないと仕事
のイメージもわきにくい…。でも、自分が選んだ公
認会計士という大きなやりがいのある仕事。父や母
の背中を見せているだけでなく、子供たちにもその
面白さを理解してほしいと願ってしまいます。ま
た、未来の優秀な公認会計士の後輩をたくさん生み

会場風景

出すためにも、その卵を増やしたいと思っておられ

そして、ゲームの中にはちょいちょい公認会計士

る会員の方がおられましたら、近畿会広報部までご

が登場しています。利益の計算結果と手元の現金実

一報を！老若男女を問わず、ハロー！会計へのご参

査、販売戦略のひとつに公認会計士のコンサルティ

加をお待ちしております。

ングなどなど。公認会計士は“財務情報の信頼性を

20

保証することで我が国の経済を支える重要な役割を

最後になりましたが、今回のハロー！会計を企画

担う職業である”という小中学生からは未知の存在

段階から監修いただいた北山副会長、種田広報部

であったのが、身近に感じられたのではないでしょ

長、入念な準備をしていただいた広報部ハロー！会

うか。

計担当田中副部長、今回のコンテンツを企画から作

夏休み特別授業で頭を使った後は、甘いケーキで

り上げ、当日の司会進行をしていただいた巻淵広報

ティーブレイク♪公認会計士協会作成の職業紹介ア

部員、メディアの取材手配をしていただいた荻窪広
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報副部長、四半期の忙しい中、当日の講師として参

てくださった近畿会事務局山部さん、この場を借り

加してくださった広報部、準会員会及び若手会計士

て厚く御礼申し上げます。

の皆様、それからパーフェクトな準備と段取りをし

当日講師（敬称略、順不同）北山、種田、田中、巻淵、桂、和田林、荻窪、森村、柴原、米山、一ノ瀬、岩井
阿部、中谷、坪田、福永、水谷、相本、南、西尾、金子、忌部、浅野、川上、宮田

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

報 告 REPORT

「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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翔る！ニッポンの公認会計士
が、フランス語は主にカナダ東部の
ケベック州で使われているだけで、
ケベック州以外のカナダ人にとって
は、学生の時にフランス語を学ぶも
のの、日本人にとっての英語のよう
な存在で、フランス語を喋ることが
できる人はあまりいませんでした。
トロントの風景

〜 カナダ・トロント編 〜

こうした背景もあるのか、カナダ人
は英語が喋れない人にとても寛容な
気がします。カナダは移民の国です
が、移民者が出身国の文化やアイデ

福岡

宏之

ンティティを維持したまま共存して
おり、様々な人種・民族・文化に出
会えることがカナダの魅力の一つと

はじめに

次に、私が駐在した都市・トロントについて。カ

ちますが、早くも遠い昔のように感じてしまいま

ナダ東部のオンタリオ州にあるカナダ最大の都市

す。私は2012年8月から4年間、カナダ最大の都市

で、五大湖のひとつのオンタリオ湖に面していま

であるトロントに駐在していました。正直なとこ

す。東京から直行便で約13時間です。トロント市の

ろ、駐在が決定するまでは「トロントってどこ？」

人口は約280万人、大阪市の人口とほぼ同じです

という感じで、読者の方にもそういう方が多いかも

が、感覚的には大阪市よりも規模は小さいです。経

しれませんので、カナダ・トロントの魅力につい

済は金融が中心で、スポーツは北米４大プロスポー

て、そして駐在で得られた経験についてお伝えでき

ツリーグのうちMLB（野球）、NBA（バスケ）、

ればと思います。

NHL（アイスホッケー）のチームがそれぞれあり

カナダ・トロントについて

22

いえます。

カナダ・トロントから帰任してこの9月で1年が経

ますが、なんといっても国技でもあるアイスホッ
ケーの人気は断トツで、冬季オリンピックでは最近

カナダは人口約3,600万人、アメリカの上に位置

2大会連続で男女ともに金メダルを獲得していま

し、国土面積は世界最大のロシアに次いで大きいで

す。トロント市内にも至るところに屋内・屋外リン

すが、実際に人が住んでいるのはほとんど米国との

クがあり、冬には子供たちが草アイスホッケーをし

国境近くで、北のほうはただひたすら大自然といっ

ている姿をみることができます。

た感じです。アメリカと一緒くたにされがちです

皆様ご存知のナイアガラの滝は、トロントから車

が、カナダはオーストラリアやニュージーランドと

で1時間半のところにあります。ナイアガラはアメ

同じくイギリス連邦加盟国で、イギリス国王が国家

リカとの国境でもあり、トロントからニューヨーク

元首となります。そのため、イギリスのロイヤル

やシカゴまで車で行くこともできます（約９時

ファミリーで子供が産まれたときには、国全体がお

間）。日本感覚ですと「めちゃくちゃ遠いやん！」

祝いムードとなり、年配の方はアフタヌーンティー

ですが、日本と違いハイウェイは無料で広めなの

でお祝いしていました。カナダの大きな特長とし

で、車で行く人は結構多いです（私も両方、車で行

て、公用語が英語とフランス語の2か国語あります

きました）。
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ンスなど大小様々ですが、日本の感覚だと「えっ？」

私が駐在していたデロイトカナダ（正式名は

と思うことが日常茶飯事で起きます。でもそれは、

Deloitte LLP）は、カナダ全土で約50拠点、約8,000

日本人が勝手に常識だと思い込んでいて、グローバ

人が働くビッグファームで、中核オフィスであるト

ルでは非常識ということもあり得ます。日本にいる

ロント事務所には、世界各国から集まった多種多様

ときに違いは聞いたりしてはいたものの、「百聞は

な人材が働いていて、最近日本でも注目されている

一見に如かず」で、駐在に来て肌で感じられたこと

ダイバーシティが如何に重要かということを肌で感

は、これからグローバル化が進んで行く中で大きな

じることができました。

財産となるのではないかと思っています。

私は日本では主に監査を担当していましたが、トロ
ントでは現地に進出している日系企業の会計・税務面
でのサポートを中心に行っていました。トロントに進
出している日系企業は自動車業界を中心に電機業界や
商社、金融、食品業界など幅広いですが、進出が古い
企業が多く成熟市場でもあるため、各社ともに駐在員
の数が多くなく、業界の垣根を超えて駐在員同士が仲
良くなって、プライベートでゴルフや飲みに行ったり
しました。帰任した今でも連絡を取り合って、帰任者
同士で集まってゴルフや飲みに行ったりするなど、仕
事だけでなく人生における大きな財産となっていま
す。また、日系企業で働く駐在員だけでなく、日本を

友人たちとのアイスホッケー（上段左から2番目が筆者）

飛び出てローカルに根付いて働く日本人や、仕事やプ

最後に

ライベートで仲良くなったカナダ人など様々な人に出

ここでは書き切れないほど数多くの経験をするこ

会い、多くの価値観に触れることができたことはとて

とができ、関西から出たのが初めてだった私にとっ

も貴重な経験でした。

て、トロントでの4年間はあまりに刺激的で貴重な

カナダ人と仕事をして感じたことは、日本のビジ

ものだったなと、振り返ってみて改めて感じます。

ネスの常識が、海外に来ると常識でないことが意外

もし海外での生活・仕事に少しでも興味があれば、

と多く、クライアントとの関係、サービスの水準、

ぜひともチャレンジしてみてください！

意思決定のスピード、期限の順守、メールのレスポ

『 翔る！ニッポンの公認会計士 』で紹介した国
※2010年8月（第一回）〜本号までに、ご寄稿いただいた国をご紹介しております。

EUROPE

アメリカ合衆国
イリノイ州
カリフォルニア州
テキサス州
ニューヨーク州

カナダ
メキシコ

ASIA
中華人民共和国
台湾
香港
大韓民国
インドネシア
シンガポール
ベトナム
マレーシア
ミャンマー

OCEANIA

寄 稿 CONTRIBUTION

AMERICAS

イギリス
オランダ
ドイツ
チェコ共和国
ハンガリー
ポーランド
ロシア

オーストラリア
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入って読んだ中で、特に興味深いのは脳神経学を

