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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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第52事業年度 IFRS研修会
第1回 実施報告
PwCあらた有限責任監査法人

大平

亮

1. 第1回IFRSセミナーの概要

実例を挙げて解説するとともに、IFRSへの移行

平成29年9月13日（水）、日本公認会計士協会近畿

プロセスや移行期間、コスト及び外部アドバイ

会の研修室において、近畿会国際委員会の企画による

ザーの利用状況等についても具体的に説明いたし

「IFRSセミナー（第1回）」が開催されました。

ました。さらに、IFRS移行時の際に検討が必要

第1回IFRSセミナーは、国際委員会

副委員長

となってくる主な課題についても有形固定資産・

富田真史氏の司会進行により、IFRS導入にかかる

収益認識といった個別のエリアごとに取り上げて

論点を中心に、PwCあらた有限責任監査法人（大

おります。

阪事務所）の財務報告アドバイザリー部の1名が講
師を務めました。
今回のセミナーでは、リースや収益認識といった

3. IFRS導入プロジェクトの進め方
１）IFRS導入プロジェクトの全体像

IFRSの基準の内容ではなく、IFRS導入を中心として

・IFRS導入プロジェクトについて、一般的に3段

●前半：IFRS任意適用に関する我が国の最近の動向

階のフェーズに分けて導入作業を行うことを例

●後半：IFRS導入プロジェクトの進め方

に挙げて、それぞれのフェーズでの取組目的や

の2部構成で、現場実務の中での問題となる実例な

主要タスク及びスケジュールについて説明する

どを盛り込みながら解説いたしました。

とともに、IFRS移行に関して現場から挙げら

以下、セミナーの概略を紹介いたします。

2. IFRS適用に関する我が国の最近の動向
１）IFRSの最新動向
IFRS任意適用が可能となった2010年3月期から
現在までのIFRS任意適用企業の推移について説明

れる反対意見やその対応方法についても解説い
たしました。
さらに、IFRS移行における監査対応につい
ても任意適用の件数が増加する中で少しずつ監
査実務も定着している点について具体例を挙げ
ながら解説いたしました。

するとともに、適用された業種及び各年度の会社
２）調査分析フェーズ

同業他社との比較可能性の向上等を目的とする

・IFRS導入プロジェクトの第1のフェーズである

任意適用も多いため、電気機器や医薬品等といっ

調査分析フェーズについて、その具体的な作業

た業種で任意適用の数が多くなっている点等、業

や役割分担に関して外部アドバイザリーを利用

種別適用企業数の表をもとに解説いたしました。

したケースを前提に解説いたしました。また、
第1フェーズに要した作業期間については1年未

２）IFRSの導入理由及びその課題
金融庁の公表しているIFRS適用レポートをも
とに、IFRS任意適用のメリット及びデメリット

満で実施するケースが多い旨説明するととも
に、第1フェーズで作成する成果物について実
例を挙げながら解説いたしました。

について説明いたしました。経営管理への寄与を
目的としてIFRSの任意適用される会社について

17291

報 告 REPORT

名等について時系列に沿って解説いたしました。
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３）設計整備フェーズ

要な仕訳や開示といった具体例を用いて説明いた

・IFRS導入プロジェクトの第2のフェーズである

しました。第2フェーズまでの作業により、第3

設計整備フェーズについて、主に会計方針の策

フェーズの作業期間が大きく変わってきますが、

定や会計マニュアルの作成に焦点を当てて解説

実務的には第3フェーズにきても作業の手戻りが

いたしました。会社により会計方針の策定レベ

多く発生するというケースも多々見られます。

ルや会計マニュアルの作成レベルはかなり異な
るものの、会社に実務を定着させ、子会社への

4. まとめ

展開のために必要となるタスクであるため、作

今回は、固定資産やリース、収益認識等といった

業期間も長期にわたり、かつ最も労力を要する

IFRSの個別論点の解説ではなく、IFRS導入実務全

フェーズである点について具体的な実務を交え

般に関する解説であったためIFRS導入に携わる方

て解説いたしました。

だけでなく、携わらない方にとっても概要がつかめ

また、システム導入や大幅な更新が必要とな

る興味深い内容であったと思います。

る場合には、作業期間だけでなく費用について

IFRSの任意適用会社が増える中、実務例や監査

も多額に発生するフェーズである旨、具体的な

実務も着実に増加しているため、今回のセミナーが

金額を示して説明いたしました。

これからの検討の一助となればと幸いです。
また、長時間にわたるセミナーでしたが、ご参加

４）テスト改善フェーズ

いただいた皆様には最後まで真剣にお聞きいただき

・IFRS導入プロジェクトの第3のフェーズである

ありがとうございました。

テスト改善フェーズについて、実際に作成が必

平成30年

新年賀詞交歓会
近畿会の平成30年新年賀詞交歓会は、下記の通り実施いたします。
多数のご参加をお待ちしております。

■日時 平成30年1月10日（水）18:00〜20:00
■場所 ザ・リッツ・カールトン大阪 2階「ザ・グランド・ボールルーム」
■会費 無料
アトラクションとして、アカペラグループによるステージを予定しております。
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女性会計士委員会
第2回子育てネットワークの会 開催報告
女性会計士委員会

委員長

原

繭子

子育てネットワークの会、第2回は9月
24日（日）10時から、前回と同じ本町
のヴィアーレ大阪にて開催しました。
この会は、会員だけではなく、会員の
配偶者とお子さんも一緒に参加可能の会
です。今回の参加者は、大人11名（会計
士ではない旦那さんとご一緒に参加の方
３組、会計士同士のご夫婦１組、ママ会
計士３人）。お子さん9名（うち零歳児2
名、１歳1名）、女の子2名、男の子７
名。第１回よりも多くの方に参加いただきました。

例えば離乳食について。赤ちゃんには最初は歯が

第2回のテーマは、子供と「食」。今まさに子育

歯で噛み切ることができません。生後５、６ヶ月頃

て中の会員の方からのリクエストです。子供にはど

から成長度合いに応じて、ゴックン期：舌で飲み込

れくらい食べさせれば良いのか、年齢とともに何を

む、モグモグ期：舌と上顎でつぶす、カミカミ期：

食べさせれば良いのか。それは子供のためにすべき

歯茎で噛む、カチカチ期：上下数本ずつ生えた歯で

ことでもありますが、視点を変えれば、子供の食事

かむ、というように、親は子供に食事をさせながら

を用意する親がどのようにメニューを考え時間をコ

口の動かし方を練習させるそうです。そして、この

ントロールすれば良いのか、ということでもありま

ような口の動かし方ですから、ゴックン期にはペー

す。そこで、親子両方のための食事の基本的な考え

スト状やポタージュ状のもの、モグモグ期には舌で

方と、月齢に応じた具体的なメニューとその作り方

つぶせるお豆腐くらいの固さ、カミカミ期には歯茎

などについて、大阪市に勤務の現役ベテラン保育士

でつぶせるバナナくらいの固さ、カチカチ期には歯

さんにボランティアでご協力いただき、お話いただ

茎で噛める肉団子くらいの固さ、と食べ物の固さも

きました。先生は、毎日ご自宅近くの保育所にお子

段階を追って柔らかいものから固いものへと変えて

さんを預けながらご自身もずっと保育士として働き

いきます。

続けてこられたとのこと。保育士としてそして母親

そして幼児食では、離乳食が終わった頃（だいた

として、両方のご経験に裏付けられたお話は、具体

い１歳から１歳半くらいを想定していますが）か

的でわかりやすく、とても参考になるお話でした。

ら、歯がもっと生えて全部の歯が生え揃うまでの時
期に、手でつかんで口に運ぶ、スプーンを使う、

まず、先生には、保育所にて親御さん向けにご案

フォークやお箸を使う、というふうに、より大人と

内しているリーフレットを元に、月齢順に、

同じような食べ方へ、毎日の食事を通して練習して

・離乳食

いくのだそうです。この時期はなかなか上手に食べ

・幼児食

・朝ごはん

について解説をいただきました。この話を例にして、

られなかったりするのですが、あまり無理強いをせ

当日のお話を少しご紹介します。

ず、こぼしてもいい状態にして自分で食べる経験を
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積ませることが大事だそうです。人間はこうやって

お子さん同席の場合、お子さんがはしゃいだり、

徐々に大人になっていくのですね。お話を聞いてい

声をあげたり、ゴロゴロしたり、走り回ったりする

て、改めて親世代への感謝と子育て世代への応援の

ことは当然のこと。この会でも、お子さんはみんな

気持ちが湧き上がってきました。

じっとしていませんが、これが子育ての当たり前の

後半は、子育て上のお困りごとについて、参加者

光景です。講演会では一時保育を用意しています

からの質問にお答えいただきました。それぞれのお

が、この会はあえて一時保育を用意せず、ご家庭で

子さんに関する質問に、先生はお子さんを観察しな

の当たり前の光景をみんながお互い体感しながら過

がら具体的にご回答くださいました。

ごします。ご関心ある方は是非まず一度お子さんと
一緒にご参加ください。

お話の最初に、先生が子供達に向けて一緒にお団
子を作りましょうと「話しかける」というよりも

次回は12月3日（日）、子供の「睡眠」をテーマ

「遊びかける」行動をなさいました。これを見て、

に、助産師でありかつ乳幼児睡眠アドバイザーの方

私はハッとさせられました。見知らぬ大人がいっぱ

にお話いただきます。開催場所は、ヒルトン大阪4

いのお部屋では、お子さんたちはまだ緊張が解けて

階「銀嶺の間」時間は9時30分から11時です。同日

いない。そのような状態で親が先生の話を聴こうと

には、同じ4階「金の間」にて、厚生部主催毎年恒

しても子供達はパパママに構ってもらいたくてまつ

例の「クリスマスパーティ」が開催されますので、

わりつくので、親も集中して話が聴けない。だか

両方お申込みの方に余裕を持って移動できるように

ら、まずは子供の気持ちをほぐして落ち着かせ、お

設定いたしました。12月３日も、お一人でも多くの

団子遊びに気持ちを向けさせる、そしてパパママが

子育て親子のご参加、お待ちしております。

少しでも落ち着いて話を聞ける環境を整える、その
試みが「遊びかける」行動なのだと。この行動、や
はりベテラン保育士さんですね！委員会からは何も
お願いしていませんでしたが、先生はレジュメとと
もに色々な「子供のおもちゃ」などなどを紙袋２つ
に入れて持参されていました。数冊の絵本、小麦粉
を水でこねた小麦粉団子。。。お金をかけずに日常
生活で必ず見かける身近でかつ安心なものを活用す
る。その上、先生はお越しになってからお帰りにな
られる、その間ずっと終始暖かい笑顔。そこにプロ
の姿勢を感じました。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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NPO経営セミナー
〜支援者から見るファンドレイジング〜
非営利会計委員会

