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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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近畿会 部委員会の紹介
〜第９弾 会報部〜
日本公認会計士協会近畿会には、8の部会と特別委員会を含む11の委員会があり、それぞれ活発に活
動を行っております。役員会や総会、この会報でも報告を行っておりますが、意外に会員の皆様には部
会や委員会がどのような活動を行っているのか知られていない現実があるようです。そこで、各部会、
委員会の活動報告をよりわかりやすい形で実施すべく、部会、委員会から公式な活動報告には出てこな
いような話題を含めてその活動をご紹介いただきます。

会報部

我ら会報部！まもなく還暦！
こんにちは！会報部です。近畿C.P.A.ニュース第

線で会報部一同が必死に考えています。そう、会報

700号となる記念すべき今月号に会報部の紹介記事

部では常に部員一同で考えて結論を合議の上出すと

を掲載することができる喜び、本当に部員一同心よ

いうことにしています。提案も部員から積極的にな

り喜んでおります。今この記事を読んでいただいて

されて、部会で検討を行うので、部員の方には毎月

いる会員の方は、おそらく近畿C.P.A.ニュースを毎

出席していただくという非常に大きな負担をおかけ

月読んでいただいていると思われますので、会報部

しておりますが、会報部に参加している一体感を満

のこともよくご存知かもしれませんが、改めまして

喫していただいていると思います。

会報部のご紹介をさせていただきたいと思います。

今年度の会報部の事業計画は下記の項目に重点を
あてて活動しております。
①近畿会の部・委員会活動を会員に伝える
伝える
③地区会等の活動状況を伝えることにより、会員相
互の親睦やボランティア活動のための情報源とし
てもらう
④話題性のあるものは、取材等を通じて適時に伝える

1. 会報部の今
会報部の活動は、当然のことながらこの歴史ある
会報、「近畿C.P.A.ニュース」を発行することであ
ります。月刊誌ですので、部会は毎月必ず行われま
す。部会では、当月号と翌月号の記載内容を確認す

⑤研究大会、総会等の活動状況を取材し、参加でき
ない方に情報を伝える
⑥公認会計士制度に関わる重要な問題は、適時に内
容を伝える
⑦連載記事、特集記事等、会員に読んでもらえるよ

るとともに、翌月号の表紙を決めていきます。さら

うな、より親しみやすい記事を検討する

に、新企画としてどのような記事を今後掲載したら

近畿会には色々な部・委員会がありますので、そ

会員の皆様に喜んでいただけるのか、常にお客様目

の活動内容を報告という形で掲載させていただいて
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②近畿会派遣の本部常置委員会の活動状況を適時に
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おります。研究結果やセミナーの報告はもちろんの

生、最近の若手、企業内で働く公認会計士、それぞ

こと、今回の特集のように部・委員会の紹介という

れ求めることが違うので、どのような情報発信をす

ことで、部・委員会そのものが普段どのような活動

るのか、毎月会報部員一同で熱い議論を戦わせてい

をしているのかをお伝えし、会員の皆様にご興味を

ます。

持っていただいて、できれば積極的に参加いただけ

さらに、今年度は公認会計士制度施行70周年史の

ればと考えております。また、公認会計士としての

編纂も同じメンバーで行っています。毎月の会報だ

業務に関する学術的な研究等だけではなく、会員相

けでも大変なのですが、なぜか負けず嫌いの会報部

互の交流の一助になればと、親睦やボランティア活

員の面々ですので、最高の70周年史にするにはどう

動のために情報源を提供しています。地区会や同期

したらいいのか、いいものを作りたい一心で会報部

会、厚生部企画の行事、趣味の会等の活動報告を積

員一同で取り組んでおります。歴史として残すべき

極的に掲載しています。ただ、活動があったときに

ものは残し、時代の変化に対応して新しい取り組み

個別に報告しているだけではそのような会の全体像

は積極的に行っていきたい、そんな攻めの70周年史

があるのかよくわからないというご意見もありまし

にできればいいなと考えております。乞うご期待！

た。そこで平成29年2月号で近畿会で活動されてい
る趣味の会については現存するすべての会を網羅的
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2. 会報部の歴史

に紹介するとともに、趣味の会を発足させる方法、

会報部は、昭和33年

その時のご苦労等を掲載させていただきました。そ

9月15日に第1号が発

の他、研究大会や総会については会報部員一同で取

刊されて以来、脈々と

材に赴き、分担してそれぞれの発表内容等をまとめ

続く歴史を有しており

て会員の皆様にお伝えしています。部員の方には日

ます。社団法人日本公

常業務で多忙にもかかわらず、締切りに間に合うよ

認会計士協会近畿支部

うに原稿を仕上げていただいております。

として、当時から「近

また、特集記事としてインタビューを実施するこ

畿C.P.A.ニュース」と

ともあります。最近では「異色の公認会計士」とい

して発行されていまし

うことで、公認会計士の多様性、社会への別の形で

た。発行責任者として

の貢献等を広く会員の皆様にご紹介するというシ

下地玄信先生のお名前が記載された表紙は、歴史の

リーズを始めました。このほかにも「歴代会長イン

重みを感じさせるものであります。第1号から、会

タビュー」や「大学教授に聞く」シリーズでインタ

員による随筆や趣味の紹介も掲載されており、囲碁

ビューを実施してきましたが、このインタビューと

やゴルフ、さらには奇術も趣味として紹介されてい

いうのが記事としてまとめる際に結構苦労すること

ます。今も昔も公認会計士にはこだわりを持った人

があります。インタビューの時に録音して文章にす

が多いことがうかがわれます。ただ現在保存されて

ることがあるのですが、その時に気付くのは、会話

いる第１号はご覧の通り時の流れとともに、外形的

とは言葉だけではないということです。会話の中で

な劣化が進んでおり、電子化等の対応が急がれます。

はお互いに理解しているのですが、文章にすると第

以前、編集後記でもご紹介したことがあるのです

三者には全く通じないものになってしまうことが

が、近畿C.P.A.ニュースはこの第1号からの通し番

多々あります。「ほら、あの時はあれだったから」

号が記載されています。今回会報部の歴史を紐解く

と会話の中では普通に話がすすんでいますが、文章

中で第1号と第2号をもう一度確認してみたのです

にすると全く意味不明となってしまうので、文脈か

が、なんと、第1号は6ページで終わっているので

ら「あの時」や「あれ」を明確化するのも会報部員

すが、第2号は9ページから始まっていました。つま

を悩ませる仕事の1つであったりします。それでも

りそこに謎の2ページが存在（不在？）することに今

やっぱり一番会報部員の頭を悩ませているのが、ど

回初めて気づきました。近畿会に保存されている会

のような記事を提供していくかということであり、

報のファイルを見ても、この2ページの空白の隠され

会員の皆様が何を求めているのか、大ベテランの先

た謎はわかりません。当然本人にご確認するすべも
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なく、この空白の2ページの上に現在までの累積ペー

の旨が記載さ

ジが記録されているようであります。気になってそ

れていますが、

の後も見てみると、第1号と第2号以外にもページが

なんと第501号

連続していない号がいくつかありました。いつかこ

の表紙は真っ

の謎を紐解く特集を組むのも面白いかなと考えてお

白！一体何事か

ります。

と思って下のコ
メントを見ると、

の第97号で記念すべ

「はるか彼方の1000号へ向かっての第一歩です。

き累積1000ページを

前世紀末から続く激動のなかで、日常に追われ、息

超えています。その時

つく暇もありませんが、今こそ目を閉じ、大きく深

の記事は、「会計士補

呼吸して、会計や監査、公認会計士のあり方をじっ

実態調査等の結果報

くりと考えることが必要と思います。その想いで

告」でした。筆者の時代はまだ会計士補でしたが、

真っ白な表紙にしました。このキャンバスにどのよ

制度が変わってからの公認会計士合格者には会計士

うな公認会計士像が描かれるでしょうか。」と書か

補とはなんぞやという方もいらっしゃるでしょう

れています。今月が第700号ですので、まだまだ第

し、会計士補という名前も歴史上の存在となってし

1000号への道半ばというところですが、真っ白な

まっているのかもしれません。

キャンバスに少しずつではありますが未来の公認会

さて、昭和43年11月発行

計士像を描かれつつあるのではないでしょうか。ち

の第108号は公認会計士法

なみにこのまま毎月1号発行され続けたとすると、第

制定20周年記念特集号と

1000号は2042年10月号になります。四半世紀後の

題して、表紙や本文にモ

公認会計士はもしかしたら人間ではないかもしれませ

ノトーンではありますが

んね。

写真がたくさん掲載され

表紙といえば、平成13年6

ています。当時の様子を

月の第503号からしばらく、

知る非常に重要な資料と

会員の撮影した写真が使われ

して今でも会報が利用されて

ていたのをご記憶の皆様も多

おり、写真はもちろんのこと当時の役員や協会の見

いのではないでしょうか。写

解等を知ることができる近畿会における歴史の証人

真にこだわりを持っておられ

となっています。この号から白黒ではなくモノトー

る会員の方は今も昔もたくさ

ンのカラー印刷が始まっていました。

んいらっしゃるようですので、「公認会計士のこだわ

少しとんで、平成
4年11月には第

り」シリーズでまた取り上げてみたいと思います。
その後、第

400号が発刊さ

535号で会報が

れ、創刊当時

B5サイズから

の思い出が語

A4サイズに変

られていまし

更になり、第

た。歴代編集人

589号から表紙

が当時の思い出を

だけではなく本

語るという特集が組ま

編もフルカラー

れています。そして、この号から表紙がカラー印刷

での印刷が始ま

となっています。

ります。表紙も

面白いのが平成13年の第500号と第501号。第

写真から幾何学

500号の時は、当然ながら記念号として表紙にもそ

的なデザインに
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なり、色は1年

体として手元にあるからこそ手に取って中をパラパ

間同じものを使用

ラとでも見ることがあるけれども、ウェブになった

するパターンがし

らわざわざアクセスして見ようとは思わなくなるの

ばらく続きます。そ

ではないかというのが多数を占めています。前掲の

して、平成25年1月

通り、今月号で累積17240ページとなる長い歴史が

号から、現在のようなそ

あり、それを途絶えさせてはいけないという思いも

の号の季節を彷彿とさせ

あります。ですので、できるだけたくさんの会員に

る表紙となっています。

手に取っていただいて、開いていただいて、

実はこの表紙の決定が会

「おっ！」と目をとめていただきたいと会報部一同

報部会での楽しみの一つ

想いを一つにしております。そのためにも表紙はで

となっており、業務に追

きるだけ目に留まるものにしたいと考えています

われ季節感を味わうよう

し、掲載内容も会員にいかに有用な情報の発信がで

な余裕がない時にこそ、お手元に届いた近畿C.P.A.

