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SPECIAL SECTION

第38回

日本公認会計士協会研究大会
地方創生

公認会計士の挑戦

■日時：2017年9月28日（木）■場所：石川県立音楽堂
ANAクラウンプラザホテル金沢
ホテル日航金沢

第38回 日本公認会計士協会研究大会
平成29年9月28日（木）、金沢にて「地方創生

公認会計士の挑戦」をテーマに第38回日本公認会計士協会研

究大会が開催されました。
第１部、第２部に分かれ各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。
以下、その概要をご報告いたします。

【記念講演会

10:50〜12:20】

「おもてなしの心で世界を狙え」

●研究発表

13:30〜17:20】

第1部

13：30〜15：10
テ

ー

マ

1

データ監査とオープンデータ

2

事業承継と企業価値の向上
〜中小企業を救う公認会計士の企業価値向上への挑戦〜

3

組織内会計士の倫理 〜不正会計及びその他の違法行為への対応〜
IESBA「違法行為への対応」を受けて〜

4

農産物で地方創生

5

社会福祉法人が取り組むべき地域包括ケアと公認会計士の役割

●研究発表

第2部

〜地方から日本全国・海外へ〜

特 集 SPECIAL SECTION

【研 究 発 表

15：40〜17：20
テ

ー

マ

1

産学官連携による北陸の地方創生
−グローバル化を視野に入れた北陸に於ける取り組みと公認会計士の役割

2

地域金融機関の融資判断における特別目的の財務諸表等の監査等の利用と地方創生

3

ＩＴの新潮流がもたらす地方創生

4

事業承継と公認会計士に期待される役割

5

地方公共団体の財務状況の把握

〜期待される公認会計士の役割〜
〜国から地方へ〜

〜内在リスクと今後の対応について〜
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記念講演会

10:50〜12:20

おもてなしの心で世界を狙え
講師

株式会社加賀屋

相談役

小田禎彦氏

1. 加賀屋のおもてなし

2. 北陸新幹線開業の効果

金沢から電車で1時間10

2015年3月14日に北陸新幹線が金沢まで開業し

分。能登半島の中ほどに

ました。利用者数は当初は開業前の2.2倍程度と予

1200年の歴史を持つ和倉

想されていましたが、実績は予想を大きく上回り約

温泉があります。98℃の

3倍になりました。この勢いは、開業から2年半が

強食塩泉。傷ついた白鷺が

経っていささか沈静化してきた感もありますが、利

傷を癒しているのを見た漁

用者数は依然開業前を大きく上回る水準で推移して

師が温泉を発見したと伝え

います。

られています。この湯の恵

首都圏と北陸が新幹線で結ばれたことで、首都圏

みを受けて加賀屋は明治39年に創業。今年9月に

からのお客様が大幅に増加しました。観光で注目さ

111周年を迎えました。

れるようになった金沢を見ようと関西方面、名古屋

加賀屋は旅行新聞新社が実施している「プロが選

方面からのお客様も増えました。

ぶ日本のホテル・旅館100選」で1981年に初めて

北陸新幹線は東京と金沢を約2時間半で結びます

日本一の評価を頂きました。その後2016年まで36

ので、金沢から最寄り駅の和倉温泉駅まで特急を利

年連続して日本一を頂いております。

用すると、4時間たらずで加賀屋までおいでいただ

評価するのは旅行会社の添乗員など、数多くのホ
テルや旅館をご覧になっているプロの方々です。こ

けるようになりました。われわれにとって大変あり
がたいことだと感じています。

の方々が、施設、食事、サービス、企画の4つのポ

また、埼玉県の大宮駅の役割は大変大きいと感じ

イントでどこが素晴らしかったかを投票するもので

ています。東北の人が東北新幹線で大宮に来て、大

す。長年にわたり高い評価を頂いていることはこの

宮経由北陸新幹線で金沢にいらっしゃるのです。私

上ない栄誉です。

は、大宮経由で仙台と金沢を結ぶ直通列車構想を提

加賀屋の評判をお聞きになった他の業界の方々が

案しています。

「加賀屋のおもてなしの極意を学びたい。」といっ

新幹線だけではありません。2017年には昨年の

てお見えになることもあります。加賀屋のおもてな

1.7倍近い54隻のクルーズ船が金沢港に寄港するこ

しの基本は、亡くなった私の母が女将の時代によく

とが予定されています。クルーズ船の乗客が北陸を

言っていた「笑顔で気働き」です。笑顔はお客様を

旅して泊まっていくのです。

気持ちよくお迎えするためには欠かせません。「気

東京、名古屋、大阪という太平洋メガロポリスは日

働き」はお客様の表情を見て、お客様のニーズを先

本の成長を支えてきました。北陸地方はこれまで裏日

読みして行動することです。

本と呼ばれ経済成長から取り残されてきましたが、そ

社会の変化に伴い、お客様のニーズも変わります。

の結果、古き良き時代の日本が残っています。北陸を

また、同じお客様でも場合によって変わります。た

旅すると本物の日本に出会えます。北陸は一周遅れ

とえば、昔は客室にお伺いして1日に10回お茶を入れ

のトップランナーになったと思います。

替えるようにしていました。しかし、今ではプライバ

文化はお金にならないとよく言われました。しか

シーを大切にしてほしいというニーズもあり、いろい

し金沢は前田藩以来九谷焼や加賀友禅をはじめ文化

ろなケースに対応していかなければなりません。

によって栄えてきた街です。

そのためにもマニュアルではなく、「笑顔で気働
き」が求められるのです。

この金沢が新幹線で首都圏とつながったのです。
長い先人の苦労がようやく報われるときが来たと感
じています。

4
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3. 地方創生と観光

ピックの年には4,000万人、2030年には6,000万人

わが国は平成3年頃までいわゆるバブル経済に沸

の人をお迎えしたいと考えています。

きましたが、バブルがはじけてからは、宿泊人口が

台湾からは、1995年ある台湾企業の訪日旅行を

減少し、われわれも惨めな体験をしました。バブル

きっかけに、たくさんのお客様が加賀屋にいらして

崩壊後長く続いたデフレスパイラル、2008年の

いただくようになりました。2003年には能登空港

リーマンショックなどこれからどうなるのだろうと

が開業し、チャイナエアラインによる台北からの訪

思うこともありました。2012年に第二次安倍内閣

日チャーター便が運行されており、加賀屋にも毎年

が発足、ようやく経済が上向いて参りました。

リピーターが来てくださっています。そんななか、

2013年には東京オリンピックの招致プレゼン

台湾進出のきっかけとなったのは、総統を引退され

テーションで滝川クリステルさんが「おもてなし」

ていた李登輝さんにお越しいただいたことです。李

という言葉を使われました。

登輝さんは、「日本でいちばんうらやましいのは精

こうして「旅館」というと「おもてなし」、「お

密機械のように秒刻みで動く新幹線と、旅館に泊

もてなし」というと「加賀屋」と連想されるように

まったときのおもてなしだ。相手の立場に立っても

なりました。このようなことがあって今までの暗雲

てなし、正確にサービスをこなすことだ。」とおっ

が明るくなり、「まだいける」と思えるようになっ

しゃっていただきました。そのうえ、「台湾に来て

てきたのです。

旅館をやって台湾の人に日本流のおもてなしを教え

従来モノ作りが日本の「売り」でしたが、これだ

てもらえないか。」というお願いもされました。

けでは足りません。日本の閉塞感を払拭するのは

リーマンショックの直後だったので最初は躊躇しま

「おもてなし産業」だと感じています。つまり価値

したが、さまざまな方とのご縁も深まっていったと

観が変わってきて、地方創生のために、観光の重要

ころに日勝生活科技という会社から合弁のお話があ

性が認識されるようになりました。

り、やってみようということになりました。そして

私は、地方の役割は、医療、老人介護、農業に加

やるのであれば加賀屋の流儀を貫こうということに

え「観光」にあると考えます。観光は以前は不要不

なりました。加賀屋のおもてなしの中心は客室係で

急の「おぞい」（みっともない）産業と言われてき

す。まず、日本語ができる女性を10名採用してサー

ましたが、今では地方の活性化のお役に立つことが

ビスを体得してもらい、そのメンバーに追加採用し

できる重要な産業だと考えています。

た70名を教育してもらうことにしました。着物を着
たこともなければ正座をしたこともない若い女性た
ちでしたが、皆日本語ができ日本の文化や伝統に興
室係の指導役を派遣してサービスに対する価値観の
共有を図りました。日勝生加賀屋は2010年12月に
台北市北部の北投(ぺいとう)温泉でオープンし、い
つ行っても変わらないサービスを提供してくれてい
ます。
私は、日本の「おもてなし力」をアジアから世界に
打ち出すにはどうすればよいかを考えています。そこ

4. 外国からのお客様と海外への進出

で、30社で調査チームを作り、中国に現地調査に行

日本を訪れる外国からのお客様はこの5年ほどの

きました。その結果は、立地を考えると日本の旅館は

間に急増しました。2011年には訪日外客数は620

十分やっていけるということがわかりました。

万人に過ぎなかったのが、2016年には2,400万人に

その後、「おもてなしの心を世界に」という構想

まで増加しました。これだけの海外の人が入ってく

はなかなか広がっていかなかったのですが、そうい

るので、観光業においても人手不足やコトバの問題

う土壌がぼちぼち出てきたように感じています。

が生じています。それでも私は、2020年オリン

これから世界に向けて「おもてなし力」をどのよ
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うに売り込んでいくか、私が先頭に立って進めて行
きたいと思います。

第二に、顧客ターゲットをどこに定めるのか。どの
ようなお客様に自分たちは相手にしてもらいたいの
か。それは女性なのか。どのクラスなのか。単におカ

5. おもてなしの最前線〜客室係の育て方

ネ持ちであればいいというものではありません。

加賀屋ではお客様の声を聞くために何十年もアン

第三に、顧客ターゲットに対する自己のポジショ

ケートを続けています。加賀屋グループには一年に

ン。誰にも負けない売りがあるのか。お客様の期待

30万人以上のお客様がお越しくださいます。その約

通りのものを提供できるのか。

8％にあたる2万5千人のお客様がアンケートに答え
てくださいます。書いてくださる内容はクレームで

これらを決めたうえで、ずっと存続するような競
争上の差別化を実施することが必要です。

ある場合もありますが、クレームはサービスを向上

私たちは、おもてなしの基本は「対価を求めず相

させるきっかけになるのですから大変ありがたいと

手の喜びを自分の喜びとすること」だと思います。

思っています。

そしてサービスとは「プロとして訓練された社員

お客様からいただくクレームの種類はさまざまで

が、お客様のために正確にお役に立って、お客様か

すが、接客についてのクレームの中心は次の3つの

ら感激と満足感を引き出すこと」と定義します。こ

パターンが中心です。

のようなサービスの本質は「正確性とホスピタリ

１つ目は、お客様の立場を考えず自分の段取り通
りに仕事を進めようとする場合

ティ」であると考えます。お客様が望むことを正し
い知識をもってしてさしあげる。その正確性が前提

２つ目は、客室係が一言多く言い訳をする場合

になります。ホスピタリティとは、お客様の立場に

３つ目は、お客様のニーズの多様化・高度化に対

立って思いやる心です。正確性が前提にあって、ホ

応できていない場合
クレームをいただいたらその原因を共有しサービ
スの改善につなげるのです。

スピタリティが実現できるのです。この2つがあい
まってお客様に対する良質なサービスが生まれるの
です。

お客様の前面にでるのは接客係です。お客様に質
の高いサービスを提供するためには客室係を育てる

7. 仕事のミッション

ことが大切です。このような人事のポイントは、①

旅館、観光業は「一泊二食」を提供することだけ

採用、②教育、③労務管理、④評価だと考えます。

が大切なのではありません。「一泊二食」の提供を

人事に関して私の母が女将として作り上げた手法は

通じてお客様に明日への活力を注入することがミッ

まったく古くなっていません。母は私をとてもかわい

ションだと考えます。

がってくれました。それと同じように女将は従業員を

たとえば、ＪＡＬやＡＮＡも飛行機を運行するこ

大切に慈しんでくれました。社員の家族の冠婚葬祭に

とがミッションなのではなく、いわばお客様の「時

出かけたり子どもの相談に乗ったりして、女将自身が

間の短縮補助業」なのです。コンピュータ産業も本

社員の喜びや悲しみを共にしてきたことで、社員の意

当のミッションは「明日への意思決定の補助業」で

識の中に、家族のような一体感が培われてきたので

あるはずです。

す。これが加賀屋のおもてなしの基礎であり、36年
間の日本一を支える力となったのです。

将来ＡＩ化が進歩して人間の仕事の半分をＡＩが
担う時代がくると言われます。半分の人の仕事がな
くなるなどというと一体日本はどうなるのだろうか

6. 商売繁盛の原点

と不安になりますが、仕事というのは本来生きた人

地域活性化につながるマーケティングには、次の

間の血が通ったものであるはずです。本日お集まり

ようなポイントを検討すべきだと考えます。

6

いただいている公認会計士さんも、「企業が間違っ

第一に、目標達成のためのヒト作り、組織作り。

たことにならないように企業の明日の意思決定を補

一人ひとりの従業員が、「自分がやらないと誰がや

助する仕事」だと思います。そしてこのような公認

るんだ。」といった気概をもって仕事をすることで

会計士の仕事が日本の発展につながるのだと信じて

す。

います。ご清聴ありがとうございました。
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た。事業を次世代に承継するのは難しいテーマで

・製造業に比べると、おもてなし産業の生産性は

す。加賀屋は中小の同族会社ですから息子に譲る

50％であると言われています。これを高めていく

ことになるのですが、「親子だから言わなくても

にはどうするのか。2人でしている作業を1人です

わかるだろう。」と思っていました。でも、いざ

ると、おもてなし度が落ちてしまう。生産性を上

となると、いろいろ意見が合わないこともあり、

げることと矛盾してしまうのです。これを解決す

難しいものだと実感しました。先代から私が引き

るためには、ハイテクやロボットを活用していく

継いだときには、「元気な間はやってもらお

しかないと思います。大きな視点から変えてみる

う。」と考えて、最後まで続けてもらいました。

ことが必要です。

息子に引き継いだきっかけはインターネットの進

加賀屋でも調理場から各フロア配膳室まで料理

化です。インターネットの進化にトップがついて

を運ぶ自動搬送システムを作り、客室係の手間を

いけないと企業はダメになると考えて決断しまし

大幅に削減することができました。

た。タイミングとしては、ちょっと遅かったかな

・会社の仕事に打ち込むと周囲が見えなくなり自分

と思います。

を見失うことがあります。また、会社の内にばか

（報告：安原

徹）

りいるとお山の大将になりがちです。そんなとき
には、外に出て視点を変えることが有効です。た
とえば、アメリカに行ってみると、今まで見えな
かったものが見えるようになり、目からウロコが
落ちる思いです。このように外の空気に触れるこ
とが人の成長には大切です。
・私はいま77歳ですが、3年前の2014年に会長か
ら相談役になり、私の長男が社長に就任しまし

研究発表

第1部

13:30〜15:10

データ監査とオープンデータ
表

者

公認情報システム監査人、公認会計士
大和田淳氏

このような技術の進展は監査業務にも影響を及ぼ
し始めている。具体的には、IT委員会研究報告48号

1. IT利用の動向と監査の展望

「ITを利用した監査の展望〜未来の監査へのアプ

人工知能（AI）は、チェス

ローチ〜」でContinuous Auditing （以下「CA」)

や将棋、囲碁の世界で、人間

（継続的監査）を示されている。CAとは、監査人

との戦いに勝利し、その能力

に主題に対する事象の発生と同時または直後に保証

の向上に注目が集まっている。

を提供することを可能にする手法である。具体的に

このペースで発展すると2045

は、被監査会社のシステムからデータを抽出し、監

年には、人工知能が人間の能

査人の用意したサーバー上に分析機能等を組み込む

力を追い越すというシンギュ

ことによって、常時監査を行うというものである

ラリティー問題が生じるのではないかといったことも

（被監査会社のシステムに直接分析機能等を組み込

言われるようになってきた。このように人工知能

むこともある）。

（AI）や、ロボット技術、サイボーグなどの先進技術

これは「未来の監査」の1つの手法であり、「IT

の発展が著しく、産業界、軍事、医療、家庭、教育な

が全面的に利用されている企業環境において、ITを

ど各分野で、現実の社会に普及し始めている。

活用することにより、被監査会社の重要なデータに
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ついては全データをリアルタイムで検討し、統計学