思っている結果と実際の結果のズレをいかに小さ

るようになると、大体のことはシュミレーション

くするかが大切であり、これを精度高く実行でき

生命機能を維持するために脳は、体重の２％ほ

で補完できるようになります。﹂当時テレビを見

通じた休息法である。

想像と行動の反復
前回の小澤さんから指名を受けまして筆を取り
ます、喜多と申します。書き物をするのは学生の
時以来でして、筆不精が目立たないか心配である

％

ドア派の人間でして、普段は本を読むか、テレビ

％

くデフォルト・モード・ネットワーク︵ＤＭＮ︶

も消費する。特に、思考をしていない状態でも働

常に感心する話に成り代わっている。この方が専

かと斜に構えていたが、随分経った今になって非

たときは、なんと都合のいいことを言っているの

どの大きさにも関わらず、身体エネルギーの

ゲームをするか、寝るかといった過ごし方をして

という、基本的回路においては、そのうち約

が、ひとまず自己紹介を簡単に。小生、専らイン

いる。片手にコーヒーなんかあると最高の休息で

20

107

電子化に勤しんでいた︵念のため個人使用目的だ

学のために残していたテキスト・プリント等々の

か。私は涼しい屋内に籠って、大量の書籍や、後

夏か︶どのようにお過ごしになられたでしょう

ある。さてさて皆様は猛暑のひと夏︵もしくは冷

覚を取り戻すことに重点が置かれていた。詳細は

自身の行動をひとつひとつ改めて知覚して身体感

眠、思考法などが挙げられていた。全体として、

語られており、その方策の具体例として瞑想、睡

えることで脳疲労を解消させましょうというのが

が消費される。このＤＭＮのエネルギー消費を抑

る。これを可能にするために、先ほど語られてい

適化を行うかが他の単独競技とは異なる視点であ

はないのだろうが、限られた時間で如何に全体最

れで最大の結果を得られるように訓練すれば問題

個々の競技で十分な練習時間を投下して、それぞ

躍・投擲等々、総合的に勝負する競技である。

種競技とは、短距離・跳

と断っておく︶。何をそんなに溜め込んでいたの

関連書籍を参照していただきたいが、この話を通

かれこれ５年以上前かと思うが、現在もタレン

で、いつどのタイミングでどれぐらいのパワーを

さらに重要になってくる。想像力を働かせること

の、そこで触れる知見によって、見方が変わって

経学等々。他分野であるため深入りはしないもの

いる。最近だとＡＩやブロックチェーンとか脳神

い。結果を第三者に見てもらうとわかりますが、

腕と指先を地面と平行になるように上げてくださ

ピオンのテレビでの発言である。﹁目を瞑って両

果に移せるかが鍵である。これを担保するために

に自身の身体をいかに精度高く当てはめて行動結

動的過程を作成︵＝シュミレーション︶し、そこ

発揮して、どのように体を動かすかという高度な

トとして活躍されている陸上

種競技の元チャン

たシュミレーションによる補完が単独競技より、

門としていた陸上の

か。昔から自然科学系の分野が好きで、出かけつ

して思い出したことがある。

10
完全な平行からはズレていませんか。この自分が

科学・テクノロジー系の新書は好きでよく読んで

スメや、面白そうなタイトルを漁っている。特に

いでに本屋に繰り出しては平積みされているおス

70

自分に還元されることが非常に楽しい。今年に

寄 稿 CONTRIBUTION
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は、実際行動を過程に当てはめるだけの基礎能力
を持ち合わせていることが必要となる。
これまでの話は、ビジネスにおいても同様のこ
とが言えると考えている。ミッションやタスクの
達成のために、自分が思い描いた過程と実際の結
果がどれだけズレているのか。許容できるズレで
あればいいのだが、許容できないのであればより
精度を高めるために修正しなければならない。こ
れを俗に反省と呼ぶ。過程が甘いのであれば学習
と思考量が足りないし、実際結果の当てはめが及
ばないのであれば基礎能力または働きかけが不足
していることになる。それを踏まえた上で、反省
を繰り返していくとどうなるか。想像と結果の乖
離が小さくなってくるため、想像だけで結果の５
割は見えてくるのではないか。残りの４割はその
想像に耐えるだけの実際のアウトプットを実行で
きるかどうかである。︵最後の１割は回避不可能
な外部要因︶。なので想像５割を担保するための
学習、気力体力４割を担保するためのジムトレー
ニ ン グ を 欠 か な い よ う に 意 識 し て い る 。 聞( こ え
はいいが、社会人太りの解消が当初目的だっ
た。︶あとはテレビゲームである。想像と実際結
果の反復をするには非常に優秀なツールであると
思っている。
なので、休日は本を読むし、ジムで身体感覚を
取り戻すことに努めるし、テレビゲームで反復の
練習を行って、残りは寝て過ごす。今回、言いた

かったのは私の休日の過ごし方を正当化したいと
いうことである。オチがついているのか不安であ

宏樹

るが、これをもって筆を走らせるのを終わりとさ
せていただく。

喜多

寄 稿 CONTRIBUTION
平成29年9月10日 第699号（9月号）
近畿 C.P.A. ニュース

第107回

リレー随筆
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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第4回定例役員会報告
平成29年7月28日（金）18時〜19時25分
場

所：近畿会事務局

会議室

出席者：30名（役員数４3名）

審議事項
第1号議案

会費免除について

Ｏ 会 員

平成29年6月〜平成30年3月

40,000円

Ｐ 会 員

平成29年6月〜平成30年3月

40,000円

Ｑ 会 員

平成29年7月〜平成30年3月

36,000円

り、審議に入った。

Ｒ 会 員

平成29年8月〜平成30年3月

32,000円

１．下記会員について、診断書を添付の上、病

Ｓ 準会員

平成29年4月〜平成30年3月

6,000円

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

（提 案 説 明 ）提案者より、以下の２件の説明があ

気の為の会費免除の申請があった。近畿会
会費規程第8条第1項第二号に該当するた
め、近畿会規約第13条第1項により会費免

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

除もやむを得ないものと思われる。

第2号議案

記
（氏

名）

（免 除 の 期 間）

（免除額）

Ａ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

Ｂ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

Ｃ 会 員

平成29年4月〜平成29年5月

8,000円

２．下記会員について、勤務者においては勤務
先への休暇届（写）、非勤務者においては
母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出
産・育児の為の会費免除の申請があった。
近畿会会費規程第8条第1項第三号に該当す
るため、近畿会規約第13条第1項により会
費免除もやむを得ないものと思われる。
記
（氏

26

名）

本部常置委員会委員等の推薦について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）提案者より、協会本部常置委員会委員等
の推薦依頼について、以下の通り説明があった。
（第52事業年度委員）

中小事務所等施策調査会

荒井

巌

租税調査会

常田

英貴

経営研究調査会

吉永

徳好

中小企業施策調査会

西村

幸平

総務委員会

安井

康二

公認会計士制度委員会

髙見

勝文

監査・保証実務委員会

疋田

鏡子

業種別委員会

木下

隆志

業種別委員会

渡部

靖彦

ＩＴ委員会

石原

佳和

（免 除 の 期 間）

（免除額）

会計制度委員会

田中

知幸

Ｄ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

学校法人委員会

船越

啓仁

Ｅ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

非営利法人委員会

安井

聖美

Ｆ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

公会計委員会

守谷

義広

Ｇ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

法規委員会

山添

清昭

Ｈ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

国際委員会

奥澤

望

Ｉ 会 員

平成29年4月〜平成30年3月

48,000円

国際委員会

山本

憲吾

種田ゆみこ

Ｊ 会 員

平成29年4月〜平成30年1月

40,000円

広報委員会

Ｋ 会 員

平成29年4月〜平成30年1月

40,000円

出版委員会

田中久美子

学術賞審査委員会

中西

Ｌ 会 員

平成29年4月〜平成29年8月

20,000円

Ｍ 会 員

平成29年4月〜平成29年7月

16,000円

Ｎ 会 員

平成29年6月〜平成30年3月

40,000円

17190
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この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

