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報
告

平成30年 新年賀詞交歓会
総務部長 安井 康二

寄

ツ・カールトン大阪

計士制度70周年にあたり、近畿会では8月31日に奈
良県で記念事業を行う予定である。今年度も引き続

ルーム」において、平成30年新年賀詞交歓会を開催

き「不易流行」の精神で取り組んでいくため、今後

いたしました。今年は、ご来賓82名、会員・準会員

もご協力をいただきたい。」

定例役員会

２階「ザ・グランド・ボール

稿

平成30年1月10日（水）午後6時から、ザ・リッ

261名の計343名にお越しいただきました。ご来賓の
皆様、会員・準会員の皆様ありがとうございました。
女性アカペラグループ「Queen’
s Tears Honey」
による素晴らしい合唱のあと、日本公認会計士協会

地区会

近畿会 髙田 篤会長から、
次のとおり新年の挨拶があ
りました。「本年の干支は
戊戌（ぼじゅつ・つちのえ

続いて、日本公認会計士
協会

関根愛子会長から次

茂り、見通しが悪くなり、

のとおりご挨拶があり、乾

剪定が求められる年とされ

杯のご発声によりご歓談が

ている。また、悪い状態に

始まりました。「本年度7

なると、ますます悪くなるとも言われている。今年

月6日には公認会計士制度

は、平昌オリンピック、サッカーW杯ロシア大会と

70周年を迎える。戦後す

いったことがあるが、政治的な問題はともかく、世

ぐに制度を発足させ70年かけて維持・発展させてき

界的に世の中が盛り上がることを期待したい。公認

た。グローバル化、IT化が進んでおり、公認会計士

会計士業界を振り返ると、キーワードは「透明化」

の仕事もAIに取って代わられるという話もあるが、

である。第一に「監査法人のガバナンス・コード」

機械にできる仕事は機械に任せて、人生100年時

であり、組織的運営が求められていること、第二は

代、次の80周年、90周年、100周年のために、

「監査報告書の透明化（KAM）の導入」であり、

今、何を変革すべきか、どういうことをすればいい

第三は「品質管理レビュー」の在り方の検討であ

かということを考える、未来の礎となる年とした

る。もう一つのキーワードとして「統一化・規制強

い。会長就任にあたり、三つの柱を掲げた。一つは

化」がある。第一は「パートナー・ローテーション

「公認会計士監査の信頼回復」、二つ目は「公認会

の改定」、第二は「違法行為への対応」、第三は

計士の活躍支援」、三つ目は「公認会計士の魅力向

「ファーム・ローテーションの検討」である。こう

上」である。これらの実現のために、会員の皆様か

したことは社会の期待の表れであるが、一方で官に

らのフィードバック、批判をぜひいただきたい。明

よる規制強化の動きが世界的に起こっていると考え

るい未来に羽ばたけるようにしたい。」

厚生部

いぬ）であり、草木が生い

二次試験合格から昨年で20年たったが、公認会計士

で、少し生い茂り、未通しが悪くなったところを剪

を取り巻く環境は大きく変わってきている。現在、

定する年であると考えている。また、本年は公認会

国・地方の公会計制度について、精力的に取り組ん
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げていただく必要があると考えている。そのうえ