4. オープンデータの利用

的なアプローチによりビックデータ的な分析手法も

監査データや財務データの標準化とともに、重要

含めて、精査的・統計的手法により比重を置いて監

な要素としてオープンデータがある。オープンデー

査意見を形成する監査の体系」と考えられている。

タとは、自由に使えて再利用でき、かつ誰でも再配
布できるようなデータのことである。このオープン

2. 監査データの標準化によるサプライチェーン

データの利用により、高度化した分析が行えるよう

CAの導入までいかなくとも、監査データの標準化

になる。オープンデータの定義のポイントとして3

を推進することで、被監査会社からの会計データを収

点ある。

集してCAATによる監査手続が実行され、監査を効率
的に進めるという取り組みも進んでいる。具体的に

① 利用できる、そしてだれでもアクセスできる

は、米国公認会計士協会は、Audit Data Standards

データ全体を丸ごと使えないといけない、また再

（以下「ADS」）として、会計システムのデータを

作成に必要以上のコストがかかってはいけない。望

基礎編、総勘定元帳編、受注・入金編、仕入・支払

ましいのは、インターネット経由でダウンロードで

編等に分類し、標準化を進めている。また、中国は

きるようにすることである。また、データは使いや

国際標準化機構(ISO)を活用して、ISO/PS295とし

すく変更可能な形式で存在しなければならない。

て標準化の提案をしている。このようにデータの標
準化が広がれば、会計ソフトウェア、ERPシステム
自体が、ADSを適用することにつながり、監査の効
率化に向けた取り組みが、一層進むことになる。

② 再利用と再配布を行える
データを提供するにあたって、再利用や再配布を
許可しなければならない。また他のデータと組み合
わせて利用することも許可しなければならない。
③ 誰でも使える
誰もが利用、再利用、再配布をできなければなら
ない。データの使い道、人種、所属団体などによる
差別をしてはいけない。例えば、「非営利目的での
利用に限る」といった制限をすると商用での利用が

3. 財務報告のサプライチェーン

制限されてしまう。

財務情報自体の標準化についても、XBRL GLとし
て進んでいる。XBRL GLは、勘定科目、会計仕訳、

具体的なオープンデータとしては、データカタロ

勘定残高などの会計・財務情報を表現するための

グサイト（data.go.jp）アクセスランキングや、政

XBRLのタクソノミである。財務報告のサプライ

府統計総合窓口(e-Stat)アクセスランキングなどで

チェーンとして、トランザクションレイヤー→内部

開示されているものが、代表例として挙げられる。

報告→外部報告→投資・融資法規制→経済政策立案

このようなオープンデータを監査業務に利用する

などがモデルとして挙げられるが、このようなプロ

ことで、監査の高度化や効率化に大きく貢献するこ

セスにおいて、財務データをXBRLで標準化されれ

とにつなげられる。

ば、経済活動のますますの効率化に寄与することに
なる。

5. 財務データデジタルレポーティング

※XBRL(eXtensible Business Reporting Language)

財務情報デジタルレポーティングは、XBRLで実現

は、各種事業報告用の情報（財務・経営・投資な

している。例として、金融庁はEDINET、東京証券取

どの様々な情報）を作成・流通・利用できるよう

引所はTDnet、国税庁はe-TAXその他日本銀行や金

に標準化されたXMLベースのコンピューター言

融機関からの財務データ等があり、既にXBRL化され

語である。

ている。
特にこの内、EDINETの財務報告データは、利用

8
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者も多く重要性が高いと考えられる。この財務XBRL

6. まとめ

データは財務諸表であることから、必要な場合には

監査データや財務データの標準化の進展、オープ

過年度遡及訂正の対象にもなる。しかも残念なが

ンデータの拡大も進んできており、データ監査の重

ら、この財務XBRLデータの誤りが、多々生じている

要性もますます高まってきている。そこでこのよう

という現状がある。

な環境の変化に対して、積極的に対応することが必
要である。またXBRLデータの信頼性の確保につい

そこで、このデータの信頼性を確保する観点から、

ての社会的なニーズも大きく、この財務報告XBRL

財務XBRLデータの誤り発生リスクを軽減するため、

データのアシュアランスについて、我々公認会計士

金融商品取引法の財務諸表監査とは別の手続きとし

の新しい領域として

て、任意適用であるが次の報告を示されている。

業容拡大のチャンス
ととらえ積極的に取

平成23年12月5日、IT委員会研究報告第41号

り組んでいくことも

「XBRLデータに対する合意された手続」

必要である。

平成26年4月15日

IT委員会研究報告第44号

「地方創生〜公認

「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人

会計士の挑戦〜」と

の留意事項」

して、一人一人が公
認会計士としてチャ

しかし、現状、監査対象の範囲外でもあり、ま
た、上記報告も任意適用ということもあり、十分な

レンジしていくこと
が大切である。
（報告：植村達生）

広がりはみせていない。

〜中小企業を救う公認会計士の企業価値向上への挑戦〜

基調講演者・コーディネーター
京都大学経営管理大学院大学院経済
学研究科教授 澤邉紀生氏
パネリスト
京都府事業引継ぎ支援センター統括
責任者、中小企業診断士
成岡秀夫氏
株式会社傳來工房代表取締役社長
橋本和良氏
税理士法人総合経営代表社員、税理
士、元日本公認会計士協会経営研究
調査会専門部会専門委員、公認会計
士 長谷川佐喜男氏

1. 基調講演
近年、団塊世代の経営者の引退が進みつつあり、
事業承継は喫緊の課題である。事業承継の失敗によ
る技術・ノウハウの喪失リスクが高まっているが、
世代交代による事業の活性化（第二創業）という良
い事例も見受けられる。
日本の経済力低下が叫ばれて久しいが、経済の多
様性を見る経済複雑性指標（Economic Complexity
Index）は世界で一番であり、日本経済社会の強み
の源泉としての中小企業、中堅企業の果たしている
役割は大きい。
米国のシリコンバレー型〜企業の入れ替わりによ
り経済のダイナミズムを生み出す〜とは異なり、日
本型ビジネスエコシステムの特徴として、企業が時
代に合わせて変化していくことによりダイナミズム
を生み出す点が挙げられるが、事業承継においても
この観点がポイントとなる。
事業承継において経営者が相談する相手は統計では
公認会計士・税理士が群を抜いて高くなっており、
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これは経営を客観的数値から理解する知識・能力が

支援が必要な状況となっているとの説明がなされ

あるという期待ではないかと推定される。会計人は

た。そして数多くの事業承継を支援してきた立場

どこまで経営者に寄り添えているのか、事業承継を

で、社長とのパイプは会計事務所トップが担うが、

通じて次世代の経営者に時代の変化に応じたビジネ

次世代経営者の相談相手には若手会計士を担当と

スの変革を促し、企業価値の向上をもたらす未来志

し、月次の経営会議へ出席して先読み経営を一緒に

向の会計支援が会計専門家に求められる重要な職責

考える等、共通認識・当事者意識を持たせる重要性

となってきている。

を強調されていた。

2. パネルディスカッション

3. まとめ

まず、京都府事業引継ぎ支援センター統括責任者

コーディネーター、パネリスト各氏よるディス

の成岡氏より、小規模企業の廃業理由の5割強が後

カッションで述べられた意見をまとめると、事業承

継者問題となっており、中小企業においては6割が

継は長いスパンで検討すべきこと、中小企業であっ

事業承継の取り組みを行っていないという現況が指

ても親族承継を前提とするのではなく経営者として

摘された。また、親族承継、社内承継、社外承継に

の適任性を見極めたうえで適切な承継スタイルを選

よりクリアすべき問題も違ってくるが、事業承継を

定すること、そしてベースとして現経営者世代、次

見据えた留意すべき事項として、株式の集約、事業

世代経営者を通じて企業価値の向上を目指すことが

用資産等の権利関係の整理、経営者・会社間の債権

重要であると考えられる。

債務の整理、金融機関借入への経営者保証等を挙げ

その鍵となるのは客観的な経営分析に基づく適切

られていた。印象深かったのは、事業承継は相続の

なビジネスプランの策定による経営であり、我々公

税金問題でもなければ法律問題でもなく、経営の承

認会計士は、ビジネスへの深い理解、専門的知識の

継であると強調されていた点である。

研鑽、そして多くの事例経験を活かして、経営者に

続いて橋本社長より、先代社長から長い伝統を誇
る(株)傳來工房の経営を引き継いだときの経験談、
伝統ある企業でありながらその枠にととまらず、従
来培ってきた技術・ノウハウを生かしてビジネス領
域を拡大できたのも、「外部専門家の意見を拝聴
し、経営の原理原則である経営計画書を重視してき
たからこそ。」とのお話があった。
また、長谷川会員から会計士が対応する事業領域
としての事業承継の変遷の説明があり、過去は親族
承継を前提とした節税中心の事業承継であったが、
現在は新事業承継ガイドラインにあるように早期取
組の重要性、後継者の選定も含めた総合的な対策、
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〜不正会計及びその他の違法行為への対応〜IESBA「違法行為への対応」を受けて〜

IESBA前ボードメンバー
公認会計士 加藤 厚氏
組織内会計士協議会NW構築専門委員
会専門委員長、株式会社サンウッド取
締役管理本部長
公認会計士 澤田正憲氏
組織内会計士協議会NW構築専門委
員会専門委員、日本通運株式会社財
務部連結担当課長
公認会計士 瀬戸 学氏
日本公認会計士協会組織内会計士担
当常務理事
公認会計士 増田明彦氏
組織内会計士協議会議長、日本銀行
文書局企画役補佐
公認会計士 村田樹一氏

に含められている。
今回、「違法行為」の具体例として不正、贈収
賄、マネー・ロンダリング、環境破壊行為、健康・
安全の侵害等があげられている。最近の不正事件に
当てはめると、労働基準法違反による超過残業、マ
ンション杭打ちデータ改ざん等も該当する。いずれ
も会計士にとって、専門外であり実務上対応可能か
戸惑うところだ。特に「上級職」に該当する社外役
員の職務に与える影響は大きい。

3. 組織内会計士の観点から見る会計不正発生の原因
会計不正の原因として100％クロ、またはグレー
ゾーンの会計処理に対し、組織内に所属するからこ
そ問題となるノーと言えない事例や、グレーゾーン
の判断についてディスカッションがあった。
まず、ノーと言えない原因として、上級職には市
場からのプレッシャーがあり、業績目標未達成は株
価暴落や経営者交代につながり得る。また、従業員
には上司からのプレッシャーがあり、例えば終身雇
用の意識が強い日本企業内で人事権を持つ上司の命
令を覆すことができるだろうか。個人の倫理観のみ
で対抗できるものではなく、企業風土や不正を防ぐ

1. はじめに

制度の充実が重要になる。

公認会計士の倫理規程について、国際会計士倫理

また、グレーゾーンの判断は、常に安全策を取る

基準審議会（IESBA）は「違法行為への対応」を

ことは現実的ではなく、ノーと言うこと以上に難し

定め、既に適用している。当規程には財務諸表に直

い。正当な社内プロセスを経た合理的な判断に導き

接的な影響を与えない違法行為も含まれている。ま

記録に残す等が現実的対応だ。

「組織内会計士」）も適用対象に明記された。

4. まとめ

本研修では、来年以降に控えた我が国でのアドプ

私は「従業員」だが、上司を説得する際、「監査

ションに向けて、組織内会計士協議会が行った事前

法人の先生がダメって言うてはります」の一言は、

アンケート結果に基づき国際倫理基準設定団体、経

私自身がこんこんと説得するより余程有効だ。組織

営者である「上級職」または「上級職以外（以下、

内会計士と監査人が、職業倫理を共有し、相互の立

従業員）」の組織内会計士、監査人の各立場からパ

場を利用しあうことが、これからの違法行為への対

ネルディスカッションを行った。

応となるだろう。
また、我が国の倫理規則等が、国際的潮流から取

2. 対象となる違法行為

り残されてはならないと感じた。一方、会費負担

「違法行為への対応」の基準の考え方のベースに

や、CPE義務の問題に加えてより厳しい自主規制の

は、会計士は、如何なる違法行為でも気付いた場合

遵守まで求められると、会計士登録を廃止する組織

には公共の利益のために目をつぶってはならない、

内会計士が増える虞がある。今後の規則等の改正動

ということがある。そのため、財務諸表に直接的な

向を引続き注視していきたい。

影響を与えない違法行為であっても、本基準の対象

（報告：岩崎香織、和田宗久）
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農産物で地方創生
パネリスト

コーディネーター

〜地方から日本全国・海外へ〜

NPO法人埼玉農業おうえんしたい
代表理事、埼玉大学名誉教授
梶島邦江氏
一般社団法人 埼玉を食べるプロデュー
サー／理事 齊藤哲也氏
一般社団法人 熊谷市観光協会チーフ
プロデューサー 時田隆佑氏
日本公認会計士協会埼玉会NPO法人
委員会委員長、税理士、公認会計士
金子百合子氏
日本公認会計士協会埼玉会副会長、
税理士、米国公認会計士（ワシント
ン州）、公認会計士 小川千恵子氏

ケージ開発などの新商品企画、狭山茶の認知度を
高めるツアーイベントの企画などを実施。
②「埼玉を食べる」
埼玉県の農業生産高は低くないにもかかわらず、
食料自給率が低いという現状から、生産者である地
元農家と地元の消費者をつなぐ（コミュニティを育
む）ことを活動目的として、『食べる通信』という
食べ物（地元産農産物）付の季刊誌を発行。
③ 北本市・熊谷市の観光協会
「暮らしと場の習慣を観光に」というキーワー
ドのもと、地元の農産物や自然環境を観光資源と
して活用した企画（森の中での特産品のトマトを
使ったピザ焼き体験や親子で川の生き物探しな
ど）を実施。

公認会計士としての支援
次に、非営利法人（NPO法人、一般社団法人、
学校法人等）を中心に会計税務顧問、ファンドレイ
ジング（資金調達）を行っている金子公認会計士か

はじめに

ら、NPO法人へ関与するようになったきっかけ

日本公認会計士協会埼玉会NPO法人委員会で

や、公認会計士から見たNPO法人等の特徴につい

は、埼玉県やさいたま市によるNPO法人等を対象
とした出会いの場・相談会への協力等の活動を実施
しているとのこと。

ての説明があった。
・NPO法人は、社会福祉を活動目的としている
ものが多く、補助金や地方公共団体からの委託

当該活動・経験から、「農産物で地方創生」とい

事業等によって運営されている。また、比較的

うキーワードにもとづき、埼玉県下において農産物

小規模（年間の収益が30百万円程度）な組織が

による地方活性化を図っているNPO法人・団体の

多い。

活動事例の紹介と、そのようなNPO法人等に対す
る公認会計士としての支援について、発表が行われ
た。

・欧米に比べて日本ではNPO法人に対する地位
が確立されていない印象。
・一般事業会社に比べ、マネジメント力が弱く会
計・経理知識に乏しいケースが多く、資金調達

地元の農業を支援するNPO法人等

面に課題。

埼玉県下で地元の農業を支援しているNPO法人
等の事例として、①「特定非営利活動法人

埼玉農

業おうえんしたい」、②「一般社団法人 埼玉を食べ
る」、③「特定非営利活動法人

北本市観光協会」

「一般社団法人熊谷市観光協会」の活動内容がそれ
ぞれのパネリストから紹介された。
①「埼玉農業おうえんしたい」
埼玉県の農産物のうち、特に狭山茶を対象とし
た海外輸出支援（モンゴル、イタリア）やパッ