きるかどうかという観点から会報部一同で無い知恵

ニュースの表紙で心癒されてほしい、そんな想いで

を振り絞っています。新しい試みとして、ウェブを

会報部員一同で選んでいます。

使ったインタラクティブな会員の情報交換が会報と
いう紙媒体を超えてできないのかなということを継
続的に検討しています。それによって、紙媒体から
ウェブへのソフトランディングのきっかけの一つに
なるかもしれないという期待もあります。ただ、こ
れには課題も多く、巷の炎上事件の二の舞になって
は困るので慎重に対応しているところです。もしか
したら、将来は動画でのインタビュー記事や、ライ
ブでの会員同士の意見交換が行われる場の提供がな

本編では、皆様にも古くからご愛読いただいてい
る、リレー随筆。なんと、第1回目の執筆は、昭和

冒頭でもお話しさせていただきましたが、会報部

55年6月号掲載の下地玄信先生の「公認会計士は一

の願いは会員の皆様に喜んでいただけることです。

流の社会人であり度い」でした。その後平成11年9

媒体が何であれ、会員の皆様に有用な情報を提供し

月号まで続いていたのですが、一旦中断となって、

続けるために、今後も進化し続けていきたいと考え

時折「投稿」として随筆が掲載されていました。平

ております。昭和33年9月に創刊され、来年9月に

成19年7月からこの歴史あるリレー随筆が再開され

は還暦をむかえる我らの会報「近畿C.P.A.ニュー

て現在に引き継がれています。ちなみに、この一旦

ス」。このような会報作りにご興味のある方、ぜひ

中断となる平成11年9月号のリレー随筆の筆者が現

会報部にご参画ください。

在の会報部長であることは全くの偶然であり
ます。

3. そしてこれからの会報部
このように長い歴史を背負った会報部では
ありますが、時代の流れに対応して新しく進
化し続ける必要があると思います。その一環
として常に議論されているのが発行媒体。こ
の時代、紙媒体ではなくウェブじゃないか
と、その必要性、効果、影響等について常に
検討を重ねています。現状の意見では、紙媒

6

されるかもしれませんね。
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女性会計士委員会設置30周年記念講演会 第１弾

「100人100通りの個性を活かし、
理想でつながる経営」
女性会計士委員会

委員長

原

繭子、副委員長

◆日

時：平成29年8月27日（日）

14時00分〜15時30分

◆場

所：ホテルグランヴィア大阪

「名庭の間」

藤枝

政雄

＜テーマ＞100人100通りの個性を活かし、理想でつながる経営
執行役員 事業支援本部長

中根弓佳

氏

1. はじめに

職率に対応しなければと、そこから、「多くの人が

近畿会の女性会計士委員会は、2017年度（平成

より長くより成長して働ける」職場を目指したサイ

29年度）に設置30周年を迎えます。30周年記念講

ボウズの変革が始まりました。

演会第1弾として、平成29年8月27日（日）ホテル

まず、会社の目指すべき方向性を検証し、サイボ

グランヴィア大阪にて、サイボウズ株式会社執行役

ウズにとっての理想の会社像の再設定を実施。

員事業支援本部長の中根弓佳

2008年〜2010年に事業整理を行い、2011年以降

氏をお招きし、企業における

クラウド事業に本格進出。事業構造を変えながら、

人のマネジメントについてご

ワークライフスタイル制度改革と同時並行で風土改

講演いただきました。

革に取り組む、とてもチャレンジングな日々に突入

当日は一般の方も含め106
名もの方々にご出席いただ
き、大盛況に終えました。

し、それが今も継続しています。
以下、その取り組みの一部をご紹介いたします。
多様化：その１

時間の選択

ワークを重視するかライフを重視するか。働く

2. 講演内容

時間を選択できる制度。

サイボウズ株式会社は、ユニークな人事制度で知

１．ワーク重視型：裁量労働(専門、企画型)

られており、昨今の「働き方改革」の先進的実践企
業といえます。現在のスローガンは「チームあると
ころサイボウズあり」。売上や利益よりも「利用者
数」にこだわり、世界中のチームワーク向上に貢献
すること、その結果、世界一利用されるグループウ
エアメーカーを目指されています。そのサイボウス
が「働き方改革」に取り組むきっかけは、異常なほ
どに高い離職率でした。
2004年〜2007年の間、積極的なM&Aにより、
売上、人員ともに急拡大しましたが、2005年に離
職率は28％に上昇。毎週どこかの部門で送別会が催
され、「次は誰だろう？」という憶測が従業員の間

２．ワークライフバランス型：残業はできるがあ
る程度に抑えたい
３．ライフ重視型：残業なし、または短時間勤務
育児、介護、副業、通学…理由は不問
多様化：その２

場所の選択

働く場所を選択できる制度。
１．雇用機会の創出：個別の事情により、オフィ
スで勤務できない人に就業機会を提供する。
２．業務効率の向上：オフィス以外の就業場所を
提供。個人の業務効率を向上させる。
３．ライフ重視の支援：出社はできるが、家で働
きたい人の支援をする。

に飛び交うような状況で、採用部門のコスト、労力

※場所の選択を検討していく過程で、「危機管

は大変なものであったそうです。さすがにこの高離

理」が新たに目的に加えられました。きっかけ
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は2011年3月11日の東日本大震災です。全社員

人事制度の方針

を自宅待機としましたが、その際、出社に最もこ

「100人いれば100通りの働き方があってよい」

だわったのが決算業務の佳境にあった管理部門で

従業員一人一人の個性が違うことを前提に、それ

した。しかし、サイボウズは例外を認めず、各自

ぞれが望む働き方や報酬が実現されればいいとい

自宅勤務によりインターネットを駆使して決算業

う考え方。公平性よりも個性を重んじることで、

務を完了させました。これが「やればできる」と

一人一人の幸福を追求する。

いう実績となり、場所を問わない働き方に加え

「我が社には多様性がない」と考えるダイバー

て、出社せずとも業務遂行できるように備えるこ

シティ経営とは逆

とも重視することになりました。

に、「すでに十分

多様化：チームにコミットしない時間→「複」業OK
自己責任で、本来業務に影響ないようにするな
らば、事前申告により他の会社に雇用されること

多様なメンバーが
集まっている」と
考える。

さえも認める制度。
一般の副業がサブ（主に対して副）に対して、
「複」業とはパラレル／マルチ（すべて並列）の
位置づけであり、自分らしい個性的なキャリアを

スは３段階に渡ります。①認知：異なる価値観やそ
の背景を知る、知ってもらう。②尊重：異なる価値

など、すべての価値創造活動を対象とする。

観を偏見なく尊重する。③期待：「チームワークの
向上」と「個人の幸福」の両方を実現できるよう、

「育自分休暇制度」とは、35歳以下の社員を対

期待し、環境（制度、風土、ツール）を用意する。

象とし、サイボウズ退職後6年間は復職可能とする

ここで大切なのは、個々それぞれの持つ多様な価

制度。社外での経験を活かして活躍できるメンバー

値観に合わせた選択肢があること、それは制度だけ

に再びジョインしてもらい、組織の強さを高める。

でなくツールもあること。そして、その選択肢を主

多様化：ツール
グループウェアの会社だからこそ、製品開発と

体的に選択できること。選択できる風土と個人が自
立して選択できること。結果、働きたいスタイルで

自社の取り組みの両方から考えるツール。

働けることで、モチベーションがあがり、従業員の

時間、場所を選ばない情報共有、業務：マルチデ

幸福度があがる。

バイス対応グループウェアと運用

サイボウズはこれまでの様々な試行錯誤を通し

場所を選ばないリアルタイムコミュニケーショ

て、現在を迎え、これからも日々100人100通りの

ン：TV会議システム、全社員Web会議システム

人間と関係作りに取り組まれていくことでしょう。

セキュリティ対策

この話を聴けば誰もが「素晴らしい！」と思える取

オフィスづくり
2つの風土
組織改革を進めるために、次の2つの風土を根
幹に据える。
１．公明正大
「嘘」のない風土を作る。多様な人材が同
じチームで働くために、サイボウズにおいて
基本となる行動規範を定義。嘘をつく人、情
報を隠す人は、多様性のある組織の情報伝達
に不要な混乱をもたらす。
2．自立と議論
多様性を重視すれば、答えは一つとは限ら
ない。それゆえ、従業員同士が建設的に議論
し問題を解決するための手段が必要。「質問
責任（気になることは質問しなければならな
い）」、「説明責任（担当者は説明しなけれ
ばならない）」の考え方を周知徹底する。
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3. 終わりに

り組み、しかし、実際には相当のご苦労が伴ってい
ると拝察します。
参加者の皆さま、本記事をご覧の皆様におかれま
しても、それぞれの所属組織やご自身のワークライ
フバランスを考える中で参考になりましたら、我々
にとっても喜びです。第2弾も皆様のご参加をお待
ちしております。
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企業不祥事、M&Aに求められる
第三者委員会の役割について
会員業務推進部

副部長

吉永

徳好

はじめに

より、ステイクホルダー、少数株主のために仕事を

平成29月8月30日（水）

する必要があります。

18時30分から20時30分ま
で近畿会研修室において、

２．企業不祥事対応の第三者委員会

山口利昭法律事務所 代表 弁

社外役員の急増に伴い、第三者委員会ではなく、

護士 山口利昭氏を講師とし

社外取締役を委員長とする社内調査委員会報告書も

てお招きし、社外役員に関

急増しています。

する研修会を開催しました。

第三者委員会報告書が社長の隠れ蓑、弁護士のビ

出席者は、近畿会114名、

ジネスモデル化になって、ガバナンス問題への切り

兵庫会17名、京滋会7名です。

込み不足のものも見受けられます。

山口先生は、企業不祥事における第三者委員会委
員、第三者委員会の格付委員会（任意組織）における

会計監査人からの第三者委員会設置要請が増えて
きています。

「優れた第三者委員会表彰制度」選定委員、Ｍ＆Ａに

2016年の優れた第三者委員会報告書として選定

おける第三者委員会委員長を経験なされ、上場企業等

されたのは、Tメディカ報告書であります。会長、

の社外役員にも就任されていることから、実績と経験

取締役が主犯格であることを公表し、ガバナンス問

に基づく有意義な内容の講演となりました。

題に深く切り込まれました。
公認会計士資格保有者が、会計不祥事に関する第

講演の内容は次のような内容でありました。
１．委員（第三者委員会）に求められる中立・公正

三者委員会委員へ就任することは必要不可欠であり
ます。

な職務
２．企業不祥事対応の第三者委員会
３．会計専門職の第三者委員会委員に要望したいこと
４．優れた第三者委員会報告書とは？
５．Ｍ＆Ａにおける第三者委員会

な職務
第三者委員会の職務は、当該会社等から依頼さ
れ、報酬も会社からいただきます。しかしながら、
報告内容は、経営者や監査役にとって不利益になる

３．会計専門職の第三者委員会委員に要望したいこと

こともあり、「経営陣等に不利益なことを言える

専門家という観点から、会計監査人と監査役の連

か？」がポイントであります。中長期的には、会社

携、会計監査人と経理担当者との折衝、会計監査人

の価値向上に資するために、取締役、監査役の利益

の監査の問題点を指摘してほしいです。

17217
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４．優れた第三者委員会報告書とは？

おわりに

横浜マンション傾斜事件を題材にして解説があり

第三者委員会とは、どういったもので、公認会計

ました。当時の状況に照らしながら、なぜ偽装が行

士にはどのような役割ができるのか、期待されてい

われたのか、データ偽装を長年許容した組織の構造

るのか、知ることができました。

的欠陥について、第三者委員会が切り込む、ガバナ
ンス問題に踏み込んだ勇気、会社のために報告する

今後も、このようなセミナーが開催されればと思い
ます。山口先生、本当にありがとうございました。

というのが優れた報告書であります。
５．Ｍ＆Ａにおける第三者委員会
MBO、支配株主による買収では、取締役と一般
株主の利益が相反することから、中立、公正な第三
者による価格保証、手続保証の必要が高まることか
ら、第三者委員会が必要になることがあります。
第三者委員会委員に就任するには、Ｍ＆Ａに関連
する会社法規制の知識が必要であります。会計専門
家には、企業価値算定プロセス、プレミアムが相当
であるかについての専門的知見が求められます。