NPO法人小委員長

南方

得男

平成29年10月21日（土）14時から16時、認定
NPO法人大阪NPOセンター研修室で、同センター
後援のもと会員等26名一般4名を集めて、関西地区
三会共催にて認定NPO法人D×P理事長 今井紀明氏、
株式会社近畿サービス代表取締役社長 坂口由香里氏
及び株式会社日本駐車場サービス代表取締役社長 島
裕明氏をお招きし、セミナーを開催しました。
昨年、当小委員会で近畿会圏内の自治体の市民活
動・NPO関係部課の皆さんと情報交換会を催すに

今の通信・定時制高校の高校生には単なる勤労学

あたって、大阪市市民局区政支援室市民活動支援担

生ではなく、いじめ、発達・学習障害、家庭暴力、

当NPO法人グループを訪問しました。その際、閲

不登校など課題を抱えていて、卒業しても容易に社

覧に供されている1,500以上のNPO法人が全て活動

会になじめない子もいます。彼らと若者のボラン

できているわけではないとお聞きしました。NPO

ティアのグループで、それぞれが過去を話し、「ユ

法人小委員会としては、それら全てが活動できた

メ」を語るなどの機会を、Ｄ×Ｐは公立高校の正規

ら、そして我々がその支援をすることができたらど

授業として提供し、高校生に自信と人への信頼感と

れだけ社会に貢献できるだろう、と考えています。

可能性を発見させています。

そこで昨年はNPO法人の経営を研究すべく、認

D×Pの事業への理解を共有した後、約一時間、

定NPO法人D×P（以下D×P）今井理事長に近畿会

寄付者に対する下記の質問を通じてディスカッショ

に来ていただき、会員向けに研修を行ないました。

ンし、気づきなどを頂きました。

そして小委員会の活動を通じてNPOの事業資金が
役務提供先とは違う先から収受する寄付金で賄われ

（１）あなたはなぜ寄付されるに至ったのでしょうか。

ていること、その寄付は寄付者の共感だということ

（２）その寄付によってあなたは満足を得ています

を学びました。そういう寄付金で事業を継続しなけ

か、なぜ継続されていますか、他の人に紹介

ればならないことの不安定さを払拭するものはある

されましたか。

のかどうか、あればそれは何なのかが疑問でした。

（３）寄付金が正しく使われているという信頼をあ

小委員会では、資金を提供するほどの共感を覚え

なたはどのように得ていますか。

ストーリーがあるはずだと仮定しました。そのよう

まず、寄付者である各社長とも、それぞれが集ま

な共感を得て継続的な寄付金を獲得する方法があれ

る場で今井理事長の紹介を受け、その説明を聞く機

ばNPOはさらに社会貢献できる、と考えました。

会がありました。

そこで今回は直接、寄付者である坂口社長と島社長
に話を伺うため当セミナーを開催しました。

会社の事業の社会性をアピールしたいと考えてい
た坂口社長は、今井理事長の話を聴いて彼に感じ入

当日は廣田壽俊非営利会計委員会担当副会長の開

り、かつ、会社の社会貢献の一環としてＤ×Ｐに寄

会挨拶と安井聖美非営利会計委員会委員長の閉会挨

付することとしました。また、同社の従業員の家族

拶の間、まず今井理事長からD×Pの事業紹介をい

のためにもなればいいとの思いもあって寄付してい

ただきました。

ます。
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お子さんがいる島社長は子供に絡む事件に社会的問

計は、D×Pの活動がどれほど効率的かつ効果的な

題を感じていました。今井理事長の話を聴いてD×P

のかを計測し、評価する手段として役立っているの

の事業に感じ入り、個人で寄付するとともに、従業

ではないかと思います。

員の同意を取り付けて利益の何パーセントかを寄付

質疑では、D×Pの寄付金の半分はスタッフが集
めていること、ファンドレイザーを利用している法

し続けています。
寄付者の意見に見られるとおり、今井理事長が頻

人は少ないこと、行政の委託を受けることがＮＰＯ

繁に、中小企業の社長が集まる場や集まる可能性が

の収益力を不安定にする可能性があることなどにつ

ある場へ出向き、自身の体験や事業を説明している

いて話が及びました。

ことが寄付に繋がっていることを確認しました。寄

最後に、今回のセミナーにご協力いただいた今井

付者にもストーリーがあるはずとの仮定を検証する

理事長、坂口社長、島社長、大阪NPOセンターの

こともできました。残念ながら、我々会員が関心の

皆さま、そして事務局を含むNPO法人小委員会の

あるD×Pの決算書はさらっと見る程度だとの意見

皆さま、ありがとうございました。
NPO法人の決算は内閣府ホームページから閲覧

でした。
今回のセミナーでわかったことは、寄付者の今井

できますが、認定NPO法人D×Pの寄付金の推移

理事長とD×Pへの信頼が、資金使途への信頼に繋

を、同法人の了解を得てホームページの「活動報告

がっているということです。それを基礎にして、会

書」から抜粋しましたのでご参考に供します。

D×Pの歩みと、これから。
2012年に設立し、通信制高校1校からスタートしたD×P。
たくさんの試行錯誤を経てここまで来ましたが、まだ道半

今後はD×Pの強みである「学校の先生との協力体制づく
り」を活かし、学校を起点として、企業・行政・NPO団体・地域
住民などの外部と連携しながら高校生と社会をつなげてい

ば。新事業を迎えてさらに拡大と成長を続けます。

きたいと思っています。
(万円)

定時制高校での授
業とは異なり、試行
錯誤…。

14,000

12,000

職 員 は 今 井 の み「 1
人でがんばりました
…。」最初は私立の通
信からスタート。

10,000

通 信 制 高 校 で 、ク
レッシェンドの原
型となる「ユメブレ
スト」開催。

8,000

●学校数：1校
●生徒数：60名
●コンポーザー：10数名
●収入：260万円

6,000

いごこちかふぇ原
型となる泉大津市
生活保護受給家庭
プログラムを実施。

クレッシェンドの
価値、見えてきた！

就労支援事業部ス
タート。

定時制高校1校でい
ごこちかふぇ開催。

定時制高校4校でク
レッシェンド本格
導入。寄付で運営を
可能に。

●学校数：17校
●生徒数：1,100名
●コンポーザー：200名
●収入：5,111万円

就労支援事業が軌道
に乗り、各学校の進
路決定率5-10%UPを
目指します。
●学校数：30校
●生徒数：2,000名
●コンポーザー：400名
●収入：1億2,000万規模

(人)

●学校数：26校
●生徒数：1,600名
●コンポーザー：300名
●収入：8,500万規模

定時制高校からの
オファーが多くな
り、授業数／生徒数
に 対 し て 、資 金 的・
人員的余裕がなく
なってくる…。

2,500

2,000

●学校数：13校
●生徒数：800名
●コンポーザー：150名
●収入：3,140万円

公立の定時制高校
で授業するには学
校側の予算が足り
ないことを知る。
定時制高校の生徒
会の生徒のみにク
レッシェンドを試
験実施。

4,000

ソーシャルインパクト
の測定と、政策提言
にも力をいれます。

1,500

2,000
1,000
0
2012年度
2013年度
2014年度

500

2015年度

収入と生徒数の推移

2016年度

事業収入

寄付 / 会費

助成金

その他

2017年度
2018年度
支援生徒数

2019年度

0

認定NPO法人D×P「活動報告書2016-17」より
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吹田市後藤圭二市長訪問
社会・公会計委員会

平成29年11月15日（水）10時から11時、北山久

委員長

守谷

義広

2. 監査の重要性

恵副会長、桃原一也吹田・摂津地区会長、中川美雪

監査においては、周囲に忖度することなく、厳格

社会・公会計委員と共に吹田市後藤圭二市長を訪問

に意見をして欲しいと思っています。一般的に黒で

しました。後藤市長には、大変お忙しい公務の合間

はないがグレーである事案に対し、法令違反ではな

を縫ってお時間を頂戴し、予定の時間を超えてお話

いことから認めてしまうことがありますが、世間か

し頂きました。

らの視線はもっと厳しく、グレーでは乗り切れない

まず北山副会長から日本公認会計士協会及び近畿

のが今の時代です。ただ単にルールを守っていれば

会の会員の規模、吹田・摂津地区会の範囲に触れた

良いのではなく、社会的なモラルに照らして誰から

あと、近畿会の組織と重点施策として、非営利法人

見ても問題ないことが大事です。これには当然に職

（特に社会福祉法人・医療法人）や地方公共団体の

員も自律性を持って対応すべきと考えますが、自律

会計制度及び監査制度の充実・発展に向けた取組状

性だけで規律することは難しく、議会や監査でこう

況の説明がありました。その後、桃原地区会長より

した事案に対し本質的な指摘をしてもらうことで、

地区会の目的や事業内容並びに地区会員の吹田市に

ガバナンスが有効に機能するのだと考えています。

おける活躍状況等の説明があり、私より社会・公会

また、そのためには、ダメなものはダメと言える環

計委員会の事業内容の説明として、地方議員や自治

境作りが重要であり、人事制度を含めたトータルで

体職員向けに、最新の制度改正の動向や自治体監査

の体制整備が必要と思います。

実務の研修等を通じ、パブリック分野における公認

吹田市では、全国に先駆けて日々仕訳方式による

会計士に対する認知度向上に取り組んでいる旨をお

発生主義の新地方公会計制度を導入し、平成26年度

伝え致しました。

より財務諸表を作成・公表しています。143の事業

後藤市長からは吹田市における公会計や公監査制

別セグメント情報を公表するなど、情報開示のモデ

度の重要性に関して次のような主旨のお話がありま

ルケースとなっています。また、環境影響評価条例

した。

を導入している数少ない基礎自治体であるなど、
「透明性の高い情報をもとに厳格にチェックする」
という市長のお言葉を実践していらっしゃいます。
周囲におもねることなく、毅然とした態度で監査を
実施することの重要性を改めて感じた大変有意義な

報 告 REPORT

意見交換の場でした。

1. 会計の重要性
一般的に地方公共団体の会計制度は、民間企業に
比べ大きく遅れており、全ての事業活動を数値デー
タとして確認できる状況にありません。透明性の高
いデータをわかりやすく議会や住民に対し提供する
ことは説明責任を果たすうえで大変重要なことと考
えています。

17297
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〜広報部からのお知らせ〜

公認会計士職業紹介PR動画
「コウニンカイケイシってナンダ！？」がリリースされました！
日本公認会計士協会本部及び全国の地域会は、会

サスペンスドラマ？コメディタッチ？…単調な説

計や公認会計士の意義を広く社会に伝えるため、及

明動画に終わらないよう内容について検討を重ねま

び公認会計士の魅力を伝え将来公認会計士を目指し

した。プロの手も借りながら約半年をかけて構想・

たいという人を増やすため、さまざまな活動を行っ

制作し、今まで見たことがないような仕上がりの動

ています。小・中学生には「ハロー！会計」という

画です。

会計リテラシーを身に着けてもらう講座を開催して
います。高校・大学生には公認会計士制度説明会を
開催しています。
また近畿会では、公認会計士の認知度向上のため
にテレビCMも制作しました。
近畿会広報部は本部の広報委員会にも参画してお
り、その広報委員会でも、認知度向上や公認会計士
の魅力の発信のために、公認会計士業界のPR動画
をこの度作成しました。
PR動画のタイトルは、「コウニンカイケイシッ
テナンダ !?」です。
動画には予告編（約2分）と本編（約16分）があ
ります。
予告編はサスペンスドラマ調、本編は若干コメ
ディタッチのドラマ調となっています。
公認会計士のためのWebメディアである「公認会
計士ナビ」でも取り上げられ、「会計士協会が制作
した動画が衝撃の内容!?