近畿 C.P.A. ニュース

報告事項
第1号

平成29年9月10日 第699号（9月号）

対する意見」』に関する件

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

■理事会審議事項
１．継続的専門研修制度協議会からの意見

篤

（報告内容）７月報告

具申「平成26年度CPE義務不履行者に

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ヶ月であった。

対する懲戒等について」に関する件
■報告事項

近畿会の定期総会では、記念交流会を含めて

１．IFAC・国際会計教育基準審議会（IAESB)
ニューヨーク会議報告に関する件

多数の会員に出席いただいた。

２．国際統合報告評議会（IIRC）ニュー

新しい役員体制で出発して1年。当初から大

ヨーク会議報告に関する件

手電機メーカーの不正会計事件を契機として金

３．監査提言集に関する件

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年であった。近畿会では
特別委員会を組成し、「政治資金に関する提

２．（報 告 者）理事

徹

（報告内容）報告者より、7月20日開催の常
務理事会及び理事会報告があった。

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出来、関わっていただいた

安原

■理事会

会長報告

メンバーの皆様には心より御礼申し上げたい。

１．定期総会について

会員の皆様に今後ご留意いただきたい事項とし

２．監査法人のローテーション制度に関す
る調査報告について

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

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

導入準備動向、「パートナー・ローテーショ

１．「品質管理レビュー制度における情報

ン・ルールの改正」等がある。また、平成29年

開示の拡充に関する意見募集」に関す

7月20日付で金融庁から「監査法人のローテー

る件

ション制度に関する調査報告」（第一次報告）

２．中小事務所等施策調査会研究報告第5

が発出され、これに対して、協会本部、近畿会

号『「四半期報告書に関する表示の

共に鋭意、対応を図って参り、情報提供させて

チェックリスト」の改正』についてに

いただきたいと考えている。

関する件
■理事会審議事項

理事会報告

１．（報 告 者）理事

１．総務委員会からの意見具申「公会計協
岩井

議会運営細則の一部変更」に関する件

正彦

（報告内容）報告者より、6月13日開催の常

■報告事項
１．金融庁『「監査報告書の透明化」につ

務理事会及び6月14日開催の理事会報

いて』の公表に関する件

告があった。
■理事会

２．「会計基礎教育の推進に関する基本方

会長報告

針」の決定に関する件

１．「未来投資戦略2017」の公表について
２．監査報告書の長文化・監査法人ガバナ

３．経済産業省「法人番号を核とした法人

ンスコードをテーマとするシンポジウ

活動情報の利用促進について」に関す

ム開催予定について

る件

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．監査・保証担当副会長からのお知らせ

第3号

本部定期総会報告

「監査人の交代理由等の開示の充実に

（報 告 者）理事

係る日本公認会計士協会の取組につい

（報告内容）報告者より、7月19日開催の第51回本

て」に関する件
２．会計制度委員会からの答申『「実務対応
報告公開草案第52号「従業員等に対し
て権利確定条件付き有償新株予約権を付
与する取引に関する取扱い（案）」等に

安原

徹

部定期総会の概要報告があった。
■来賓挨拶
・安倍晋三内閣総理大臣によるビデオレター
の挨拶
・麻生太郎金融担当大臣の挨拶
・清田瞭株式会社日本取引所グループ取締役

定例役員会報告 R E P O R T

第2号

兼執行役グループCEOの挨拶

17191
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１．近畿会の広報（テレビＣＭの放映）について

■報告事項
・第51事業年度における事業及び会務の報告
があった。
■審議事項
・第51事業年度収支計算書及び財務諸表承認

（期

間）平成29年7月1日（土)〜31日（月)

（媒

体）テレビ大阪

（形

態）スポット放映

２．7月6日公認会計士の日に係る広報（新聞広
告）について

の件
・第52事業年度事業計画案承認の件

（掲載日）平成29年7月6日（金）

・第52事業年度正味財産増減に係る予算書案

（掲載紙）日本経済新聞 朝刊

一面広告

（カラー）

及び資金調達、設備投資及び特定資産に係

朝日、読売、毎日、産経各新聞

る予算書案承認の件

朝刊

・会計監査人選任の件

半５段広告（モノクロ）

３．「公認会計士の日」記念セミナーの実施結

第4号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

果について
安井

（日

康二

時）平成29年7月25日（火）
15:00〜17:00

（報告内容）報告者より、以下の2件の報告があった。
１．第51回定期総会・記念交流会の実施結果に
ついて
（日

（場

所）ヒルトン大阪

（テーマ）「近大マグロに学ぶブランディン

時）平成29年6月23日（金）

グの極意」

13:30〜20:00

（場

（講演者）大久保 良雄 氏《株式会社Oak-J

①定期総会

13:30〜17:45

②記念交流会

18:15〜20:00

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（出席者）①定期総会

ソリューションズ代表取締役》
（出席者）一般120名、会員等30名
４．公認会計士制度説明会（大学訪問）の実施

来賓1名

会員等148名
②記念交流会

結果について

計149名

（１）大阪市立大学

来賓40名

会員等205名

（日

計245名

時）平成29年6月30日（金）
8:55〜10:25

（参加者）商学部１回生：147人

２．グループ会議（副会長担当別）の開催につ

（２）大阪府立大学

いて

（日

開催時期
9月 7日 後藤副会長担当 部・委員会グループ
10月 5日 安原副会長

同

11月 9日 岩井副会長

同

1月12日 北山副会長

同

廣田副会長

同

2月 8日

時）平成29年7月14日（金）
10:40〜11:40

（参加者）経済学部
（１・２回生中心）：36人
（３）追手門学院大学
（日

時）平成29年7月24日（月）
13:30〜14:50

第5号

厚生部報告

（報 告 者）担当副会長

（参加者）経営学部2回生：1人
廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、七夕にホタル＆グルメツ

第7号

研究・CPE研修部報告

アー「川床料理in京都」の実施結果について報

（報 告 者）研究・CPE研修部長

告があった。

（報告内容）報告者より、以下の２件の報告があっ

（日

時）平成29年7月1日（土）

（場

所）料理旅館「高雄錦水亭」

小松野

た。
１．CPE協議会の開催結果について

18:00〜20:30
（参加者）121名（会員家族含む）

２．CPE研修計画及び実施結果について
３．第49回中日本五会研究大会の開催スケ
ジュール（案）について

第6号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）報告者より、以下の4件の報告があった。
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第8号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

荻窪

輝明

近畿 C.P.A. ニュース

（報告内容）報告者より、以下の２件の報告があっ
た。

平成29年9月10日 第699号（9月号）

２．女性会計士委員会ウェブサイトの公開につ
いて

１．上場企業向け「社外役員活用に関するセミ

３．「介護のプロに聞く

ナーと情報交換会」の実施結果について

介護施設と公認会計

士のかかわり方」セミナーの実施結果につ

（日

時）平成29年7月10日（月）

（場

所）大阪新阪急ホテル2階

（内

容）「〜中小・中堅企業における公認

（場

所）近畿会研修室

会計士の活用について−『公認会

（内

容）高齢者介護体験会、介護施設の選

いて

15:00〜17:00

（日

時）平成29年7月22日（土）
13:00〜15:30

計士の知見を活用し、成長企業

び方及び介護施設の運営と公認会

へ』− 〜」

計士の業務について

（参加者）上場企業14社：15名

（参加者）近畿会23名、京滋会2名、兵庫会3名
４．近畿会女性会計士委員会設置30周年記念講

会員等25名

演会について

２．会員への業務推薦状況について
大阪府総務部

「大阪府公益認定等委員会

（日

時）第1回

14:00〜15:30

委員」の推薦
大阪市交通局

平成29年8月27日（日）

「資金調達に係る選定委

第2回

平成29年11月25日（土)