（平成29年10月12日〜平成29年11月9日）

近畿会および各部各委員会行事予定

※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。
10.12（木）

10.20（金）

経営委員会研修会

研修室14:00〜16:00

秋季全国研修会
社会保障委員会

10.13（金）
監査事例DVD研修会

研修室17:00〜21:00

10.16（月）

医療法人小委員会

研修室18:30〜20:30

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

10.23（月）

税務業務部会DVD研修会

研修室13:00〜16:40

10.24（火）

IT委員会

会議室18:30〜20:30

正副会長会

10.17（火）
会長室・会議室10:00〜17:00

監査事例DVD研修会

研修室13:00〜17:00

社会・公会計委員会

研修室10:00〜16:40

10.19（木）
研修室10:00〜16:40

会議室18:30〜20:30

11. 2（木）
経営委員会

10.18（水）

秋季全国研修会

会長室16:00〜18:00

10.26（木）

近畿会監事監査

秋季全国研修会

研修室10:00〜16:40

会議室18:30〜20:30

11. 9（木）
経営委員会研修会

研修室14:00〜16:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

【 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261回 企業財務研究会報告
兵庫会

会計制度委員長

平成29年9月7日（木）10:00〜12:00に近畿財務

近藤

雅治

ら、今回ASBJに寄せられた意見及びその対応か

局において第261回企業財務研究会が開催されまし

ら、「企業結合（段階取得）」「資産除去債務」

たので、ご報告させていただきます。最初に財務局

「固定資産減損会計」の3つを取り上げて、関連す

の木村理財部次長よりご挨拶があり、研究発表に先

る開示事例分析から会計処理上の問題点の有無や課

立ち、林兵庫会会長から開会のご挨拶をいただきま

題について考察を行いました。

した。

（主な論点）

出席者は以下の通りです。
（財務局）木村
（兵庫会）林

孝
俊行

理財部次長

他10名

会

他8名

（近畿会）後藤紳太郎

副

（京滋会）木田

会

稔

１．企業結合（段階取得）
長
会

既存持分に係る当初取得日から支配獲得時
（企業結合日）までの時価の変動によって生じ

長

他6名

る「段階取得に係る損益」の計上は、財務諸表

長

他5名

利用者に有用な情報を提供しているのか。

今回の担当は兵庫会であり、「企業会計基準等に

２．資産除去債務

関する適用後レビューについての考察」をテーマと

資産除去債務を合理的に見積ることができな

して取り上げ、以下の監査委員会・会計制度委員会

い場合は非常に限定的であると解釈できるにも

のメンバー10名により研究を行い、その結果を発表

かかわらず、「適用指針の［設例８］合理的な

しました。

見積りができないため資産除去債務を計上して

監

査

担

当 ：北本副会長

監 査 委 員 会 ：三井委員長、海野副委員長
髙橋委員、岡村委員、伊丹委員
会計制度委員会 ：近藤委員長、材井副委員長、

いない場合の注記が示される」ことで混乱が生
じるケースがあり、当該［設例8］を見直すべ
きでは。
３．固定資産減損会計
「連結と個別で減損損失に差異が生じている

齋藤委員、長森委員

ケース」があるが、連結ベースでのグルーピン
企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成13年の設

グの見直しの有無等を含めて差異理由の注記等

立後、数多くの企業会計基準、企業会計基準適用指

はなく、財務諸表利用者が理解できないことが

針及び実務対応報告を公表していますが、今年1月

あるため、開示の充実が必要では。
発表後に質疑応答が行われましたが、寄せられた

「適用後レビューの計画策定に係る意見募集文書に

コメントと同様の課題認識があることを再認識する

寄せられたコメントへの対応の取りまとめ」を公表

とともに、今後の基準開発への関与の重要性につい

しています。この適用後レビューは、日本基準の開

ても共有できた貴重な会となりました。

発にあたって実施すべきデュー・プロセスの１つと

兵庫会からの研究発表終了後、近畿財務局証券監

して定められているものですが、「企業会計基準等

査官より「平成28年度有価証券報告書レビューの審

が公表時に想定していた有用な情報を提供している

査結果」について実際の審査結果を交えた説明があ

か」「適用にあたりガイダンスの不足等により解釈

り、「平成29年度有価証券報告書レビューの実施に

上の問題が生じていないか」「適用にあたって予想

ついて」ということで留意点を交えた説明がありま

外のコストが生じていないか」という観点で、今回

した。

初めて意見募集が行われました。
ここでどういう意見が寄せられ、ASBJがどうい

最後に、通常業務が忙しい中、企業財務研究会の

う対応をとるのかについては、会計監査人としても

発表のため、日々ご準備いただきました監査委員

重要な関心事であり、また、今後の基準開発に対し

会・会計制度委員会のメンバーの皆様に厚く御礼申

て意見を発信できる貴重な機会になっていることか

し上げます。
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数学甲子園2017 (第10回全国数学選手権大会)
広報部

副部長

皆さま、数学！と聞いてどのようなイメージを持
たれますか？

田中

知幸

本選は、主に午前のMath Battleと午後のMath L
-iveで構成されています。

学生時代の受験科目だった数学で苦手だった！ 公
式を覚えないといかん！多くの方は、苦い思い出の
ある科目だったかもしれません。
その一方で、(少数かもしれませんが)難しい問題
を解けるようになればなるほど、快感を覚え、いつ
の間にか、解くことにハマった方もおられるのでは
ないか？と思います。
9月の三連休の中日の17日に、台風18号が接近し
開催が危ぶまれましたが、公益財団法人日本数学検
定協会による「数学甲子園2017(第10回全国数学選
手権大会)」(後援：文部科学省)の本選が、東京のお

Math Battleとは、高校数学の知識を使った難問応

茶の水ソラシティカンファレンスセンターで開催さ

用問題が選手に与えられ、たった1時間で18問も解か

れました。

なくてはなりません。しかもうち6問は英語で出題さ

日本公認会計士協会(以下、「協会」)は、公認会

れます。教科書、参考書を持ち込めるようになってい

計士制度の広報活動のために、今年からメインの協

ます。すなわち出題が教科書・参考書レベルの問題で

賛団体として参加することになりました。

ないということです（通信機能のある電子機器の持ち
込みはできませんが）。数学の得意な選手でも、手分
けして解くので精一杯のレベルでした。
本選参加チームはMath Liveのために、与えられた
お題に従って数学の難問を創作（Math Create）し、
それをプレゼンする準備が事前課題として与えられ
ます。ただ、本選でそれをプレゼンできるのは
Math BattleとMath Live(事前課題)の総合得点の
高い上位6チームのみです。選ばれた6チームがプレ
ゼンをし、そのプレゼン力を競います。また残りの
30チームも、敗者復活戦として、6チームのプレゼ
ンに対する質問に一番共感されたチームが1チーム

この数学甲子園には、数学に興味のある全国の中

選出されます。Math Liveは、大人顔負けの堂々と

高生が参加します。予選が全国で開催され(249校、

したプレゼンで、中にはプレゼンのあと質疑応答に

567チーム、2,241人)、本選に進むことができるの

備えて、すべてをプレゼンで説明せず、想定された

はたった36チームです。

質問に堂々と答えて、審査員をうならせる選手もい

本選には、大阪・奈良・和歌山からは5チーム、

12

ました。

近畿2府4県から15チームも出場し、全国大会であ

これら7チームの総合得点で順位が決まりました。

りながら関西勢の活躍が目立った大会でした。

敢闘賞には、協会近畿会のハロー！会計でも毎年
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お世話になっている大阪星光学院の高等学校の「数

から、ぜひXX学校のXX先生に説明し、後押しをし

ぽよ&mathleteチーム」が獲得されました(優勝は

て欲しいとの希望まで頂きました。

灘高等学校の「バンジー改チーム」)。
なお、協会からも日本公認会計士協会賞として気

協会広報活動としては、せっかく今年からメイン

の利いた質問で会場を沸かせていた神奈川県の桐蔭

で協賛できた数学甲子園とご縁をさらに生かすこと

学園中等教育学校「きりりん5チーム」に関根会長

が課題です。私が思う数学甲子園に協賛する意義

から記念品が授与されました。

は、数的感覚に強い優秀な生徒と直接接点を持てる

授与されると、嬉しさのあまりか？受賞の感想を

こと、またそのような彼らと過去の広報活動の手応

求められた選手が会場に向かって「ありがとうござ

えを感じることだと思います。さらに生徒だけでな

います。これを機に将来公認会計士になります！」

く(数学の)先生や保護者など大人とも接点を直接持

とコメントし、会場がさらに盛り上がりました。

つことが何より有意義な機会だと思いました。特に
数学の先生は、生徒が得意とする数学の知識や数的
感覚がどのように会計・監査の世界に生きるか？興
味をもって聞いてくださりました。
この企画は本部広報委員会が主導で進みました
が、参加している選手が各地域から選抜され、特に
近畿会エリアからも多数優秀な選手が参加している
ため、地域会としても各地域から参加・選抜された
学校と一緒にイベントに参加し、彼らと共感しなが
ら進めることに意義のあるまさに地域会の活動が地

本選の間、協会はメイン会場の近くに「CPAカ

域に根ざした活動だと思いました。近畿会の広報部

フェ」を開設し、休憩中の選手や、引率に来られた

がわざわざ東京の本選まで出向く意義が感じられた

数学の先生や家族等(大人)に来場してもらいまし

ものでした。

た。特に大人は、選手が活躍している間は待ちにな
るので、カフェを大いに利用してもらいました。

これからも、近畿会主催でもしっかり広報活動を

カフェの目的は、公認会計士が選手や大人の方と

広げながら、本部の広報活動に対しても地域のこと

直接接点を持ち、業界を知ってもらうことです。カ

をしっかり検討して、業界の発展のために近畿会か

フェで、公認会計士から制度説明や中学などへハ

ら本部広報委員会に積極的に提案をし続けて参りた

ロー！会計の内容を公認会計士が直接説明し、有効

いと思いました。

な接点をもつことができました。
私も数校声をかけさせて頂きました。過去訪問し
た学校(大阪星光学院や兵庫県の白陵高等学校)の選

報 告 REPORT

手に挨拶をしたら、ハロー！会計や制度説明会のこ
とを覚えていてくれて、過去の近畿会の活動の実績
を直接感じました。また、四天王寺高等学校は近畿
会が女性会計士の企画で活動しているので、そのこ
とをしっかり覚えていてくれていました。まだお邪
魔していない学校もありましたので、ご挨拶と制度
説明の概要をご説明し、新たな接点をもつことがで
きました。中には（近畿会ではないですが）保護者
関根会長と一緒に協会本部広報委員会関係者と記念撮影

17221
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準会員会近畿分会 活動報告
『初めての写経体験』
準会員会近畿分会