公認会計士PR動画が振り

切れてる！」と紹介されています。
どう振り切れているか？

ぜひ

公認会計士協会

PR動画

で検索！してください。
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準会員会近畿分会 活動報告
秋の異業種交流会
近畿分会長

南

亮輔

秋も深まりはじめた今日この頃、日本公認会計士

会でビジネスの相手を見つけることが出来た」「来

協会準会員会近畿分会（以下、準会員会）では恒例

年も同じような会があれば是非参加したい」といっ

となった『秋の異業種交流会 in 2017』を開催致し

たお言葉は異業種交流会を開催して良かったという

ました。場所は北浜駅を降りると目の前にあるロビ

気持ちになります。一方で「違う人ともう少し話し

ンソン北浜というお店を貸し切って行いました。今

てみたかった」といったお声も頂きました。このよ

年の運営メンバーは大多数が去年のメンバーという

うなお言葉は来年以降に生かして、もっといい会に

こともあり、参加者を集めるのが大変だという共通

しようというモチベーションを高めてくれます。

認識がありました。その為、今年の8月頃から準備

異業種交流会の目

を始め、当日は93名もの方々にご参加頂きました。

的は若手の会計士に

運営メンバーも10名の幹事に来てもらい、大変心強

ビジネス及びプライ

かったです。受付開始時間が来ると続々と参加者の

ベートでの出会いの

方々がお店にやって来ました。開催に当って、一番

場を提供することに

大事にしていたのは全ての参加者に満足して帰って

あります。しかし最

頂くことでした。会場のBGMと共に私の鼓動も高

近では民間の業者も

まっていきます。開始時間になり、大勢の参加者で

異業種交流会を頻繁

埋まったテーブルに向かい、挨拶をした時には私の

に開催しており、

声が届かないくらい皆さんお話をされ、打ち解けた

10年程前と比べる

雰囲気でした。

と、異業種交流会自

終始、くだけた雰囲気で会話を
楽しみました。

開始から1時間程

体は珍しいものではなくなりました。それでも準会

経った頃、恒例のビ

員会が主催する異業種交流会は営利目的で開催して

ンゴ大会が始まりま

いる訳ではなく、参加者の方々に還元できる部分が

した。司会は別の幹

大きいように思います。昔から続くこの伝統のイベ

事にバトンタッチ。

ントを次世代へと伝え、いずれは参加者として異業

私は会場を盛り上げ

種交流会に参加する事が私の目標です。

てくれるのか少し心

最後になりましたが、ボランティアで手伝いに来

配でしたが、そんな

てくれた幹事の方々、この場を借りて厚くお礼申し

私の心配は余所に、
終始会場を大いに盛

ビンゴでは司会の幹事が大いに
盛り上げてくれました。

上げます。なお、準会員会が主催する異業種交流会
は参加者の方々の参加費で運営しており、完全な独

り上げてくれました。ビンゴの1等賞は2万円分の食

立採算であることを明記させて頂きます。今後も準

事券とかなり豪華な内容でした。

会員会に対して、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

あっという間の2時間でしたが、参加者の方々か

いいたします。

らは様々なお声を頂きました。「去年の異業種交流

17299

報 告 REPORT

準会員会

11

平成29年12月10日 第702号（12月号） 近畿 C.P.A. ニュース

報 告 REPORT

第22期補習所同期会（退所40周年記念）開催報告
世話人

板戸

史朗、乾

一良、岩堀

雅彦、深井

和巳

昭和51年に公認会計士第二次試験に合格し近畿実

席予定者16名全員に事前のリマインドのメール、電

務補習所に入所、翌年に無事退所して、今年でちょ

話連絡をしました。それでも今回1名が当日欠席と

うど40年になります。そこで退所40周年を記念して

なり最終的に出席者は15名でした。

盛大に同期会を行うことを企画し、平成29年11月5
日に新阪急ホテル「宙の間」で開催しました。

当日の同期会の
状況は世話人の挨

ところで、近畿会において補習所同期会が平成23

拶で始まり、その

年に創設され、地区会部が企画運営しておられます

後乾杯の音頭で大

が、第二次試験の合格年次の同期の会員が相互に交流

いに盛り上がりま

し、その交流を通じて近畿会活動に関心をもち、近畿

した。歓談ののち

会をさらに活性化することが補習所同期会創設の趣旨

参加者15名全員が近況報告を行い、補習所退所以来

であります。この趣旨を踏まえ、第22期生の同期会

40年ぶりという方もおられ、一気にタイムスリップ

は、第１回目が平成24年10月、第2回目が平成26年7

し、久しぶりの再会を喜び合いました。年齢的に第

月、そして今回3年ぶり3回目の開催となりました。

一線を退かれている方が多いのではないかと推察し

さて、補習所当時を振り返りますと、昭和49年に

ておりましたが、社外監査役や自治体の監査委員等

商法監査（現在の会社法監査）が制定され、翌年か

に就いてご活躍されておられる方、自らの個人事務

ら大会社の監査が開始された時代です。世相では、

所の継承をどうするか考えておられる方など様々

ロッキード事件等の不祥事が起こった時代です。昭

で、いろいろな話題で旧交を温めました。懐かしく

和49年、昭和50年は業務拡大とともに新人採用の

共に過ごした補習所時代の話など楽しい時間は瞬く

急増にそなえて第二次試験の合格者数が増加したの

間に過ぎ、再会を期して、中締めの挨拶でお開きと

に対して新人採用が一巡した昭和51年からは一転し

なりました。

て合格者数は激減し、さらに就職難となり、翌年3

楽しい同期会ですので、今回参加できなかった方

月まで法定監査に従事できない未就職者が多数出る

も是非とも次回の同期会にご参加くださいますよう

事態となりました。ちなみに合格者数は全国で321

お願いしたいと思っています。

名、合格率は5.5％と第二次試験では昭和45年の

また、今回同期生の連絡など近畿会事務局の方々

5.3％、昭和39年の5.4％につぐ合格率の低さでし

には何かとお世話になり本当にありがとうございま

た。近畿実務補習所の修了生は83名、1クラス約40

した。紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。

名の2クラス、和気あいあいの雰囲気でした。当時
植田肇先生、熊野実夫先生ほか錚々たる先生方がお
られ、補習所委員長は堤哲先生でした。
今回の補習所同期会の出席予定者は16名で補習所
修了生83名の20％、概ね1/5の出席予定でした。
残念ながら女性の出席者はゼロで、もともと同期の
女性は2名でしたので、やむを得ないと思っていま
した。なお、苦心しましたことは出席の通知をいた
だきながら、当日欠席となった場合、ホテル側から
は予約した人数分の料金が請求されますので、ご本
人にご負担をお願いすることになります。そのため
急な事情がない限り、当日欠席にならないよう、出
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彦、小川克弘、川﨑洋文、河原敏人、芝池 勉、近
藤一郎、竹川 清、西野吉隆、濵松 明、深井和
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第52事業年度

第7回定例役員会報告
平成29年11月9日（木）18時〜19時50分
場

所：近畿会

会議室

出席者：35名（役員数４2名）

審議事項

われわれ公認会計士は、KAMがボイラープ

近畿会「育児・介護休業規程」の
一部改正について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

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ている。

（提案説明）『育児休業、介護休業等育児又は家族

協会本部では、協会財政の在り方検討Ｐ.Ｔ.

介護を行う労働者の福祉に関する法律（いわゆ

を立ち上げ、近時、公認会計士の業務領域の拡

る「育児・介護休業法」）』が改正され、本年

大とそれに伴う業務量及び人件費の増加、地域

10月1日に施行された。これを受けて、近畿会

会を含めた業務の効率化と利便性向上のための

事務局の育児に関する制度についても法に沿っ

業務システムの改善及び自主規制機能の強化等

た内容とするため、育児・介護休業規程を改正

による財政的負担額の増加に対応するため、所

したいとの提案説明があり、審議の結果、原案

用の費用削減と効率化を図る一方、昭和55年か

通り承認された。

ら値上げがされていない普通会費の値上げ等が

報告事項

検討されている。まだ、最終的な方向性の結論

第1号

員、地域会にご負担をお掛けする可能性があ

を出すには至っていないが、早晩、会員・準会

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）10月報告の報告が以下のようにあった。
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)」

る。方向性が定まり次第、報告させていただく
予定である。

第2号

理事会報告

が公表され、10月20日でコメントの募集が締め

（報 告 者）理事

廣田

壽俊

切られた。協会もこれに対する意見（コメント）

（報告内容）10月19日開催の常務理事会及び10月

を提出し、今後、ASBJによる更なる検討と修正

20日開催の理事会報告が以下のようにあった。

が行われ、再度、公表される見込みである。現在

【会長報告】

のところ、平成33年4月1日以降開始事業年度の

１．公認会計士監査の強化について

期首からの適用が予定されているが、実務への影

２．公認会計士とAIの関係に係るショート

響を考えると早期に基準が確定され、公表される
ことを願っている。皆様も改めて同基準（案）の
内容にご留意をお願いしたい。

ビデオの作成について
３．記者会見の報告について
【常務理事会審議事項】

現在、企業会計審議会監査部会では、監査報

１．監査基準委員会からの公開草案『日本監

告書の透明化（KAM）について議論が行われ

査役協会・日本公認会計士協会「監査役

ている。今後、会社法との関係、財務諸表に注

等と監査人との連携に関する共同研究報

記がない事項についてのKAMの開示に関する

告」の改正』に関する件

守秘義務との関係整理、有価証券報告書の提出

２．業種別委員会からの公開草案『業種別委員

時期等について一定の整理が必要であると思わ

会実務指針「アジア地域ファンド・パス

れるが、このKAMは、特定の財務報告のフ

ポートにおける年次実施状況の検証に係る

レームワークを前提としているものではなく、

保証業務に関する実務指針」に関する件

17301
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３．IT委員会からの公開草案『IT委員会実
務指針「電子開示書類等のXBRLデータ