パネラーへの質問
次に、各パネラーへの質問、回答が行われた。概
要は以下のとおり。
① NPO法人（埼玉農業おうえんしたい）の活動に
おける強み・課題等
・日本茶国内需要低迷の一方で、日本食ブーム
や安全健康志向など、海外での高評価
・JETROと小規模事業者をつなぐ仕掛けの進
展など、海外販路拡大への追い風の状況
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・狭山茶農家の生産販売形態は、自園自製自販

事業報告書等（計算書類を含む）を事業年度

であるため、個々の農家の裁量の範囲は大き

３か月以内に所轄庁へ提出する必要がある。

いが、１軒当たりの規模は小さく、集団とし
ての取り組みは難しいこと
・海外展開における債権回収リスクの発生（主
として途上国との取引について）
② 公認会計士に依頼したい事業
NPO法人／一般社団法人側からみて、公認会
計士に対して期待する事業とは？

・一般社団法人：
事業目的に制限なし。
準則主事により要件を満たしていれば設立可
能（NPO法人より設立手続は簡易）。
熊谷市観光協会は、市の組織から公益団体として
民営化。各種組織を横断的につなぐ観点から一般社
団法人へ。一方、北本市観光協会は市民活動団体か

・一般に財務状況が厳しい法人が多い。

ら発足した経緯があり、公益的な目的共有という点

・また、「公認会計士＝高い」という先入観・

からNPO法人へ。

どんな業務にどれだけの報酬が必要かわかり

⇒所轄庁の有無や事務的負担などは異なるが、組織

にくいため、相談のハードルが高い。

に求められる性格の違いに応じて選択すべき。

・法人・組織のミッション（事業運営）が先行
し、会計業務は後回しになる傾向にあり、課題

最後に

となっている。経営改善の観点からも、事業計

埼玉県下において地元の農業を支援するNPO法

画の設計や実行支援があるとありがたい。

人等の活動事例のとおり、地方の活性化を図る活動

・特に、スタートアップ（どういった法人形態

を行っている組織・団体は複数存在している。しか

で組織を立ち上げるのが良いか）及び財政基

し、日本ではNPO法人等の社会的地位は十分に確

盤の領域で大きな悩みを抱えている。

立されているとはいえず、組織体制や会計・経営上

③ 特定非営利活動法人（NPO法人）と一般社団法

の課題も多数存在する状況にある。当該活動への会

人の違いについて

計・経営の側面からの支援もまた、公認会計士が社

・NPO法人：

会から期待される役割の一種として、今後ますます

事業目的は、20の特定非営利活動に限定される

重要になってくるだろうという印象を受けた。

設立にあたり、所轄庁にて認証を受けるた

（報告：小野寺和子）

め、申請書類の作成が煩雑

発

表

者

公認会計士

中西裕二氏

進する要因である。社会福祉法人への公認会計士の関
わりは、監査や計画の承認などが始まったばかりであ

高齢者福祉を維持しなが
ら、財政の助けとなるような

るが、社会福祉充実計画において資本投下の有効活用
など事業を見る能力が期待されている。

方向性があるか、それに対し

日本の高齢者は増加傾向にあり、団塊の世代が後

て公認会計士にできることが

期高齢者（75歳以上）となる2025年には、全人口

あるかを検討した研究であ

の18％が後期高齢者、30％が高齢者（65歳以上）

り、実際の施設への視察やイ

となることが想定されているが、それに対する税収

ンタビューの事例分析２例を

の増加要因は少なく、歳入の33％が社会福祉に使わ

紹介した。

れている現状を鑑みると、2025年には25兆円もの

地方創生において高齢者福祉は重要なテーマであ

不足が生じる計算となり、国家財政の継続性に疑問

り、都会から地方へと老後の移住が増加している現

が生じる。そこで現在できる事から改善することが

在、地方で生活する高齢者の生活レベルの向上と、介

必須となる。ハード面では、受け入れ施設の増加と

護離職等による社会的損失の回避は、地方活性化を推

地域包括ケアシステムという高齢者の新生活システ
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ム構築（日本版CCRC）、ソフト面では、将来の高

ホーム、特別擁護老人ホームなど段階的に新しい施

齢者の意識改革が挙げられる。特に地方には金融資産

設を展開し、デイケアや訪問介護などのサービスに

を保有していない高齢者が多く対応が課題となる。

力を入れ、医療と介護の連携が同一グループ内に完

CCRCとは、Continuing Care Retirement Com-

結するというシステムを構築した「竜門堂グループ

munityのことで、自立時から要介護・最期まで継

（佐賀）」を紹介。「託老所」とデイサービスを組

続したヘルスサービスを提供する高齢者のための共

み合わせた低廉な運営を行い、独居高齢者や老老介

同生活体の事を指す。可能な限り自立を支援し、同

護家庭の緊急避難先としての利用や、離れて住む子

じ場所で高齢者のニーズを満たし、必要なサービス

供の介護離職を回避し、社会的損失をも回避する効

を提供していく事を目的とし、健康なうちから健康

果や孤独死の減少に大きな貢献が見込まれる。事例

管理に関するサービスを提供して健康寿命を延長す

の２つめは、
「暘谷苑」という社会福祉法人を中核

ることで、医療介護に関する公費の削減が期待でき

とし、配食サービスを通じて高齢者の見守りとケア

るものである。現在は、要介護になってから施設

アドバイスにより健康寿命を延ばす一方、小規模多

（特別養護老人ホーム）に入居するというパターン

機能型居宅介護施設を展開している日本型CCRCを

が一般的だが、CCRCでは健康なうちに自立型住居

構築した施設である。地縁を基盤に医療機関と連携

に入居し、心身の状況に応じ同一施設内で適切な

することで地域包括システムとして機能している。

サービスを受けて終末を迎えられるという安心感を

CCRCは、全体の利益を意識し事業を把握すれば

重視した一体運用をイメージしている。これにより

実現可能である。地方では土地・施設の取得に比較

健康寿命を延ばし、財政負担の大きな特別養護老人

的小規模な資金でスタートできるが、無理のない入

ホームへの入居を遅らせる効果が期待される。高齢

念な計画と投資計画が重要である。事業者の信頼を

者が地域社会でアクティブな生活を送りながら継続

確保するため、社会福祉法人の会計監査制度をその

的なケアを受け、また一方で地域社会への社会参加

他のサービスに活用できないか、また様々な地方の

を通じて楽しみながら地域へ貢献しつつ、緩やかに

機関を組み合わせた事業計画など、公認会計士は財

終末へ向かうという地域活性化と公的保護の負担を

務的なアドバイスで貢献できる。

減らす両面が期待される。

社会福祉の増進に、地方の包括システム構築のた

事例の１つ目は、病院を中核として退院後の高齢
者の居場所を作る目的でグループホームや有料老人

め、会計監査・再投資計画の検証、部門別損益と戦
略の整合性の検証などの役割が期待されている。
（報告：梨岡英理子）

研究発表

第2部

15:40〜17:20

産学官連携による北陸の地方創生
− グローバル化を視野に入れた北陸に於ける取り組みと公認会計士の役割
パネリスト
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石川県商工労働部長、前石川県観光
戦略推進部長 普赤清幸氏
福井県立大学名誉教授、前福井県立大
学地域経済研究所所長、北陸環日本海
経済交流促進協議会（北陸AJEC)理
事企画部会委員長 丸屋豊二郎氏
株式会社北國銀行代表取締役専務
杖村修司氏
あおぞら経営税理士法人代表社員、
日本生産性本部認定経営コンサルタ
ント、税理士、公認会計士
松村篤樹氏

コーディネーター

証券アナリスト、グローバルCFO、
前日本公認会計士協会北陸会会長、
松木会計事務所所長、税理士、公認
会計士 松木浩一氏
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各パネリストによる発表

献できること−」として、地方創生のための１戦略

最初に、普赤氏より「石川県における地方創生に

としての中堅・中小企業の生産性の向上、そのため

向けた取り組みについて」として、地方創生に向け

に公認会計士が発揮できる価値について、ご経験を

た石川県の施策についての発表があった。地方創生

踏まえた発表があった。公認会計士が貢献できる項

とは、「人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって

目の幅広さ、経営者の傍らにいてニーズに応えるこ

活力ある社会を維持するための取組み」であり、各市

とのできる潜在力について説明があり、私たち公認

町村で戦略・ビジョンを策定して取り組みを行い、効

会計士が地方創生に貢献するための具体的なイメー

果を上げている。

ジを持つことがでた。

特に、新幹線開業効果が持続しており、開業前の
「○％増」という伸び率ではなく、「○倍」という

ディスカッション

規模の想定外の効果が出ている、という具体的な数

「生産性改善がなぜ人口減少対策に有効か」につ

値を上げた説明からは、北陸経済活性化への大きな

いて、効率化による退社時間の早期化、生産性の高

影響を実感した。

い企業の増加による若年層の給与増加、子育て資金

次に、丸屋氏より「北陸地方創生と国際化・イノ

の増加等が考えられるとのコメントがあった。

ベーション−北陸経済活性化へ向けた施策−」と題

また、「産業クラスターはなぜ地方創生に有効

して、日本が直面している「経済の長期的停滞」

か」について、企業誘致等による産業の多重化に

「東京への一極集中」「高齢化」という問題解決の

よって、経済変動の影響を緩和できるとの意見が

ためには、地域経済のグローバル化、ローカル化、

あった。人、生産性、魅力的な仕事を創出すること

一億総活躍社会の実現（働き方改革）が必要との発

で、一極集中の改善にもつながる。

表があった。人口が減少する分、労働生産性向上が

「地方創生について公認会計士が期待される役割

必要であり、国際化の進展に伴い企業のパフォーマ

とは」については、客観的で冷静な情報・提案を企

ンスが向上するという実態について詳しい解説があ

業に提供し、あるべき経営について経営者と議論を

り、北陸が抱えている課題克服のためには国際化の

重ねて思いに真摯にこたえられる対応をすること、

推進が必要という提言があった。

企業規模を大きくするためのM&A等の支援も期待

三番目に、杖村氏より「地方創生に向けた中小企

されるのではないか、という意見があった。

業界（漆器業界、繊維業界、酒造業）の課題解決に

まとめ

取り組んだ具体例を示しながら、北國銀行の取組み

地方創生のキーワードは、生産性向上であり、産

について発表があった。銀行自身の体質を強化しな

業集積・クラスターの構築が人口流出を食い止め

いと支援はできないという発想のもと、まずは銀行

る。公認会計士は企業の身近な存在として寄り添

の業務効率化、ICT化、人事改革等による経費削

い、経営への支援において能力を発揮するために、

減・収益力強化を実現し、その経験も踏まえてのコ

持てる専門知識を活かして果敢に挑戦していくこと

ンサルティングを行っているというお話は、とても

が期待されている、というまとめでパネルディス

興味深いものであった。

カッションが締めくくられた。

最後に、松村氏より「地方創生への関わり−中小
企業経営への支援

（報告：國山しのぶ）

ＣＰＡが期待されること及び貢
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地域金融機関の融資判断における特別目的の財務諸表等の監査等の利用と地方創生
発

表

者

県立広島大学経営情報学部 准教授、
公認会計士 橋上 徹氏

諸表等及び特別目的の財務諸表等の監査等の利用の
枠組み等を検討するにあたり、地域金融機関への実
態調査を実施した。その結果、金融機関等において

1. はじめに

「特別目的の財務諸表等に対する監査等」に関して

「『日本再興戦略』改訂

は、認識されていなかったが、実態調査から下記の

2014-未来への挑戦」で掲げ

ような状況が確認できている。

られた「ローカル・アベノミ
クス」の旗印のもと、中小企
業等の「稼ぐ力」を徹底強化

（１）「特別目的の財務諸表等の利用」に関する認
識度の状況

し、地域金融機関による積極

「特別目的の財務諸表等」については、

的な経営支援の促進が安倍政

「中小企業の会計に関する基本要領」や「中

権の重点施策として掲げられている。

小企業の会計に関する指針」が金融機関等の

また、2015年4月1日以後に開始する事業年度又

融資判断に活用されていることが把握され

は会計期間から「特別目的の財務諸表等に対する監

た。その他「税理士法第33条の2第1項に規

査」が制度として導入されたが、地域金融機関及び

定する添付書面」等を融資判断に活用してい

地方中小企業等を想定利用者とすると、担保や個人

る金融機関等もあった。

保証に依存しない円滑な地方金融機関から地方中小

（２）金融機関等からの期待

企業等への資金供給が行われる可能性がある点で、

「特別目的の財務諸表等に対する監査等」

地方創生又はローカル・アベノミクスの趣旨を斟酌

の制度導入に関し、公認会計士等の第三者か

した措置であると考えられる。そこで、「特別目的

ら信頼性を担保できる等の理由から、主とし

の財務諸表等に対する監査」の地域金融機関及び地

て次のような融資判断における期待を掲げる

方中小企業等を想定利用者とした実務ニーズから把

金融機関等があった。

握される課題等を整理して、監査研究・監査実務に

●公正な不動産担保評価と同様な機能への期

還元していくことを目的としている。

2. アベノミクス成長戦略における地域
金融機関が果たすべき役割
2013年以降、アベノミクス第三の矢の1つである
成長戦略の内容として公表されている一連の『日本
再興戦略』においては、地域金融機関の果たしうる

待
●融資先の財務内容に関する深度ある正確な
情報の入手への期待
●信頼性が担保された事業計画策定への期待
●適正金利の構築及び普及への貢献に対する
期待
（３）金融機関等が示した課題

機能について、「産業地域経済の発展の中で期待さ

「特別目的の財務諸表等に対する監査等」

れる地域金融機関の地域の経営支援機能強化が鍵と

の制度導入に関し、主として次のような課題

なる施策」として、多岐にわたりその機能が挙げら

を掲げる金融機関等があった。

れている。そこで、政府から公表される『日本再興

●コストに関する課題（コスト負担の問題、

戦略』等の発出文書をもとに、地域金融機関が果た

コスト・ベネフィット比較上の問題）

すべき役割について、公認会計士の役割や監査の機

制度導入に伴うベネフィットは制度導入に

能にも関連付けながら、詳細な説明が行われた。

伴うコストより小さいと考えられている。
●「過去情報」のみを対象とするという課題

3. 地域金融機関の融資判断における特別目
的の財務諸表等の利用及び特別目的の財
務諸表等に対する監査等の活用可能性
地域金融機関の融資判断における特別目的の財務
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た手続業務に関する実務指針」の公表によ

（事業性評価及びそれに基づく将来のキャッシュフ

り、将来の資金繰り情報に関し、合意された

ロー情報等）の総合的評価が求められる中、統合的

手続を利用できる可能性が出てきている。

検証・評価の枠組みが必要とされる中で、各地方に

●「納期」に関する課題

おいて、地域金融機関、地域中小企業、監査法人又

なるべく早く融資を受けたいという融資先の

は公認会計士、国・都道府県・市町村の中小企業支

ニーズや他の金融機関等よりも短期に融資を

援関連機関、監督規制官庁、研究者等が一体となっ

行うことが競争上求められることがある。

て、特別目的の財務諸表等の監査等の導入を含む担
保・保証脱却モデルを作成し、地域の円滑な金融に

4. まとめ

よる地方創生のモデルとして政策を提案していくこ

最後に研究発表の総括として、次の通り、まとめ

とが必要である。そして、これらの取組は、会計監

られた。

査の独占権限を法的に有する公認会計士が中心と

中小企業金融において、財務情報と非財務情報

なって取り組むべきである。
（報告：奥村孝司）

ITの新潮流がもたらす地方創生
パネリスト

コーディネーター

〜期待される公認会計士の役割〜

本部IT委員会XBRL対応専門委員会
専門委員長
笩井大祐氏
本部IT委員会未来の監査専門委員会
専門委員長
紫垣昌利氏
和歌山県企画部企画政策局企画総務
課課長補佐兼データ利活用推進セン
ター準備班長
中内啓文氏
前本部IT委員会委員長
河西正之氏