南

亮輔

蝉の声もやや小さくなり始めた8月26日、灼熱の

か、持って帰るかを選ぶことができます。私は記念

太陽が照りつける中、日本公認会計士協会近畿分会

に持って帰ってきたのですが、所々文字が太いとこ

準会員会(以下、準会員会)主催の『心と体をリフ

ろや滲んだ箇所があり、仏様から「お前はまだまだ

レッシュ!〜皆でLet’
s写経〜』を開催いたしまし

未熟者だ」と言われているような気がしました。

た。目的は会員相互のコミュニケーションと、繁忙

写経をし終わった後は参加者全員でお茶とお菓子

期が過ぎ去った8月に今一度自分自身を振り返って

を頂きました。お茶に氷が浮かべてあったのが嬉し

みようという趣旨で企画致しました。参加者は私も

かったです。勝林寺の周りにはたくさんの緑があ

含めた7名で、日本公認会計士協会後進育成担当常

り、とてもゆっくりとした気持ちにさせてくれま

務理事の津田様にもご参加頂きました。

す。参加者全員で記念撮影をして、勝林寺を後にし

勝林寺はJR東福寺駅から少し離れていて、住宅街

ました。日々、準会員会においては様々な企画を考

の中にひっそりとあります。このようなイベント無

案・開催しておりますが、初めての企画の際にはい

しにはまず来ない、かなりマイナーなお寺だと思い

つも不安でいっぱいです。それでも企画が終わった

ましたが、写経・写仏体験をされている方の中には

後はいつも「やって良かった」という気持ちになり

外国の方もいらっしゃいました。京都は日本の中で

ます。今回の写経も初めての試みでしたが、参加者

も外国人に最も人気のある観光地なのでメジャーな

の方々とお話しして、喜んで貰えた今ではやって良

場所でなくとも人気があるのかもしれません。

かったと感じています。準会員会は若手の組織で未

早速、写経をする部屋に入ると既に般若心経とお
香が置かれていました。先に部屋にいた夏休み中の

熟な点も多々あるかと思いますが、時には温かく、
時には厳しく見守って頂ければ幸いです。

小学生も真剣に般若心経を書き写しています。粉状

最後になりましたが、写経の後のミーティングに

のお香を手に塗りこむと、何ともいえない香りに包

もご参加頂き、今後の活動について助言頂きました

まれます。しかし、かなり強力な匂いなので付けす

常務理事の津田様、この場を借りて厚く御礼申し上

ぎに注意です。般若心経には『無』という字が多く

げます。

出てきますが、私はこの『無』という字がどうにも
上手く書けずに苦戦しました。煩悩がたくさんある
からでしょうか、中々上手に書くことが出来ませ
ん。さて、写経をするといえば正座をするのが正し
い姿勢かと思います。しかしながら、般若心経は
276文字もあり、書き終わるには早くても1時間は
かかります。その為、早々に足を崩してしまいまし
た。やはり正座慣れしている方でないと1時間正座
し続けるのは厳しいのか、周りの参加者の方々も足
を崩していました。書き終わった写経は奉納する
爽やかな緑を背景に、書き終わった写経と共に参加者全員
で記念撮影
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会計監査の信頼性確保のための取組み
安原

Ⅰ. 金融庁の取組み
１．「会計監査の在り方に関する懇談会」提言

徹

監査報告書に記載する制度が導入されている。』
と述べたうえで、『株主等に対する情報提供を充

金融庁は平成28年3月28日付で「会計監査の在り方

実させる観点から、我が国においても検討を進め

に関する懇談会」提言を公表しました。この提言で

るべき。』と書かれています。これを受けて、平

は、会計監査の信頼性確保に向けて講ずるべき取組み

成29年6月26日付で『「監査報告書の透明化」に

として、次の5つの項目が掲げられています。

ついて』が公表され、監査報告書において監査人

① 監査法人のマネジメントの強化

が着目した会計監査上のリスク等（「監査上の主

② 会計監査に関する情報の株主等への提供の充実

要な事項」（Key Audit Matters：KAM）に関

③ 会計不正を見抜く力の向上

する情報を示すことが求められました。

④「第三者の眼」による会計監査の品質のチェック
⑤ 高品質な会計監査を実施するための環境の整備

（３）「監査人の交代時における開示」については、提
言では、『監査人の交代の理由等の開示につい
て、株主等にとってより有用な情報の提供を確保
することが必要。』と述べています。

２．監査法人のマネジメント強化〜監査法人のガバナ
ンス・コード

（４）「当局による会計監査に関する情報提供の充実」

「監査法人のマネジメント強化」に関し、提言は、

については、提言は「公認会計士・監査審査会に

『その運営について明確な権限と責任を定めた実効的

よるモニタリング活動の成果を、株主等が会計監

なガバナンスを確立し、組織全体にわたってマネジメ

査に対する理解を深めることに資するような形で

ントを有効に機能させる必要があるため、監査法人の

整理して公表する。」と述べるとともに、脚注で

運営の透明性を向上させることが必要である。』とし

「協会の品質管理レビューの成果についても、同

ており、これを受けて金融庁は、平成29年3月31日に

様の公表を行うことが適当であると考えられ

「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人

る。」と記載しています。

のガバナンス・コード)を公表しました。
４．金融庁の考え方のポイント
監査法人のガバナンス・コード（透明性報告書）、

「会計監査に関する情報の株主等への提供の充実」

KAM、交代理由開示、レビュー結果等の開示に共通

に関して、提言では、監査法人等のガバナンス情報の

するキーワードは「透明性の向上」です。すなわち、

開示、監査報告書の透明化（長文化）、監査人の交代

透明性を向上して、それをステークホルダーに対して

時における開示、当局による会計監査に関する情報提

説明し、財務諸表等の利用者との対話によるフィード

供の充実が掲げられています。

バックを通じて監査品質の向上につなげるというシナ

（１）監査法人等のガバナンス情報の開示について、提

リオです。提言には次のように書かれています。

言では、監査法人がそのガバナンスの状況や会計

『会計監査の透明性の向上を通じて、企業の株主に

監査の品質確保のための取組等について開示・説

よって監査人の評価が適正に行われるようになり、高

明することを要求しています。つまり、コードに

品質と認められる会計監査を提供する監査法人等が評

記載された内容のガバナンス情報等を監査法人自

価され、企業がそのような評価に基づいて監査を依頼

らが透明性報告書等の形で株主・投資家等に情報

するようになることが期待される。これにより、より

提供することが求められるのです。

高品質な監査を提供するインセンティブの強化や、そ

（２）「監査報告書の透明化（長文化）」について、提

のような監査に株主や企業が価値を見出すことにより

言では『例えばイギリスでは、会計監査の透明性

監査法人等の監査品質の向上等を通じて、市場全体に

を高めるため、財務諸表の適正性についての表記

おける監査の品質の持続的な向上につながっていく好

に加え、監査人が着目した虚偽表示リスクなどを

循環が確立されることが望まれる。』

17223
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ここが提言のもっとも重要なポイントだと理解して
います。

２．KAM
KAMについては、本年9月現在採用される法制度、
すなわち金商法監査にのみ採用されるのか、金商法の

５．監査法人のローテーション制度

みならず会社法監査にも採用されるのかといった基本

上記の諸施策とはやや異なる観点で議論されている

的な枠組みもまだ固まっていない状況です。また、利

のが監査法人のローテーション制度です。提言では、

用者にとって有用な情報とするためにはKAMとして

『監査法人の独立性の確保を徹底する観点から、ＥＵ

記載すべき項目をどのように選択するのか、KAMを

では、監査法人のローテーション制度の導入が決定さ

含む監査報告書が円滑に作成・開示されるために監査

れており、我が国においても有効な選択肢の1つであ

人と企業の間でどのような手続が必要となるのか、

ると考えられるとされる一方で、監査法人の知識、経

KAMによる開示と企業による開示の関係をどのよう

験の蓄積が中断されることにより、監査品質が低下す

に整理すべきか、KAMを導入することによりどの程

るおそれがある。あるいは、大手監査法人の数が限ら

度の追加的な時間を要するのか等実務的な問題が数多

れている現状を踏まえると、当該制度の円滑な導入、

く残されています。

実施は、現時点では困難であるとの指摘もある。』と
述べられており、両論併記的な記述となっています。
一方、『諸外国の最近の動向も踏まえつつ、我が国に
おける監査法人のローテーション制度の導入に伴うメ

そこで、協会は、主として大手監査法人の協力を仰
ぎながら、本年8月より20数社に対しKAMを試行的に
作成する取組みを行って、実務上の問題の抽出を検討
しているところです。