３．新年賀詞交歓会の開催について
（日

時）平成30年1月10日（水）
18:00〜20:00

に対する合意された手続業務に関する実
務指針」について』に関する件
４．会計制度委員会からの答申『企業会計基
準公開草案第61号「収益認識に関する

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（会

費）無料

（アトラクション）女性アカペラグループ 歌唱
「Queen’
s Tears Honey」

会計基準（案）」等に対する意見』に関
する件
５．後進育成基金資産運営委員会からの意見

第4号

経理部報告

具申「後進育成基金資産の具体的使途に

（報 告 者）経理部長

係る企画案について」に関する件

（報告内容）以下の報告があった。

大谷

智英

１．平成29年度中間収支計算書について

【理事会審議事項】
１．総務委員会からの意見具申『「継続的専

２．各部・委員会の予算執行状況（中間）

門研修の履修等に係る指導監督の実行性
向上及び情報提供の充実のための制度整

第5号

中間監事監査報告

備に係る会則及び関係規則の整備に伴う

（報 告 者）監事

関連細則等の制定及び一部変更」及び

（報告内容）10月17日中間監事監査の結果につい

「会員章細則の一部変更」』に関する件

松山

治幸

て報告があった。

２．後進育成担当常務理事からの意見具申
「実務補習規程及び実務補習所運営細則
の一部変更要綱案について」に関する件

第6号

厚生部報告

（報 告 者）厚生部長

宮口

亜希

（報告内容）以下の報告があった。

【理事会報告事項】
１．監査事務所・監査役等からの回答結果に

１．「第1回 Music Festival」（関西地区三会
共催）の実施結果について

基づく品質管理レビューの効果について
の評価に関する件

（日

時）平成29年10月14日（土）

（場

所）Live＆Beer Wine Food 茨木グリル

17:00〜20:00

２．企業会計審議会監査部会の会議報告に関
する件
３．企業会計基準委員会審議事項に関する件

（参加者）86名（出演者含む）
（出演者）9組（ソロ5、グループ4）

第3号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

２．「第2回グラン倶楽部」の実施結果について
安井

康二

（日

時）平成29年11月7日（火）
11:30〜13:30

（報告内容）以下の報告があった。
１．第80回中日本地域会連合会議（当番会：兵
庫会）の実施結果について
（日

（参加者）25名

第7号

広報部報告

（場

所）有馬グランドホテル

（報 告 者）広報部長

（議

題）「本部会務報告」、「『ハロー！

（報告内容）公認会計士制度説明会（大学訪問）の

会計』の各地域会運営方法」、
「今後の若手会員等の育成」
（出席者）近畿会7名、本部2名、北陸会3名
東海会8名、京滋会5名、兵庫会5名
２．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）
19:00〜20:30

17302

所）セントレジスホテル大阪

時）平成29年10月27日（金）
17:00〜19:00

14

（場

（場

所）リーガロイヤルホテル（大阪）

（会

費）無料

種田

ゆみこ

実施結果について報告があった。
（大学名）桃山学院大学
（日

時）平成29年10月17日（火）
13:20〜14:50

（参加者）経営学部 1回生58名

近畿 C.P.A. ニュース

第8号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

（日

時）平成29年10月21日（土）

（会

場）認定特定非営利活動法人大阪NPO

悟

（報告内容）以下の報告があった。

14:00〜16:00

１．第49回中日本五会研究大会（近畿会当番会)
の準備状況等について

平成29年12月10日 第702号（12月号）

センター
（テーマ）「〜支援者から見るファンドレイジ

（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

ング〜」
（出席者）会員等26名、一般4名

ベンションセンター

第11号

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

経営委員会報告

（報 告 者）経営委員会委員長

吉永

徳好

（報告内容）日本公認会計士協会近畿会・大阪弁護

第9号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

士会・日本弁理士会近畿支部の協働事業「企業
荻窪

輝明

（報告内容）会員への業務推薦状況について報告が
あった。

力向上セミナー」の実施結果について報告が
あった。
（日

時）平成29年11月6日（月）

・平成30年4月1日任命「家事調停委員」の推
薦（大阪家庭裁判所）

18:00〜20:30
（会

場）大阪産業創造館

・大阪市公正職務審査委員会委員の推薦

（テーマ）「〜付加価値の発見とその活用方法〜」

・他3件

（出席者）76名（内、近畿会9名）

第10号

非営利会計委員会報告

（報 告 者）非営利会計委員会NPO法人小委員会
委員長

南方

第12号

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）非営利法人委員会 農業協同組合専門部会
専門委員

得男

（報告内容）「NPO経営セミナー」（関西地区三
会共催）の実施結果について報告があった。

近畿会および各部各委員会行事予定

中丁

卓也

（報告内容）農業協同組合専門部会の審議状況等に
ついて報告があった。

（平成29年12月12日〜平成30年1月12日）

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
12.12（火）

12.21（木）

冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

租税相談事例研修会

研修室13:30〜16:30

社会・公会計委員会

会議室18:00〜19:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

12.13（水）

12.22（金）

社会保障委員会

医療法人小委員会

研修室10:00〜16:40

IT委員会研修会

会議室18:30〜20:30

12.25（月）

研修室18:30〜20:30

正副会長会

12.14（木）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

12.26（火）

正副会長会議

会長室13:30〜15:00

国際委員会 国際メッセ

定例役員会

会議室15:00〜17:00

会長室16:00〜18:00

ガーデンシティクラブ大阪18:00〜20:30

1.11（木）
税務業務部会DVD研修会

12.18（月）
税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

12.19（火）

定例役員会報告 R E P O R T

冬季全国研修会

研修室10:00〜16:30

1.12（金）
社外役員会計士協議会研修会

研修室14:00〜16:00

会員業務推進部研修会

研修室14:00〜17:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

定例役員会

会議室18:00〜20:00

12.20（水）
税務業務部会
DVD研修会

DVD研修会

研修室10:00〜11:40
研修室13:00〜16:40

DVD研修会内容： 12月20日（水）13:00〜14:40 「倫理規則改正に向けた動向について〜違法行為への対応及びローテーション」
15:00〜16:40 「あらゆる可能性を調査せよ〜些細な証拠が不正摘発の手掛かりとなる」
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公認会計士の

こだわり

- 第９弾 -

ペットはかいません！？
村田

直隆

私にはちょっとしたこだわりがあります。パソコ

らの譲渡が主で、日本のように店頭で手軽に購入でき

ンがMacだったり、携帯電話は未だにPHSだった

るような環境にありません。また、譲渡の際も飼育環

り、肉や乳製品を食べないようにしていたり。これ

境を厳しくチェックされるようです。

らは結構ゆるーいこだわりなのですが、まじめにこ
だわっているのがペットをかわないことです。

アームはどこからやってきた？
さて、我が家にやってきたアームですが、彼はどこ

アームがやってきた

からやってきたのでしょうか。お店からでない場合①

今年の4月1日にゴールデンレトリーバーのアーム

ブリーダーから②保健所や保護施設、里親の譲渡会か

が我が家にやってきました。当時七ヶ月の仔犬でした

ら等がありますが、アームはそのどれでもありませ

が、すでに体重は25kgある立派な大型犬です。ペッ

ん。彼は兵庫介助犬協会からやってきたのです。

トを飼わないのがこだわりではないの？と突っ込まれ

我が家では家内が相当の犬好きで大型犬を飼いたい

そうですが、私のこだわりはペットを買わないことで

希望がありました。里親の譲渡会などにも参加しまし

す。個人的には昔から犬や猫をお店で簡単に買えてし

たが、大型犬の室内飼いの経験が無く、なかなか決心

まうことに違和感がありました。ホームセンターなど

がつかなかったようです。一方で介助犬舎の清掃ボラ

で他の商品と同じように展示され、売られていること

ンティアを通じてパピーウォーカーというボランティ

が奇妙に思えてならなかったのです。

アに強く惹かれたようです。
パピーウォーカーは介助犬等の候補犬が本格的な

犬・猫にまつわる現状

訓練を受け始める1歳前後までの仔犬(パピー)を家族

環境省の平成28年度の統計によると犬や猫の行政

の一員として育てるボランティアのことです。仔犬

機関での引取は113千頭(うち、飼い主からの引取が

の時期にたくさんのことを経験して、家庭で愛情を

15千頭)。そのうち、殺処分されるのが55千頭にも

持って育てることで人間社会に慣れ、人と暮らす喜

上るそうです。平成16年度は418千頭を引き取り、

びを教えることが目的です。

394千頭も殺処分していたことからすると相当改善
しているようにも見えますが、本来不必要な殺処分
は０に近づけるべきものだと思いますし、行政機関
の引取が法律の規制により難しくなったことによ
り、統計に表れない殺処分(民間での放置、遺棄な
ど)が逆に増えている可能性もあります。
ペット先進国といわれるドイツでも動物の引取はあ
り、少なからず殺処分もあるようです。しかし、圧倒
的に数は少ないといわれています。その理由は様々な
動物愛護のシステムが整っていることもあるでしょう

アームとの生活

が、一番は安易にペットを手放す飼い主が非常に少な

アームとの生活は候補犬ならではの様々な約束事

いことだと思います。基本的に動物保護センター等か

16
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（１）室内で飼うこと
最近では家庭犬でも多くなりましたが、彼らの
仕事場所が室内ですので当然ですね。
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の方が逆に落ち着く場合もあるそうです。
これだけみるとずいぶん窮屈な生活に見えるかも
しれませんが、逆に言うとこれ以外はほぼ普通の家
庭犬と同じ生活です。長野へ旅行に行った際には川

（２）飼い主が促すことによって用を足せるように
しつけること

で泳いだり、カヌーに乗ったりしましたし、アウト
ドアイベントで山登りも経験しました。また、協会

介助犬とは、手や足に障がいのある方の手助け

の方が毎月飼育状況の確認のため訪問されますの

をするために特別な訓練を積んだ犬のことをいい

で、飼育上の相談にも親切に乗っていただけ、安心

ます。晴れて介助犬になった場合、用を足すとき

して飼育することができました。

も犬主導ではなく、ユーザーさんが促したときに
決まった場所で行えるようしつける必要がありま
す。アームの場合、玄関の土間にトイレ場を設置
し、用を足したくなりそうな時を見計らって促
し、ひしゃくの中に上手に用を足すことができま
す。基本的には散歩の時に用を足すことはありま
せん(時々失敗しますが)。
（３）ドッグフード以外を与えないこと
人間の食べ物には犬が中毒を起こすものがあり