ていることに言及した後、近時のトピックのうち、
AI、オープンデータ、RPAおよびブロックチェー
ンについて解説が加えられた。解説の中では、AIに
対する正しい理解を持ち、AIをいたずらに恐れるこ
となく備えるという姿勢の重要性の強調、オープン
データ政策の成果として、中小企業やベンチャー企業
でも、オープンデータとAIを組み合わせることによっ
てビジネス創出のチャンスが増大しているという指
摘、デジタルレイバーによる業務プロセスの自動化を
実現するRPA（Robotic Process Automation）は
業務の効率化をもたらす反面、監査の観点からは
RPA統制のリスクを見極める視点が必要となるこ

AI/RPA/オープンデータの利活用では、柴垣氏
より地方創生の一手段としてのオープンデータの例
として地域経済分析システムRESAS（Regional
Economy Society Analyzing System）※1の紹介
と、これにより勘や経験や思い込みではなく、デー
当セッションでは、河西正之氏のコーディネート

タに基づく政策立案（EBPM:Evidence-Based

のもと、筏井大祐氏、柴垣昌利氏、中内啓文氏の3

Policy Making）に政策の在り方が変化している旨

名のパネリストにより、
“ITの新潮流”、
“AI/RPA/

の解説があった。

オープンデータの利活用”および“公認会計士にで

また、中内氏より和歌山県内各地の地方創生の取

きること”を主な内容とした研究発表がなされた。

り組み事例やRESASの活用事例、総務省統計局・
独立行政法人統計センターの一部移転決定に伴い、

ITの新潮流では、まず過去のITの潮流を振り返

統計局が設置するセンターに隣接して「和歌山県

り、概ね10年ごとにITに大きな潮流の変化が生じ

データ利活用推進センター」を設置し、連携して業
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務を行うこと、オープンデータの例として、政府統

策やIT技術の進歩に伴い、ITを利活用するハード

計の総合窓口（e-Stat）と「地図による地域分析

ルが下がってきていることもあり、その利活用はい

（ｊＳＴＡＴ

わば「読み書き算盤」のように、当然必要なスキル

ＭＡＰ）の説明とデモンストレー

ションが行われた。

となりつつある。これは決して公認会計士に限った
ことではなく、世の中一般に言えることである以

最後に、RESASや各県で公表されているオープ

上、我々が社会からの期待に応えていくためには、

ンデータ、RPAやAIといった省力化ツールを使い

このスキルを身につけることが必要不可欠であるこ

こなすためのハードルは下がっており、今後も便利

とを強く感じた研究発表であった。

なツールが登場することが見込まれる中、公認会計
士はITリテラシーを上げて、積極的に活用すべきで

※1：https://resas.go.jp
（報告：立川正人）

あることが提言された。発表では、単に提言するだ
けではなく、データ利活用に関する課題やツールの
使用に対する心理的なハードルもあることや、デー
タの信頼性を確保するにはどのような点に留意すれ
ばよいかといった実現に向けた課題にも触れ、パネ
ルディスカッション形式で活発な議論がなされ、聴
講者に対してどのように実現していけばよいかの示
唆を与えるような構成が工夫されていた。
昨今、発表で紹介されたようなオープンデータ政

事業承継と公認会計士に期待される役割
パネリスト

コーディネーター

中小企業施策調査会事業承継支援専
門部会専門委員、経営研究調査会事
業承継専門部会専門委員、公認会計
士 城所弘明氏
経営研究調査会事業承継専門部会長、
中小企業施策調査会全体会委員、公
認会計士 櫻井政夫氏
租税調査会資産課税等専門部会副専
門部会長、経営研究調査会事業承継
専門部会専門部会長、中小企業施策
調査会事業承継支援専門部会専門委
員、公認会計士 清水久員氏
中小企業施策調査会事業承継支援専
門部会専門委員、公認会計士
種山和男氏
中小企業施策調査会事業承継支援専
門部会専門委員、租税調査会資産課
税等専門部会オブザーバー、公認会
計士
林克明氏

〜国から地方へ〜
承継税制が大幅改正され、ようやく中小企業の事業
承継の舞台が整ったという段階であった。平成29年
現在では、中小企業庁が事業承継ガイドラインを10
年ぶりに改訂し、平成29年度から5ヵ年を事業承継
の集中実施期間として「事業承継5ヵ年計画」を公
表している。こうした現状のもと、事業承継と公認
会計士が果たすべき役割を検討していく。

2. 事業承継支援の考え方 〜国から地方へ〜
種山和男氏

1. はじめに

18

事業承継5ヵ年計画の工程表では、地域の事業承

平成25年9月25日開催の第34回研究大会兵庫大

継支援体制の確立、すなわち各都道府県に事業承継

会で同様のテーマで研究報告を行った。当時は平成

ネットワークを展開し事業承継診断を実施すること

24年12月に安倍内閣が発足し、平成25年には事業

が盛り込まれている。一般的な支援機関が認識して

17258
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いる支援対象事業者は、業績が良好で、かつ事業承

泉」に着目している点にある。事業価値源泉とは、

継リスクが顕在化している会社であるが、これとは

事業の継続に必要な付加価値を創出する力のことで

逆に業績が不調で、かつ事業承継リスクが顕在化し

あり、その例としては技術力、営業力、組織力、経

ていない会社も存在する。このような会社は企業数

営力などがあげられる。事業価値源泉の分析把握方

は多いものの自ら相談に来ることがないため、「事

法としては、SWOT分析、バリューチェーン分析、

業承継診断書」の配布や「今後10年を聞く」等によ

ファイブフォース分析等の分析フレームワークを活

り、現経営者に事業承継対策の重要性を認識させ、

用する。また事業価値源泉には寿命があるため、そ

後継者も事業計画策定に参加させるように促す必要

の持続性を評価することが重要となる。事業価値源

がある。また顧問先に対する経営助言、補助金獲

泉の持続性が認められる場合であれば、事業承継の

得・経営革新等・経営改善計画策定支援等におい

ための仕組みづくり・事業価値の磨き上げ・事業承

て、企業価値向上支援を行っていく必要がある。

継環境の整備・後継者の選定および育成といった
フェーズに進むことができるが、その持続性が認め

3. 事業承継の問題意識

られない場合には、事業再生や廃業・清算を選択せ

城所弘明氏

ざるを得ない場合もありうる。

中小企業が15年間で約100万社減少した事実や、
経営者の高齢化の急速な進展および今後5年間に団
塊の世代が大量に引退する時期に突入することを受

5. 事業承継の税務と法務
清水久員氏

けて、大事業承継時代の到来が見込まれており、こ

事業承継時に検討課題となる非上場株式の評価方

れに対して地方創生に向けた公認会計士の役割の増

法や、非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予およ

大が予測されている。事業承継には法務・財務・税

び免除の特例に関する説明があった。

務などの専門的知識が必要になるが、様々な専門
家・実務家の総合的なタクトが可能な公認会計士の

6. 公認会計士の果たすべき役割

重要性が高まっていくと考えられる。

事業承継に関する地域の支援体制を確立するた
め、各都道府県に事業承継ネットワークが展開され

4. 「事業承継支援マニュアル」の意義とそのポイント
櫻井政夫氏

ていくが、この構成メンバーに士業専門家の参画が
想定されており、特に事業承継支援の専門家とし

事業承継支援マニュアルの特色は、「事業価値源

て、公認会計士のかかわりが期待されている。

地方公共団体の財務状況の把握
発

表

者

〜内在リスクと今後の対応について〜

財務省北陸財務局、公認会計士
古湊康寛氏

地域における課題及び地方公共団体の財務状況に内
在するリスク等を紹介するものである。

1. はじめに
財務省・北陸財務局では、地

2. 地方公共団体の財務状況の把握について

方公共団体に対し財務状況把握

北陸三県の地方公共団体における課題は、今後の

ヒアリング及び実地監査を実施

人口減少や少子高齢化などの社会環境の変化、公共

している。この取組は、財政融

施設等の老朽化対策、その利用需要の変化に対応し

資資金の貸し手として償還確実

た公共施設全体の最適化が求められるなど地方公共

性を確認することが主眼である

団体の財政基盤や行政需要が変化していくことであ

が、調査の過程で把握した事項

る。このような中、市町村の財務状況把握における

について併せてアドバイスが行われる。古湊氏の発

分析手法の主なポイントは、人口動向や産業構造、

表はこの財務状況把握や実地監査で明らかになった

財務力指数、収入面・支出面の特徴、当該団体の強
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みや弱み、外部要因と内分要因等である。古湊氏は、

た、5つの下水道事業の事例と５つの病院の事例が

分析的手法の結果、内在するリスクとして以下の項目

紹介された。

を説明されたあと、市町村の財務状況ヒアリング・実
地監査の事例を紹介された。

4. 北陸新幹線開業による財政面への影響

・人口減少による税収減、高齢化に伴う社会保障関

古湊氏は、北陸新幹線開業を踏まえ、北陸三県の

係費（扶助費等）の増大
・地域産業の動向による法人税の増減、特定業種・
特定企業への依存にリスク
・料金収入で費用を賄えない公営企業会計に対する

市町村の債務を月収の何ヵ月分かを示す実質債務月
収倍率で見ると、15.2ヵ月であり、全国の10.8ヵ月
より比較的債務が高い水準にある。また、北陸新幹
線沿線団体のうち、平成27年3月開業済み停車駅を
有する団体債務は更に高い水準で推移していると説

財務負担
・公共施設の再編・統廃合に係る解体撤去費、改修
費、維持管理費の増大
・その他、収支計画に反映されていない下振れ要因等

明された。また、沿線団体を中心に、新幹線開業・
延伸効果を高める観点からも、ソフト面を含めた活
発な投資が継続しており、過剰な投資は将来的なリ
スク要因になるものの、ニーズを捉えた適切な投資

3. 地方公営企業の経営状況の把握について

により、新幹線効果の持続や、収入増加に繋がるこ

北陸三県の地方公営企業における課題は、公共性

とが期待されると述べられた。

と経済性の基本原則を発揮しながら、料金収入を
もって経営を行うことを原則とする独立採算性が求

5. 最後に

められているが、実態として、料金収入等で費用を

北陸三県の地方公共団体において今後想定される

賄えず、一般会計からの繰入金で経営を維持する実

リスクとして、合併団体については普通交付税の合

質的な赤字企業が多い状況となっていることであ

併算定替の段階的縮減による収入減が見込まれるこ

る。このような中、地方公営企業の経営状況の実態

と。新幹線延伸予定の沿線自治体は今後関連事業の

把握のポイントは、人口減少や事業環境の変化な

実施に伴い、地方債残高と償還額の増加が懸念され

ど、将来を見据えた経営を行っているかであり、着

ること、新幹線開業・延伸効果の持続性は不透明で

眼点は地域の特性、建設投資状況と経営状態の背

あること、人口減少が止まらない中、子育て支援・

景、収入・費用の状況、他会計からの繰入金の内容

少子高齢化に対する施策の地域間競争により財政負

などの収支構造、人口減少等による施設設備の縮

担が増加することであると説明された。

小・維持更新への対応状況であると説明された。ま

（報告：髙見勝文）

【 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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組織内会計士委員会・中堅・若手会計士委員会共催研修会

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〜
組織内会計士委員会

■日

時：平成29年9月22日（金）

■会

場：日本公認会計士協会近畿会研修室

委員長

藤枝

政雄

18:30〜20:30

■テーマ：「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〜」

第一部「あきんどスシロー再上場までの道のり」
第二部「組織内で飛躍する公認会計士」
■講

師：清水

敬太（しみず

けいた）氏

株式会社スシローグローバルホールディングス執行役員
酒井

大輔（さかい

公認会計士

だいすけ）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

1. はじめに

ルティング会社を経て2012年に転職されました。

平成29年9月22日（金）、組織内会計士委員会、

経営企画本部長、営業本部長を務められ、2015年

中堅・若手会計士委員会共催にて上記セミナーを開

より再度企画部門（社長室）へ就任され、全社の経

催いたしました。当日は83名もの多数の方々にご出

営戦略やIT戦略を統括されています。

席いただきました。

清水執行役員にはこの5年間の経営改革をリード

株式会社スシローグローバルホールディングス

してきた立場から、スシローGHD社の再上場への

（以下、スシローGHD社）は、本年3月30日に東

戦略的な取り組みについて語っていただきました。

京証券取引所1部市場に再上場されました。第一部

一軒の寿司屋の新規事業として1984年創業した

では上場までの道のりを、第二部では組織内での働

スシローGHD社は、2017年8月末現在、国内472

く魅力を語っていただきました。

店舗、韓国8店舗を展開する、売上高1500億円超の
6年連続の業界No.1（=世界No.1）企業です。
2003年9月東証2部に上場した後、2007年8月に
に上場を廃止しました。2012年9月に英系投資ファ
ンドのペルミラ社が株式取得し、経営改革を経て、
本年3月に東証1部に8年ぶりに再上場されました。
「上場ってきっと大変でしたよね？」、「むちゃ
くちゃ忙しかったんじゃないですか？」とよく聞か

2. 第一部「あきんどスシロー再上場までの道のり」
清水執行役員は、大手監査法人に勤務後、コンサ

れます。
確かに、東京証券取引所や証券会社の審査対応、
海外投資家へのセールス等、それぞれ並行して行っ

報 告 REPORT

ユニゾンキャピタルと資本業務提携し、2009年4月

ており、スケジュール的にも大変でした。
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しかし、そのプロセスは全体の中の一部です。は

３

会計士ほどリスクとりやすい職業はない

るかに大変だったのは、売上、利益を成長させるこ

いざとなったら監査法人に出戻りすれば。そう

とでした。新規出店への注力、重要リソースへの対

腹を括れば、事業会社の中でも積極的に発言、行

処、経営管理機能の強化といった戦略／戦術を定

動に移せる。結果として存在感を発揮でき、チャ

め、実行し、売上、利益の成長、事業の成長を加速

ンスを掴みやすい。他のビジネスパーソンが少し

させることが圧倒的に重要でした。上場後、これか

躊躇する環境にあえて飛び込み、大きなリターン

ら本当の挑戦が始まるので、引き続き頑張りたいと

を獲得できる。

思います。
上場後のチャレンジは、■国内No.1を継続、■海

4. 最後に

外展開の加速、■そして日本を代表する、世界から

清水執行役員からのまとめの言葉がありました。

評価される外食企業へ。スシローGHD社の挑戦は

「公認会計士は、本当はもっともっとビジネス／

続きます。

経営の分野で活躍できるはず」
「可能性へのチャレンジに、是非多くの方々と一

3. 第二部「組織内で飛躍する公認会計士」
酒井社長室長は、大手監査法人に勤務後、2013

組織内会計士の方々に、実際に企業で活躍される

年4月に転職され、財務経理部財務課に配属。2015

様を披露していただきました、また、今回のセミ

年に社長室に異動され、本年7月より現職。組織内

ナーは多数の方に出席いただきました。ご参加いた

会計士として活躍されているご本人から、伝えてい

だいた方々も何かを感じていただけたのではないで

ただいた話は3つでした。

しょうか。

１

組織内会計士は面白い！
我が事として月次、週次、日次の数値を受け、

「数字」に対する重みを実感しています。予算策
定では「未来」の数字を作成、予測、検証しま

追記

務に適用し、予測、検証していく。予測した数値

は、業界5位の元気寿司株式会社とその親会社であ

に実績値が当たると本当に面白い。さらに、数字

る株式会社神明と資本業務提携を締結されました。

を「生み出す」側への挑戦。顧客の動向に合わせ

成長エンジンを加速させ、チャレンジを続けられる

て、会社がどう動くのか、マーケティングにも取

ことでしょう。契約締結直前のご多忙なところ講演

り組んでいます。組織内会計士の仕事は、活きた

いただきましたこと、改めてお礼申し上げます。

転職前に抱いた不安と実際のトコロ
「事業会社で監査スキルが役立つ？」、「マ

ネージャー経験まで待たなくて大丈夫？」、「経
理業務だけになるのは…」。自身が転職前に抱い
た不安は、実際には杞憂でした。チャレンジでき
る機会・チャンスをつかむ、手を挙げてどんどん
と絡んでいき、様々な業務を経験しました。ひと
つあるとすれば、会社を選ぶとき、色々なチャン
スが掴みやすい環境かどうかを考えること。