会員異動

からは、次のとおりご挨拶をいただきました。「旧

ＣＰＥ研修会

士協会だけでなく、監査法人、会員の皆様に声をあ

会長活動報告

ご来賓として参議院議員・公認会計士 杉 久武様

ご案内

ている。これらにどのように対処していくか、会計

特
集
報
告
寄
稿

でいる。地方自治体の内部統制制度も始まる。公認
会計士の皆様の益々のご活躍を願っている。」
また、41名の現国会議員（代理の方を含む）等の

定例役員会

方々にお越しいただきご挨拶をいただきました。
最後に、日本公認会計士協会近畿会

後藤紳太郎

副会長より、平成30年8月31日（金）に、公認会計
士制度70周年事業を奈良春日野国際フォーラムで実
施する旨の案内がなされ、IRや万博誘致等もあり、

地区会

近畿会としても機運を盛り上げて近畿の経済を支え
ていきたいとの決意を述べ、ご来賓、会員・準会員
に対し謝意を示し、閉会となりました。

厚生部
ご案内

会員情報確認のお願い
会員・準会員の皆様にご登録いただいている

１．協会HP（http://www.hp.jicpa.or.jp/）画

会長活動報告

会員情報は協会本部・地域会からの書類送達や

面から会員ログインボタンを

連絡等の基礎となる重要な情報です。

クリック

会員マイページにログインし、「会員情報の

２．ID及びPWを入力しログイン

確認・変更」画面から会員情報に変更がないか

３．「会員情報の確認・変更」を

どうかを次の要領にてご確認いただきますよう

クリック

ＣＰＥ研修会

４．ID及びPW入力

お願いいたします。
なお、過去に既に確認いただいている方も再
度ご確認いただきますようお願いいたします。

５．「会員情報の確認・変更へ」をクリック
６．登録事項及び届出事項がともに変更がない
ことを確認後、「登録事項・届出事項とも
に変更なし」ボタンをクリック

【問合せ先】
会員異動

日本公認会計士協会

会員登録グループ

Tel : 03-3515-1122 E-mail : kaiin@jicpa.or.jp

７．「登録事項・届出事項ともに変更なし」が
グレーになり、「最終確認日＝ボタンをク
リックした日付」が表示されれば終了で
す。ご協力ありがとうございました。

事務局だより
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〜我が国における収益認識に関する会計基準（案）及びIFRS15号との比較〜

報

第52事業年度 IFRSセミナー
第2回実施報告
国際委員会 井上 達也

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則

（以下、IFRS第15号）は、2018年1月1日以後開

に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販

始する事業年度からIFRS任意適用会社（予定会社

売又は役務の給付によって実現したものに限る。」と

含む）において強制適用されます。一方、我が国で

されているものの、収益認識に関する包括的な会計基

は、平成29年7月14日開催の第364回企業会計基準

準はこれまで開発されていませんでした。
一方、国際会計基準審議会（IASB）及び米国財

指針の公開草案（以下合わせて「本公開草案」とい

務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識

う。）の公表が承認され、その内容がIFRS第15号

に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年

を基礎としていることからIFRS任意適用会社（予

5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにお

定会社含む）のみならず、IFRS任意適用を当面予

いてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）

定しない日本基準適用企業にとっても重要な影響が

を公表しており、IFRS第15号は平成30年（2018

予想されます。

年）1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606

おける収益認識に関する会計基準（案）及び
IFRS15号との比較》と題し、以下の各パートに分
けて実施しました。

は平成29年（2017年）12月15日より後に開始する
事業年度から適用されます。
このような状況下において、企業会計基準委員会
での検討を通じて今回の公開草案が公表された。

会長活動報告

①制度動向
②収益認識基準設定の背景
③公開草案の概略
④公開草案とIFRS15号の相違点

ご案内

公開草案の公表を受けて、本研修は、《我が国に

厚生部

委員会において、以下の企業会計基準及びその適用

地区会

３. 収益認識基準設定の背景

定例役員会

１. はじめに

４. 公開草案の概略
収益認識基準の適用における５つのステップ
本パートでは、まず、収益認識公開草案のコアと
なる原則（約束した財又はサービスの顧客への移転

⑥導入に向けた取組み

を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得る
と見込んでいる対価を反映する金額で描写するよう
に、企業は収益を認識しなければならない）を説明