所）第1回

ホテルグランヴィア大阪

13:00〜15:00

員」の推薦
（場

他10件

第2回 ガーデンシティクラブ大阪

第9号

監査会計委員会報告

（報 告 者）担当副会長

後藤

（内

容）第1回

講演会「100人100通りの

個性を活かし、理想でつながる経

紳太郎

営」

（報告内容）報告者より、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

第2回

結果について報告があった。

組織を立ち上げた当事者の経験

（日

談」、パネルディスカッション

時）平成29年7月18日（火）
（対

17:00〜19:00
（場

講演会「女性活躍推進の

象）一般、会員・準会員

所）近畿会会議室

（テーマ）「監査問題特別委員会の提言について」
（出席者）関西地区三会13名
（公社）日本監査役協会関西支部12名

第10号

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

原

繭子

（報告内容）報告者より、以下の４件の報告があっ

定例役員会報告 R E P O R T

た。
１．「子育てネットワークの会」の発足とキッ
クオフミーティングの実施結果について
（日

時）平成29年7月2日（日）
10:00〜12:00

（場

所）ヴィアーレ大阪3階

（内

容）「子育てネットワークの会」の今
後の活動方針及び、子育てと家事の
相談会

（対

象）主に新生児から小学生のお子様を
子育て中の会員・準会員

（参加者）近畿会会員11名

17193
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地区会 R E P O R T

大阪市北地区会の活動報告
大阪市北地区会会長

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した北区、淀

戦できるというのは代々の会長のご努力のおかげと

川区、東淀川区、都島区、旭区、福島区、此花区、

感謝しております。平成29年度定期総会（平成30

西淀川区の地域に居住する会員相互の親睦を主たる

年6月予定）も阪神甲子園球場野球観戦を予定して

目的とした地区会で、会員数は平成29年7月31日現

おりますので、大阪市北地区会の皆様、是非、ご参

在426人です。

加をお願いしたいと思います。

大阪市北地区会では、「いま・むかしの大阪市内

試合の方は、その時点でパ・リーグ首位であった

いいところ」というコンセプトで、会員の皆様の業

楽天打線を先発青柳投手がどれだけ抑えるかという

務における話題づくりにも役立つものとなるよう、

期待を持って臨みましたが、初回から制球が乱れて

年3回程度の懇親会を開催しております。

失点という苦しい展開。4回には原口選手のタイム

平成28年度の活動といたしましては、平成28年

リー2塁打で2−2の同点に持ち込む粘りを見せまし

10月8日の「落語家と行く、なにわ探検クルーズ」

たが、8回表にマテオ投手のまさかの乱調で6失点。

（近畿C.P.A.ニュース12月号）を皮切りに、平成

定期総会に間に合わないということで、8回裏が

28年12月3日の忘年会「心斎橋の老舗ですきやきを

終わったところで、甲子園球場を後にしました（結

楽しむ」（近畿C.P.A.ニュース2月号）、平成29年

局、そのまま2−8で敗戦）。

3月25日の「ロウリーズ大阪でプライムリブを楽し

場所を梅田に移し、第17回定期総会をE-maビル

む」（プライムリブとはアメリカンスタイルのロー

内の「クチーナイタリアーナ ニョッキ」の個室（隠

ストビーフです）と3回の懇親会を行い、その締め

れ個室らしいです）において行いました。

くくりとして去る6月17日に第17回定期総会及び懇
親会を開催しました。
大阪市北地区会では、定期総会において阪神タイ
ガース観戦を恒例行事としており（平成15年から続

定期総会には近畿会から安原徹副会長、地区会部
の石原佳和副部長にもご多忙の中、臨席いただき
（安原氏は甲子園にもご参加）、報告事項の後、全
２議案が満場一致で承認可決されました。

いております）、本年度は阪神甲子園球場にてセ・パ

その後、美味しいワインをいただきながらイタリ

交流戦、「阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイー

アンのコースを楽しみ、会員の懇親を深めました。

グルス戦」をデーゲームにて観戦いたしました。

安原氏、石原氏のお席の周りには、なにやら非常に

今回も、バックネット裏ほぼ正面のグリーンシー
トという素晴らし

哲学的な会話が飛び交い、楽しいながら大変有意義
な懇親会となりました。

いロケーションで

今後、大阪市北地区会の活動としては、10月14

の観戦です。野球

日、12月2日、来年3月17日の各土曜日に懇親会を

放送におけるバッ

予定しております（日程が変更になる場合もありま

クネット裏カメラ

す）。

のすぐ上とイメー

会食だけでなく、出来る限り大阪の歴史文化を学

ジ頂けると結構か

ぶ場をご提供できればと、会長・副会長で頭を悩ま

と思います。

せております。ご希望の場所があれば是非ご連絡く

この時期、雨の心配が避けられないのですが、幸

ださい。

い晴天に恵まれるとともに、バックネット裏は風の

会の活動方針として、ざっくばらんに懇親を深め

通りも良く、涼しく快適な環境で試合を楽しむこと

ていこうと考えておりますので、地区会会員の皆様

ができました。

方のご参加をお待ちしております。また、地区会活

土曜日ということもあり、甲子園球場は早くから
ほとんどのシートが満席で、このロケーションで観

30
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動に関するご意見、ご希望がございましたら、事務
局までお知らせください。
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みやこ地区会
定期総会及び懇親会 開催報告
みやこ地区会会員

枩藤

章範

はじめに

く、小さなお子様からご年配の方まで一緒にお楽し

平成29年6月26日、日本公認会計士協会近畿会み

みいただけるような体験型のイベントにあわせて、

やこ地区会の定期総会が開催されました。日本公認

美味しいお食事をいただくという企画を中心に立案

会計士協会は会員の住所地を基盤として地区会を設

させていただきました。みやこ地区会会員だけでな

置しており、みやこ地区会は近畿会に所属し、京都

く、他地区会からも多くのご参加をいただきまし

府（八幡市、京田辺市、木津川市、相楽郡を除く）

て、笑い声のあふれる和やかな時間を共有させてい

と滋賀に在住する会員で構成されています。定期総

ただくことができました。ご参加いただいた方から

会には近畿会事務局からは岩井正彦副会長、地区会

も好評をいただいており、年間を通じて、有意義な

部の髙見勝文部長のご参加をいただき、総勢12名

活動を行うことができたように感じております。

（懇親会は13名）で開催されました。定期総会の概
要は下記の通りです。

おわりに
みやこ地区会のイベントなどを通じて、他法人や

開催日時：平成29年6月26日

他地区会の方など日常ではなかなかお会いする機会

開催場所：ホテルグランヴィア京都

のない方々と交流を持つことができ、自己の見識や

3階「金葉の間」
議

題：①平成28年度収支決算報告の件

じております。また、京都や滋賀に居住していなが

②平成28年度事業実施報告

ら、訪れたことがなかった名所などが多く存在して

③平成29年度事業計画（案）承認の件

いることを再確認して、自分の住んでいる地域にさ

④平成29年度予算（案）報告の件

らに愛着が湧くこととなりました。

⑤新役員選任の件
結

視野を広げるきっかけを与えていただけたように感

果：すべての議題について承認可決

今後とも皆様にお楽しみいただけるようなイベン
トをたくさん企画していく所存でございますので、
ふるってのご参加をお待ちしております。

平成28年度の活動内容について
みやこ地区会の平成28年度の活動としては、6月
の定期地区会総会及び懇親会において、一年間の活

地区会 R E P O R T

動方針を決定したのち、11月には滋賀で陶芸体験イ
ベント、3月には和菓子作り体験イベントを開催し
ました。いずれのイベントも非常に好評で、募集人
数を超える参加申込をいただくこととなりました。
イベントにはご家族で参加してくださる方も多
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北摂地区会定期総会の記
北摂地区会

前地区会長

梅雨まだ明けやらずの7月4日、北摂地区会の定期
総会が開催されました。
総会後の懇親会は、今年も豊能、吹田・摂津地区
会との合同開催です。

德丸

公義

今回の講演内容は、「伝わっていますか？あなた
の話」です。アナウンサーというプロの立場からの
自分の思いの相手への伝え方をお聞きしました。
我々監査人は英語では、auditorともいいます。すな