リット・デメリットや、制度を導入した際に実効性を確

さらに、9月8日には企業会計審議会の総会が開催さ

保するための方策等について、金融庁において、深度あ

れ、KAMについては10月から監査部会で検討を開始

る調査・分析がなされるべき。』との記述もあり、これ

することとされました。

を受けて平成29年7月20日付で『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）』が公表さ

３．品質管理レビュー結果の公表

れ、パートナー・ローテーションが有効に機能しなかっ

品質管理レビュー結果の公表については、理事会での

た具体的事例や海外における監査法人の強制ローテー

協議に先立ち、本年2月の理事懇談会の場で概要が伝え

ション制度の状況が紹介されています。

られました。理事懇談会の場では賛成・反対双方の立場

Ⅱ. 日本公認会計士協会の取組み
１．監査法人のガバナンス・コード

からさまざまな意見が述べられ、いったん継続検討とな
りました。
その後、これらの意見を受けて、「品質管理レ

協会は、金融庁の「監査法人の組織的な運営に関す

ビュー制度等検討プロジェクトチーム」で検討が重ね

る原則」公表と同日付で会長声明を発出し、本原則の

られ、7月には上場会社監査事務所登録者名簿に登録

意義を再確認するとともに、協会HPに「監査法人にお

された監査事務所にアンケートを送付、8月末までに

ける実効的な組織運営に関する取組の一覧」を設け、

回収を終え、本年9月現在アンケート結果の分析作業

同原則の採用の有無にかかわらず、掲載を希望する監

中とのことです。

査法人における実効的な組織運営に関する取組につい
て紹介しています。

レビュー結果の公表に対しては、監査法人の透明性を
高めて社会からの信頼を向上させるため公表を支持する

協会は、この原則が、大手上場企業等の監査を担い

という賛成意見と、レビュー結果公表が監査人選択の判

多くの構成員からなる大手監査法人の組織的な運営の

断材料に利用され特に中小法人の経営基盤を揺るがしか

姿を念頭において策定されたものであること、また、

ねないとか、レビューアーの意見形成過程の透明性向上

法令や規則と異なるコードであることから、大手監査

が先決、レビュー実施時の不同意や実施後の訴訟リスク

法人以外の監査法人においては一律に採用が義務付け

等が懸念されるといった反対意見があり、協会は今後、

られるものでないことを繰り返し確認し、「原則を採

アンケート結果を受けた対応を行うものと考えられます。

用していないから監査品質が低い」といった誤解を招
かないよう配慮しています。

16

４．監査人の交代理由等の開示

本年9月現在大手法人、中堅中小法人など14法人が

監査人の交代理由等の開示の充実については、具体的

同原則の採用を発表し、「透明性報告書」等の形で公

な交代理由を適時に把握するために、監査法人が協会

表が進められているところです。現在準備中の監査法

に届け出る監査対象会社の増減理由記載個所をこれま

人も概ね10月頃までにはHP等での公表が予定されて

での自由記載から選択肢形式に変更するとともに、必

いるようです。

要な場合には協会が監査人に適宜質問して交代理由等

17224

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年10月10日 第700号（10月号）

の実情を把握することとなりました（平成29年6月30

アントに対してレビュー結果を報告する場合と同じよ

日付「監査人の交代理由等の開示の充実に係る日本公

うに、協会からのレビュー結果を「そのまま」公表す

認会計士協会の取組について」参照）。したがって、

るということになれば、法人の説明責任として「自ら

交代理由の外部公表には至っていません。

の言葉でしっかり書いていく」ことにはならず、違和
感を生じかねないと思います。また、前述のとおり実

５．監査法人のローテーションについて
協会は金融庁の調査報告を受けて、「監査事務所

務的にはさまざまな問題が残っているので、今後の検
討状況を注視していかなければならないと考えます。

ローテーション等検討プロジェクトチームを作り、調

監査人の交代理由等の開示も、監査のブラックボッ

査報告の分析を進めるとともに、パートナー・ロー

クス化を改める意味では重要な取組みだと思われます

テーションの有効性や問題点等について検討を開始し

が、これは実務的な障害が大変多く存在します。つま

た段階です。

り、現在交代理由として開示される際に多く見られる
ことができないケースも多く、監査人と被監査会社と

監査法人のガバナンス・コードが公表されて半年が

の見解の相違が背後に存在したと伺われるケースが見

過ぎ、これを監査法人のガバナンス向上の契機とし、

受けられます。このような場合に本当の交代理由を外

監査品質の持続的な向上を重視する組織文化の醸成や

部に公表すると被監査会社や後任監査人との間に無用

経営機能の発揮、それを監督・評価する機能を確保し

のトラブルを生じかねないことから、現時点では協会

て、その取組状況に関する説明責任を果たすという

が交代理由を把握して必要に応じ適時意見を述べると

コードの理念は、ほぼ異論なく定着してきたと感じて

いった開示になっていると理解しています。

います。また、外部への説明についても、決まり文句

いわゆるファーム・ローテーションはわれわれのよう

的な表現ではなく、『自分たちが取り組んでいること

に実際に監査に携わる立場からは激震ともいえる改革で

を相手に伝わるよう自らの言葉でしっかり書いていく

す。ジャーナルの対談でも次のような意見が述べられて

ことが必要。』と関根会長が述べておられるとおり

おり、今後慎重な検討がなされるべき問題と考えます。

（監査・会計ジャーナル2017年7月号20頁）、各監査

『監査品質の向上につながるという確たる証拠、も

法人は工夫を凝らした「透明性報告書」を作成・公表

しくは関係当事者の十分な合意形成があるのであれ

しており、法人の個性や文化がよくわかる興味深い内

ば、我が国においてもそれらを採用する方向で検討す

容になっています。このような透明性報告書を通じて

べきものと思っています。』（同22頁）

監査役等や株主との対話が行われ、外部ステークホル

『「強制ローテーション・ルールによって監査品質

ダーからのフィードバックを得て更なる品質向上につ

は向上するのか」という点に重点を置いて議論がなさ

なげるという循環的な相互作用が期待されています。

れるべきであると考えています。』（同23頁）

KAMについても、協会常務理事の講演報告に、

『監査法人のローテーションの問題は、一律の法規

『ＫＡＭの目的とする監査の透明性の向上を通じて、

制というのではなくて、企業ないしは監査人サイドに

財務諸表利用者の反応を監査人が間接的に認識するよ

おける開示規制での対応でよいのではないのかなとい

うになり、監査人が財務諸表利用者をあらためて意識

う気がしています。例えば、監査報告書の末尾あるい

することで、監査の信頼性の向上と財務報告の質の向

は有価証券報告書で監査法人の就任年数を記載する。

上につながっていくと考えている。』と書かれている

（中略）開示をすることによって、ある程度、実質的

ように（同37頁）、透明性向上→説明責任→外部から

な意味は達成されて、株主の代表である監査役等の判

のフィードバック→財務報告の質の向上というスパイ

断が開示される。』（同22頁）

ラルが期待されており、その趣旨について反対する声

また、強制ローテーションが運用されている欧州の

は聞こえてこないと感じています。ただし、実務的に

事情を調査するだけでなく、いったん導入された後に

は今後詰めていかなければならない問題も出てくるで

廃止された国（例えば韓国）の制度事情についても検

しょうから、会員の英知を結集して対応していくこと

討することが必須でしょう。

が必要と考えます。

このように会計監査の信頼性確保については現在さ

品質管理レビュー結果の公表も、狙いとするところ

まざまな施策が導入され、または、検討されている状

はガバナンス・コードやKAMと同様、透明性向上→

況です。会計監査は資本市場を支える欠くことのでき

説明責任→フィードバック→監査品質向上という一連

ない社会インフラですから、その役割を適切に果たし

の相互作用であり、その趣旨自体はある程度受け入れ

ていくため、われわれ会員も真剣かつ前向きに議論を

られてきたように感じます。ただし、現在監査クライ

していくことが大切だと思います。
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公認会計士の

こだわり

- 第８弾 -

時計とわが人生
山田

茂善

1. はじめに

レンジの発光体)によって表示するシンプルな時計

現在、所有している時計は1,000本を超えている

でしたが、昭和49年当時200,000円と言う価格を父

と思います。714本までは年に1回は実地棚卸をして

から聞いて驚きました。父はローレックス、ロンジ

いましたが、それ以降は、仕事も忙しくなり少し管

ンなどに混じってパテックフィリップを数本持って

理がずさんになりました。内訳は機械式時計約500

いました。知名度であればローレックスが1番なの

本、ソーラー式時計約100本、電池式時計約400

に、大事な日にはパテックフィリップをはめる父の

本、機械式時計については、メンテナンスを含めた

態度に当時の私は首をかしげたものです。

維持のため、毎週末100本ぐらいリューズを巻き上
げたり、自動巻きを振ったりしていたため、指は変

3. 黎明

形し手首が腱鞘炎になりました。電池式時計は、電

大学入学後には、時計に対する興味に主体性が帯

池の交換のため道具を揃えて、全て自分で行ってお

びてきました。初めて自分で購入した時計はウォル

り、今までに3,000個以上は交換しました。

サムの手巻き時計です。小さなケースに一つ一つは

このたび、会報部から依頼をいただき、改めて考

単純な動きをする部品が入ることにより全体として

えてみました。そして、時計のコレクションの変遷

複雑な機能を持つ様は、与えられた場所で励むとい

は会計士と言う職業と真剣に向き合おうとした私の

う人間の慎ましい勤勉性と組織の関係を連想させま

歩みを具現していることに気づきました。

した。前にしか進まない針の動きを見て、日々の業
務に不退転の覚悟で臨む決意を確認しました。部品

2. 萌芽

から機能まで一望するようになり、父の態度がなん

私と腕時計の初めての出会いは私が小学校2年生

となくわかるようになりました。ローレックスの方

の時でした。同じく時計が好きだった父がミッキー

が周知されていても、パテックフィリップの方が部

マウスの絵の入った時計を買ってくれたのです。そ

品の作りが丁寧で、ある時は無駄がなく、ある時は

れはとらえどころのない存在感を自分が初めて客観

複雑性が高いのです。この違いが時計ブランド間の

的に把握する経験でした。同時に、腕に時計をはめ

格を決めていると言うことも理解しました。ヨー

ると自分が少し成長したような不思議な気持ちに

ロッパの時計業界には、「雲上の3大メーカー」パ

なったものです。その後も父は節目節目で時計を買

テックフィリップ、オーディマピゲ、バセロンコン

い与えてくれました。中学入学祝いにはセイコー

スタンチンを頂点として、明確なヒエラルキーが存

ファイブのダイバーを、高校入学祝いにはシチズン

在します。しかし、私の興味を持った事はどちらの

のクロノグラフを与えられました。成人式の祝いに

格が高いと言うことではなく、ブランドとしての格

は、世界初のシー

が知名度とは必ずしも一致しないと言う意外性なの

モスのデジタル時

です。それは知名度と言う尺度しか持たなかった当

計をもらいまし

時の私にとっては青天の霹靂でありましたが、多面

た。ボタンを押す

的な社会に生きるための大人の扉を開いた瞬間でし

と 1秒間だけ時刻

た。そして、パテックフィリップの格は仕事に人生

を蛍光表示管 (オ

を捧げ、誇りを持って技術の向上を目指す職人気質
世界初のデジタル時計
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によって裏付けられていることを知るに至り、まだ

いちど中断していた時計業界の主流を登るパテック

志しか持たない私の職業人としての扉も開かれたの

フィリップへ

です。自身の勉学と職人の努力を重ね、一歩ずつ会

の道を、亡き

計士の道を進み、同時に時計業界の主流にある時計

父の背中を追

メーカーを、格上へと追う旅を始めました。そして

うように再開

この旅は、会計士試験に合格したときに購入した

することにな

ローレックスGMTで中断することになります。

りました。
父の遺品

4. 伝統への挑戦と敬意

5. 回顧

先程申し上げた時計業界の格には歴史と裏づけが

私の会計士としてのキャリアは、すでに最終コー

ありますが、会計士として駆け出しの頃の私にはど

ナーを曲がっています。必死に駆け抜けた旅路の途

こか行き詰まるものがありました。そんな時に現れ

中で、私もパテックフィリップを購入し、娘の結婚

たのがスウォッチです。

式には一緒に出席しました。時計は宇宙と言います

それはメイドinスイスのクオリティーをリーズナ

が、金属の部品を組み立てて動き出す時計を作る過

ブルな価格で

程に、無機的な宇宙空間に初めて有機的な生物が誕

実現し、四季

生した深遠な宇宙の始まりを感じずにはいられませ

折々に斬新な

ん。人類は社会をつくりました。時には組織の中で

デザインのカ

1つの部品のように働いていると感じることがある

ラフルな時計

かもしれません。しかし、1つでも部品がかけると

を次々と発表

時計が止まる事は、どんなに単純で瑣末に見える仕

しました。ス
ウォッチは階

事も尊いものだと教えてくれます。知名度や生産量
スウォッチコレクション

級や年齢の壁が厳然と存在する古い世界を打ち破る

だけで仕事の意義は決められるものではないと時計
は教えてくれます。

い価値観を時計に持ち込んだG-SHOCKもスウォッ

6. 最後に

チ同様に、時計業界のヒエラルキーの外にあってな

家族の理解？は少しも得られていません。最初は

お輝きを放つ存在です。当時、30代の私はリーズナ

私の道楽に激昂していた妻ですが、現在では時計に

ブルな価格のこれら2つの時計に夢中になって、

対して完全に無関心です。「時計を買うなら現金を

500本以上は購入したと記憶しています。20年以上

残してくれ」と言う長男の言葉には涙し、折に触れ

経つ今でもその95%以上が動いている様を見ると、

娘に送った時計が自宅の隅で無造作に転がっている

その技術力の高さと、当時の多くの監査クライアン

のを見ては肩を落とさずにはいられません。多くの

トと、今も取引させていただいてることを思い出さ

時計メーカーが不遇の時代の後に日の目を見たよう

ずにはいられません。

に、いつか私の時計たちも彼らに目をかけられる時

平成17年父が他界しました。そして子供の頃に見

が来ると信じています。

ていた父の時計を遺品として手にしました。いずれ
も安価なものではありません。何かの記念日や大き
な仕事をした際に、その都度、父が悩み選んで購入
した時計です。その時計を通して、父の歩んだ人生
を追体験し、生前は関わる機会にあまり恵まれな
かった父の価値観を少し共有できたように思いまし
た。父が幼い私に蒔いた時計への興味と言う種は、
時に業界の主流を、時には業界の風雲児と向き合い
ながら私と一緒に成長していたのです。ほどなく、

寄 稿 CONTRIBUTION

時計作りの革命でした。耐久性と言うこれまでにな

工業デザイナー ジウジアーロ作のコレクション
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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第5回定例役員会報告
平成29年9月7日（木）18時〜19時40分
場