制度動向も含む全体像の理解を通じて、収益認識

し、当該コアとなる原則が達成されるよう「５つの

基準の公開草案が公表された背景を理解することが

ステップ」に従って会計処理を検討することが収益

重要となるため、具体的な基準の内容に入る前に、

認識公開草案で求められていることについて説明し

IFRS適用企業と適用予定企業数の推移を説明する

ました。この基礎概念を説明の上、次の「５つのス

とともに、日本および米国をめぐるIFRSの動向を

テップ」ついての内容を説明しました。
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説明しました。

会員異動

２. 制度動向

ＣＰＥ研修会

⑤開示の取扱い

特
集

①ステップ１

顧客との契約を識別する

●収益認識の基礎は顧客との契約であり、契約の

●一時点で充足される履行義務について、指標の
確認

報

定義と契約の識別要件が定められていること

告

●複数の契約を単一の契約として会計処理するこ

５. 公開草案とIFRS15号の相違点

とが要求される場合があること（契約の結合）

収益認識公開草案の適用指針では、これまで我が

●契約の変更が行われた場合の会計処理の確認

国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比

（契約の変更）
寄

②ステップ２

較可能性を大きく損なわせない範囲で、IFRS第15

契約における履行義務を識別する

号における取扱いとは別に、個別項目に対する重要

稿

●顧客との契約から、「履行義務」として収益の

性の記載等、代替的な取扱いを定めている旨が明記

測定方法や認識時点を決定する際の単位を識別

されている。具体的には、7つの領域に及び10項目

することが求められていること

の代替的な取扱いが存在し、いずれも我が国におい

定例役員会

●「履行義務」が、別個の財又はサービス（あるい
は財又はサービスの束）又は、ほぼ同一で顧客へ

て収益認識公開草案が基準化された際にIFRS15号
との相違点として検討が必要となる。

の移転パターンが同じである一連の別個の財又は
サービスのいずれかを移転するという当該顧客と

６. 開示の取扱い

の契約における約束と定義されていること

現行の公開草案では、実務上の負担を考慮して強

地区会

③ステップ３

取引価格を算定する

●最終的に収益として認識される金額を契約単位
に基づく「取引価格」として算定することが求
められること

制適用までに開示項目を決定する予定となっている
が、IFRS第15号では、詳細な収益に関する定量的
情報及び定性的情報の注記が求められています。
この点、本パートでは、IFRS第15号の注記が、
顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フ

ではなく、変動対価、変動対価の見積りの制

ローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利

限、契約における重要な金融要素の存在、現金

用者が理解できるようにするための十分な情報を企

以外の対価、顧客に支払われる対価といったす

業が開示することを趣旨としていることを示すとと

べての影響を考慮する必要があること

もに具体的にどのような開示項目が求められている

厚生部

●当該「取引価格」の算定は契約書上の価格だけ

ご案内

④ステップ４

取引価格を契約における履行義務に

配分する

かについて説明しました。
また、当該開示を行うにあたり、例えば、収益の

会長活動報告

●顧客との契約に複数の履行義務が存在する場

分解開示における主要な製品やサービスラインと

合、識別した履行義務ごとに原則として独立販

いった分解区分の決定やセグメント収益への調整を

売価格の比をもって取引価格の配分が必要であ

どのように行うかなど企業にとっての重要な決定及

ること

び検討事項について補足しました。

●観察可能な独立販売価格がない場合の見積方
法、値引きや変動対価の配分方法
⑤ステップ５

履行義務の充足時に（又は充足する

７. おわりに
難解な文言から構成されている公開草案につい

ＣＰＥ研修会

につれて）収益を認識する

て、極力平易に説明するよう努めましたが十分に伝

●企業は、履行義務の充足時に（又は充足するに

わったとは思えないのが実感です。今後IFRS15号

つれて）収益を認識すること
●履行義務が一定の期間にわたり充足されるの
か、一時点で充足されるのかについての要件の

の適用事例も増えてきますので、15号の事例を通じ
て収益公開草案の理解を深めていく必要があると感
じています。

会員異動

確認
●一定の期間にわたり履行義務が充足される場合に
は進捗度に応じた収益が認識されること及び進捗
度の測定法（アウトプット法、インプット法)

事務局だより
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当日お越しいただき、ご傾聴くださった受講者の
皆様に、感謝申し上げます。