しまわないように人間の食べ物＝食べてよいもの
という学習をさせないことが犬のためでもありま
す。よく、おやつが食べられなくてかわいそうと

そんな楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、つ
いに介助犬の訓練を受ける日がやってきました。
10月30日。アームは我が家を離れ兵庫介助犬協
会に帰っていきました。

いわれますが、おやつを食べることによって本来
の食事が減ったり、食べなかったり、栄養バラン

ペットを買わないというこだわり

スを崩して肥満化することもあり、これらを防ぐ

初めてのパピーを無事に送り出すことができ、

ことができます。おかげでアームは一般のゴール

ほっとした一面、とても寂しい思いもあります。つ

デンらしくなく、猟犬のようにスッと締まった

いついペットコーナーの動物たちをのぞいてしまう

かっこいい体型です。

ことも。それでも、可能な限りパピーウォーカーを
続けていこうと考えています。ゆくゆくはパピー

（４）留守番や就寝時はケージにいれること

ウォーカーをやめるかもしれません。そのときは引

これもよくかわいそうだといわれるのですが、

退犬を家庭犬として引き取るボランティアや保護犬

飼い主が不在の時にフリーにすると余計に落ち着

の里親となることで、ペットを買わないというこだ

かない犬もいるようです。もともと野生の時代は

わりを持ち続けたいと考えています。

穴蔵で暮らしていた名残なのでしょうか。ケージ

17305
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ます。人間が目を離している間に間違えて食べて
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第1回 Music Festival 開催報告
関西地区三会厚生行事として、10月14日（土）に第1回Music Festivalを開催いたしました。
当日の模様と感想を出演者を代表して報告いただきます。

近畿会

武志

子供のころは10年ほどピアノを習っており、大人に

バカ。演奏する曲は、タンゴのリベルタンゴ、ボサノ

なってからもピアノを再開したいと思っていたのです

ヴァのイパネマの娘、バリー・マニローのコパカバー

が、仕事が忙しいことを理由になかなか足を踏み出せず

ナ。どれもいい曲なのですが、難しすぎる・・・。楽

にいました。ところが去年の年末の会計士の飲み会で、

譜を入手してからは近所迷惑顧みず、朝仕事に行く前

公認会計士・税理士だけを会員にする近畿税務研究会と

や夜帰ってきてから家で練習をしました。嫌でも聴か

いう団体が、最近始めたばかりのビッグバンドのメン

される家内もあまりの下手くそさに最初はただの個人

バーを募集しているとの話を聞き、これは時を得たと思

的趣味で遊んでいるだけだと思っていたようです。

い、すぐに参加を決めました。約20名近くのメンバー

本番当日、インフルズの演奏は以前にも披露した機

のビッグバンドであるThe Influs（以下、インフルズ）

会があり、それほど緊張せずに演奏することが出来ま

のボーカル、ピアノ担当として参加しています。

した。新バンドNATSUMEは初披露の曲ということも

最初はボーカルとしての参加でしたが、次の曲から
はピアノも担当することになりました。実家に眠って

あり、かなり間違えてしまいましたが、練習の成果は
出せたと満足しています。

いた電子ピアノを取りに帰り練習開始！いざ鍵盤を叩

20名近くの大人数のインフルズ、7名の少人数の

こうとするとまったく指が動きません。パソコンはあ

NATUME。規模は違えど、チームとして一つの目的を

んなに早く打てるのに。今度はすぐに最寄りの

達成するというのは非常に難しい反面、達成感も大きい

YAMAHAに飛び込んでレッスンの申し込み。これで

ものです。ふと監査チームに似ているなぁと思いまし

なんとかみんなに追いつくことが出来ました。

た。チームを指揮（指揮者）するパートナーがいれば、

そんなこんなでピアノを楽しんでいた折、10月14日
（土）に日本公認会計士協会近畿会、京滋会、兵庫会

練習日などを調整するマネジャー（主査）もいます。私
は個別調書を作るのに必死という感じでしたが。

の関西地区三会共催による第1回Music Festivalが開催

また、自身で作詞作曲された曲を披露した方、加藤

されるとの話が舞い込んできました。インフルズは、

登紀子ばりのシャンソン、ハーモニカとギターで弾き

私がピアノ担当のインザムードとボーカル担当のマ

語り、ソロピアノ、二匹の子猫ちゃんが唄う猫の二重

シュケナダでの参加となりました。

奏など幅広いジャンルの演奏が聴けて非常に楽しい時

ある日、先輩会計士の先生からインフルズとは別に

間を過ごせました。

少人数バンドで参加しようと声を掛けていただきまし

会計士という身内での発表会なので、気楽に楽しく

た。ピアノを弾ける絶好の機会と思い、何の曲をやる

参加できました。初めての開催ということで準備にご

のかも聞かずに二つ返事で承諾。バンド名は

苦労された事務局の皆さま、ご苦労様でした。是非来

NATSUME。夏に結成したからNATSUMEになった

年も開催していただき、さらに多くの会員の方々が参

わけではなく、バンドメンバーの栗原貴子さんの娘さ

加してもらえることを心待ちにしています。

んの落語家名をそのまま流用しました。実はただの親
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京滋会

川元

麻衣

遡ること今から6年前、公認会計士論文式試験に合格

局・兵庫会事務局にも加わっていただき、会場の茨木グ

して１か月が経った2011年12月。東京会音楽祭の存

リルにて、当日のタイムスケジュールや役割分担の確認

在をネットで知ったとき、「なぜ関西にはないのか

を主に、本番前の最終ミーティングを行いました。

なぁ。できたらいいな」と思いました。

そして迎えた10月14日本番。まずはリハーサルが午

そんな想いはずっと私の頭の片隅にあったのです

後一から始まり、楽器の配置や音響のチェック等を行

が、2016年7月の京滋会ビアパーティーにて、京滋会

いました。私はピアノソロでの出演だったので、基本

厚生部長が締めの挨拶で「音楽関係のイベントを考え

一人なのですが、気さくに諸先輩方からお声をかけて

ています」とおっしゃったときは、私のアンテナが電

いただいたり、私からも普段お話することができない

波をキャッチしました。これはチャンス！と言わんば

他会の先生方へお話をしに行ったりと、音楽には人を

かりに、ビアパーティー終了後、厚生部長のもとへ駆

結びつける力があることを実感しました。

け寄り、「私も幼少からピアノをやっているので、も

観客は出演者含めて86名と盛況で、出演者を会員・

しお手伝いできることあればさせてください！」と伝

準会員に絞ったことや、観客参加型の合唱が功を奏し、

えていました。

手拍子等の合いの手も多数あり、一般のお客様からも

それから8か月後の2017年3月。厚生部長から「関西

「公認会計士で音楽もできて多才だなぁ」といった声も

地区三会で音楽イベントができればと思っているの

あがり、出演者と観客とが一体となった演奏会でした。

で、ぜひ打ち合わせに参加していただけないでしょう
か」とのメールが。私がビアパーティーで申し伝えて
いたことを覚えていただいていたことに感激し、声を
かけていただいたことをとても嬉しく思いました。
そして、その月末に初ミーティングをする運びとなり
ました。初ミーティングでは関西地区三会の先生・事務
局を合わせ十数名が集まり、自己紹介から始まって、ど
んなことをイベントとしてやっていきたいか…等を話し
合いました。東京会音楽祭のマネにはならないよう、
違った味をどう出すか、というところに焦点を当て、出

最後になりましたが、事務局の方々には最後まで

演者は会員・準会員のみとすることや、飲み食いもでき

様々な点でご尽力していただき、本当にお疲れ様でし

る形式にすることなどが決まりました。「ゆくゆくはビ

た。ありがとうございました。

ら、開催に向けての企画が始まりました。

今回、演奏者としてだけでなく、サポーターとして
も関わらせていただくことができたことは私にとって

それからは近畿会厚生部長・近畿会の西村先生・京

本当に良い経験となりました。受験時代から、「音楽

滋会厚生部長・京滋会事務局・私とで全員が参加でき

のできる公認会計士」を目指していたので、音楽を続

るように、パズルのような日程調整を経て、6月中旬と

けていて本当に良かったと思います。会計士業務・音

7月上旬にミーティングを実施し、当日までの段取りや

楽の共通点は、社会貢献できること。音楽を通じても

役割分担をし、出演者の応募状況を確認したり、イベ

社会貢献できるように、音楽は一生続けていこうと再

ントの最後にする観客参加型の合唱曲を決めました。

確認できたMusicFestival。来年も是非よろしくお願

9月下旬には、上記のメンバーに加え、近畿会事務

い致します！
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ルボードライブ大阪でやるぞ！」という夢を抱きなが
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大阪市北地区会の活動報告
大阪市北地区会