17262

があり、これに懇切丁寧にご対応いただきました。

セミナー開催の翌週9月29日にスシローGHD社

できます。

２

第二部終了後の質疑応答も非常に活発なやり取り

す。監査で実施していた分析的手続をリアルに実

数字を自分の肌で感じながら日々過ごせることが
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研究・CPE研修部研修会 開催報告

「コーチングスキルアップ研修〜公認会計士のための
指導・育成力を発揮するコツ〜」
研究・CPE研修部

部長

小松野

悟

1. 本研修のねらい

＜主な著書＞

研究・CPE研修部では、公認会計士業務を行うた

『最強のモチベーション術

人は何を考え、どう動

めに直接必要とされるヒューマンスキル研修を開催

くのか？』（日本実業出版社）

しています。当年度は、公認会計士が業務を行う上

『社員の潜在能力を引き出す経営』（中央経済社）

で指導・業務に役立つコーチングスキルの向上を

『子どもが伸びる ほめる子育て』（ちくま新書)

テーマとしています。今回は、普段の業務で以下の

『組織を強くする人材活用戦略』（日経文庫）

ような問題に直面したことがあるような方々を想定

『承認とモチベーション』（同文舘出版）

して研修会を開催しました。

『承認欲求』（東洋経済新報社）

①チームリーダーとして仕事をする機会が多いもの

『なぜ日本企業は勝てなくなったのか−個を活かす

の、後輩等チームメンバーをうまくリードできて

「分化」の組織論−』（新潮選書）

いないと感じることが多い。

『知識ゼロからのモチベーションアップ法』(幻冬舎)

②チームメンバーに若手会計士がいるものの、相手
の価値観をうまく把握できず、業務をスムーズに
行えていないと感じることが多い。

2. 講師プロフィール
太田 肇（おおた

はじめ）氏

『ムダな仕事が多い職場』（ちくま新書）

3. 本研修の概要
① 認めること・ほめることの効果と副作用
＜効果＞
・モチベーション、自信、帰属意識などが高まる。

同志社大学 政策学部教授 大学

・仕事の生産性が高まる。

院総合政策科学研究科教授、

・離職の抑制効果がある。

経済学博士

・信頼関係ができ、職場の空気がよくなり、活性化

＜主な研究分野＞

・メンタルヘルスが増進される。

個人を生かす組織・社会づくり

・不祥事が抑制される。

＜主な講演先＞

＜副作用＞

企業、労働組合、公的団体、大学、学校、国、地方

・ほめることが逆にプレッシャーを与えて頑張りす

自治体、新聞社、医師・看護師・裁判官・監査役・

ぎてしまう。

社会保険労務士など専門職の団体、生協、ＪＡ、福

・叱られたことよりもほめられ過ぎてプレッシャー

祉施設、女性会、幼稚園、フリースクール、寺院、

を感じてしまい離職することの方が多いと言われ

自治会など。北海道から沖縄まで。数千人規模から

ている。

数人まで。これまでに1,000回以上。

・ほめられると自己を過大評価しすぎてしまい、客

報 告 REPORT

する。

観視できなくなる。
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・アンダーマイニング効果（例えば、好きでしてい

・顧客から届くポジティブな声は直接本人に伝え、ネ

た仕事に対して褒美を与えると、褒美なしではや

ガティブな声はまず真偽を確かめ、次に重要度を判

らなくなってしまう、などの現象）により、ほめ

別し、そのうえで職場の改善材料に使う（つまり失

られること自体を目的に仕事をするようになって

敗した個人を特定しないように配慮する）。

しまう。
④ 失敗しない叱り方
② プロフェッショナルにとっての認めること・ほ
めること
・クライアントからの感謝やほめ言葉は気分が良く
なるものの、プロフェッショナルサービスに対す
る能力評価とは切り離して考えるべきである。
・能力が分かる人に評価されないとプロフェッショ
ナルとしてのパフォーマンスは上がらない。

・ほめると叱るは５対１の割合で。ほめる→叱ると
いう順番が望ましい。
・叱るより改善を促すという意識で。基本はビジネ
スライクに。
・叱る場合は相手との信頼関係が前提。あると思っ
てもない場合もあるため慎重に。
・相手のプライドを意識する。（皆の面前で叱るの
はNG。期待を前面に出す。）

③ 効果的な認め方・ほめ方
・具体的客観的な事実に基づいてほめる。

・斜めの関係を取り入れる。（直属の上司でない人
を経由するなど）。

・「よい陰口」を広げると、真実味が増す。
・成功体験で自信をつけさせる。（そのためにはま
ず行動することが大切である。）
・結果をほめるより、プロセスの最中でほめる。
（ほめると慢心する。）

参加者からは「部下との接し方を考えるよい機会
となった」「プロフェッショナルサービスを意識し
たコーチングスキルを聞けて良かった」など多数の

・ほめるところが見つからない人に対しては例外を

ポジティブなコメントを頂きました。コーチングを

ほめる。（普段できないことをたまたまできた時

含む組織論の権威である太田先生から、多数の講演

に大げさにほめる。）

実績や実証研究の成果を踏まえた様々な角度からコ

・能力ではなく、努力をほめる方が一般的にはよい
と言われている。
・すぐにほめる。
・相手が重視しているところ、努力しているところ
をほめる。
・できる人は全体を、そうでない人は部分や伸びを
ほめる。
・相手によってほめ方を変える。
・相手が乗っているときは、ほめるより認める。
（仕事をまかせるなど）
・相手が落ち込んでいるときは、認めるよりほめる。
・最初は気軽にほめる。（「ありがとう！」「えら
い！」「すごい！」）
・顧客に直接ほめられる機会を増やしてあげる。
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4. 最後に
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メントがあったことについて、印象的だったようで
す。
研究・CPE研修部では、今後も引続き会員各位の
ヒューマンスキル向上に役立てるような有意義な研
修を企画・実施していきます。研修開催の際にはぜ
ひ参加ください！
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準会員会近畿分会 活動報告
人生で一度は勉強しておきたい保険セミナー
準会員会近畿分会

9月24日(日)に日本公認会計士協会準会員会近畿
分会 (以下、準会員会)主催で、『人生で一度は勉強

幹事

吉松

賢二郎

ておりませんが、将来保険を選ぶ上で非常に参考に
なる話であったと思います。

しておきたい保険セミナー』を開催いたしました。
人生誰もが、一度は病気になってしまうもの。人
生何が起こるかわかりません。そこで勉強する機会
がない生命保険について考えてみようという目的
で、当セミナーを企画しました。参加者は私も含め
た25名で会場いっぱいになりました。セミナーでは
講師の先生によるユーモアやクイズを織り込むこと
により、聞くだけではない参加もできるセミナーと
なりました。その影響もあり非常に盛り上がったの

オープニングの挨拶

ではないかと思います。
保険セミナーで培ったことを少し披露させていた
だきますと、今加入している保険、これから入ろう
としている保険は本当にあなたにとって合っている
保険でしょうか。保険外交員の方の売っているパッ
ケージ商品になんとなく加入していないでしょうか
（パッケージ商品が悪いというわけではありませ
ん）。保険は自分の人生に合うように加入すること
クイズの場面

かにより、将来どれだけのお金がいるのか、仮に自

日々、準会員会においては様々な企画を考案・開

分が50歳で死ぬとしたら、奥さんと子供たちにいく

催しておりますが、初めての企画の際にはいつも不

らだけお金を残すのがいいのかなどを考慮して自分

安でいっぱいでした。それでも企画が終わった後は

に合った保険を選ぶことが必要）。

いつも「やって良かった」という気持ちになりま

詳細を書くと長くなってしまいますので割愛させ

す。今回の保険セミナーも初めての試みでしたが、

ていただきますが、肝要なのは加入している保険、

参加者の方々とお話しして、喜んで貰えた今では

加入する保険が自分の人生のリスクヘッジとなる、

やって良かったと感じています。準会員会は若手の

もしくは、保険となっているかどうかです。言い換

組織で未熟な点も多々あるかと思いますが、時には

えると加入している保険が、自分の人生にあってい

温かく、時には厳しく見守って頂ければ幸いです。

るかどうかが肝要なのです。私はまだ保険に加入し

17265
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が必要なのです（自分が何歳までに何人子供をもつ
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寄 稿 CONTRIBUTION

翔る！ニッポンの公認会計士

現地で働いて良かった点
では、早速ですが現地で働いて良かった点を
2つに絞ってご紹介します。
① 異文化体験
「アメリカは車社会だ」といわれますが、
この言葉だけでどの程度の事が想像できるで
シリコンバレーを代表する企業と青空

しょうか？日本のように公共交通機関が発達
していないアメリカの多くの地域では、車な

〜 サンノゼ編 〜
美濃部

雄也

しでは、通勤、買い物などはほぼ不可能で
す。また、電車通勤と異なり歩く時間が減る
ため運動不足になりがちですし、運転中は好
きな読書もできません。さらに、妻の車も必
要でしたのでそれなりの出費が必要でした

はじめに

し、右側通行にもはじめのうちは慣れませんでし

私は2012年11月から2016年11月までの4年間、

た。他にも車にまつわる思い出は多々ありますが、

提携先であるデロイトのサンノゼ(San Jose)事務所

「車社会」の一言で片付けてしまえるようなことが

に駐在し、主に監査をしました。帰国から1年が経

生活に様々な影響を与えてきます。同様に「多民族

とうとしていますが、この度、自分が過ごした4年

国家」、「実力主義」、「ダイバーシティ」、「訴

間を振り返る機会をいただきましたので、海外勤務

訟社会」など、アメリカを象徴するようなキーワー

に興味のある方に少しでもご参考いただけると幸い

ドも、現地ではその言葉に対して抱いていたイメー

です。

ジが実体験となり、驚きや感動、戸惑いにつながる
わけです。赴任前は日本の文化しか経験がなく、異

サンノゼとは

文化を頭の中だけで理解していましたが4年間の赴

「サンノゼ」という地名でパッと来る方は多くな

任期間を通じて身をもって異文化理解することがで

いかもしれません。アメリカの西海岸、カリフォル

きたのは大きな収穫でした。現在、様々な国の人と

ニア州の北部にある100万人都市で、シリコンバ

監査に関連してコミュニケーションをしています

レーの中心都市のひとつです。シリコンバレーに

が、サンノゼでの勤務経験をもとに、相手の文化を

は、Apple、Google、Facebook、Intel、Tesla、

理解しよう（一方でこちらの文化や仕事のやり方も

Uberのようなハイテク企業や無数のスタートアッ

理解してもらおう）と意識し、少しでもよいコミュ

プがあり、世界中のエンジニアにとって憧れの場所

ニケーションができるように努めています。

になっています。気候は上の写真を見ていただけれ
ば分かる通り、ほぼ1年を通じて晴れ。湿度は低く

26

② ターニングポイント

カラッとしており、雨はほとんど降りません。（特

赴任前は好んで仕事一辺倒でやってきたつもり

に私の赴任中は極端に雨が少なく、傘を4年間で2回

で、今はやりの「働き方改革」が求める働き方とは

しか使いませんでした）。また、ワインの産地とし

少し縁遠い生活を送っていました。そのような中、

て有名なナパ、ソノマや、観光地として人気のサン

サンノゼで日本と異なる仕事環境に身を置けたこと

フランシスコもサンノゼから車で1-2時間のところ

は、仕事ひいては人生を見つめ直すよいきっかけと

にあり、環境面で非常に恵まれている一方で、世界

なりました。赴任初期は不慣れなこともあり相当忙

中から人が集まるため住宅価格が高騰し、生活費が

しかったのですが、業務に慣れてくるにつれ、家

異常に高い場所でもあります。

族、友人と過ごす時間を少しずつ増やしていくこと
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ができました。現地では幸い二人目の子供を授か

バレーの景気が毎年右肩上がりで、2015年に安倍総

り、特に赴任期間終盤は休みをフルに利用してアラ

理のシリコンバレー訪問があったことに象徴されるよ

スカ、フロリダ、グランドキャニオンなど様々な場

うに、日本からの注目度が年々高まっていった時期で

所に家族旅行をしました。また、妻や子供も現地で

した。この中で、増える業務を、いかに素早く、か

多くの友人ができ、思い出の多い4年間となったよ

つ、正確にさばいていくかがとても大切でした。2つ

うです。また、現地では個人的に異業種のメンバー

目は「Out-of-the-box thinking（既存の枠にとらわ

や起業家など、以前はあまりお付き合いのなかった

れない思考）」をすること。日本で仕事をしている

ような刺激的な人（シリコンバレーには新規事業開

と、どうしても日本の常識に従った思考や行動が知ら

発目的で赴任する人も多く、尖っていて面白い人が

ず知らずの間になされてしまいます。日本の常識は海

多かったです）とも仲良くさせてもらいました。日

外の非常識と言われることもあり、Out-of-the-box的

本に帰任すると当時の関係は疎遠になるケースも多

な発想をすることが時に必要となりました。これら2

いですが、帰任後も平均すると１ヶ月に１回くらい

つのアドバイスは必ずしも全ての海外勤務に当てはま

現地で会ったメンバーやそのメンバーの紹介者を含

るわけではないかもしれませんが、海外勤務を希望さ

めて楽しい飲み会を開催しており、その幹事業は

れる方に参考になればと思いおわりに紹介させていた

ずっと続けていきたいと思っています。仕事一辺倒

だきました。それでは、最後までお読みいただきあり

でずっと進んでいたら、なかなかこういった変化の

がとうございました。

機会を得られなかったかもしれませんので、海外勤
務がとてもよい人生のターニングポイントになった
と感じています。

おわりに
現地に赴任する前に、現地の上司から2つアドバ
イスをもらいましたので簡単に紹介して締めくくり
たいと思います。
1つ目は、「さばき屋さん」になること。さばき
屋というと、色々な意味がありますが、ここでは、仕
事を素早く、かつ、正確に進めていくということを意
味していました。私が赴任していた期間は、シリコン

現地にいる日本人で1ヶ月半に1回飲み会やゴルフを開催し
ていました。今でも現地で仲良くなったメンバーとは月1回く
らいの頻度で会っています。

『 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

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

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

アメリカ合衆国

オーストラリア
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第 回 リレー随筆

進め方、周りとの付き合い方に一抹の不安を抱え

る﹄ 講( 談社 α
+ 文庫 と) いう本です。当時仕事の

﹃内向型人間のすごい力

静かな人が世界を変え

だことがきっかけでした。スーザン・ケイン著

野を知ったのは昨年の春ごろで、一冊の本を読ん

という研究分野をご存知でしょうか。私もこの分

向性﹂についてお話ししようと思います。

ともあり、最近私が最も興味深く調べている﹁外

が、前回喜多さんが脳科学のお話をされていたこ

何についてお話ししようか非常に迷ったのです

非常にありがたく思っています。

バトンを受け取りました。この様な機会を頂き、

みなさま、はじめまして。前回の喜多さんから

えは良さそうですが、絶えず他人の会話や視線、

た、壁のない開放的なオフィス空間と聞けば聞こ

な評価が得られない仕組みになっています。ま

くの場合は集団のなかで 、)それが出来ないと十分

自分の意見を発言することが良しとされ そ(れも多

に合うように作られているようです。しっかりと

し、どうにも現代社会の組織の多くは外向型の人

ことで、本来の能力を発揮できるでしょう。しか

で内向的な人は、静寂に包まれた環境に身を置く

境は、多くの刺激に囲まれた場所でしょう。一方

とです。例えば外向的な人が心地良いと感じる環

それぞれ適切な刺激のレベルが存在するというこ

どちらが優れているということではなく、人には

あれば内向的といった具合です。重要なことは、

を表します。感度が低ければ外向的、その反対で

る主要な因子の１つで、外部の刺激に対する感度

特性という概念によって観察したときに表現され

方の能力が必要なのです。そして、そのために

する必要があります。どちらかだけではなく、両

ためには、外向的な人と内向的な人が上手く調和

私たちが活動によって最大限の価値を生み出す

﹂そういった不安感があるわけです。
のなら …

同時に、﹁その後もし誰かから何か言われようも

もそもその行動自体が非常に大きな刺激であると

ればいいじゃない﹂、それはそうなのですが、そ

思っても、なかなかそれが出来ないのです。﹁や

に１人で、刺激の少ない環境で仕事がしたいと

感を許容しなければならない現実があります。時

向的な人が活動するには、多少の息苦しさと罪悪

にも、外向的な人が多いです。しかし、やはり内

とも多く、とても羨ましく思います。尊敬する人

が、外向的な人はその特性ゆえに社交的であるこ

は全くありません。私は非常に内向的な人間です

念のためですが、外向的な人を批判するつもり

内向型人間の潜在的な魅力

ていたこともあり、内向的な人の優れた側面に着

パソコンの打音を始めとした様々な雑音に晒され

は、まずは１人で集中できる環境で独自の考えを

: personality psychology)