特
集

報告 REPORT

講

師：矢本浩教、川中敏史、下村文男、彌武洋志（いずれもOB）

場

所：大阪星光学院中学校

定例役員会

14:15〜16:05

稿

時：平成29年11月24日（金）

寄

日

告

彌武 洋志

報

ハロー！会計in大阪星光学院中学校
実施報告

から、費用の洗い出しや変動費と固定費の分類、そ

動の一環として、小・中学生を対象に、「ハロー！会

して固定費を回収するためにはたこ焼きを何個売ら

計」という会計講座を実施しています。

ないといけないか、などの利益計算をしてもらいま
す。小麦粉1,000gで200円だと、一皿25g分の値段

中学3年生に対してこの講座を行いました。私たち

は進学校の生徒らしくすぐに答えを返してくれまし

は午後の6・7時限目の時間を頂き、1学年4クラス

た。また余談としてお小遣いを普段何に使ってい

の講義を受け持つことになりました。同校とはこの

る？という質問には、マンガやゲームなど、今の子

活動を通じて長いお付き合いをさせて頂いており、

供も私達の頃とそんなに変わらないな、と思わせる

今年で8回目となります。同校は大阪天王寺区伶人

回答をもらいました。また、文化祭ではどんな出し

町の所在で、校舎の北側には勝鬘院（愛染堂）、谷

物をしたのか聞いたところ、お化け屋敷がなかなか

町筋を挟んだ斜め向かいに四天王寺と名所旧跡に囲

の盛況だったそうなのですが、稼いだ利益は全部寄

まれ、都会の真ん中ながら奈良時代からの歴史を思

附となり自分たちには全く還元されなかったと、少

わせる、情緒ある風景に囲まれています。また、生

し悔しそうな回答ももらいました。

ご案内

はいくら？などという質問を投げかけると、さすが

厚生部

この度、大阪星光学院中学校からご依頼を受け、

地区会

日本公認会計士協会では、社会貢献活動及び広報活

徒の半数以上が東京大学や京都大学、国公立大学医
会長活動報告

学部医学科に進学する大阪でも屈指の進学校で、生
徒の中には親が医者で中学入学当初から家業を継ぐ
べく難関医学部を目指して勉学に励む生徒も多くい
ます。

ＣＰＥ研修会

私は今回、同校のOBというご縁から三名の先輩
OBと共に講師としてお声掛けをいただきました。普
段この年頃の子供を相手に話す経験がない私にとっ
原価計算の講義の後は、休み時間を挟んで4クラ

したが、授業開始のチャイムが鳴ると全員が姿勢を

ス合同で大教室に集合してもらい、公認会計士の仕

ただして、挨拶をする私に注目してくれました。

事内容の紹介や、実際の体験談などを質疑応答形式
で紹介させていただきました。ともに講師を務めて

算（直接原価と損益分岐点売上高）です。生徒には

くださった諸先輩方からは、公認会計士としての意

自分がたこ焼き屋を開くにはどうする？という想定

見にとどまらない中学3年生へのアドバイスとし

17367
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講義のテーマはたこ焼き屋をモデルにした原価計

会員異動

ては、彼等にちゃんと話を聞いてもらえるか不安で

特
集
報
告

て、「今はやりたいことを精いっぱいできる時期だ

下村文男氏

から、勉強でも遊びでも、一生懸命がんばってほし

初めて、母校のハロー！会計の講師を担当させて

寄

い」という意見もいただき、共感しながら、自分も

頂き、貴重な経験をさせて頂きました。中学時代の

稿

社会人として働く今でもそういう思いを持たなけれ

自分を思い返しつつ、自分を振り返るとても良い機

ばならない、と改めて認識させられました。

会となりました。授業ではなるべく生徒のみなさん

定例役員会

こうして「ハロー！会計」を実りある形で終える

とお話ししながら進めたところ、とても元気な生徒

ことができましたが、この活動が彼らに何らかの影

が多く、楽しい時間を過ごせました。一人でも多く

響を残し、将来に生かされれば幸いです。また、将

母校の後輩から同じ会計・税務業界へ進んで下され

来のある子供たちを相手に講義をすることで、私自

ば大変光栄です。

身にとっても自分自身の成長を見つめなおす良い経
験となり、今後もこういった活動を通じて会計士の
地区会

仕事を伝える機会を持ちたいと思いました。
最後に、私のほか講師を務めてくださった方々か
らの今回の講義を振り返ったコメントを記載させて
いただきます。

厚生部

矢本浩教氏
久しぶりにハロー！会計の講師をさせていただき
ました。25歳も下の子供たち相手に話す機会など普

川中敏史氏

ご案内
会長活動報告

段はなく、貴重な経験をさせていただき、学校の講

卒業以来20年近くの期間、星光学院の敷地に足を

師もやってみたいなあと思った次第です。やはり勉

踏み入れていなかった私ですが、今回参加させて頂

強の出来る子供は、顔つきや目つきも違うんだなと

けたことで学校の教壇で20歳も下の生徒に講義をす

思ったり、生徒一人一人個性があり、この生徒はや

るという非常に貴重な経験をさせて頂けたと思いま

る気はあるけどおっちょこちょいだなとか、昔は余

す。

裕がなかった自分自身の成長も同時に感じる機会と

何よりも、自分が中学3年生の時はどんなだった

なりました。また次回も良ければ参加させていただ

ろうか、将来の夢はなんだったろうか等、改めて自

きたいと思いつつ、後輩に道を譲ることも大事かな

分を振返る機会を得られたというのが一番の収穫と

等と思う次第であります。有難うございました。

なりました。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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特
集