内田

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した西淀川

9階には室町時代から豊臣秀吉による大阪城築城

区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、北区、都

を経て、「天下の台所」と称された江戸時代までの

島区、旭区の地域に居住する会員相互の親睦を主た

大阪の町がミニチュアで再現されており、現在の姿

る目的とした地区会で、会員数は平成29年10月31

と重ね合わせてみることができます。7階には大正

日現在454人です。

から昭和初期にかけて最も大阪が栄えた時代である

大阪市北地区会では、「いま・むかしの大阪市内

「大大阪時代」が再現されています。間の8階には

いいところ」というコンセプトで、会員の皆様の業

原寸大に再現された発掘現場があり、発掘体験がで

務における話題づくりにも役立つものとなるよう、

きるスペースがあります。

年3回程度の懇親会を開催しております。
今回10月14日（土）に昼のアクティビティとし
て「大阪歴史博物館」にて大阪で培われた歴史遺

大阪歴史博物館での見学を終えると、大阪城公園
内を通り懇親会場であるホテルニューオータニ大阪
に向かいます。

産・文化遺産に触れ、夜には「游玄亭 ホテルニュー

夜の懇親会参加者は昼と若干の入れ替わりがあ

オータニ大阪店」にて焼肉会席で懇親を深めていた

り、総勢19人となりました。会席形式での美味しい

だくという企画を行いました。

焼肉とビール、ワイン等をいただきながら、お仕事

まずは、谷町四丁目のNHK大阪の横にある大阪

の話、旅行の話、色々な話題で盛り上がり、夜が更

歴史博物館に集合し、お子さん3人を含む合計15人

けていきました。初めてご参加いただいた会員の

での見学です。雨の心配をしていたのですが、なん

方々にもご満足いただけたようで、会長としてほっ

とかぎりぎり持ってくれました。

としております。

大阪歴史博物館は平成13年の開館ですので、すで

11月以降の大阪市北地区会の活動としては、12

に15年以上経っているのですが、恥ずかしながら私

月２日（土）に忘年会（開催済）、来年３月17日

は初めての訪問でした（ただ、ほとんどの会員の方

（土）に懇親会を行います（日程が変更になる場合

が初めてとのことでした）。

もあります）。

難波宮跡に建てられた10階建ての博物館で、最初

会食だけでなく、大阪の歴史文化を学ぶ場をご提

に一気に10階までエレベーターにて上り、10階古

供できればと、会長・副会長で頭を悩ませておりま

代フロア、9階中世近世フロア、といった具合に上

す。ご希望の場所があれば是非ご連絡ください。

階から下階への順番に大阪の歴史をたどります。館
蔵資料は10万点を超えているとのことです。

会の活動方針として、ざっくばらんに懇親を深め
ていこうと考えております。近年ご家族でのご参加

10階古代フロアにおいては、まず、奈良時代まさ

も増えていますので、地区会会員の皆様方、遠慮な

にこの場所に存在した「難波宮」大極殿が現れ、仄

くご参加ください。また、地区会活動に関するご意

暗い殿内に置かれた当時の華やかな衣装に身を包ん

見、ご希望がございましたら、事務局までお知らせ

だ神官や巫女の像を背景に、かつて栄華を誇った難

ください。

波宮に関する説明の声が場内に響きます。
（ここからはネタバレになります）説明が終了し
た瞬間に、三方の窓を覆っていたシャッターが電動
で一斉に開き、かつて難波宮があった箇所の現在の
姿が露わになります。勿論多くは近代的なビルに
なっていますが、一部かつての姿を思わせる地形も
残っており、感動的な演出となっています。このサ
プライズ演出を知らずに途中で立ち去って行く見学
の方もいらっしゃいましたので、これから行かれる
方は是非最後まで残られることを強くお勧めいたし
ます。
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泉地区会 河内長野市長表敬訪問
泉地区会

会長

南方

得男

1. はじめに

となっていた阪神間、水質汚濁が進む大和川に対し

平成29年10月23日（月）14時から15時、髙田篤

て、きれいな空気と水に恵まれた環境が当時の子育

会長、守谷義広社会・公会計委員長、河内長野市在

て世代に人気を博し、大阪都市圏のベッドタウンと

住の武田宗久会員と私は河内長野市島田智明市長を

して人口が急増した。しかし、都心部の住環境が改

訪問しました。前日の第48回衆議院議員総選挙投票

善したこと、企業誘致に力を入れてこなかったこと

日と台風第21号のあと、島田市長には150ヵ所以上

等から、河内長野市で生まれ育った若者が流出し、

に及ぶ被災箇所を抱えておられる中、予定どおりの

少子高齢化を加速させることとなった。

時間を頂く事が出来ました。

3つの課題のうち少子高齢化については、子育て

まず髙田会長から日本公認会計士協会及び近畿会

世代を呼び戻すため教育に着目し、「英語村構想」

の会員の規模、泉地区会の範囲に触れたあと、近畿

を実現させようとしている。高速道路については、

会の組織と基本方針から自治体と近畿会との関わり

堺市に対してICへの誘導道路の拡張整備をお願い

を説明しました。その後、島田市長から河内長野市

し、河内長野市から堺ICへのアクセスを改善するこ

の課題と対策について次のとおりご説明いただきま

とを目指している。財政難の改善についてはさらに

した。

公認会計士を活用することを検討している。

2. 河内長野市の理解
① 少子高齢化
河内長野市は、大阪府内33市の中で、15歳未満
の割合(少子化率)が最も少なく、65歳以上の割合(高
齢化率）が最も多く、その間の生産年齢人口の割合
が最も少ない市である。

3. おわりに
最後に守谷委員長から、自治体や最近の制度変更
に伴う公認会計士の役割について紹介し、課題解決
に公認会計士が役立つことを伝えました。
大学において情報工学を専攻したあと、情報産業
に従事しながら経営学を修め、大学准教授を経て河
内長野市長となった島田市長には、わかりやすく説

② 財政難
高齢化により個人市民税納税者数に比して被扶養

明していただき、楽しく有意義なお話を伺うことが
できました。

者数が多いこと、ベッドタウンで法人市民税が限ら
れていること等が財政難を生んでおり、この状況を
短期的に是正することは困難だと考えている。

地区会 R E P O R T

③ 高速道路入口までの距離が遠い
河内長野市中心部から近い高速道路入口は、堺IC、
美原IC（阪和自動車道）、橋本IC（京奈和自動車道）
であるが、いずれも30分以上かかり、物流面で企業
誘致には不利な条件になっている。「大阪南部高速道
路」を要望しているが見通しは立っていない。
河内長野市は、高度経済成長期に大気汚染が問題
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豊能地区会
紅葉の京都美山かやぶきの里と豆腐料理のご報告
豊能地区会

会長

三津雄

2017年11月18日(土)に、吹田・摂津、北摂、豊

て20分ほどで行きました。まず向かったのが、かや

能の3地区合同で今回、初めての行事である「紅葉

ぶきの里のほぼ中央にある小さなかやぶきの建物で

の京都美山かやぶきの里と豆腐料理」のイベントが

ある美山民俗資料館です。ここで館長から民俗資料

開催されました。待ち合わせ場所は、10時に池田市

館の歴史等を含めてお話を聞きました。かやぶきの

役所（阪急池田駅から徒歩5分程度）に集合し、そ

里「北」が、重要伝統建造物群保存地区に指定を受

こから貸し切りの大型バスに乗って、京都府南丹市

けた時に、この地にあった200年ほど前の中層農家

美山町に向かいます。途中、園部インター付近にあ

の形態をよく残していた「伊助」と言う屋号の建物

る道の駅

京都新光悦村にてトイレ休憩後、メイン

を移し、当時の姿を残したまま資料館として平成5

イベントの1つ、黒豆の湯豆腐料理を提供していた

年に開館しました。ところが平成12年（2000年）

だく「美山粋仙庵 SAI （ビザンスイセンアン

サ

5月に、不審火により母屋と納屋を全焼し貴重な資

イ）」に行きました。こちらは明治時代のゆらゆら

料とともに失ってしまいました。幸いにも貴重な資

ガラス戸の眼下には清冽な美山川がありました。四

料を保存していた倉は消失を免れましたが、地域の

季の彩りと移ろいを肌で感じていただける、からだ

方にとっては非常に残念な事でした。しかし事前に

にやさしいお食事スポットです。素晴らしい景色を

調査してたこともあり、また行政や関係者の努力の

愛でながら、ゆっくり寛げる雰囲気でした。今回、

おかげで、平成14年（2002年）10月に再建がで

参加者が37名、お店の方は3名で運営していること

き、新しくオープンしました。火に弱い建物ゆえの

もあり、事前にランチ（黒豆の湯豆腐orお子様プ

出来事でしたが、これをきっかけに放水銃の整備や

レート）を申し込み時に選んでいただくようにしま

住民や観光客の防火意識が高まった事などは、この

した。また飲み物はソフトドリンク、ビール等のワ

かやぶきの里を守っていくためにも大切な事と思い

ンドリンクのみで追加は各自精算でした。黒豆の湯

ます。本日は午前中、雨でしたが、ランチする頃に

豆腐は、ここ京都丹波高原で育った白・黒大豆から

は止んでいました。しかし、美山民俗資料館を出

搾った豆乳を使用しております。その豆乳を豆腐に

て、散策するころには雨が降り、少し残念でした。

仕立てました。美山の朝採り野菜をそえて美山川を

終わりはほぼ定刻通り、17時20分過ぎに池田市役

眺めながら豆乳鍋を愉しみました。今回は秋にお邪

所に着き、解散できました。来年もぜひ企画をして

魔しましたが、季節に沿ったお料理を提供していま

いきたいと思います。

す。春は山菜、夏はあまご・鮎の塩焼きとそうめ
ん、秋はきのこ料理、冬はぼたん鍋等等です。京都
丹波産の大豆を搾った豆乳と地場の季節の朝採り野
菜、地元で育てた平飼い鶏のハーモニーをおいしい
「豆乳鍋」でお愉しみいただけます。こちらをご覧
になられた方、今回都合が合わず不参加の方々も、
こちらに来ていただき、美山らしい、からだにやさ
しい季節料理をご賞味ください。
楽しい昼食の時間もすぐに終わり、2大イベント
の1つ京都美山 かやぶきの里散策に大型バスに乗っ
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平成29年8月31日

1Qレビューも終息した残暑の非常に厳しい8/31に天満天神繁盛亭まえのレトロな空間「スナッ
ク和」にて総勢１１人でカラオケ部会を開催いたしました。今回は株式会社清文社より、高橋様
と古迫様というスペシャルゲストを迎え入れての開催でした。
カラオケは採点機能も使用しており、得点に応じて豪華景品（？）が用意されております。各
部員それぞれが世代に応じて、多種多様な歌を、楽しく美しく、時には面白おかしく歌って、今
回も大変盛り上がりました。
「スナック和」は現代人が忘れかけている昭和のディープさも若干残っており、親しみやすい雰
囲気です（カラオケ部は毎回そんな雰囲気です。）。終了予定時刻の21時を過ぎても一般のお客様
も交えて楽しく歌を歌いまくり、本当に終了した頃には声がガラガラになってしまいました。
まだカラオケ部会に一度も参
加されたことのない方、参加を
お待ちしております。今回の参
加費は3,000円で、若手会計士
は1,000円でした。非常にリー
ズナブルなうえに、明るく楽し
い部会であるため、大一番での
歌の練習目的で来られても結構
です。
新しい方にお越しいただくの
を心よりお待ちしております！
（文責

五藤

学）

☎ −

厚生部 R E P O R T

公認会計士

−

公認会計士国民年金基金
http://kokunen.jicpa.or.jp/
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厚生部 R E P O R T