目した本書は私にとって非常に興味深く、ワクワ

ており、実はオープンオフィスは非常に刺激レベ

人格心理学︵英語名

クしながら一気に読んだことを覚えています。

創造し、ある程度の段階で適度に調整された場所

に集まり、各々の考えを交換し、議論し、発展さ

ルの高い環境と言えます。
さて、﹁外向性﹂とは、人のパーソナリティを

寄 稿 CONTRIBUTION
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108

す。最初にご紹介したスーザン・ケインの著書で

人、それぞれに良さがあり、得意な分野がありま

繰り返しになりますが、外向的な人と内向的な

を行くための測り知れないパワーをもたらす。自

うに。報酬にあまり動かされない性質は、わが道

一つひとつやりたければ、その信念を曲げないよ

い。一度にいくつものことをこなすのではなく、

)

一隆

静かな人が世界を変える﹄

１ スーザン・ケイン ２(０１５
※

﹃内向型人間のすごい力

講談社 ｐ ２.７８ ２-７９より

木村

29
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に物事を進めたいのなら、周囲に流されて競争し

分らしくしていよう。ゆっくりしたペースで着実

います。自分の本来の性格に背いた後には、また

なければと焦らないように心がけよう。深さを極

は回復するための場所が必要であるとも指摘して

ことに繋がるのです。また、その調整された場こ
本来の自分に戻る必要があるということです。

せる方が結果的により大きなシナジーを生み出す

そがチームや組織であり、メンバーを見ながら、

は、内向的な人としてマハトマ・ガンディーやマ

律性を活用して良い結果を得られるかどうかは、

めるのが楽しければ、幅広さを求める必要はな

では、一方で内向的な人は常にその殻を破れ

イクロソフト創業者のビル・ゲイツ、元大統領夫

あなた次第なのだ。﹂

具体的にどの様な調整が必要かを判断するのが

ず、内向的な振る舞いしかできないのでしょう

人のエレノア・ルーズベスト、アップル共同創業

が、字数がいっぱいになってしまいました。また

リレー随筆

リーダーあるいは管理者の役割なのではないかと

か。この疑問に対しては、ブライアン・Ｒ・リト

者のスティーブ・ウォズニアッキなどが挙げられ

思います。

ル著﹃ハーバードの心理学講義﹄ 大(和書房 が
)役

ています。内向的な人は、時間をかけて、着実
に、そして深みを持たせて物事を進めることに長

目は社会的な役割や環境に由来する特性、３つ目

別の機会があれば、続きはその時にお話しできれ

１
※

に 立 つ か も し れ ま せ ん 。 余( 談 で す が 、 多 く の 訳
書のタイトルが原著のタイトルの原型を留めてい

は個人そのものに由来する特性です。そして、人

ばと思います。最後は、スーザン・ケインの著書

まだまだお話ししたいことは沢山あるのです

れなかったでしょう。

ければ、様々な優れたイノベーションは生み出さ

ている現代社会ですが、一方で内向的な人がいな

けています。効率的であることが非常に重視され

Me, Myself, and Us: The Science of

ないのは非常に残念に思います。本書の原著タイ
トルは﹃
﹄で
Personality and the Art of Well-Being
す 。) リ ト ル 教 授 は 、 人 に は ３ つ の 特 性 が あ る と
言 い ま す 。 １ つ 目 は 遺 伝 的 に 備 わ っ た 特 性 こ( れ
％ を 占 め る こ と が わ か っ て い ま す 、) ２ つ

は固定的な特性を持ちながらも、一方で自由な特

より、私がもっとも感銘を受けた文章を引用して

が約

性も有しており、自分の価値観や重要性と非常に

締めくくりたいと思います。ありがとうございま

﹁もしあなたが内向的ならば、︵中略︶いつも自

した。

＝(コア・パーソナル・プ

密接な関係を持つ行動

ロ ジ ェ ク ト に) 従 事 す る 限 り に お い て 、 そ の 固 定
的な特性を超えて振舞うことができると言いま
す。ただし、擬似的に外向的な振舞いをした後に

第108回
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定例役員会報告 R E P O R T

第52事業年度

第6回定例役員会報告
平成29年10月5日（木）18時〜19時30分
場

所：近畿会

会議室

出席者：33名（役員数４2名）

審議事項

第2号

第1号議案

公認会計士制度70周年記念事業準備
特別委員会副委員長の委嘱について

（提 案 者）公認会計士制度70周年記念事業準備
特別委員会委員長

後藤

紳太郎

（提案説明）提案者より、当特別委員会の副委員長

理事会報告

（報 告 者）理事

岩井

正彦

（報告内容）9月27日開催の常務理事会及び理事会
報告
■理事会

会長報告

１．NOCLAR導入のポイントについて

について、下記の副会長を記念事業の企画及び

・目的は「公共の利益」

運営における責任者として特別委員会をリード

・公認会計士法の守秘義務により、通報規

して頂きたく、副委員長に委嘱致したいとの説

・ステップアプローチで導入（まず会計事

明があり、審議に入った。

務所等所属の会計士、次に企業等所属の

記
安原

徹

岩井

正彦

程は入れない

北山

久恵

廣田

壽俊

会計士）
・監基報との整合性

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

１．倫理委員会からの公開草案『「職業倫理

報告事項
第1号

に関する解釈指針」の改正について』に

会長報告

（報 告 者）会長

・表現の工夫
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

関する件
髙田

篤

（報告内容）9月報告

２．監査基準委員会からの公開草案『監査基
準委員会報告250号「財務諸表監査にお

９月は、「違法行為への対応」（NOCLAR)

ける法令の検討」の改正並びに当該改正

に係る改正を受け、倫理規則改正案及び監査基

に関連した品質管理基準委員会報告書及

準委員会報告250号の公開草案が理事会に上程

び監査基準委員会報告書の一部改正』に

される。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あるので、ご留意を願い

関する件
■理事会審議事項
１．総務担当常務理事からの意見具申「登録

たい。また、協会本部では、四半期開示（取引

審査会運営細則の一部変更要綱案」に関

所開示、四半期レビュー制度等）の在り方につ

する件

いての検討や監査事務所の情報開示の在り方

２．倫理委員会からの公開草案に関する件

（例えば、計算書類、監査品質に関するAQIや

・「倫理規則」の改正について

報告書等）についても現在検討を行っている。

・「違法行為への対応に関する指針」の制

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、税理士登録をしている
会員の要望をまとめ、税理士会への要望を出す
ことを検討している。

定について
・「独立性に関する指針」の改正について
■報告事項
１．会計制度委員会からの答申『IASBディ
スカッション・ペーパー「開示に関する
取組み−開示原則」に対する意見』に関
する件

30
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２．「IVS（国際評価基準）2017年版」の
翻訳完了に関する件

第3号

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。

総務部報告

（報 告 者）総務部長

第5号

平成29年11月10日 第701号（11月号）

１．第49回中日本五会研究大会（近畿会当番会)
安井

康二

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．相談役会の実施結果について
（日

時）平成29年9月11日（月）

（場

所）「かが万」北新地

18:00〜20:30

の準備状況等について
（日

時）平成30年3月20日（火）

（場

所）ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

２．CPE協議会の開催結果について
３．CPE研修計画及び実施結果について

（テーマ）「公認会計士業界における当面の
課題について」
（出席者）相談役6名、正副会長等6名
２．中堅・中小監査法人との意見交換会の実施
結果について

第6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

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
ついて報告があった。

（日

時）平成29年9月25日（月）

（場

所）近畿会会議室

18:00〜19:45

大阪府総務部

大阪府入札監視等委員会委員候

補者の推薦
守口市健康福祉部

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等に

一時評議員候補者の推薦

他4件

ついて」
（出席者）中堅・中小監査法人代表18法人：
19名、正副会長等6名
３．公認会計士試験合格者祝賀会の開催について
（日

時）平成29年12月7日（木）

（場

所）リーガロイヤルホテル大阪

（会

費）無料

19:00〜20:30

４．新年賀詞交歓会の開催について
時）平成30年1月10日（水）

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（会

費）無料

１．「子育てネットワーク

時）平成29年9月24日（日）

（場

所）ヴィアーレ大阪

10:00〜12:00
（テーマ)「子育てを乗り切るための食事の話」
２．第19回各士業女性合同研修会の実施結果に
ついて
（日

亜希

き方改革最前線〜」
（出席者）公認会計士24名、弁護士24名、

１．第10回フットサル大会2017（三会共催）

社会保険労務士35名、

の実施結果について

S FUTSAL STADIUM
所）MAG’

（参加者）22チーム：258名
２．ソフトボール大会（三会共催）の実施結果
について
（日

第8号

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）学校法人委員会 学校法人会計検討専門
委員会 学校法人監査検討専門委員会
専門委員

舩越

啓仁

（報告内容）報告者より、「学校法人会計検討専門

時）平成29年9月23日（土）
9:00〜13:00

（場

司法書士20名、税理士35名

時）平成29年9月10日（土）
10:00〜16:30

（場

場）大阪弁護士会館

（テーマ）「選ばれる職場になるために〜働
宮口

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（日

時）平成29年9月30日（土）
14:00〜16:40

厚生部報告

（報 告 者）厚生部長

繭子

秋の会」

（日

（会

第4号

原

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

18:00〜20:00
（場

女性会計士委員会報告

委員会及び学校法人監査検討専門委員会の審議
状況」等について報告があった。

所）京都御苑 富小路広場 第3、4球場

（参加者）4チーム：45名
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豊能地区会
栗拾いと親睦の夕べのご報告
豊能地区会

会長

織田

三津雄

2017年9月30日(土)に、吹田・摂津、北摂、豊能

うちに、網は満杯になりました。栗をたくさん網に

の3地区会合同の恒例行事である「栗拾い」が開催

いれると重くなり、手が滑って網を落としてしま

されました。待ち合わせ場所は、池田市役所（阪急

い、せっかくいれた栗を落としました。入れすぎに

池田駅から徒歩5分程度）から貸し切りの大型バス

は注意しないといけないですね。

に乗って、大阪府豊能郡能勢町に向かいます。栗拾
いの場所を提供していただいている栗農園は、この
3地区会合同イベントの栗拾いだけに、この機会を
提供していただいており、こちらで採集される栗
は、「銀寄」というブランドです。能勢は三百有余
年の歴史と伝統を持つ栗の産地で、栗の王様「銀
寄」のふるさとです。銀寄は大粒でたいへん美味し
いことから、マロングラッセなどの高級和菓子用と
しても人気があります。銀寄の由来は、今から三百

栗拾いの後は、道の駅「能勢（くりの郷）」にあ

年前（江戸時代中期）に、能勢町歌垣の人が広島か

るレストラン「牛福」で但馬牛のすき焼きを食しま

ら持ち帰った栗を植えたところ、立派な果実をつけ

す。本行事は、栗拾い以外にこのすき焼きを食べら

る樹が育ち、以降近隣に増殖されていきました。天

れることも、魅力的な点だと感じております。こち

明・寛政年間（1781〜1800）の大飢饉のとき、こ

らの但馬牛は、自然豊かな自家牧場で丹精こめて肥

の栗を出荷したところ、多くの銀札（当時のお金）

育した上質黒毛和牛を使用しており、牧場直営なら

を寄せることができ、地区の農民を救ったことか

ではの新鮮で安心できる国産黒毛和牛です。また、

ら、以来「銀を寄せる」という意味で「銀寄」と呼

出発から帰りまで貸し切りバスで移動するので、飲

ばれるようになったとされています。

酒運転の心配はなく大人は安心して飲酒可能です。

さて今回は、天気もよく、当日12時頃に農園さん

子供にとってもすき焼きはご馳走なので、大いに喜

に栗の状況を電話確認したところ、「今年は近年に

びます。大人だけでなく子供も喜んでいただける企

ないほど、栗が豊作ですよ！」っとのことでした。

画かと思います。来年もぜひ企画をしていきたいと

私は期待に胸を膨らませ、バスの中での案内の際に

思います。

は、電話で確認した内容をそのまま伝えました。参
加者の方々も早く栗拾いしたい気持ちでいっぱいな
のが伝わり、農園へ到着するまでの小一時間が長く
感じました。
農園到着後は、恒例の集合写真です。集合写真後
は、1人１つの網を渡し、栗拾いを各人始めます。
今回は至る所に、「銀寄」の名にふさわしく、都会
では見かけない大きな栗がたくさんありました。栗
拾いは概ね2時間するのですが、1時間も経過しない
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泉地区会「真田めぐり」ハイキング
泉地区会

副会長

平成29年10月14日の土曜日、真田幸村(信繁)の
所縁の地をめぐるべく、他地区の方も含め、23名の
会員・ご家族の方にお集まりいただきました。

白樫

英宏

さて、いよいよ、本丸である「真田丸」を目指す
「午後の部」のスタートです。
「空堀の跡」を探すため、「空堀商店街」へ。ほ
どなくいくと、路地裏に入ったところに祠が祭られ

今回、ご参加いただいた会員の方々もおっしゃっ

ています。その通り

ておられましたが、400年余りも前に、たしかに、

の向こうに目をやる

この地で大坂冬の陣、大坂夏の陣の合戦が行われ、

と、なんとその下に

史実として語り継がれている様々な事柄があったこ

は石垣が。大坂城の

とを、肌で感じられた一日となりました。また、今

南側の防御線となっ

回は、下は0歳のお子様

ていた『空堀』の名残が確かにそこにありました。

から多様な世代の方々

そこから、一路、東へと進路をとり、「真田丸」へ。

にご参加いただき、家

このあたりも、土地区画ごとに大きな高低差が生

族のような交流が図れ

じています。そして、「出丸跡」とされている地点

た一日になったことも

を中心に、想像以上の広さだった「真田丸」の周辺

嬉しく思っています。

をめぐりながら、かつての大坂城が難攻不落と言わ
れた理由の一端を肌で感じることができました。

まず、「午前の部」では、天王寺公園を抜け、冬の

その真田丸跡地に建立された「心眼寺」では、真

陣では徳川家康が、夏の陣では真田幸村が、それぞ

田家の家紋である『六文銭』が門扉に飾られ、幸村

れ本陣を敷いたと言われる、標高26ｍの「茶臼山」

のお墓が建立されていました。最後に訪れた「三光

の頂上まで登り、つづいて、幸村が戦死した地とされ

神社」は、真田の抜け穴があることで有名です。奥

る「安居神社」へ。豊臣方劣勢の状況下、勇猛に突撃

のほうは暗く

し、その最中、力つきたと言われる地です。戦死跡の

て見えません

碑に手を合わせつつ、当時に思いを馳せます。そし

が、大坂城と

て、「一心寺」では、本多忠朝の「酒封じの神」にも

つながってい

お参りをさせていただきました。

たといわれて
います。
改めて、大阪都心の街中で、徒歩圏内に存在し、
こんなにも静かで歴史を感じられるスポットがあっ
みること、その醍醐味を感じた一日となりました。

「会席昼食の部」の会場は「天王殿」です。とて
も綺麗に手入れされた庭園を眺めつつ、次々と振る
舞われる豪華料理を堪能いたしました。その味はも
ちろん、分量も正に最適で、食事をする側の気持ち
を推し量って作り上げてこられた作品のように感じ
ました。
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たことに驚くとともに、自らの足でその地を訪れて
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第10回フットサル大会
開催報告
厚生部サポーター