報告 REPORT
報
告

女性会計士委員会設置30周年記念講演会 第２弾

『女性活躍のエンジン〜新しいパワーを生み出すには〜』開催報告
寄

時：2017年11月25日（土） 13時〜15時

◆場

所：ガーデンシティクラブ大阪

定例役員会

◆日

＜テーマ＞女性活躍のエンジン〜新しいパワーを生み出すには〜
＜講

稿

女性会計士委員会 委員 石本 真喜子

師＞ 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 橘・フクシマ・咲江 氏、佐々木 かをり 氏

地区会

関根 愛子 氏（日本公認会計士協会会長）
北山 久恵 氏（日本公認会計士協会近畿会副会長）
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）
2015年まで）や政府系専

阪にて女性会計士委員会設置30周年記念講演会『女

門委員会の委員を歴任さ

性活躍のエンジン〜新しいパワーを生み出すには』

れ、現在はブリヂストンや

を開催しました。

味の素などの大企業の社外

会均等法施行の翌年の昭和62年6月に発足し、現在

ます。講演では、グローバ

は女性活躍、働き方改革、子育て支援を主たるテー

ルかつアカデミックな視点

マに活動しています。昨年には会計士協会本部でも

から女性の働き方への意識

女性活躍推進協議会が発足し活動を始めています

の変化や組織に求められる

が、近畿会の女性会計士委員会は30年も前に設置さ

人材についてお話をいただ

れていて女性活躍推進の先駆的取り組みであったこ

きました。

会長活動報告

取締役として活躍されてい
ご案内

近畿会女性会計士委員会は、昭和61年男女雇用機

厚生部

2017年11月25日（土）ガーデンシティクラブ大

基調講演２では、佐々木

力された先輩女性会計士の方々のバイタリティの凄

かをり氏に講演を賜りまし

さを感じます。
（日本の会計士試験合格者の女性比率

た。佐々木氏は、上智大学

は、それまで数%台で推移していましたが、昭和61

在学中にニューヨーク州エ

年に12％と大幅に増加し、近年は20％前後で推移し

ルマイラ大学に留学、大学

ています。平成29年11月末現在、女性会計士の比率

卒業後は通訳・翻訳の会社

は14.7％となっていますが、まだまだ少ないです。)

を設立、さらにダイバーシティコンサルティング会

ＣＰＥ研修会

とを考えると、当時の女性会計士委員会発足にご尽

社(株)イー・ウーマンを設立された女性起業家であ

基調講演

り、国内外での講演やメディアへのご出演、「国際
女性ビジネス会議」の主催などで活躍されていま

賜りました。フクシマ氏はハーバード大学大学院と

す。講演では、ダイバーシティの視点から、「私」

スタンフォード大学で学ばれ、海外企業での勤務の

が働くということを解りやすい例も交えてお話いた

のち近年では経済同友会副代表幹事（2011年から

だきました。

17369
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基調講演１では、橘・フクシマ・咲江氏に講演を