場所は、例年通り梅田のホテルモントレ大阪です。

わち、この言葉の語源は「話を聞くこと（audio)」

各地区会毎の定期総会が滞りなく行われ、昨年度

であることは皆さんお聞きになったことがあるで

の行事の総括や決算の承認、今年度のスケジュール

しょう。話を聞き、欲しい情報をうまく相手から引

の確認が行われました。なお、来賓として近畿会か

き出すためには、先方に自分の要求を適切に伝えな

ら廣田壽俊副会長と地区会部の石原佳和副部長が出

ければなりません。とつとつと必要な事項を平たく

席されました。

話をするだけではこちらの真意は伝わりにくいもの

また、今年度は北摂地区会での役員の異動があ
り、高木勇氏が会長に、大川幸一氏が副会長に就任
しました。

です。子守氏は、これについて次のように述べてい
ます。
・基本的には、大きな発声をする

今後、お二人には思う存分腕をふるっていただき

・声に強弱をつける

たいと思います。私が、2年前に会長に就任した際

・声に高低をつける

の目標は、「予算を全て使い切る！」ことでした

・話に適切な間を置く

が、その目標は様々なイベントを実施することで十

これらを意識して参加者の皆さんで、発声練習を

二分に達成することができました。
イベント内容に色々示唆を頂きました周囲の人や
会計を担当して頂きました大西玲子氏に心から感謝
する次第です。

何度も行いました。発生が、少し上達したかもしれ
ません。
ホテルの食事は、いつもながら美味しく美しい盛
り付けです。参加者の皆さんが、会話に盛り上がる

さて、懇親会の参加者は28人で、ゲストスピー

うちに予定の終了時刻を過ぎてしまいました。

カーは、子守康範氏です。同氏は毎日放送の勤務を
経て、現在フリーのアナウンサーです。現在、MBS
ラジオで「子守康範の朝からテンコモリ！」におい

それでは皆さんお元気で。また、どこかでお会い
しましょう！

て月曜から金曜の毎朝5時から8時までメインパーソ
ナリティーを務めておられ、女性の方にはかなり知
名度があります。

【 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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大阪市南地区会
定期総会開催報告
大阪市南地区会

去る7月12日（水）、大阪市南地区会定期総会を開
催しました。

会長

柴原

啓司

お料理は、下記メニューの通り9品もあり、食べき
れないかも？と思いましたが、趣向を凝らした味付

当日は、近畿会より、後藤紳太郎副会長、髙見勝文
地区会部長にご臨席賜り、総勢27名にて開催しまし

けで大変美味しく、皆さん最後まで楽しく召し上
がっておられました。

た。大阪市南地区会は、近畿会で最大規模の地区会で

menu list

あり、平成29年3月末時点で644名の会員・準会員が
おられます。できるだけ多くの方に地区会活動を
知ってもらおうと、定期的に役員が集まり、研修会や
懇親会等のイベントを企画しています。
今回の会場は、4月17日にオープンしたばかりの
フェスティバルシティ

タワーウェストにある、石

窯料理とクラフトビール「ROAST」を選びました。
肉の塊を豪快に焼き上げた「石窯ロースト」料理とク
ラフトビールが自慢のお店です。

１．本日の前菜３種
２．真鯛のカルパッチョ
３．生ハム２種盛り合わせ
４．スズキのポワレ

茸のキッシュ添え

５．海老のフリット

オーロラソース

６．ロメインレタスの石窯焼き
７．牛サーロインの石窯ロースト
８．シーフードと季節野菜のリゾット
Dessert

本日のデザート

最初に乾杯のためにアサヒスーパードライが出て
きたのですが、乾杯後は、皆さん早速お目当てのクラ
フトビール（以下の3種類）を注文されていました。中

大阪市南地区会は、大先輩から監査法人勤務の若

でも、各185mlの

手会計士まで幅広い層が参加されているのが特徴で

グラスで提供さ

す。今回も、監査繁忙期を終えほっと一息の若手会計

れるクラフト

士、業務の獲得に余念のない中堅会計士、海外旅行か

ビール3種飲み比

ら帰られたばかりの先輩会計士など、いろいろな話

べが一番人気で

が飛び交い、有意義かつ楽しい時間を過ごしました。

した！

今後も、魅力的なイベントを企画し、皆さまのご参加

①軽井沢ブルワリー

ヴァイス（軽井沢の白樺林を

を心よりお待ちしております！

連想する小麦麦芽の飽きのない
ビール）
蔵ケルシュ（スッ

地区会 R E P O R T

②國乃長ビール

キリさと豊かな味わいを兼ね備え
た飲みやすいビール）
③國乃長ビール

蔵アンバー（豊か

なコクとホップの香りが特徴 飲
みやすさと本格派の味わいの両立
を狙ったビール）
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厚生部 R E P O R T

観劇部では、部員の皆様（ご家族参加も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。
今回は2017年度の第1回のご報告を致します。
第1回は劇団四季「キャッツ」---７月15日に梅田のハービ
スエントにある大阪四季劇場にて観劇しました。名作ミュー
ジカルといわれるキャッツですが、私は初見で驚きがいっぱ
い。劇場の通路や壁を縦横無尽に走りまわる猫たち！役者さ
んがみんな猫になりきっているところが凄いですね。ダンス
テクニックや歌は四季らしくハイ・クオリティ。色々な毛柄
の猫たちがそろって踊ったり難度の高いリフトを披露したり
と、ゴージャスにショーアップされていて・・・でも普段見る舞台と違い、みんな猫の扮装で
すから、なかなか珍しいものを見た気分です。猫の場面と人間風味の場面が入交り。猫たちが
客席に降りてきて、丁寧に握手してくれたり、休憩時間には観客が舞台に上がってOKという
サービスあり。観劇部の皆様も大喜びです！
終演後は下の喫茶店にてお茶会。今回は人数が多すぎてテーブルが小分けになってしまいま
した。それでも各テーブルごとに今見た舞台の感想やおすすめ公演の話など、観劇部らしく盛
り上がりました。
観劇部も創部3年目となり、だんだん部員＆参加者も増加してきました。そろそろ「団体
旗」が必要かな？とか、終演後お茶会喫茶店を貸切にできるほど人数が増えたら…とか、いろ
いろと夢が膨らみます。観劇部の観劇はいつも15〜25名。この人数ですから、常にご新規さ
んがいらっしゃいます。観劇部（よく
演劇部に間違えられますが、歌ったり
踊ったりはしません…）活動に興味が
ある方は、ぜひご参加ください。
第2回は9月10日「レ・ミゼラブル」
（締切済み）、第3回は来年1月14日
（日）宝塚花組公演「ポーの一族」で
す。観劇部への入部希望は、近畿会事
務局までご連絡ください。
（観劇部
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平成29年7月17日

いざ友ヶ島へ（地の島、虎島、神島、沖ノ島の総称）
参加者会員１０名、非会員５名
私が雨男なのか、6月の企画「室生寺と滝谷しょうぶ園」が雨のため中止になりました。当日
朝、種田氏から「曇りになりましたね、これなら行けたかも」というメールが入ってきました。
悔しいので私一人満開の「花しょうぶ」を見に滝谷園へ行ってきました。みごとな「花しょう
ぶ」でした。皆さん、悔しいでしょう。と言うことで、今回の「友ヶ島」も空模様と10:00という
乗船時間に無事みんな乗れるかそれが気がかりでしたが何とかお天気も良く、乗船も無事でき
「いざ、友ヶ島へ」。友ヶ島は私にとっては馴染みの深いところでこの島の周辺が私の海釣りの
本場。鯛やヒラメの舞踊りというわけにはいきませんが四季それぞれ色々な魚が楽しめるところ
です。さて、20分の船旅で友ヶ島へ上陸。案内図を見ながら見
どころの多い右回りで探検開始です。20分も歩くと海を見なが
らくつろげる芝生の広場に到着。「お！ここ昼食最適地では」
と早速昼前11:00に昼食です。朝、早く朝食をとっていた私は
腹ペコでちょうどいいタイミングでした。お腹が満ち、荷物も
軽くなったところで本格的な島の探索です。友ヶ島には海風が
強く当たるせいか樹木の特殊な種類のものが多く幹
も低く曲がりくねったものが多かった。見どころ
は、戦時中に作られたレンガ作りの数機の砲台跡と
弾薬庫跡です。特に、弾薬庫はそのまま当時の面影
を残していて一見の価値ありです。中は地下壕に
なっており、ライトがないと真っ暗で入れないよう
になっています。また、私だけ迷子になって行った