野山

貴世

9月10日（日）に近畿会、京滋会、兵庫会の3会共催で第10回フットサル大会が開催されました。今年も昨年
と同様、親睦リーグと経験者リーグの2リーグに分かれてチームを募集しました。今年は親睦リーグには15チー
ム、経験者リーグには東京会の２チームを含め7チームの申し込みがあり、ご家族や応援者を含め、約260名の
方々にご参加いただきました。また、本年度は、経験者リーグに東京会主催のフットサル大会において優勝・準
優勝を果たした2チームの方々が参戦され、さらに熱い戦いが繰り広げられました。
初心者や女性の方にも多く参加いただいた親睦リーグでは、女性がゴールした場合は3得点とするという本大会
独自のルールがあり、女性のゴール姿には特に注目が集まりました。性別や年齢に関係なく、さまざまなメン
バーがワイワイ楽しみながらゲームを楽しまれていたので、リーグの名前の通り、いろんな垣根を越えて親睦を
図ることができたのではないでしょうか。このリーグはDTFAチームが優勝し、お子様も参加された西日本
FAASチームが準優勝という結果となりました。
経験者リーグでは、さすが経験者さながらの白熱した試合運びとなりました。結果、当年度はGMPKチーム
（東京会）が優勝し、準優勝はEYフットサル部ALAチーム（東京会）となりました。惜しくも東西統一戦の優
勝・準優勝を東京会のチームに譲ることとなりましたが、トーマツフットサル部チーム（近畿会）が3位（関西地
区三会1位）と昨年度よりもレベルアップし、3位決定戦でPKまでもつれこみ健闘した万里夫ブラザーズチーム
（近畿会）が4位（関西地区三会２位）となりました。
大会当日は、親睦リーグも経験者リーグも多数の応援者がつめかけ、非常に盛り上がった１日となりました。
プレイヤーは普段とはまた違った真剣な姿勢で試合に臨み、応援者の声援でプレイヤーが勇気づけられチームが
活気づくなど、チームプレイを発揮されていたことが印象的でした。
フットサル大会は例年多くの方々にお集まりいただき、ご好評をいただいているイベントです。私は今回サ
ポーターとして初めて参加させていただきましたが、フットサル大会はスポーツを楽しみながら会員・準会員の
皆様同士の親交も深められるイベントだと感じました。来年はサポーターではなくプレイヤーで私もフットサル
を楽しむ予定ですので、皆様、来年も楽しみましょう！
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トーマツ フットサル部

仁科

秀彬

今大会は、親睦リーグの参加チーム数が増えてい

ずは関西の強豪チームとの闘いに勝ち上がっていく

る中、経験者リーグの参加チーム数が5チームと、

必要がありますので、チーム一同、来年のリベンジ

年々減ってきていることに寂しさを覚えつつも、東

に向けて始動していきたいと思います。

京大会で優勝・準優勝となった2チームが決勝トー

最後になりましたが、フットサル大会運営に携

ナメントから参加する大会となり、東京チーム撃

わっていただきました皆様、また多くの声援を下さ

破、そして優勝を目指して大会に臨みました。

いました皆様には感謝しております。ありがとうご

結果としましては、決勝トーナメント準決勝で東

ざいました。

京優勝チームに惨敗したものの、その後3位決定戦
でPK戦の末、勝利し、関西の中で優勝という形で
終えることができました。
チームとしまして、第10回大会という節目の大会
で、関西1位という結果を勝ち取ることができたこ
とは良かったですが、今年もまた決勝戦が東京チー
ム同士の試合となり、関西と東京との壁を改めて感
じさせられた、悔しい大会となりました。
来年、東京チームにリベンジをするためにも、ま

関西

1位

10th FUTSAL TOURNAMENT
悔しい敗戦
今大会は、前回大会の参加メンバーに、若手メン
バー数名を加え大会に臨みました。
予選リーグにおいては、指揮官の絶妙なゲームプ
ランが功を奏し、効果的かつ効率的なゲーム内容で
順調に勝ち星を積み重ねました。

万里夫ブラザーズ

高田

峻

の一体感の心地良さを思い出すことのできる素晴ら
しい大会となりました。
この場をお借りし、大会運営に尽力頂きました近
畿会の皆様には深く御礼申し上げます。
次回大会は、東京大会への遠征を賭けた負けられ
ない大会となるため、年齢や運動不足を言い訳にせ

チームと対戦し、得点こそできないものの、決定機

ず、優勝目指し良い準備をしたいと思います。あり

を与えずPK戦までもつれましたが、残念ながら敗

がとうございました。

フットサル大会 R E P O R T

決勝トーナメントでは、準決勝で東京大会準優勝

戦。続く3位決定戦では、宿命のライバルと対戦
し、先制を許したものの、意地の同点ゴールで追い
つきましたが、準決勝に続き、PK戦にて敗戦しま
した。
チーム名には尊敬する大先輩のお名前を拝借し臨
んだ大会でしたが、紙一重で目標としていた優勝を
逃す結果となりました。
成績に関しては残念な結果でしたが、大会を通し
て、忘れかけていた学生時代の熱い気持ちやチーム

17275
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第一回 関西地区三会ソフトボール大会
開催報告
日本公認会計士協会近畿会

平成29年9月23日に京都御苑
一回

厚生部担当副会長

富小路広場で「第

関西地区三会ソフトボール大会」が9:00から

13:00までで実施されました。参加チームはトーマ
ツ兵庫会・近畿会連合チーム、京滋会ソフトボール
同好会、SNCオールスターズ、ゲストとして京都府
自由業団体連合チームの4チームでした。
これまでは京滋会単独で実施していましたが、今

廣田

壽俊

飛ばして何回も打席に立たないようにする。
②1イニング４点とれば文句なしにそのイニングの
攻撃は終了。45分１ゲーム。
③打球がインフィールドで木に当たれば2塁打。
さて、試合は次のような結果となり、優勝チーム
は京都府自由業団体連合チーム、準優勝は京滋会ソ
フトボール同好会でした。

回から近畿会と兵庫会も参加できるようにしたもの
で、第一回目の関西地区三会ソフトボール大会にな
ります。
大会主旨は「ソフトボールを通じての会員の親
睦」です。
従って、ルールに関しては次のように緩めのルー
ルを適用しました。
①守備はルール通り9人で守るが、攻撃は当日参加し
ていた全員が打席に立てる。ただし、強打者が順番

決勝トーナメント

１，２位決定戦
京都府自由業団体連合チーム

京都府自由業団体連合チーム
(4−0)
京都府自由業団体連合チーム
(9−6)

京滋会ソフトボール同好会
京滋会ソフトボール同好会
(12−2)

（３，４位決定戦）
SNCオールスターズ
SNCオールスターズ
(7−6 サヨナラ)
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試合全般を振り返ります。

軟式野球との違いに戸惑った感がありました。短い

「１イニング4点取れば文句なしに攻撃終了」の

距離で投げてくる快速球にバットが空を切る機会が

ルールがかなりポイントになりました。緩やかな

多くありました。

ルールに見えますが、4点差があくと負けている方

ただ、３，４位決定戦になると時間もたっているの

が次のイニングで攻撃して4点入れても、同点で終

で固さから解き放たれて、逆転、再逆転でサヨナラ勝

わり逆転はできません。つまり、5点差あくと2イニ

ちとハラハラドキドキの結構盛り上がった試合展開に

ングかけないと逆転できませんが、45分という短い

なり、攻めるほうも守る方も楽しい試合でした。

試合時間ではこれが結構効いてきます。最初に5点
差以上を得点したチームが大変有利になります。
京都府自由業団体連合チームと京滋会ソフトボー

初めての関西地区三会ソフトボール大会でした
が、どのチームも２戦行い誰もが試合に参加できた
楽しく盛り上がった大会でありました。

ル同好会については、普段からソフトボールに慣れ
ている感じがありました。投手はウインドミルやス
リングショットから快速球を放ち、打者は伸び伸び
と外野に大飛球を打っていました。1，2位決定戦に
両チームが進出したのは、無理もないのかもしれま
せん。
一方、近畿会と兵庫会から参加したトーマツ兵庫
会・近畿会連合チームとSNCオールスターズは決勝
トーナメント一回戦では全体に固さが抜けきれず、

ソフトボール大会 R E P O R T

京都のチームに伸び伸びと攻撃されました。また、
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第39回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 伝統の上に築くイノベーション〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜
〈開

催

〈会

日〉 平成30年9月14日（金）
場〉 アスティとくしま（徳島県立産業観光交流センター）
(徳島県徳島市山城町東浜傍示１番地１）

日本公認会計士協会は、「伝統の上に築くイノベーション

も、いや地方都市でなければできないビジネスの創造をサ

〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜」をメインテーマに掲

ポートしていくことが、地方で活躍する公認会計士に求めら

げ、第39回研究大会を徳島県徳島市にて開催します。

れる使命ではないでしょうか。

日本の人口は約１億2,700万人ですが、そのうち過半数の

ユビキタスによるテレワークの実施、クラウドファンディ

約6,860万人が東京、大阪、名古屋を中心とする大都市圏に

ングによる直接金融等のＩＴ革命と、地方にある伝統・文化

集中し、残りの半数弱が地方都市に拡散しています。特にこ

の融合から生まれるイノベーション（新機軸）。その中に公

こ徳島県では、このような一極集中化とともに少子高齢化の

認会計士としての活躍の場を見出し、地方から活躍できる職

影響をまともに受け、人口は毎年減少し、今や約75万人（全

業会計人をより多く作り出していくことがこれからの我々の

国第44位）となっております。

課題ではないでしょうか。

徳島県では、このような人口減少対策として｢サテライトオ

新しい公認会計士の姿を創生していきたいものです。

フィスの誘致｣「UIJターンの推進」等の様々な施策を行って
いますが、未だその効果は顕著には表れておりません。

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表や

このような状況の中、職業会計人である公認会計士として

パネルディスカッション、特定のテーマについて会場内の出

いかに革新的なイノベーション（新機軸）を創り出していく

席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を

のかが今まさに問われるところであります。

問いません。

地方都市には大都市圏とは異なる伝統・文化というものが
あります。そして一方ではITの進化によるビジネススタイル

募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応
募をお待ちしています。

の変化があります。その二つを融合することにより、地方で

研究発表募集要領
１．応募資格
会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ

び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発
表者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。
②パネルディスカッション形式による発表

原則として、メインテーマ「伝統の上に築くイノベーショ

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大

ン〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜」に関連するテーマ

会当日、その内容についてパネリスト間でディスカッショ

とします。

ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッショ

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表

ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ
ネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、選考結果の送付先となる住所を明記の
上、電子データをメールに添付してお送りください。

していただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフト

・A4判の5頁程度

ウェアを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料

付先となる住所を明記の上、電子データをメールに添付し

(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ

てお送りください。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

きます。
・人数はパネリスト及びコーディネーター含め5名以内（厳守)

・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

38

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象

公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている

とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及

内容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマに
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ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー

６．発表予定テーマ数

マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ

今大会（第39回研究大会）では、10テーマの発表を予定し

選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する

ており、うち２テーマは、研究大会開催地域会である四国会

者のリストを添えてお送りください。

に割り当てる予定です。

継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った
コーディネーター等発表者を選定します。

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわし
いものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の

７．研究発表の決定

上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く
ださい。

平成30年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連
絡します。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承

４．応募及び推薦締切日

の上ご応募ください。

平成30年２月16日（金）（必着）

８．送付先及び問合せ先
５．選考

〒102-8264

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマと

日本公認会計士協会

してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。

東京都千代田区九段南4-4-1
総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1125（直通）/ FAX 050-3737-6397

また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形
式、フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し

E-Mail

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

選考いたします。

四国会研究大会実行委員会

ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第38回研究大会）
【 研究発表 ① 】

テーマ2
テーマ3
テーマ4
テーマ5

【論文発表】
データ監査とオープンデータ

第39回研究大会発表の募集 I N F O R M A T I O N

テーマ1

【パネルディスカッション】
事業承継と企業価値の向上

〜中小企業を救う公認会計士の企業価値向上への挑戦〜

【パネルディスカッション】
組織内会計士の倫理〜不正会計及びその他の違法行為への対応〜

IESBA「違法行為への対応」を受けて〜

【パネルディスカッション】
農産物で地方創生

〜地方から日本全国・海外へ〜

【論文発表】
社会福祉法人が取り組むべき地域包括ケアと公認会計士の役割

【 研究発表 ② 】
テーマ1
テーマ2
テーマ3
テーマ4
テーマ5

【パネルディスカッション】
産学官連携による北陸の地方創生−グローバル化を視野に入れた北陸に於ける取り組みと公認会計士の役割
【論文発表】
地域金融機関の融資判断における特別目的の財務諸表等の監査等の利用と地方創生
【パネルディスカッション】
ITの新潮流がもたらす地方創生

〜期待される公認会計士の役割〜

【パネルディスカッション】
事業承継と公認会計士に期待される役割

〜国から地方へ〜

【論文発表】
地方公共団体の財務状況の把握

〜内在リスクと今後の対応について〜
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髙田篤会長活動報告

髙田篤会長活動報告

平成29年度

TOPICS

会務報告

平成29年7月20日にASBJ（企業会計基準委員会）より、「収益認識に関する会計基準（案）」が公表され、10月20
日でコメントの募集が締め切られました。日本公認会計士協会もこれに対する意見（コメント）を提出し、今後、
ASBJによる更なる検討と修正が行われ、再度、公表される見込みです。現在のところ、平成33年4月1日以降開始事業
年度の期首からの適用が予定されていますが、実務への影響を考えると早期に基準が確定、公表されることを願う次第
です。会員の皆様も、改めて同基準（案）の内容にご留意をお願いいたします。
また、既に会員の皆様もご存じの通り、現在、企業会計士審議会監査部会では、監査報告書の透明化（KAM）につ
いて議論が行われています。今後、会社法との関係、財務諸表に注記がない事項についてのKAMの開示に関する守秘
義務との関係整理、有価証券報告書の提出時期等について一定の整理が必要であると思われますが、このKAMは、特
定の財務報告のフレームワークを前提としているものではなく、我々、公認会計士は、KAMがボイラープレート（定
型文）化することのないよう、投資家等にとって価値あるものとなるよう努めていく必要があるものと考えます。
また、協会本部では、協会財政の在り方検討P.T.を立ち上げ、近時、公認会計士の業務領域の拡大とそれに伴う業務量
及び人件費の増加、地域会を含めた業務の効率化と利便性向上のための業務システムの改善及び自主規制機能の強化等に
よる財政的負担額の増加に対応するため、所用の費用削減と効率化を図る一方、昭和55年から値上げがされていない普
通会費の値上げ等を検討しております。まだ、最終的な方向性の結論を出すには至っておりませんが、早晩、会員・準会
員の皆様、地域会にご負担をお掛けする可能性が出て参りました。方向性が定まり次第、報告させて頂きます。
日

付

9月26日

9月27日

9月28日

曜日

火

時

間

会務の内容

場

所

15:00〜17:00

地域会会長会議

ANAクラウンプラザホテル金沢

10:00〜13:00

正副会長会議

ANAクラウンプラザホテル金沢

13:00〜15:00

常務理事会

ANAクラウンプラザホテル金沢

15:15〜17:00

理事会

ANAクラウンプラザホテル金沢

18:00〜20:00

第38回日本公認会計士協会研究大会 前夜懇親会

ホテル日航金沢

10:20〜17:20

第38回日本公認会計士協会研究大会 金沢大会

石川県立音楽堂・ホテル日航金沢

17:50〜19:30

第38回日本公認会計士協会研究大会 記念パーティー

ANAクラウンプラザホテル金沢

水

木

10月2日

月

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10月3日

火

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

10月5日

木
18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:30

地域会会長会議懇親会

三瀧荘（広島）

10:00〜13:00

地域会会長会議

リーガロイヤルホテル広島

13:30〜17:30

西日本連合総会

リーガロイヤルホテル広島

10月12日

木

10月13日

金

10月14日

土

15:00〜16:30

公認会計士制度70周年記念事業

打合せ

奈良

東大寺

10月17日

火

11:30〜15:00

近畿会監事監査

日本公認会計士協会近畿会

10月18日

水

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10月19日

木

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

10月20日

金

10:00〜17:00

理事会

日本公認会計士協会
(作成月日:平成29年10月20日)