所：近畿会

会議室

出席者：32名（役員数４2名）

審議事項
第1号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

ようにあった。
協会本部、近畿会ともに２年目の事業年度が

智英

実質的に開始された。

（提案説明）
１．会員1名について、病気の為の会費免除の申

現在、世界的な監査に関する規定の改正等への

請があった。近畿会会費規程第8条第1項第

対応や不正会計事件を受けた種々の対応がなされ

二号に該当するため、近畿会規約第13条第1

ている状況である。「品質管理レビューの在り

項により会費免除もやむを得ないとの説明が

方」の検討や「監査報告書の透明化（ＫＡＭ）」

あり、審議の結果、原案通り承認された。

の導入準備、「パートナー・ローテーションルー

２．会員8名について、出産・育児の為の会費

ルの改正」、更には、「監査法人のローテーショ

免除の申請があった。近畿会会費規程第8

ン制度」についての金融庁の報告書など対応すべ

条第1項第三号に該当するため、近畿会規

き課題は多くある。協会としては、それぞれにつ

約第13条第1項により会費免除もやむを得

いて監査の現場に従事する会員の意見に耳を傾

ないとの説明があり、審議の結果、原案通

け、外部のステークホルダーに対して意見を発信

り承認された。

していきたいと考えている。

第2号議案

経営委員会編小冊子「中小企業経営者
等のための事例に学ぶ不正リスク対応」
の発行について

（提 案 者）経営委員会委員長

吉永

徳好

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いるので、ア
ンケート等へのご協力をお願いしたい。

（提案説明）提案者より、当委員会では、企業等に
おける近年の不正に対する関心の高まりと、不

（報 告 者）理事

営者等が直面する不正リスクとその対応につい

（報告内容）報告者より、8月24日開催の常務理事

北山

久恵

て研究してきたところであり、その研究成果を

会及び8月25日開催の理事会報告があった。

経営者の方にご活用いただくべく、小冊子とし

【会長報告】

なお、発行部数は2,000部で、配布先は、会

１．東芝の2016年度決算説明会、有価証券
報告書提出について

員・準会員（希望者）、中小企業経営者、経営

２．グローバル会計・監査フォーラムについて

管理者、中小企業経営支援機関等を予定してい

３．CPAAOB（公認会計士・監査審査会）

るとの補足説明があり、審議の結果、原案通り

５．IFRS関連セミナー

報告事項
第1号

６．女性会計士フォーラムについて

会長報告

（報 告 者）会長

のモニタリング基本計画公表について
４．公会計財務情報の利活用

承認された。

７．公認会計士社外役員ネットワークキック
髙田

篤

（報告内容）報告者より、８月報告の報告が以下の

17228

理事会報告

正への対応に苦慮している現状を受け、企業経

て発行したいとの説明があった。
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第2号

オフセミナーについて
８．第38回全国研究大会（金沢）について

近畿 C.P.A. ニュース

【理事会：審議事項】

平成29年10月10日 第700号（10月号）

（報告内容）小中学生のための夏休み特別公開授業

１．社外役員会計士協議会設置について

「ハロー！会計」の実施結果について

２．平成28年度ＣＰＥ義務不履行に対する必

（日

要な措置及び懲戒の特例の適用について
【理事会：報告事項】

時）平成29年8月6日（日）
13:00〜16:00

（場

所）ヒルトン大阪 4階「金の間」

１．平成28年度地域別CPE履修結果について

（参加者）78名（小学生54名、中学生24名）

２．IAASB（国際監査・保証基準審議会）

保護者・同伴者約80名

とNSS（各国基準設定主体）との会議報

第5号

告について
３．保証業務等の実施状況把握に係るプロ
ジェクトチームの設置について

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．CPE協議会の開催結果について

第3号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

２．CPE研修計画及び実施結果について
安井

康二

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．関西地区三会連絡協議会（兵庫会当番会）
の実施結果について
（日

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員の業務推薦状況につ

時）平成29年8月4日（金）
16:00〜17:45

（場

第6号

所）兵庫会会議室

いて報告があった。
・大阪府都市公園施設設置者選定委員会委員候
補者の推薦

（テーマ）「次世代を担う若手役員の育成に
ついて」、「女性会計士・組織内

・公認会計士の紹介（生活協同組合検査の立会)
・未公開株式評価人の推薦

会計士への対応について」
（出席者）近畿会8名、京滋会6名、兵庫会6名
２．平成29年度地区会長会議の実施結果について
（日

時）平成29年8月21日（月）
18:30〜20:00

（テーマ）「会務報告」、「地区会部からの

第7号

（報 告 者）担当副会長

正副会長・地区会長部等10名

紳太郎

会）の実施結果について
（日

時）平成29年9月7日（木）
10:00〜12:00

（場

所）近畿財務局 会議室

（テーマ）「企業会計基準等に関する適用後レ

３．大手監査法人との意見交換会の実施結果に
ついて

後藤

（報告内容）第261回企業財務研究会（兵庫会当番

ご連絡とお願い」ほか
（出席者）地区会長等14名

監査会計委員会報告

ビューについての考察」
（出席者）近畿会7名、京滋会6名、兵庫会9名

（日

時）平成29年9月1日（金）

（場

所）光林坊

近畿財務局11名

18:00〜20:00
（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等に
ついて」

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

正副会長等7名

（日

時）平成29年9月4日（月）
所）KKRホテル大阪2階「琴の間」

（場

所）ホテルグランヴィア大阪20階
「名庭の間」

（テーマ）「100人100通りの個性を活かし、

（テーマ）「社外役員について」
（出席者）近畿会7名、大阪弁護士会8名

時）平成29年8月27日（日）
14:00〜15:30

18:00〜19:00

理想でつながる経営」
（講

師）サイボウズ株式会社 執行役員
事業支援本部長

第4号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

中根

（出席者）一般67名、会員39名
種田

繭子

会（第１弾）の実施結果について

４．大阪弁護士会との懇談会の実施結果について

（場

原

（報告内容）女性会計士委員会設置30周年記念講演

（出席者）大手監査法人大阪事務所長3名

（日

女性会計士委員会報告

弓佳 氏
計106名

ゆみこ

17229

定例役員会報告 R E P O R T

第8号
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﹁ゴルフ部開催報告﹂

平成29年10月10日 第700号（10月号） 近畿 C.P.A. ニュース

厚生部 R E P O R T

近畿CPAゴルフ会
日

時

平成29年8月2日（水）

参加者

17名

場

所

茨木高原カンツリー俱楽部

天

晴れ

候

連日猛暑が続く中、平成29年8月2日に、茨木高原カンツリー倶楽部で近畿CPAゴルフ会が開
催されました。茨木高原カンツリー俱楽部は、標高680メートルの山頂付近にあるため、大阪市
内と比べ5度ほど気温が低く、真夏の大阪でゴルフをプレイするには、大変ありがたいゴルフ場
であります。また、結構広々としたフラットなレイアウトと、大阪を一望できる雄大なコース
で、夏場は大変人気のあるゴルフ場でもあります。そのため、8月の近畿CPAゴルフ会は、ほぼ
毎年ここで開催しております。
とは言ってもやはり夏ですので、ドリンクは欠かすことができず、汗だくのラウンドとなり、
来場客も多いため、いつもよりも時間がかかるラウンドになりました。
このような中、暑くて熱い熱戦が繰り広げられ、斎藤好江会員がネット71で優勝されました。
斎藤好江会員はティーショットが大変すばらしく、平成29年度になり、4月の近畿CPAゴルフ会
に続き2度目の優勝となりました。誠におめでとうございます。
一方、家を出る前のテレビの星占いで、私の今日の運勢は最悪の日と出てました。ただ、ラッ
キーカラーが白となっていたので、白のウエアで臨みましたが、白色の効果なく最低の結果とな
りました。今年は、松山英樹プロが世界から注目され、桐生祥秀選手の日本人発の9秒台等、ス
ポーツの世界では明るいニュースが多くありましたが、私のゴルフは大きな成長もなく、今年も
終わりそうです。
最後になりますが、近畿CPAゴルフ会は年6回偶数月に関西名門コースで開催され、50年近く続
いている伝統のある会員の交流の場でもあります。50周年に向けて老若男女多くの方々のご参加を
お待ちしておりますので、ご参加されたい方は近畿会事務局までご連絡を宜しくお願い致します。
（文責

西谷

俊治 ）

（上位入所者のみなさん）
順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

斎藤

好江

49

48

97

26

71

2

位

山田

拓幸

47

51

98

26

72

3

位

吉川

雅偉

44

44

88

15

73

4

位

小川

泰彦

41

40

81

8

73

5

位

酒井

清

43

39

82

9

73

GROSS HDCP

NET

優勝者

ベストグロス： 小川泰彦

斎藤好江 会員

ニ ア ピ ン： 山本智三、吉川雅偉、斎藤好江、大門吉俊
ド ラ コ ン： 西谷俊治、斎藤好江、酒井清、杉本光伸

今後の開催予定
平成29年12月 5日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部
（12月は鳴尾ゴルフ倶楽部のすき焼き亭を1年前から予約して忘年会を開催します）
平成30年 2月24日（土）予定

城陽カントリー倶楽部（土曜日ですが平日料金で参加できます）

平成30年 4月 4日（水）宝塚ゴルフ倶楽部新コース（桜が綺麗なゴルフ場です）
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﹁囲碁部だより﹂

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年10月10日 第700号（10月号）

1. 関西地区三会親睦囲碁会
平成29年9月9日（土）に兵庫会主催にて、関西地区三会親睦囲碁会を兵庫会研修室に於いて開

催しました。京滋会から1名、兵庫会から2名、近畿会から3名、計6名の参加者でありました。熱
戦の結果は対局表のとおりです。

優

勝

坂井

俊介（近畿会）10段

4戦4勝

準優勝

鳥井

達夫（兵庫会） ５段

5戦2勝

３

兼井

和夫（近畿会） ２段

5戦2勝

位

優勝した坂井俊介10段（近畿会）は、規定により、

次回から11段手合いで参加することとなりました。
右の写真は、囲碁会参加者の兵庫会研修室の集合写

真とその模様です。
囲碁会の後は、ショッピング&レストランビルのミ

ント神戸店8Fの「豆富百珍

八かく庵」で、懇親会

が開催されました。京豆腐懐石料理「おこしやす饗
kyou」を食しながら、囲碁談義で、盛り上がりまし
た。

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）関西地区三会親睦忘年囲碁会

平成29年4月8日（土）

平成29年12月17日（日）〜18日（月）

近畿会当番

京滋会当番「聖護院

近畿会会議室

御殿荘

光淳」

（２）東西対抗親睦囲碁大会
平成29年7月9日（日）〜10日（月）
東側当番「熱海ニューフジヤホテル」
（３）関西地区三会親睦囲碁会
平成29年9月9日（土）
兵庫会研修室

（文責

関西地区三会親睦囲碁会 対局表

平成29年9月9日（日） 於：日本公認会計士協会兵庫会 研修室

10段

山中

2段

2段

○

5段

8段

○

○

○

4

0

×

×

○

1

3

○

×

2

3

1

1

2

3

2

2

静

2段

×

兼井 和夫

2段

×

近藤 一郎

4段

鳥井 達夫

5段

×

○

×

福永 武郎

8段

×

×

○

○

4段

×
○

×
○

×
○

位

兵庫会

坂井 俊介

10段

順

京滋会

段位

数

数

近畿会

氏 名

対戦相手の勝数

武郎

達夫

一郎

和夫

静

俊介

所属会

負

勝

2

福永

2

鳥井

1

近藤

2

兼井

1

山中

相手名

4

坂井

個人勝数

兼井和夫）

優勝

10 3位

10 準優勝
9

17231

厚生部 R E P O R T

兵庫会当番
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﹁観劇部活動報告﹂

平成29年10月10日 第700号（10月号） 近畿 C.P.A. ニュース

厚生部 R E P O R T

平成29年9月10日
フェスティバルホール「レ・ミゼラブル」
2017年度第2回は、
永遠の名作ミュージカ
ル「レ・ミゼラブル」
を観劇しました。会場
のフェスティバルホー
ルは2013年4月に新し
くなり、今回初めて新
しいフェスティバル
ホールに来た！という
方も多く（また人気ミュージカルなので人が多く！）待ち合わせ場所で巡り合うのが大変。
「観劇部旗」の必要性を再度実感しました。レッドカーペットが敷かれた巨大な大階段、天井
が高く美しいホール。クラシックコンサート用に設計されたホールはオーケストラの音がとて
も綺麗に響きます。いろいろな生演奏ミュージカルを見ましたが、一番音が美しく聞こえまし
た。もちろんオーケストラの伴奏だけではなく、出演者の歌声の美しさ。さすがオーディショ
ンで選ばれた方々、歌声も美しく響いていました。
さて、この有名なミュージカル「レ・ミゼラブル」は日本初演から30年、最近新しい演出
になったと聞いており、私は過去何度も見ていますが新演出は初めて。どう変わったのかな〜
と楽しみにしていました。
変ったのは、本当に「演出」だけで、定評のある名曲ぞろいの楽曲はそのまま、台詞も変更
なし、衣装もほとんど変わらず・・演劇専用劇場以外でも上演できるように変更されていたこ
とが目についた程度です。以前の演出は大変完成度が高いと思っていたので、「変な変更され
たら嫌だ」と危惧していたのですが、主要部分に変更なし！で安心しました。やはり世界レベ
ルで同一演出ですから、変な変更はないですね（やたらこだわるのは、某劇団がよく魔改造を
するから）。
「レ・ミゼラブル」を初めて見たのはロンドン旅行中。これが初見のため、完全英語上映でス
トーリーもろくにわからない状態で、端っこの席。でも、感動したんです。言葉が分からなくて
も役者の様子や歌を聴いているだけで・・それほど素晴らしいミュージカル。あまりに感動し、
帰国して即刻東京まで見に行きました。以後、上演の度に見に行ってるような気がします。公演
ごとにキャストも変わるし、Wキャスト、トリプルキャストが当然なので、同じキャストでの上
演は二度とないと言っても過言ではなく、「舞台は生き物」を実感できる演目です。
今回、私もですが何度も見ている方が居て、「以前の時は・・」というお話、映画版を見た
方も「日本語の歌詞はニュアンスが違う」など、話
題が盛りだくさん。終演後はケーキとカフェを前
に、あっという間の歓談タイムが過ぎていき、いつ
も部長が止めてくれます。話が尽きないのです。初
参加の方も、初ミュージカルの方も、観劇後に感想
を語り合い、話題には困りませんから！
第3回は来年1月14日（日）宝塚花組公演「ポーの一族」です。若干名お席がありますの
で、観劇部への入部希望は、お早めに近畿会事務局までご連絡ください。
（観劇部
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副部長