近畿CPAゴルフ会
日

時

平成29年10月3日（火）

参加者

17名

場

所

田辺カントリー倶楽部

天

雨のち晴れ

候

10月に入り寒暖の差が激しくなった平成29年10月3日の火曜日に、田辺カントリー倶楽部で近
畿CPAゴルフ会が開催されました。前日の2日月曜日には、まとまった雨が降っていましたが、当
日は午前中少し降っていた雨も昼からは上がり、秋晴れの中ゴルフを楽しむことができました。
田辺カントリー俱楽部は、自然に恵まれた丘陵地コースですが、フラットのフェアウェイで、
コースコンディションが常に素晴らしく整備され、気持ち良くプレーができるため、毎年例会を
開催させて頂いております。
近畿CPAゴルフ会のルールでは、ネットスコアで1位になっても、初参加もしくは2回連続欠席
した場合、順位が繰り下がり、優勝の権利がなくなります。今回大変珍しく、ネットスコアで1位
から5位の皆様が初参加もしくは2回連続の欠席に該当し、6位の小黒会員が優勝となりました。た
だ、6位と言っても小黒会員は、ベスグロの常連者でいつも素晴らし成績を残されています。
日本の女子プロの世界では、宮里藍が今期限りの引退となりましたが、10月1日に18歳の畑岡
プロが日本女子オープン2連覇の偉業で優勝され、世代交代の波が起きています。一方近畿CPA
ゴルフ会においても、30歳代の若い会員が今回3名参加されました。その内、市原会員はネット
72と1位の成績でしたが、初参加のため2位になったものの、近畿CPA会にも新たな波が立って
きました。
四柱推命によると、私の運勢は今年の10月頃から非常に良くなるはずでしたが、右足太腿の筋
肉痛も重なり、8月の例会に引き続き2回連続のブービー賞となりました。次回12月には、鳴尾ゴ
ルフ倶楽部で例会が開催されますが、3回連続のブービー賞だけは避けたいと願うばかりです。
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。新たに参加される方も増えてきており、ゴ
ルフの腕前は問いませんので、皆様のご参加をお待ちしております。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 ）

上位入賞者（敬称略）
順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

小黒

敬三

40

42

82

5

77

2

位

市原

正人

41

42

83

11

72

3

位

山本

陽市

47

45

92

18

74

4

位

堤

昌彦

46

45

91

17

74

5

位

江崎

誠

56

54

110

36

74

GROSS HDCP

NET

ベストグロス： 小黒敬三
ニ ア ピ ン： 辰巳忠次、堤

昌彦、山本宏昭×2

ド ラ コ ン： 辰巳忠次、小黒敬三、西谷俊治×2

優勝者

小黒敬三 会員

今後の開催予定
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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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〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜」をメインテーマに掲げ、第39回研
究大会を徳島県徳島市にて開催します。
募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表や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問いません。
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。

研究発表募集要領
会員・準会員及び一般有志

＜２．募集テーマ ＞
原則として、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〜」に関連するテーマ
とします。

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
ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー
マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ
選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する
者のリストを添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った

＜３．募集内容 ＞

コーディネーター等発表者を選定します。

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の

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
していただきます。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論文を作成し、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。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く
ださい。

＜４．応募及び推薦締切日 ＞
平成30年２月16日（金）（必着）

＜５．選考 ＞
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
してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。

・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象

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

とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及
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
研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大
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
ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word

選考いたします。
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。

＜６．発表予定テーマ数 ＞
今大会（第39回研究大会）では、10テーマの発表を予定し
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
に割り当てる予定です。
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

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

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。

ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ

＜７．研究発表の決定 ＞

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

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

を記載）を作成し、選考結果の送付先となる住所を明記の

絡します。なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじ

上、電子データをメールに添付してお送りください。

めご了承の上ご応募ください。

・A4判の5頁程度

＜８．送付先及び問合せ先 ＞

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料

〒102-8264

東京都千代田区九段南4-4-1

(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ

日本公認会計士協会

きます。

TEL 03-3515-1125（直通）

・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)
（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
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている

E-Mail

総務本部研修グループ
FAX 050-3737-6397

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

第39回研究大会発表の募集 I N F O R M A T I O N

＜１．応募資格 ＞

四国会研究大会実行委員会
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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
本年も早や師走となりました。最近特に、時が経つのが早く感じられます。

今年は、東芝の決算や監査に注目が集まる中、3月には金融庁から「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査
法人のガバナンス・コード）が発出され、監査法人の運営に関する「透明化」への一歩が始まりました。また同じく
「透明化」という側面から、「監査報告書の透明化（KAM）」に関する議論が今、企業会計審議会監査部会で行われ
ております。また、IESBAの規則改正から、「違法行為への対応（NOCLAR）」への対応や、「パートナー・ロー
テーション・ルールの改正」が予定されております。
会計面でも本年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）」が公表されるな
ど、我々を取り巻く会計、監査及び制度に係る種々の動きがあった年となりました。
これらの動向に対応して、日本公認会計士協会本部でも、上記に係る対応を図るほか、会社法の事業報告等と金融商
品取引法の有価証券報告書の開示の一元化を目指した対応、品質管理レビュー制度の改善及び将来的なレビュー結果の
開示の可否についての検討、そして監査品質の維持・向上を図り、人手不足が叫ばれている監査現場のためにも「監査
期間の確保」に向けた調査及び発信その他、多方面の施策を検討・実行してまいりました。
これからも協会が対処すべき課題には、鋭意不断の対応を図ってまいる所存でございますので、会員・準会員の皆様
方にも何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
日

付

曜日

時

間

会務の内容
訪問

場

所

10月23日

月

14:00〜15:00

河内長野市長

10月24日

火

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

17:00〜19:00

第80回中日本地域会連合会議

有馬グランドホテル

10月27日

金
19:00〜21:00

第80回中日本地域会連合会議後の懇親会

有馬グランドホテル

河内長野市役所

10月31日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

11月1日

水

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

11月7日

火

11:30〜13:30

グラン倶楽部

セントレジスホテル大阪

10:00〜12:00

協会財政の在り方に関する検討P.T.（第12回）

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

11月9日

11月20日

木

月

(作成月日:平成29年11月24日)
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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

中央経済社

URL

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

三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

医療法人制度の実務Q＆A 第2版
税理士法人山田＆パートナーズ

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

青木惠一

編

著

税務研究会

刊

刊

定価4,000円+税

定価2,800円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

医療法人の設立、運営、承継、組織再

医療法人の相続・事業承継と税務対策

編にまつわる疑問に対し、実務上の手続

に関する必要項目をＱ＆Ａ形式でわかり

や税務上の取扱いについて、100問のＱ

やすく説明しています。三訂版では平成

＆Ａで解説しています。第2版では平成

29年の改正により、みなし贈与課税が

29年度税制改正を踏まえ、新認定医療法人に対する「移行時

非課税とされた認定医療法人制度を詳解するとともに、役員

非課税制度」の創設や医療法人の合併・事業譲渡・分割制度

退職給与の取扱いや持分評価への対応法、組織再編等につい

の活用等についても盛り込んでいます。

ても盛り込んでいます。

税効果会計入門

＜実務入門＞IFRSの新保険契約

鈴木一水

PwCあらた有限責任監査法人

著

同文舘出版

中央経済社

刊

定価2,300円+税

定価3,800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）

税効果会計の基礎を、体系的に身に付

保険契約を発行している企業にとって

けるための入門書です。税効果会計の初

重要なIFRS第17号の保険契約の全体像

学者を対象として、個別財務諸表と連結

と、その適用の影響を、多数の図表を用
いてわかりやすく解説しています。設例

財務諸表の作成における税効果会計の会
計処理と表示を、図表や仕訳例を駆使して解説しています。

においては、具体的な仕訳例も含めて説明しています。

今般、宅配業者の運賃値上げに伴い、当組合から発送する書籍、印刷物の送料を次のとおり改定いたします。事情ご賢察の
うえ、何とぞご了承下さいますようお願い申し上げます。
●新料金 650円（税込）
●改定時期 平成30年1月より

CPA提携カードのご案内
公認会計士協同組合では、三菱UFJニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである「CPA・
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。
◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の先生方のステータスを象徴し、大きな安心とゆとりを生み出す頼れるパートナーです。あ
なたのステータスに新たなストーリーを刻む最上の
一枚をお持ちになりませんか。
（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合
員のみご加入いただけます。

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

ゴールドカード

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

一般カード

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

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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近畿会開催CPE研修会平成29年11月実績及び12月予定

平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成29年11月実績及び12月予定
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

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
協議会サブマネージャー・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）
基調講演① ： 橘・フクシマ・咲江氏（経済同友会
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
佐々木かをり氏

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会）
「女性会計士委員会設置30周年記念講演会〈第2弾〉

関根愛子氏（日本公認

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

会計士協会 会長）

2

には〜」

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

西木由行氏（JA滋賀中央会監査部・公認会計士）

3

た農協〜」
関西地区三会共催中小監査事務所連絡協議会研修会
倫

理「パートナーローテーション規定改正の検討状況 2

12月1日

新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

等、昨今の倫理関係の動向を中心とした解説」

13:00〜17:00
監

査

関西地区三会共催中小監査事務所連絡協議会研修会

18:30〜20:30 そ の 他

廣本敏郎氏（公認会計士・監査審査会

2

「監査事務所検査結果事例集の公表について」
関西地区三会共催研修会（IT委員会）

2

「ITの近年動向と情報セキュリティ」
ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委員会）

1 2 月 4 日 18:30〜20:30

堀健太郎氏（富士通エフ・オー・エム株式会社情
報セキュリティスペシャリスト）
小林誠氏（デロイト

コンサル「中小企業、
ベンチャー企業のための知財経営〜知

2

ティング 財会計の視点から〜」

（会場：大阪弁護士会館 10階1001・1002会議室）

会長）

トーマツファイナンシャ

ルアドバイザリー合同会社
プ

知的財産グルー

シニアヴァイスプレジデント・K.I.T.虎ノ

門大学院客員教授）

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
1 2 月 5 日 15:00〜17:00

コンサル「はじまりのはじまりをいっしょにつくる。
〜りそ

2

ティング なグループのCSRプラットフォーム-REENAL

（RESONA+REGIONAL）〜」
DVD研修会
10:00〜11:40 倫

理「公認会計士業務における情報セキュリティ」

2

（平成29年2月10日開催 春季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
1 2 月 8 日 13:00〜14:40 監

査「不正事例研究
（役員等の横領行為）
（前半）」

（平成29年8月25日開催 夏季全国研修会/東京収録）

2
不正
事例

DVD研修会
15:00〜16:40 監

査「不正事例研究
（役員等の横領行為）
（後半）」

（平成29年8月25日開催 夏季全国研修会/東京収録）
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藤原明氏（りそな総合研究所リーナルビジネス
部長）
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実施月日