40
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INFORMATION

公認会計士協同組合
新刊書販売のご案内

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

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

IFRS基準2017

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

URL

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

退職給付会計の実務マニュアル 第2版
IFRS財団

編

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

企業会計基準委員会・公益財団法人財務

中央経済社

会計基準機構

定価3,500円+税

監訳

中央経済社

刊

組合員特価

定価16,000円＋税

編

刊
定価より15％引き（送料別）

退職給付会計の実務について、難しい

定価より15％引き（送料別）

と感じるポイントを中心に、図表や設

IFRS財団が毎年公表する国際会計基

例、コラムを交えて丁寧に解説。IFRS

組合員特価

準書の唯一の公式日本語訳です。2017

移行時の検討ポイントも取り上げていま

年版では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の

す。さらに、リスク分担型企業年金やマイナス金利の取扱い

明確化等の最新基準を収録しています。

をフォローした第2版です。

公益・一般法人のモデル会計処理規程

これから事業承継に取り組むためのABC

亀岡保夫

著

全国公益法人協会

内藤
刊

博・金子一徳・東條裕一

税務経理協会

定価2,315円+税

定価2,500円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

著

刊

定価より15％引き（送料別）

公益法人及び一般法人の資金収支予算

事業承継プランを提案し、承継者・後

書等作成のための会計処理規程を作成の

継者それぞれの立場からのプランニング

一助となる書。公益法人会計基準の運用

を提唱しています。事業承継士として

指針等の資料も収載。会計処理規程の
Wordデータを収録したCD-ROMも付いています。

培った数多くの事例を示して成功談・失
敗談を紹介しており、専門家・支援者と呼ばれる人に是非読
んでいただきたい書です。

会計手帳2018
日本公認会計士協会東京会
中央経済社 刊
定価838円＋税

税務手帳2018
編集

日本税理士会連合会
中央経済社 刊
定価838円＋税

編集

特別価格（組合員・非組合員）750円（税込・送

特別価格（組合員・非組合員）760円（税込・送

料別）

料別）

マンションの購入に提携割引をご利用ください！
組合員の方が、当組合と提携している不動産会社のマンションを購入される際には、提携割引が適用されます。割引を受けるには、
当組合が発行する「紹介状」が必要です。

「紹介状」はモデルルームに行かれる前にご請求ください。
電話（03-3515-8960）、FAX（03-5226-3505）、e-mail（cpa-cos@mbr.sphere.ne.jp）
★提携会社イチオシのマンションです！
近鉄不動産
住友不動産
大和ハウス工業
三井不動産レジデンシャル

ローレルスクエア健都ザ・レジデンス
シティテラス豊中曽根
プレミスト阿倍野駅前
北浜ミッドタワー

販売価格から１％割引
販売価格から0.5％割引
販売価格から１％割引
販売価格から0.5％割引

★他にもおすすめ物件が多数ございます。
また、当組合の提携不動産会社につきましてはホームページでご確認ください。→ http://cpacos.or.jp
※紹介状は組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入いただければすぐに発行いたします！
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近畿会開催CPE研修会平成29年10月実績及び11月予定

平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年10月実績及び11月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

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〜」

師

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

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

10月6日

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

日本公認会計士協会

1

西田隆裕氏（大阪国税不服審判所

税制・税務委員会研修会

国税審判官）

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

10月13日

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
1

中川みち子氏（弁護士 きらり法律事務所所属）

コンサル 関西地区三会共催研修会
（経営委員会）

2

ティング「提案力に差がつく！信託の基本と活用事例」

17:00〜19:40 監 査

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

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

20:00〜21:00 倫 理

国

税審判官）、浅井一宏氏（大阪国税不服審判所

務とは？〜」

10月12日 14:00〜16:00

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

首席審判

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

会長）

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
10月17日

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

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

プ監査」ほか〜」
15:00〜16:40 監 査

秋季全国研修会

「監査報告書の長文化に向けた動向」

10:00〜11:40 監 査

秋季全国研修会

「監査事務所における品質管理に係る改善勧告事例」

10月19日

への対応及びローテーション〜」

17282

国際業務課

2
不正
事例

2

2

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）
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
理事）
岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会

主席レ

ビューアー）

秋季全国研修会
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

42

長官官房

国際企画官）

北川哲雄氏（本部倫理委員会

副委員長）

近畿 C.P.A. ニュース

実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

平成29年11月10日 第701号（11月号）

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

秋季全国研修会
「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリ
10月19日 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

2

ティング イジング〜」

今井紀明氏（認定NPO法人D×P

理事長）他

（会場:認定特定非営利活動法人大阪NPOセンター）
豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会プロ
1 1 月 9 日 14:00〜16:00

ジェクトマネージャー）、好本行輝氏（大阪府中

コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修
（経営委員会）

2

ティング「事業計画策定の概要」
他

小企業再生支援協議会サブマネージャー・公認
会計士）、中井史郎氏（大阪府中小企業再生支援
協議会サブマネジャー・公認会計士）

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
11月14日 13:30〜16:30 会 計「IFRSセミナー
（第2回）〜我が国における収益認識

3

井上達也氏（有限責任監査法人トーマツ）

に関する会計基準（案）及びIFRS15号との比較〜」
11月17日 18:30〜20:30 その他

関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）

2

「クラウド会計freeeが描く未来の公認会計士業務」

武地健太氏（freee株式会社

専務執行役員

CPO（Chief Partner Officer）)
元副代表幹事）
基調講演② ： 佐々木かをり氏（国際女性ビジネ
ス会議実行委員会

委員長）

パネルディスカッション：
（パネラー）
橘・フクシマ・咲江氏

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会）

佐々木かをり氏

「女性会計士委員会設置30周年記念講演会〈第2弾〉
11月25日 13:00〜15:00 その他 女性活躍のエンジン〜新しいパワーを生み出すに

2

は〜」

関根愛子氏（日本公認
会計士協会 会長）
北山久恵氏（日本公

（会場:ガーデンシティクラブ大阪 オリオンの間）

認会計士協会近畿会
副会長）
（ファシリテーター）
原繭子氏（日本公認
会計士協会近畿会女
性会計士委員会

委

員長）
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会）
11月28日 13:30〜16:30 監 査「
「農業協同組合と会計監査」〜組織の内側からみ

3

西木由行氏（JA滋賀中央会監査部・公認会計士）

た農協〜」

17283

近畿会開催CPE研修会平成29年10月実績及び11月予定

基調講演① ： 橘・フクシマ・咲江氏（経済同友会
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平成29年11月10日 第701号（11月号） 近畿 C.P.A. ニュース

会員情報の変更手続についてご案内

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。

会員情報確認のお願い
会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員
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。

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)
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「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。

近畿 C.P.A. ニュース
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会員異動
会 員 数
準 会 員

監査
法人

計

3,457

35

3,492

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

41

724

計

合計

778

4,270

（平成29年9月30日現在）

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計
士となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

渡
加藤
河井
高乗
小松
酒井
玉置
田村

喬
大地
航
大貴
慎典
亨
絢子
太一

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

中谷

洸太 （会

9月20日付

9月14日〜27日
小野 友之 （会
員）
塩田 英樹 （会
員）
松島 秀紀 （会
員）
石井 俊祐 （会
員）
江見 拓馬 （会
員）
茅原 康志 （会
員）
松葉 純一 （会
員）
山本 奈緒 （会
員）
番場 哲郎 （四号準会員）

杉山
田口
田中
玉置
田村
段
豊嶋
成田
西山
藤井

葵
恵理
孝征
絢子
太一
有加里
佑輔
憲則
直志
誠

前田
松原
松本
松好
三木
守山
森山
柳川
山田

敦博
匠作
真弥
一樹
千裕
幸史朗
翔太
英紀
隆一

員）

会員名簿記載事項の変更
9月7日〜27日
【事務所】
安藤
太田
岡村
川中
佐川
中務
藤井
牧野
脇山
榎本

則男 （会
昌幸 （会
年起 （会
紗綾花
（会
輝 （会
徳浩 （会
祐司 （会
康幸 （会
侑典 （会
成一 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

奥谷
絹川
田中
廣瀬
三馬
奥村
金子
里脇
松好

尚吾 （会
員）
真司 （会
員）
久美子
（会
員）
好伸 （会
員）
忠夫 （会
員）
圭 （会
員）
沙緒里
（四号準会員）
優加 （四号準会員）
一樹 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

天野
天野
橘
久井
村井
山口
山本

武史
佳江
典佑
徳廣
七織
孝一
庸介

【自宅】
岩﨑
荻野
宮田
明賀
金子
白樫
東木

雅大
貴士
八郎
美季
真也
英宏
隆則

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

東
東
京
東
東
中
中
四
北

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

会
会
会
会
会
会
会
会
会

り
り
り
り
り
り
り
り
り

転出者

入会者
9月20日付
菊地 奨 （会

京
京
滋
京
京
国
国
国
陸

員）

転入者

傑
和紀
裕太
央真
竜一
亮
龍史
航
祥真
由真

いずみ
（四号準会員）
啓太 （四号準会員）
克仁 （四号準会員）
直斗 （四号準会員）
瑞季 （四号準会員）
拓郎 （四号準会員）
志保 （四号準会員）

【事務所・自宅】

資格変更（準会員から会員へ）
青木
秋好
石畑
伊藤
奥平
奥村
角谷
河井
桑理
小林

江南
齊藤
島
冨田
鳥海
浜端
矢倉

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

9月7日〜27日
井川 雅貴 （会
員）
井下 佳郎 （会
員）
鵜篭 由利子
（会
員）
浦野 清明 （会
員）
大石 司 （会
員）
鈴木 友典 （会
員）
員）
濵谷 慶史 （会
福井 茂 （会
員）
森山 恭太 （会
員）
岡本 いずみ
（会
員）
菅
裕輔 （会
員）
員）
上田 恵嗣 （会
河上 洋平 （会
員）
愛谷 雅之 （四号準会員）
伊川 潤 （四号準会員）
石山 昌代 （四号準会員）
林
瑞基 （四号準会員）
平野 雅士 （四号準会員）
米満 朝歌 （四号準会員）

兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
四 国 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
神奈川県会へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
四 国 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ

退会者
荒川
廣田
堀
今田
東丸
原田

智樹
泰男
亮三
太郎
恵理
大地

（会
員） 7 月 2 7 日 付
（会
員） 7 月 2 8 日 付
（会
員） 8 月 2 5 日 付
（会
員） 9 月 2 0 日 付
（四号準会員） 9 月 2 0 日 付
（四号準会員） 9 月 2 8 日 付

死
死
死
業
退
退

務

廃

亡
亡
亡
止
会
会
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会員異動

監査法人移転
8月1日付

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して

監査法人彌榮会計社

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。

【旧住所】〒543-0073
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町1番13号
TEL 06-6772-9739
FAX 06-6772-9739
【新住所】〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町2丁目4番11号
中博ビル7階
TEL 06-4705-0003
FAX 06-4708-3108

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成29年11月14日〜平成29年12月11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。
11.28（火）

11.14（火）
国際委員会

第２回IFRSセミナー

研修室13:30〜16:30

11.15（水）
非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会議室18:30〜20:00

農協監査研修会

研修室13:30〜16:30

非営利会計委員会 医療法人小委員会

会議室18:30〜20:30

11.29（水）
中日本五会研究大会

11.17（金）
中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

社会・公会計委員会

会議室18:30〜20:30

11.20（月）
税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

11.21（火）

第2回準備委員会

コングレコンベンションセンター15:00〜17:00

12. 1（金）
中小監査事務所連絡協議会研修会

研修室13:00〜17:00

IT委員会研修会

研修室18:30〜20:30

12. 5（火）

一般財団法人会計教育研修機構共催研修会

研修室10:30〜17:00

11.22（水）

会員業務推進部研修会

研修室14:30〜17:30

経営委員会

会議室18:00〜20:00

非営利会計委員会 公益法人小委員会 大阪府との意見交換会

会議室14:00〜16:00

12. 8（金）

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会議室16:30〜18:30

国際委員会

会議室18:30〜20:30

11.25（土）

12.11（月）

女性会計士委員会設置30周年記念講演会＜第2弾＞

非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会議室18:00〜19:00

会員業務推進部、組織内会計士委員会共催研修会

研修室18:30〜20:30

ガーデンシティクラブ大阪13:00〜15:00

11.27（月）

46

非営利会計委員会

正副会長会

会長室16:00〜18:00

IT委員会

会長室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
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事務局だより
【慶事】
・会
・会

員
員

米澤
山口

・会 員
・準会員

真也
孝一

井上
酒井

敏
享

【弔事】
・会 員 前田 豊氏
平成29年10月26日ご逝去

・会 員 岡﨑 恵美子氏のご母堂 ひとみ様
平成29年10月28日ご逝去 満68歳
・会 員 坂上 雅亮氏のご丈母 岡﨑ひとみ様
平成29年10月28日ご逝去 満68歳
・準会員 鈴木 隆史氏のご母堂 幸美様
平成29年9月26日ご逝去 満63歳

満69歳

・会 員 豊原 裕介氏のご尊父 隆夫様
平成29年10月3日ご逝去 満73歳
・会 員 中野 和子氏のご母堂 幸子様
平成29年10月10日ご逝去 満87歳

【寄贈図書】
■事業承継支援マニュアル 改訂版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
著
者 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

■決定版 COSO 不正リスク管理ガイド
寄 贈 者 日本公認会計士協会
監
訳 八田進二、神林比洋雄、橋本 尚
訳
日本内部統制研究学会、不正リスク研究会
発
行 日本公認会計士協会出版局

■会計監査六法 Lite版 平成29年
寄 贈 者 日本公認会計士協会
共
編 日本公認会計士協会 企業会計基準委員会
発
行 日本公認会計士協会出版局

■勘定科目・仕訳事典（第２版）
寄 贈 者 新田忠誓
監
修 日本簿記学会
編
者 新田忠誓、横山和夫、菊谷正人

■四半期報告書記載例 平成29年版第2四半期提出用
基本編
■四半期報告書記載例 平成29年版第2四半期提出用
留意事項編
寄 贈 者 宝印刷株式会社
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

発

行

尾畑 裕、岩﨑健久
株式会社中央経済社

■日本取引所金融商品取引法研究 第8号
寄 贈 者 株式会社日本取引所グループ
発
行 株式会社日本取引所グループ

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

いつの間にか、朝晩はめっきり冷え込むよう

になり、すっかり秋も深まってきましたが、皆

月の週末はやたらに曇り

10

様どのように過ごされたでしょうか。

個人的には、９〜

〜雨などのぐずついた天気が多く、衆議院選挙

の日に至っては大型の台風が直撃し、翌日の交

通機関まで大きく乱れるなど、行楽や秋晴れの

日に金沢で開催された研究大会の日

清々しさとは縁遠い、少し残念な秋という印象

です。

９月

も、朝から強い風と雨という悪天候の状況だっ

たのですが、全国各地から多くの参加者が集ま

りました。

今回の研究大会テーマは、﹁地方創生﹂。新

幹線が２年前に開業したことで東京からも大阪

からも移動時間が２、３時間程という﹁都心部

から気軽にアクセス可能な地方都市・金沢﹂

で、監査・税務・コンサルティングなどの側面

から、地域の活性化や公認会計士が果たすべき

役割などに関する研究発表が行われ、﹃学問の

秋﹄をしっかり体感してきました。今号の報告

記事にて各発表の概要を記載していますので、

ぜひご一読ください。

ただ一つ残念なことは、どうも今年は﹁芸術

の秋﹂には縁がなかったことでしょうか。︵金

和子

沢まで来たので、早朝一般開放されている兼六

小野寺

園を訪れてみたかったのですが、上述の悪天候

のために敢え無く断念 。
…︶
︵会報部

28
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
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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