大展望台からの景色も抜群でした。途中、行方不明になった人たち
もいましたが、見どころの多い島の半分を回って1:00過ぎに野奈浦
桟橋に到着。記念撮影をして13:30の船に乗るつもりが、なんと満員で乗れず、予定では次の船が15:30になって
いて、ここで2時間も待つのかと「がっくり」きていたら臨時便が出るということで14:00と14:30の船で全員無
事に加太の港へと帰ってきました。短い島の探索でしたが紺碧の海と島の自然と砲台跡、弾薬庫跡と見どころは
しっかり観て参加者の皆んなも思い出を心に刻まれたことと思います。（“アー！無事に終えて良かった！”企
画者の独り言です。）
次回は、9月に「大仏鉄道の遺構めぐりと有名
な建造物奈良少年刑務所の見学」の企画をしてい

厚生部 R E P O R T

ます。途中、牧場あり、般若寺の参観ありという
約10Ｋｍのコースです。乞うご期待です。
（文責：企画担当者

鈴木邦明）
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髙田篤会長活動報告

平成29年度

TOPICS

会務報告
協会本部、近畿会ともに2年目の事業年度が実質的に開始されました。

現在は、世界的な監査に関する規定の改正等への対応や不正会計事件を受けた種々の対応がなされている状況です。
前月号でも記載いたしましたが、「品質管理レビューの在り方」の検討、「監査報告書の透明化（KAM）」の導入準
備、「パートナー・ローテーションルールの改正」、更には、「監査法人のローテーション制度」についての金融庁の
報告書など、対応すべき課題は多くあります。協会としては、それぞれについて監査の現場に従事する会員の皆様の意
見に耳を傾け、外部のステークホルダーに対して意見を発信してまいりたいと考えております。
一方で、協会本部では「租税施策検討P.T.」を立ち上げ、日頃、税務業務に従事する会員の皆様の実態調査と意見反
映を行い、協会としてのサービス向上に繋げたいと考えておりますので、アンケート等へのご協力をお願いいたしま
す。
日

付

8月1日

8月2日

8月4日

8月8日

8月21日

曜日

火

水

間

会務の内容

場

所

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

13:00〜15:00

監査法人（中堅）代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

15:30〜17:30

相談役会

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

関西地区三会連絡協議会

日本公認会計士協会兵庫会

18:00〜20:00

関西地区三会連絡協議会後の懇親会

神戸オリエンタルホテル

10:00〜12:30

監査法人（大手）代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

12:40〜13:50

正副会長打合せ会

日本公認会計士協会

14:00〜15:10

総務打合せ会

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

18:00〜20:00

地区会長会

日本公認会計士協会近畿会

20:00〜22:00

地区会長会後の懇親会

ブライトンベル御堂筋店

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜17:00

理事会

日本公認会計士協会

17:00〜19:00

租税施策検討P.T.

日本公認会計士協会

金

火

月

8月23日

水

8月24日

木

8月25日

時

金

(作成月日：平成29年8月25日)
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）
会員情報の変更手続についてご案内
会員及び準会員の皆様は、登録事項（下記1）及び

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイ

届出事項（下記2）に変更を生じたときは、変更登録

トの会員マイページにログイン後、「会員情報の確

申請書の提出や変更届出を行っていただく必要があ

認・変更」画面から閲覧することができます。

ります（変更手続きは無料です）。
公認会計士・会計士補・特定社員のための様式「変

登録事項などに変更を生じているのに、変更手続を行

更登録申請書」
「会員変更届出書」
「電話番号等変更届出」

わないときは、公認会計士法違反に該当し行政処分の

は、協会ウェブサイト（本文中の案内をご参照）から

対象となり、また、本会の会長による懲戒の対象とも

ダウンロードできます。変更を生じたときは、遅滞な

なりますのでご注意ください。
（常務理事

く、必要な変更手続をお願いいたします。

加藤

達也）

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定社員は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ち
に本会に対し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第14
条、変更手続きは無料です。）。
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったときは、遅滞なく本会に変更届
出をしてください（会則第37条、変更手続きは無料です。）。
３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。
４．「変更登録申請書(JICPAニュースレター2017年９月号に様式を掲載)」及び「変更届出書」等の提出・手続
（１）変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、協会ウェブサイト
http://www.jicpa.or.jp

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）
ログイン後、画面左上にて、〝会員情報の確認・変更″をクリックしますと、
「会員情報の確認・変更手続の流れ」画面が表示されます。
ご自身の現在登録されている事項を確認しながら、変更登録申請書（特定社員
の方は、特定社員登録規則第5条第１項に定める様式になります。）の作成又は
変更届出の手続が行えますので、是非ともご活用ください。
（２）会員マイページID及びPWを失念して上記(1)のログインが困難な方
協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

関係】画面から、各種様式がPDF形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。変更手続きは無料です。
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点
（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）「登録証明書」及び「ID・パスワード通知書」の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされ
ても手続が直ちに行えないことがあります。

会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員
情報は協会本部・地域会からの書類送達や連絡等の
基礎となる重要な情報です。
会員マイページにログインし、「会員情報の確認・

１．協会HP (http://www.hp.jicpa.or.jp/) 画面から会員ロ
グインボタンをクリック
２．ID及びPWを入力しログイン
３．
「会員情報の確認・変更」をクリック

変更」画面から会員情報に変更がないかどうかを次

４．ID及びPW入力

の要領にてご確認いただきますようお願いいたしま

５．
「会員情報の確認・変更へ」をクリック

す。

６．登録事項及び届出事項がともに変更がないことを確

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。

会員情報の変更手続についてご案内

会員情報確認のお願い

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
７．
「登録事項・届出事項ともに変更なし」がグレーになり、

【問合せ先】会員登録グループ
(Tel : 03-3515-1122 E-mail : kaiin@jicpa.or.jp)

「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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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

三訂版 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〜

FAX

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

開示不正

URL

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

その実態と防止策

日本公認会計士協会東京会

編

八田進二

編著

日本公認会計士協会出版局

刊

白桃書房

刊

定価3,200円＋税

定価3,500円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より22％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

ご好評いただいております既刊の最新

ディスクロージャー（情報の開示）不

版です。本年度税制改正に対応。「法人

正の実態について、その真因を検証。こ

税申告調整」の際に行う会計処理、税務

れまでの会計及び監査領域において得ら

処理等実務対応を仕訳形式で解説してい
ます。法人税申告書別表四及び別表五の記載例、会計基準改

れた学術面及び実務面等での様々な知見
を駆使して、有効な是正ないしは防止策を提言しています。

正と税制改正の歴史をまとめた総論も掲載。

詳細解説

IFRS開示ガイドブック
あずさ監査法人
中央経済社

平成29年7月改訂 Q&A協同組合の会計と税務

編

ひびき監査法人

刊

清文社

定価8,600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）

編著

刊
定価より15％引き（送料別）

主要な項目ごとにIFRSの開示要求事項に

剰余金処分の留意点、役員報酬の決め

関する考え方を整理し、図や設例等により

方、棚卸資産の評価方法の選択、青色申

具体的に解説しています。実際の開示事例

告の要件と特典…。事業協同組合の設立

や、その分析結果も記載。さらに、IFRS適
用企業を想定した財務諸表の開示例を巻末に掲載しています。

から運営（解散）、税務申告までの実務
を、設例にもとづく120超のQ&Aでやさしく解説しています。

監査実務ハンドブック（平成30年版）販売のご案内
このたび、日本公認会計士協会出版局より「監査実務ハンドブック（平成30年版）が発刊されました。昨
年より約1か月早い発刊となります。当組合では特別価格で販売しておりますので、是非お求め下さいますよ
うご案内申し上げます。（当組合ホームページ「書籍販売」から、またはFAXでご注文ください。）
監査実務ハンドブック（平成30年版）定価6,000円+税
★組合員特価