梨岡英理子）

近畿 C.P.A. ニュース

平成29年10月10日 第700号（10月号）

髙田篤会長活動報告

平成29年度

TOPICS

会務報告

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、最近は、真夏の猛暑は影を潜め、かなり過ごしやすい気候になってまいりま
した。
9月は、「違法行為への対応」（NOCLAR）に係る改正を受け、倫理規則改正案及び監査基準委員会報告250号の公
開草案が理事会に上程される予定です。我々公認会計士が、会社の違法行為等に対してどのように対処すべきかを規定
するものとして重要な改正ですので、ご留意をお願いいたします。
また、協会本部では、四半期開示（取引所開示、四半期レビュー制度等）の在り方についての検討や監査事務所の情
報開示の在り方（例えば、計算書類、監査品質に関するAQIや報告書等）についても現在検討を行っております。
さらに、税理士研修の義務化に関するアンケート調査の結果を踏まえ、税理士登録をされている会員の皆様の要望を
まとめ、税理士会への要望を出すことを検討しております。
引き続き、協会の動向に注視頂ければ幸いです。
付

8月28日

曜日

時

間

会務の内容

場

13:00〜15:30

品質管理レビューの在り方検討会議

16:00〜17:00

協会財政の在り方検討P.T.

18:00〜20:30

大手監査法人との意見交換会兼懇親会

北浜「光林坊」

18:00〜19:00

大阪弁護士会との定例懇談会

KKRホテル大阪

19:00〜20:30

大阪弁護士会との定例懇談会後の懇親会

KKRホテル大阪

TV会議

所

日本公認会計士協会近畿会

月

9月1日

金

9月4日

月

TV会議

日本公認会計士協会近畿会

9月5日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

9月6日

水

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

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

9月7日

木
18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

9月11日

月

18:00〜20:30

相談役会

北新地「かが万」

9月15日

金

14:00〜19:00

地域会活動評価（第一次評価）

日本公認会計士協会沖縄会

9月19日

火

13:30〜14:00

大阪国税局長・大阪不服審判所長

9月21日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜19:30

中堅・中小監査法人との意見交換会

日本公認会計士協会近畿会

19:45〜21:30

中堅・中小監査法人と意見交換会後の懇親会

湖陽樹

9月25日

表敬訪問

大阪国税局

月

(作成月日：平成29年9月25日)

17233

髙田篤会長活動報告

日
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平成29年10月10日 第700号（10月号） 近畿 C.P.A. ニュース

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

平成29年度版 会計税務便覧

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

URL

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

よくわかる独立行政法人会計基準 改訂第4版

日本公認会計士協会東京会
清文社

FAX

編

新日本有限責任監査法人

刊

白桃書房

定価4,600円＋税

定価5,500円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

編

刊
定価より15％引き（送料別）

本書は、昭和54年に初版を発刊して

独立行政法人会計基準解説の決定版！

以来、年度版として内容の充実を図りな

複式簿記や発生主義の基本から独立行政

がら版を重ね、会計・税務に関する膨大

法人会計基準の全容理解までを1冊でカ

な情報をコンパクトにまとめたハンド

バー。基準の考え方や実務指針、具体的

ブックとして、会計・税務の専門家・実務家の皆様から厚い

な会計処理を図や例題でわかりやすく解説しています。平成

信頼と支持をいただき今日に至っております。

28年2月までの会計基準等の改定内容を盛り込んだ、独立行

平成29年度版では、会計関係、税務関係ともに平成29年6

政法人に携わる実務者必携の書です。

月30日現在の改正事項を盛り込むとともに、索引を見直し、
利用の便宜を図っております。

不動産リースの会計処理Ｑ＆Ａ

社会福祉法人の運営と財務

第2版

金子康則

編著／石井広行

古田清和・津田和義・中西倭夫

中央経済社

走出広章・村田智之

定価6,200円＋税

同文舘出版

著

組合員特価

刊

著

刊
定価より15％引き（送料別）

新しいリース会計基準書IFRS第16

定価2,400円＋税
定価より15％引き（送料別）

号、米国基準ASC842「リース」が、そ

社会福祉法人について、制度の概要、

れぞれ2016年初めに公表され、ともに

組合員特価

会計・税務、内部統制と監査、経営指標

2019年1月以降開始事業年度から強制適

と分析の４部構成で実務的に解説してい

用されます。本書では新リース基準について、不動産リース

ます。平成28年社会福祉法改正に伴う関係政省令の改正にも

に焦点を当てて詳解。実務上直面する場面をもとに、図解等

対応した改訂版です。

を多用して詳解しています。

CPAパーソナルローンのご案内

金利1.60％

平成30年3月実行分まで

公認会計士協同組合では、損害保険ジャパン日本興亜株式会社ならびに三井住友海上火災保険株式会社と提携し、組合員の皆様に
「CPAパーソナルローン」をご紹介しております。「CPAパーソナルローン」の利率は、平成30年3月中の実行分まで1.60％と低利
率になっております。加えて、最長7年までの借入期間中1.60％が維持されます。
また、お子様の教育ローンをはじめとして、さまざまな資金使途にご利用いただけます。ぜひご利用くださいますようご案内いたし
ます。

＜CPAパーソナルローン概要のご紹介＞
金

利 ： 1.60％（保証料込、固定金利）
※毎年4月と10月に直近の長期プライムレートを参考に利率が変更されます。

お 使 い み ち ： 教育、リフォーム、ブライダル、旅行、家具・電化製品などの購入、介護費用など幅広くご利用いただけます。
担保、保証人 ： 原則として不要です。
特

長 ： 教育ローンは融資希望日の１か月前より申し込みが可能です。また、教育ローンに限り支払い済み３か月以内のもの
もローンの対象になります。（その他の目的ローンは支払い済み１か月以内）ぜひ、ご活用ください。

ご 留 意 点 ： 「CPAパーソナルローン」は目的ローンですので、資金使途を裏付ける見積書、注文書、契約書、領収書等（いずれ
も写し可）の添付が必要です。（事業用資金、投資・投機用資金、自動車購入資金にはご利用いただけません。）
※本ローンは組合員を対象としております。未加入の方は当組合にご加入いただきますとご利用が可能です。
※お問合せ、申込用紙のご請求は公認会計士協同組合（03-3515-8960）まで。
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平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年9月実績及び10月予定
実施月日

時

間

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

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

2

本部税務業務部会主催研修

会（第45回））

9 月 6 日

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））
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

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/中
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 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

ロー再上場までの道のり〜」

ルディングス執行役員・公認会計士）、酒井大輔
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）

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）

ビーバ取締役）
第二部各士業からの発表

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
1 0 月 2 日 18:00〜20:00 そ の 他「コーチングスキルアップ研修〜公認会計士のた

2

めの指導・育成力を発揮するコツ〜」

太田肇氏（同志社大学

政策学部教授

大学院

総合政策科学研究科教授、経済学博士）
基調講演：藤沼亜起氏（公認会計士社外役員
ネットワーク

公認会計士社外役員ネットワークキックオフセミナー
1 0 月 3 日 14:30〜17:00 倫 理

「公認会計士社外役員に求められる役割について」
（仮）

「コーポレートガバナンス向上に向けて、公認会計

代表幹事）

パネリスト：大場昭義氏（一般社団法人日本投
資顧問業協会

3

式会社

士社外役員に期待されている役割等について」

会長）、川口順子氏（豊田通商株

社外取締役）、宮原幸一郎氏（株式会社

東京証券取引所

代表取締役社長）、関根愛子

氏（日本公認会計士協会
13:00〜15:40 監 査
10月6日

監査事例研修会（監査会計委員会）

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

16:00〜17:00 倫 理

監査事例研修会（監査会計委員会）

「最近の照会事項」倫理

1

税制・税務委員会研修会

西田隆裕氏（大阪国税不服審判所

国税審判官）

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会

国

税審判官）、浅井一宏氏（大阪国税不服審判所

務とは？〜」

「最近の照会事項」倫理

部長審

判官）、川喜多由博氏（大阪国税不服審判所

3

「現役任期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執

16:00〜17:00 倫 理

調

主席審判

官）、若林雄二氏（大阪国税不服審判所

10月10日 13:30〜16:00 税 務「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」

13:00〜15:40 監 査

自主規制・業務本部

査・相談グループ担当者

「国税不服審判所の概要と役割」

10月11日

日本公認会計士協会

会長）

1
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近畿会開催CPE研修会平成29年9月実績及び10月予定

実施月日

時

間

10月12日 14:00〜16:00

分野

研修会テーマ

単位

2

ティング「提案力に差がつく！信託の基本と活用事例」

20:00〜21:00 倫 理

関西地区三会共催監査事例DVD研修会
関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」倫理

きらり法律事務所所

属）、堀野桂子氏（弁護士

北浜法律事務所・外

国法共同事業所属）
3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

10月13日

師

中川みち子氏（弁護士

コンサル 関西地区三会共催研修会
（経営委員会）

17:00〜19:40 監 査

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

1

本部税務業務部会共催DVD研修会
「開業支援ツール研修会」

13:00〜14:40 税 務

2

（平成29年7月27日 本部税務業務部会主催 開業
するなら知っておきたい税務実務研修会（第11回））

10月16日

本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税 務「税務等に必要な社会保険等の実務」

（平成29年6月5日
13:00〜15:40 監 査

2

本部研修会）

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計

10月17日

16:00〜17:00 倫 理

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」倫理

1

秋季全国研修会
10:00〜11:40 税 務「非居住者金融口座に関する自動的情報交換
（CRS）

中島隆仁氏（国税庁

2

の実施」
10月18日

秋季全国研修会
13:00〜14:40 監 査「監査提言集の解説〜
「会計基準の理解」と「グルー

15:00〜16:40 監 査

秋季全国研修会

10:00〜11:40 監 査

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）
住田清芽氏（本部監査・品質管理基準担当常務

2

「監査報告書の長文化に向けた動向」
秋季全国研修会

理事）
岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会

2

「監査事務所における品質管理に係る改善勧告事例」

国際業務課

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）、

2
不正
事例

プ監査」ほか〜」

長官官房

国際企画官）

主席レ

ビューアー）

秋季全国研修会
北川哲雄氏（本部倫理委員会

13:00〜14:40 倫 理「倫理規則改正に向けた動向について〜違法行為 2

副委員長）

への対応及びローテーション〜」
秋季全国研修会

10月19日

「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリ
15:00〜16:40 監 査

ティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及

岡崎茂雄氏（本部ITアシュアランス専門委員会

2

びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の

専門委員長）

改正〜付録４の構成の変更とプライバシーの規準
の見直しについて〜」
10:00〜11:40 倫 理

秋季全国研修会

「公認会計士に求められてきた倫理を振り返る」

10月20日

13:00〜14:40 監 査

吉見宏氏（北海道大学副学長・教授）

2

秋季全国研修会

廣本敏郎氏（公認会計士・監査審査会会長）、石

2

「監査事務所検査結果事例集の公表について」

井勝也氏（主任公認会計士監査検査官）

秋季全国研修会
15:00〜16:40 税 務「所得控除に関する実務
（最近の税制改正内容を中

林克明氏（公認会計士）

2

心に）」
関西地区三会共催研修会（NPO法人小委員会）
10月21日 14:00〜16:00

コンサル「NPO経営セミナー〜支援者から見るファンドレ
ティング イジング〜」

（会場：認定特定非営利活動法人大阪NPOセンター）
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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