時

間

分野

平成29年12月10日 第702号（12月号）

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内
12月11日 18:30〜20:30

コンサル 会計士委員会）

2

ティング「会計士として知っておきたい退職給付コンサル

中村淳一郎氏（株式会社IICパートナーズ 代表
取締役社長、公認会計士）

ティングと基礎知識」
10:00〜11:40 監 査

冬季全国研修会

新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

2

「監査業務に係る審査について」
冬季全国研修会

12月12日

13:00〜14:40 そ の 他「人間とエラー
（前半）〜ヒューマンファクターと

2

村上耕一氏（元ANA

機長）

2

村上耕一氏（元ANA

機長）

ヒューマンエラー〜（仮）」
冬季全国研修会
15:00〜16:40 そ の 他「人間とエラー
（後半）〜ヒューマンエラー対策を

考える〜（仮）」
冬季全国研修会
10:00〜11:40 監 査「監査の品質管理の実務〜リスク評価及びリスク

岩瀬高志氏（本部品質管理委員会 主席レビュー

2

アー）

対応以外の監査業務に係る改善勧告事例〜」
12月13日

冬季全国研修会
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

北川哲雄氏（本部倫理委員会

副委員長）

への対応及びローテーション〜」
15:00〜16:40 税 務

冬季全国研修会

「平成29年度

業天邦明氏（経済産業省

2

役員給与税制の改正について」

業組織課

経済産業政策局

産

課長補佐）

城所弘明氏（中小企業庁 事業承継を中心とする
10:00〜11:40

コンサル

事業活性化に関する検討会 委員、中小企業庁

冬季全国研修会

「事業承継支援専門部会研修 実務編〜事業承継マ

ティング

2

ニュアル改訂版の解説と支援実務の極意を伝授」

事業承継ガイドライン改訂小委員会 委員、中小
企業施策調査会 事業承継支援専門部会 委員、
経営調査会研究会 事業承継専門部会 委員）

冬季全国研修会
「社会福祉法改正後の実務から見る留意点〜社会

13:00〜14:40 会 計

2

福祉充実計画策定・財務諸表等開示に関する実務

石垣健彦氏（厚生労働省

社会・援護局

福祉

基盤課長）

を中心として〜」
冬季全国研修会
15:00〜16:40 監 査「監査提言集の解説〜
「財務報告に係る内部統制の

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）、

2

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）

不正
事例

監査」ほか〜」
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
12月19日 18:30〜20:30 そ の 他「コーチング会計士が教える非常識なコミュニ

2

瀧上直人氏（公認会計士・税理士）

ケーション」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「税理士法と公認会計士の税務」
（続）

10:00〜11:40 税 務

2

（平成29年9月13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12回））
DVD研修会

12月20日

「倫理規則改正に向けた動向について〜違法行為

13:00〜14:40 倫 理

への対応及びローテーション」

2

（平成29年8月24日開催 夏季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
「あらゆる可能性を調査せよ

15:00〜16:40 監 査

（平成29年7月24日開催
12月21日 13:30〜16:30 税 務

些細な証拠が不正

2

摘発の手掛かりとなる」

不正
事例

本部研修会）

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）

「最近の相続税・贈与税の税制改正等」

安島和夫氏（本部租税相談員

3

関西地区三会共催研修会（IT委員会）
12月22日 18:30〜20:30 そ の 他「オープンデータの概要と監査業務での外部デー

2

タの利用の可能性」
12月26日 18:00〜20:30

コンサル 国際メッセ
（国際委員会）
ティング（会場:ガーデンシティクラブ大阪

オリオンの間）

3

筏井大祐氏（本部IT委員会

資産税担当）
XBRL対応専門委

員長）
国際業務を提供されている会員10名
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会員異動

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,472

35

3,507

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

39

712

計

合計

763

4,270

（平成29年10月31日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
10月24日付
大上
鬼一
金
(小谷
孝橋

哲史
良祐
明子
明子)
美鈴

小松
齊藤
髙原
種清
三浦

慎典
啓太
裕樹
真由
弘成

水野
村尾
山崎
山本

直樹
伸之
貴弘
祥平

汲田
笹生

健一 （四号準会員）
憲 （四号準会員）

服部

佳奈 （四号準会員）

中

勇

【事務所・自宅】
尾形
亀元

昌子 （会
祐希 （会

員）
員）

（会

員）

転入者
10月12日〜25日
井下 佳郎 （会
員）
大石 司 （会
員）
岡林 哲男 （会
員）
黒田 健 （会
員）
中村 哲也 （会
員）
井村 奨 （会
員）
齋藤 渉 （会
員）
西島 剛 （四号準会員）
水野 直樹 （四号準会員）
門田 崚太郎
（四号準会員）
齋藤 隆太 （四号準会員）

兵
兵
京
中
兵
兵
兵
京
東
四
東

庫
庫
滋
国
庫
庫
庫
滋
海
国
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

入会者
10月24日付
井原 淳也 （会
小林 志保美
（会
小林 和佳奈
（会

転出者
員）
員）
員）

田中
廣田

秀明 （会
員）
忠宣 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
10月12日〜27日
【事務所】
内田 吉穗 （会
浦久保 達也
（会
浦部 直樹 （会
遠藤 富 （会
尾碕 昌弘 （会
明松 英之 （会
木下 直樹 （会
児玉 勝利 （会
小林 文裕 （会
坂戸 純子 （会
西村 強 （会
原
昇平 （会
平田 俊邦 （会
宮田 剛 （会
森本 晴夫 （会
米澤 弘剛 （会

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

員）
洋文 （会
奨 （会
員）
員）
髙谷 晋介 （会
森田 洋平 （会
員）
鹿島 章 （会
員）
河瀬 博幸 （会
員）
高濱 滋 （会
員）
田邊 晴康 （会
員）
友田 和彦 （会
員）
本木 昌裕 （会
員）
山上 眞人 （会
員）
山本 憲吾 （会
員）
金
明子 （一号準会員）
(小谷 明子)
松本 奈々 （四号準会員）
川﨑
菊地
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良樹 （会
智英江
（会
貴史 （会
和哉 （会
幸則 （会

員）
員）
員）
員）
員）

大江
奥村
竹並
石田
鬼塚

弘子 （四号準会員）
加奈子
（四号準会員）
みのり
（四号準会員）
宜久 （四号準会員）
彩香 （四号準会員）

東
兵
兵
東
兵
兵
兵
京
兵
兵
兵
東

京
庫
庫
京
庫
庫
庫
滋
庫
庫
庫
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
髙橋
浦部
徳永
溝端
倉澤

員） 9 月 1 8 日 付
幸政 （会
直樹 （会
員） 10月24日付
吉弘 （会
員） 10月24日付
斉治 （会
員） 10月24日付
奈々子（四号準会員） 10月25日付

死
業
業
業
退

務
務
務

廃
廃
廃

亡
止
止
止
会

監査法人変更
友朋監査法人

【自宅】
小嶋
月城
寺田
渡邉
谷村

10月12日〜25日
飯田 俊治 （会
員）
黒川 雄介 （会
員）
後藤 正雄 （会
員）
塩尻 隆夫 （会
員）
立村 慎太郎
（会
員）
福田 量太 （会
員）
中田 哲 （二号準会員）
山田 達也 （二号準会員）
久保 充弘 （四号準会員）
中野 貴大 （四号準会員）
橋本 古都 （四号準会員）
大塩 衣里 （四号準会員）

4月3日付

ビル名称変更

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

員
員

山崎
夘野

貴弘
貴志

・会

員

小栗

航

【弔事】
・会 員 名尾 邦博氏のご尊父 三郎様
平成29年3月25日ご逝去 満99歳
・会 員 宮﨑 博氏のご尊父 秀行様
平成29年11月12日ご逝去 満77歳
・会 員 橘髙 英治氏のご尊父 竹三様
平成29年11月25日ご逝去 満87歳

12

月に入り、寒さが身にしみる季節に

なってまいりましたが、皆さまいかがお

過ごしでしょうか。この時期は寒さの

他、忘年会、クリスマスとイベントが多

く、胃腸にも厳しい行事が続きますの

で、お体にはくれぐれもお気を付けくだ

さて、私はこの原稿を雨季も終わり連

℃を超える暑さが続く出張中のフィ

30

さい。

日

リピンで執筆しています。フィリピンで

は現地子会社の監査の他、子会社監査人

とのミーティングも行いましたが、その

際コーディネートをしてくれたのは、日

本から駐在中の女性会計士であり、元気

に生き生きとミーティングを取り仕切る

姿を見ながら、日本の女性会計士も世界

中で活躍している事を改めて実感し、大

変頼もしく思いました。

今 月 の Ｃ Ｐ. Ａ. ニ. ュ ー ス で は ﹁ Ｉ Ｆ Ｒ
Ｓ研修会 第１回 実施報告﹂や女性会計

開催報告﹂を掲載していま

士委員会による﹁第２回子育てネット

ワークの会

﹂が

す。また、公認会計士職業紹介ＰＲ動画

﹁コウニンカイケイシってナンダ

リリースされた事を紹介しており、皆さ

まにも是非、掲載記事をご一読頂くと共

髙見 勝文

に、我々の職業の紹介動画の方も一度ご

覧いただければ幸いです。

︵会報部

!?

・会 員 河野 保氏（兵庫会）
平成29年11月22日ご逝去 満90歳

)

【近畿会事務局年末年始休暇のお知らせ】
12/29（金）〜1/4（木）・緊急な場合の連絡先：事務局長

畑江敏之(080-5719-2514)まで

今すぐ「会員マイページ」へログイン
会員・準会員の皆様へ「会員マイページ」利用促進についてご案内をさせて頂きます。
日本公認会計士協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp/）に開設しております「会員マイページ」では、現在会員
登録をされている個人情報をウェブ上で閲覧（確認）できるほか、専門情報を会員ご自身が使いやすいようカスタマイズし
ていただけます。登録手続がお済みでない会員・準会員の方は「会員マイページ」にログインして、初期設定の手続きをい
ただき各種機能を是非ご活用下さいますようお願い申し上げます。
＜初期設定に必要な通知書がお手元にない方＞
「会員マイページID・パスワード発行通知書」がお手元にない方は、「ID・パスワード通知書再発行申請書」にご記
入の上、協会ヘルプデスクあてにご連絡（メール添付または郵送）ください。後日、再発行の「ID・パスワード発行通

事務局だより

知書」を郵送させていただきます。
※「ID・パスワード通知書再発行申請書」は、協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp/）の会員専用サイトに関
する各種情報から、Word形式の再発行申請書をダウンロードすることもできますのでご活用ください。
＜登録に関するお問い合わせ先＞
〒102-8264

東京都千代田区九段南4-4-1

TEL：03（3261）0817

日本公認会計士協会ヘルプデスク

メールアドレス：websupport@jicpa.or.jp

17319
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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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