5,000円（税込）

会員特価

5,180円（税込）

のところ

※送料は一律500円となります。

安全性能と機能美に優れたボルボ車のご案内
公認会計士協同組合では、ボルボ・カー・ジャパン株式会社と提携し、ボルボ車を優待価格でご紹介しております。組合員
の皆様には、通常小売価格の6〜13％引きでお求めいただけます。
優待価格を適用するには、下記の手順により当組合からの紹介が必要になります。
①ご購入希望者は当組合ホームページ「クルマ」の「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のコーナーから「提携制度利用申
込書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、当組合にFAXでお送りください。
②当組合でFAXを受信後、組合員であることを確認したうえで、ご指定のディーラーへお送りいたします。
③ディーラーよりご購入申込者へご連絡し、商談開始となります。
（このサービスは組合員を対象としておりますので、未加入の方はご加入の上ご利用ください。）
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平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年8月実績及び9月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

8 月 3 日 13:00〜14:40 倫 理

単位

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

「CPE制度の概要」

10:00〜11:40 税 務

小松野悟氏（近畿会

2

夏季全国研修会

「平成30年度税制改正意見・要望書等の解説」

13:00〜14:40 監 査「医療法人・地域医療連携推進法人の計算書類に関

本部非営利法人委員会

する監査上の取り扱い」
夏季全国研修会
2

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

13:00〜14:40 会 計

夏季全国研修会

15:00〜16:40 税 務

夏季全国研修会

「税法上の配当概念の意義と今後の課題」

関係者

中川

之氏（本部監査業務審査担当常務理事）、

主席レ

ビューアー）
2

「社会福祉法人の事業の特徴等について」

医療法人分科会

岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会

2

対応〜」
8月18日

非営利業務支援専門

部会

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

不正
事例

「四半期レビュー」ほか〜」

研究・CPE研修部長）

会長）
2

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

師

佐藤正樹氏（本部租税政策検討専門部会専門部

2

夏季全国研修会
8月17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

武居敏氏（全国社会福祉法人経営者協議会

小塚真啓氏（岡山大学法学部

2

副

会長）
准教授）

夏季全国研修会
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

志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

への対応及びローテーション〜」
夏季全国研修会

鈴木理加氏、中條恵美氏、 野幸子氏、古内和明

8 月 2 4 日 13:00〜14:40 会 計「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

2

る会計基準（案）」等に関する解説（前半）」

門委員会

夏季全国研修会
2

経営者の個人保証等について〜」

8月25日

本部会計制度委員会

ASBJ対応専

専門委員、公認会計士）

小林浩史氏（経済産業省中小企業庁
部

不正事例研究（役員等の横

門部会

2
不正
事例

領行為）
（前半）」

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

夏季全国研修会
13:00〜14:40 監 査「経営研究調査会研修

氏（以上
門委員会

「中小企業の金融支援〜信用保証制度の見直しや

ティング

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
2

る会計基準（案）」等に関する解説（後半）」
コンサル

本部会計制度委員会

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

専門委員）、木内敬氏（本部経営研究
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

る経営〜」

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）

（会場：ホテルグランヴィア大阪）
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
8 月 3 0 日 18:30〜20:30 監 査「企業不祥事、
M&Aに求められる第三者委員会委

2

員の役割について」

山口利昭氏（山口利昭法律事務所代表、日本
コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事）

本部税務業務部会共催DVD研修会
「広大地評価の留意点と考え方〜広大地判定の実
13:00〜14:40 税 務 践的手法と事例研究〜
（前半）」

（平成29年6月20日
9 月 6 日

2

本部税務業務部会主催研修

会（第45回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「広大地評価の留意点と考え方〜広大地判定の実
14:50〜16:30 税 務 践的手法と事例研究〜
（後半）」

（平成29年6月20日

2

本部税務業務部会主催研修

会（第45回））
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実施月日

時

間
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分野

単位

研修会テーマ

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

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
9 月 1 3 日 13:30〜16:30 会 計「IFRSセミナー
（第１回）〜IFRS導入プロジェク

3

大平亮氏（PwCあらた有限責任監査法人）

トの進め方〜」
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
「キャリアデザイン・ワークショップ2017〜不合

9 月 1 6 日 15:00〜17:00 その他

2

格者から見た会計士の可能性〜」

（会場：阪急グランドビル26階

多田健次氏（株式会社TADAJUKU

代表取

締役）

貸会議室）

DVD研修会
「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

13:00〜14:40 会 計

2

る会計基準（案）」等に関する解説（前半）」

（平成29年8月24日

本部夏季全国研修会収録）

DVD研修会
「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

9 月 2 2 日 15:00〜16:40 会 計

2

る会計基準（案）」等に関する解説（後半）」

（平成29年8月24日

本部夏季全国研修会収録）

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会／
18:30〜20:30

清水敬太氏（株式会社スシローグローバルホー

コンサル 中堅・若手会計士委員会）

2

ティング「組織内で飛躍する公認会計士〜あきんどスシ

氏（株式会社スシローグローバルホールディン
グス社長室長、公認会計士）

ロー再上場までの道のり〜」
各士業女性合同研修会（女性会計士委員会）

第一部基調講演：板谷和代氏（株式会社タンタ

9 月 3 0 日 14:00〜16:40 その他「選ばれる職場になるために〜働き方改革最前線〜」

3

（会場：大阪弁護士会館）

近畿会および各部各委員会行事予定

ルディングス執行役員、公認会計士）、酒井大輔

ビーバ取締役）
第二部各士業からの発表

（平成29年9月13日〜平成29年10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。
9.13（水）
国際委員会

10. 3（火）

第１回IFRSセミナー

研修室13:30〜16:30

9.16（土）
中堅・若手会計士委員会研修会

阪急グランドビル15:00〜17:00

研修室14:30〜17:00

国際委員会

会議室18:30〜20:00

10. 4（水）
経営委員会

9.21（木）

会議室18:30〜20:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

10. 5（木）

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

9.22（金）
ＤＶＤ研修会

研修室13:00〜16:40

10. 6（金）

社会・公会計委員会

会議室18:30〜20:30

監査事例研修会

中堅・若手会計士委員会、組織内会計士委員会共催研修会

研修室18:30〜20:30

10.10（火）
税制・税務委員会研修会

9.25（月）
中堅・中小監査法人意見交換会

研修室18:00〜20:00

10.11（水）

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

監査事例ＤＶＤ研修会

9.26（火）
10. 2（月）

17204

研修室13:30〜16:00
研修室13:00〜17:00

経営委員会研修会

研修室14:00〜16:00

10.13（金）

研修・CPE研修部研修会

DVD研修会内容:

研修室13:00〜17:00

10.12（木）
会議室18:30〜20:30

監査会計委員会

40

社外役員会計士協議会キックオフセミナーLIVE中継

研修室18:00〜20:00

監査事例ＤＶＤ研修会

研修室17:00〜21:00

9月22日（金）13:00〜14:40 「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」等に関する解説（前半）」
15:00〜16:40 「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」等に関する解説（後半）」
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会員異動
会 員 数
会 員

寺田

準 会 員

監査
法人

計

3,396

35

3,431

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

41

793

計

合計

846

4,277

（平成29年7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）

資格変更（準会員から会員へ）
7月21日付
厚地
池田
岩井
岩橋
鵜篭
大石
岡田
川島
小泉
小玉

康孝
真也
玄太郎
宏幸
由利子
司
龍樹
桂
直之
智宏

近藤
潮崎
島田
鈴木
瀬尾
田口
田中
土井
外山
登川

潤平
征功
真一
章
泰洋
和宏
滋樹
真実
敦史
航

藤木
藤中
本庄
松本
三谷
安川
矢野
山崎
吉田

康司
政利
優起郎
昌子
昌史
圭介
有里衣
裕之
祐太

入会者
7月21日付
堀江 宣光 （会

祐治 （四号準会員）
優起郎
（四号準会員）
幸春 （四号準会員）
雅士 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

藤原
谷間
石竹
稲葉
古田
三木
矢野
小川
國米
杉山
武田

正和 （会
員）
薫 （会
員）
恵 （四号準会員）
公喜 （四号準会員）
拓也 （四号準会員）
千尋 （四号準会員）
有里衣
（四号準会員）
真由美
（四号準会員）
康平 （四号準会員）
玲奈 （四号準会員）
将実 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）