3,435

35

3,470

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

41

759

計

合計

813

4,283

中村
星野
三浦
岩本

木下
前田
守山

徹 （四号準会員）
是人 （四号準会員）
敦博 （四号準会員）
幸史朗
（四号準会員）

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

藪内
山下
吉良
黒田
玄行
鈴木
橋本
青沼
江﨑
木内
北村
宮下
河野
永平
成田
山口
山田

秀和 （会
員）
大介 （会
員）
香奈子
（会
員）
貴士 （会
員）
敦史 （会
員）
浩嗣 （会
員）
公成 （会
員）
秀 （四号準会員）
祐太 （四号準会員）
章紀 （四号準会員）
卓也 （四号準会員）
知大 （四号準会員）
幹弥 （四号準会員）
真子 （四号準会員）
憲則 （四号準会員）
勝也 （四号準会員）
隆一 （四号準会員）

員）
員）
員）

安原
江南
坂口

隆人 （会
員）
圭剛 （会
員）
隆 （四号準会員）

菜穂子
（四号準会員）
雄次 （四号準会員）
弘成 （四号準会員）
幸子 （四号準会員）

（平成29年8月31日現在）

資格変更（会員から一号準会員へ）
8月22日付
柳本

大輔

資格変更（準会員から会員へ）
8月22日付
青沼
阿部
石塚
伊藤
糸川
大中
木内
菊池
國米
小代
小戸
小西

秀
紘也
勝也
暁
昌佑
真依子
章紀
太志
康平
有美香
学
智香子

小林 靖央
島田 裕介
白樫 英宏
杉原 栄次
高田 峻
滝本 晴菜
西岡 宏樹
西田 浩紀
信岡 俊也
長谷川 真哉
福田 量太
福西 基延

福本
松本
宮下
安定
安田
山口
山下
山本
山本
横山
四
渡邉

泰宏
美咲
知大
晃佑
千秋
明治
大貴
誠
裕矢
安紀子
千尋
理恵子

入会者
8月22日付
大塚 美晴 （会
大橋 誠一 （会

員）
員）

久保田

潤 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
8月2日〜30日
【事務所】
石川
大迫
木梨
小林
巻幡
池原
財部
竹嶋
田中
東芝
日野
藤原
前田

明彦 （会
義克 （会
譲 （会
京花 （会
三四郎
（会
伸幸 （会
昭二 （会
美恵 （会
雄介 （会
希 （会
利泰 （会
良樹 （会
雅行 （会

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

巳波
矢倉
柳本
安本
山本
伊藤
梅田
岡野
瀧本
寺井
工藤
濵中
金子

弘一 （会
員）
誠 （会
員）
大輔 （会
員）
勝二 （会
員）
憲吾 （会
員）
宏範 （会
員）
浩章 （会
員）
芳郎 （会
員）
雅文 （会
員）
清明 （会
員）
則 （会
員）
員）
武志 （会
沙緒里
（四号準会員）

【自宅】
榎田
榎本
重谷
芝
枩田
吉倉
千﨑
福井
福島
足立
鵜篭
深堀
大野
中川
中埜
前田

修一郎
（会
治美 （会
芳人 （会
亨 （会
美華 （会
裕介 （会
育利 （会
智士 （会
英樹 （会
將 （会
由利子
（会
雅展 （会
達嗣 （会
靖之 （会
雅人 （会
智子 （会
裕史 （会

【事務所・自宅】
峰村
勝地
川上

孝典 （会
由佳 （会
智之 （会

転入者
8月2日〜30日
池畑 憲二郎
（会
員）
稲垣 太郎 （会
員）
城
卓男 （会
員）
滝口 浩史 （会
員）
楢崎 崇 （会
員）
藤原 淳 （会
員）
望月 朋子 （会
員）
山西 基嗣 （会
員）
天野 勝一 （会
員）
田中 和也 （会
員）
藤田 立雄 （会
員）
原
綾子 （会
員）
員）
山﨑 太平 （会
熊木 実 （会
員）
福井 茂 （会
員）
佐川 輝 （会
員）
佐々木 秀一
（会
員）
袴田 祐介 （会
員）
山田 光宣 （会
員）
浅野 賀雄 （二号準会員）
清水 健志 （四号準会員）
野村 篤史 （四号準会員）
奥本 健 （四号準会員）

京
東
東
中
京
東
京
京
中
京
中
四
東
兵
兵
京
東
東
中
東
京
京
東

滋
海
海
国
滋
京
滋
滋
国
滋
国
国
京
庫
庫
滋
京
京
国
京
滋
滋
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

会員異動

（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）
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会員異動 ／ 国税審判官（特定任期付職員）の募集について

転出者

退会者

8月2日〜30日
庄司 芳彦 （会
員）
城山 裕章 （会
員）
藤井 慎也 （会
員）
三島 真貴 （会
員）
山本 修平 （会
員）
飛田 貴史 （会
員）
中村 岳広 （会
員）
寺田 和宏 （会
員）
井村 奨 （会
員）
矢野 有里衣
（会
員）
山内 隆介 （会
員）
山口 弘志 （会
員）
新宅 潤一郎
（会
員）
西山 由美子
（会
員）
堀井 孝彦 （会
員）
澤村 勇城 （四号準会員）
南部 希 （四号準会員）
猪熊 宏佳 （四号準会員）

吉田
柳本
白樫
合田
西田

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

健二 （会
員） 7 月 1 1 日 付
大輔 （会
員） 8 月 2 2 日 付
英宏 （二号準会員） 8 月 2 2 日 付
安紀子（四号準会員） 8 月 2 2 日 付
浩紀 （四号準会員） 8 月 2 2 日 付

死
業
業
退
退

務
務

廃
廃

亡
止
止
会
会

監査法人移転
7月15日付

近畿第一監査法人

【旧住所】〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田2丁目7番18号
オーエックス梅田ビル新館6階6号室
TEL 06-6371-6372
FAX 06-6371-0660
【新住所】〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1丁目2番6号
京阪谷町ビル8階
TEL 06-6232-8572
FAX 06-6232-8573

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。

国税審判官（特定任期付職員）の募集について
国税不服審判所では、高度な専門的知識・経験等を有する民間専門家（特定任期付職員）を募集しています。
詳細は、国税不服審判所のホームページをご覧ください。
国税不服審判所
検索
職

種

国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理等に従事する幹部職員
（国税審判官）。

募 集 人 員

15名程度

応募条件等

弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関す
る学識経験を有すること。
十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していること。

給

与

任期付職員法に基づき支給
（年収830万円程度から1,000万円程度を予定）

勤

務

地

国税不服審判所各支部又は支所のいずれか
・支部（札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本及び沖縄)
・支所（新潟、長野、横浜、静岡、京都、神戸及び岡山）
※配属される勤務地等の事情により、国家公務員宿舎の貸与を受けられる場合があります。

採用予定日

原則として平成30年7月10日から採用予定

任 用 期 間

採用日から2年間又は3年間（更新の可能性あり。）

勤 務 時 間

原則として月曜日から金曜日までの８時30分から17時00分又は９時00分から17時30分

応 募 方 法

国税不服審判所ホームページ（http://www.kfs.go.jp）から所定の履歴書をダウンロードし、
記入の上、郵送

応 募 期 限

平成29年11月17日（金）必着

書類の郵送先・問い合わせ先
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
国税不服審判所

管理室総務係

担当

德永・山田

TEL:03-3581-4101（代）（内線3901・3923）
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事務局だより
【弔事】
・会 員 川合 千佳雄氏
平成29年9月17日ご逝去

・会 員 山本 榮一氏（京滋会）
平成29年8月3日ご逝去 満88歳

満69歳

・会 員 川合 力氏のご尊父 千佳雄様
平成29年9月17日ご逝去 満69歳

【寄贈図書】
■第50回研究報告書（消費税の現状と課題）
寄

贈

発

者

全国女性税理士連盟

行

全国女性税理士連盟

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）
作成要領
寄

贈

者

編集・発行
■監査実務ハンドブック
寄

贈

平成30年版

者

日本公認会計士協会

集

日本公認会計士協会

発

行

日本公認会計士協会出版局

■マザーズ
作成要領
寄

■多様化する事業再生
贈

編

野村剛司

集

野村剛司、縣俊介、石川貴康、軸丸欣哉

行

贈

者

編集・発行

者

総合ディスクロージャー＆IR研究所

新規上場申請者に係る各種説明資料
平成29年9月改訂版
宝印刷株式会社
総合ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社

柴田義人、内藤滋、濱田芳貴
発

宝印刷株式会社
宝印刷株式会社

編

寄

平成29年9月改訂版

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につき
ましては、近畿会事務局までお問い合せください。

株式会社商事法務

■四半期報告書作成の手引き 平成29年第2・第3四半期版
四半期連結財務諸表を作成している会社用
■四半期報告書作成の手引き 平成29年第2・第3四半期版
四半期連結財務諸表を作成していない会社用
贈

者

編集・発行

株式会社プロネクサス
ディスクロージャー実務研究会
株式会社プロネクサス

朝夕も涼しくなり、日ごとに秋めいてきまし

た。秋といえば、スポーツの秋、食欲の秋、読

書の秋 な
…ど何かと楽しみな季節ですが、皆様
におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

スポーツの秋に焦点をあてますと、その代表

例といえば運動会でしょうか。学生時代に陸上

競技を嗜んできた私にとって、運動会を楽しみ

に待っていたものですが、最近では子供の出番

を追いかけビデオ撮影するのみとなっていま

す。日頃の運動不足やストレス解消のために

も、もっと体を動かす機会を作らないといけな

いと考えている今日この頃です。

また、陸上競技といえば、８月の世界陸上ロ

ンドン大会での４ １
×００ｍリレーでの銅メダ
ル、先日の日本学生対校選手権での日本人初の

１００メートル９秒台など感動する場面に遭遇

することができました。陸上競技にかかわら

ず、スポーツを観ること、応援することだけで

も自分のことのように感じることができ、これ

もスポーツの醍醐味です。

この秋、私はスポーツを思う存分、堪能した

いと思います。

さて、今月号では会報部の紹介記事が掲載さ

れています。会報部の歴史とともに活動内容を

孝司

掲載していますので、ぜひともご一読いただく

奥村

とともに、﹁近畿Ｃ Ｐ. Ａ. ニ. ュース﹂の編集に
ご興味ある方はぜひ会報部の活動にもご参加く

ださい。

︵会報部
)

事務局だより

寄
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 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。
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