鹿内
山口
増田

茂行 （会
克隆 （会
享弘 （会

【自宅】
柿原
髙田
谿
德永
西村
春名
芦田
今浦
平井
池内
岡部

剛 （会
裕子 （会
智則 （会
浩司 （会
麻由子
（会
智彰 （会
真理子
（会
省一 （会
雅和 （会
正文 （会
隆昭 （会

【事務所・自宅】
立石
中川
堀
掛谷

政人
雅人
貴行
純子

（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）

転入者
員）

会員名簿記載事項の変更
7月5日〜27日
【事務所】
上野 美紀子
（会
大橋 盛子 （会
加藤 通 （会
小松野 悟 （会
清水 俊之 （会
瀧上 直人 （会
玉山 良平 （会
中村 武浩 （会
早川 太一朗
（会
松本 佳之 （会
宮島 健 （会
村上 直樹 （会
渡邉 和哉 （会
荒木 亮 （会
上田 恵嗣 （会
神出 信茂 （会
鬼頭 さやか
（会
小柴 健右 （会
古村 貴史 （会
武田 久美 （会
辰巳 大樹 （会
田中 貴之 （会

服部
本庄
栗山
平野

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

中村 卓司 （会
野田 亜矢 （会
春名 智彰 （会
八代醍 和也
（会
山田 英明 （会
谷間 薫 （会
中川 一之 （会
福竹 徹 （会
増田 明彦 （会
三戸 康嗣 （会
柳
年哉 （会
吉田 圭一 （会
浅井 一宏 （会
南
里美 （会
森
芙美子
（会
山田 隆弘 （会
井尾 武司 （会
川合 直樹 （会
川沼 信夫 （会
山王 健介 （会
田中 久美子
（会
谷口 誓一 （会

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

7月5日〜25日
小西 自人 （会
員）
新宅 潤一郎
（会
員）
田邊 泰博 （会
員）
林
琢也 （会
員）
宮田 八郎 （会
員）
八尾 万里子
（会
員）
綾木 彰吾 （会
員）
石橋 幸登 （会
員）
岩佐 誠 （会
員）
大橋 智之 （会
員）
沖
聡 （会
員）
奥西 啓祐 （会
員）
小澤 俊輔 （会
員）
上甲 佳苗 （会
員）
鈴木 新也 （会
員）
田中 陽 （会
員）
東川 修三 （会
員）
山田 麻紀子
（会
員）
川西 英之 （会
員）
櫻井 慎也 （会
員）
田上 熊野 （会
員）
戸石 悠 （会
員）
伊川 潤 （四号準会員）
池田 真也 （四号準会員）
坂本 竜馬 （四号準会員）
岡山 竜 （四号準会員）
田村 尚久 （四号準会員）

兵 庫 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
神奈川県会より
兵 庫 会 よ り
北部九州会より
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り
北 陸 会 よ り
東 京 会 よ り
四 国 会 よ り
中 国 会 よ り
兵 庫 会 よ り
京 滋 会 よ り
中 国 会 よ り
京 滋 会 よ り
中 国 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り

会員異動

公 認
会計士

勝基 （会
員）
員）
德永 浩司 （会
日根野谷正人
（会
員）
宇賀 雅俊 （二号準会員）
一井 博文 （二号準会員）
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会員異動

転出者
7月5日〜27日
小林 孝嗣 （会
鈴木 陽介 （会
寺崎 学 （会
永井 裕太 （会
森
隆史 （会
安藤 裕司 （会
魚野 航太 （会
北村 康晃 （会
島
正和 （会
鈴木 健太郎
（会
中野 由梨 （会
西河 佳祐 （会
西口 志浩 （会
西山 淳 （会
濱岡 諒圭 （会
細見 祐介 （会
松井 一佳 （会
武良 勇樹 （会
和田 直子 （会
岡本 晶子 （会
瀨部 晶子 （会
幅田 卓 （会
藤井 幹也 （会
古川 真也 （会

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

京 滋 会 へ
沖 縄 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
千 葉 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
中 国 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
中 国 会 へ
北部九州会へ

井上
上田
上田
上村
桂木
山口
山本
横山
髙田
久保
瀧岡
西村
寧山
服部
横田

裕司 （会
員）
智文 （会
員）
雅弘 （会
員）
優作 （会
員）
茂 （会
員）
義敬 （会
員）
操司 （会
員）
富雄 （会
員）
航希 （四号準会員）
沙耶佳
（四号準会員）
祐一 （四号準会員）
直樹 （四号準会員）
正美 （四号準会員）
祐治 （四号準会員）
江梨香
（四号準会員）

東 海 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
北部九州会へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
四 国 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ

退会者
上野
山田
宇賀
佐野

美紀子（会
員） 7 月 2 1 日 付
英明 （会
員） 7 月 2 1 日 付
雅俊 （二号準会員） 7 月 2 1 日 付
伸輔 （四号準会員） 7 月 2 1 日 付

業
業
業
退

務
務
務

廃
廃
廃

止
止
止
会

監査法人の変更
監査法人Ks Lab．

7月3日付 新

設

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。

R PA

新語・用語

事務作業を自動化する技術
ＲＰＡとは「ロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation）」の略語で、
ソフトウエアロボットがパソコンを用いた事務作業を自動化し、業務プロセスを効率化する技術のことだ。
作業の自動化は工場や流通現場などでは早くから進められてきたが、事務作業に関しては、作業手順が決
まっているものでも、プログラミングコストに対してメリットが少ないなどの理由で自動化から取り残され
てきた。そのため、一方のアプリケーションの数値をもう一方に入力して計算するといったような単純業務
でも、これまで人間が行っていた。
ＲＰＡはこういった単純作業から人間を解放するもので、「Digital labor（デジタル労働者）」とも呼ば
れる。作業の処理手順を登録しておくだけで、人間より速く正確に作業を行う（数分の作業を二〇秒で完了
するなど）。それまでその作業をしていた人をより生産性の高い業務に回すことで、生産性をさらに高める
こともできる。労働人口の減少が課題となる中で、この技術が果たす役割は大きい。
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事務局だより
【弔事】
・会 員 堀 亮三氏
平成29年8月25日ご逝去

・会 員 佐々木 輝夫氏（兵庫会）
平成29年7月4日ご逝去 満74歳
・会 員 中津 幸信氏（兵庫会）
平成29年8月25日ご逝去 満66歳

満60歳

・会 員 宮口 太氏のご尊父 明様
平成29年8月9日ご逝去 満81歳
・会 員 柴田 洋氏のご母堂 道子様
平成29年8月14日ご逝去 満86歳
・会 員 平田 恭久氏のご尊父 宏様
平成29年8月18日ご逝去 満87歳

【寄贈図書】
■三訂版

■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

〜公認会計士による徹底解説〜
寄

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領
寄

贈

者

連結なし

最新企業会計と法人税申告調整の実務

平成29年版
平成29年版

宝印刷株式会社

者

日本公認会計士協会出版局

編

贈

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

■平成29年7月改訂

最新・会計処理ガイドブック

寄

贈

者

清陽監査法人

■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成28年度 第6回

編

著

者

清陽監査法人

寄

発

行

株式会社清文社

贈

発

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。

事務局だより

皆様、この夏はいかがお過ごしで

したでしょうか。お盆休みに海外旅

行でリフレッシュされたという方

も、多くいらっしゃるのではないで

しょうか？９月号ではこの海外に目

を向けた企画である﹁翔る！ニッポ

ンの公認会計士﹂を掲載していま

)

40 20

す。この企画は大変好評をいただい

ており、２０１０年８月号以来、

を超える国・地域に赴任された約

名の方からの現地の魅力や文化、生

活、ビジネス環境などの情報を掲載

今回のテーマは、カナダのトロン

してきています。

トです。カナダの文化やスポーツ、

職場環境などについての貴重な報告

であり、非常に興味深い内容になっ

ています。

日に開

また、今月号は７月６日の公認会

計士の日を記念して、７月

催された﹁公認会計士の日記念セミ

ナー開催報告﹂や、８月６日に開催

された小中学生のための夏休み特別

公開授業﹁ハロー！会計﹂報告な

ど、各種活動報告も盛りだくさんで

す。職場以外の公認会計士の活動を

達生

知っていただける機会にもなります

植村

ので、是非お読みいただければと思

います。

︵会報部
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