会員異動

第１部

特
集
報
告
寄
稿

第２部

パネルディスカッション

アンケート結果

定例役員会

フクシマ氏、佐々木氏に

講演については、とても良かったというご意見が

加え、日本公認会計士協会

多数を占めていました。「解りやすかった」「力が

会長関根愛子氏、日本公認

沸いてくる内容だった」「実践していきたい」と皆

会計士協会近畿会副会長北

様、何かしらの気づきや勇気を得られたのではない

山久恵氏の4名のパネラー

かと思います。

に、女性会計士委員会委員

地区会
厚生部

長の原繭子氏がファシリ

貴重なご講演をいただきましたフクシマ氏、佐々

テーターとして加わりパネ

木氏、ご来場いただきました皆様ありがとうござい

ルディスカッションを行い

ました。また今回の講演を企画段階から作り上げた

ました。ディスカッション

原委員長はじめ委員会、事務局、そして数々のご協

のテーマは、女性がビジネ

力をいただきました関係者の皆さまの力が結集して

ス界でキャリアアップする

今回の講演を実現することができました。この場を

には？や新しいパワーを生

借りて御礼申し上げます。

みだすには？というもので
したが、皆さん揃って「自
分が女性であることを意識
してこなかった」とおっ

ご案内

しゃっていたのが印象的で
した。しかし、一方で相手
が受け入れ易い言葉を使う

会長活動報告

ことやコミュニケーション
の際にロジカルに組み立て
頭から主張しないといった
ことを常に心がけておられ
るという点も共通してい

ＣＰＥ研修会

て、キャリアを積まれた女性でも常にこのような心

左から（敬称略）原・関根・フクシマ・佐々木・北山

掛けをされているのだと大変参考になりました。

会員異動

【 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。

事務局だより
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特
集

報告 REPORT
報

国際委員会ベトナム視察報告

告

国際委員会 ベトナム視察メンバー
寄

時：2017年11月29日（水）〜12月2日（土）

行

先：ベトナム社会主義共和国

稿

日

ホーチミンシティー

参加者：後藤副会長、山本国際委員長、冨田国際副委員長ほか合計10名

する支援の充実と、会員顧客の進出先地域に対する

Ⅱ. AGSグループ ホーチミンオフィス訪問
１. AGSグループの概要

画・検討を行ってまいりました。そのような中、去

会計事務所を母体とするコンサルティング・ファー

る2016年11月にベトナム社会主義共和国（以下、

ムで、現在はハノイ、ホーチミン、ダナンに加え、

ベトナム）財務省の近畿会訪問を受けたことを契機

東京、大阪、名古屋にも支店を構え、ベトナム日系

に、同国を視察先に決定するとともに具体的な検討

企業に対するあらゆるサポートを展開されていま

に入りました。そして今般、2017年11月29日から

す。会計分野に強みを持たれていますが、弁護士等

12月2日にかけ3泊4日（うち機中1泊）での視察ツ

も所属し、ベトナム進出から日常のサポートまであ

アーを実施するに至りましたので、その活動内容を

らゆるサービスを提供されており、「ベトナムで質

報告いたします。

量ともにNo1の日系コンサルティング・ファーム」

厚生部

元銀行員の石川氏が2008年にハノイに開設した

地区会

理解の促進を主たる目的として、海外への視察の企

定例役員会

国際委員会では兼ねてより、会員の国際業務に対

を目指されています。

Ⅰ. 全体スケジュール

の、基本的にはローカルファームの位置づけで、ス
タッフの皆さんは日本人でも現地採用になっている

朝

関西国際空港発

昼

タンソンニャット国際空港着
AGSグループ

ホーチミンオフィス訪問

午前

越日工業大学（VJIT）訪問

午後

エースコックベトナム社 ホーチミン工場訪問

12月1日（金）
午前

夜

ホーチミン事務所訪問

ベトナム公認会計士協会（VACPA） ホーチ
ミンシティーオフィス訪問
タンソンニャット国際空港発

12月2日（土）
早朝

関西国際空港着

主催している「国際メッセ」に、ベトナムエリアの
担当オフィスとして毎年講師派遣頂いています。ま
た、今回のベ
トナム訪問に
あたっても各
種機関への訪

ＣＰＥ研修会

午後

JETRO

なお、AGSグループは近畿会国際委員会が毎年
会長活動報告

11月30日（木）

そうです。

ご案内

11月29日（水）

夕方

日系コンサルティング・ファームではあるもの

問調整等にご
尽力いただき
ました。

なお、ベトナム財務省は、先方とスケジュールの

ローカル会計事務所に現地採用された日本の公認

調整がつかなかったため、今回は訪問先に含めてお

会計士が、どの様な活動を行っているのか、国際

りません。

メッセにも講師として参加いただいている堀切準会

17371
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員、鶴田準会員からご説明いただくとともに、その

会員異動

２. 訪問の概要

特
集

他のホーチミンオフィスの日本人メンバーの方から

の制度の違いが学生に説明されました。
ベトナムの学生は日本の学生に似てシャイな面が

ならず、生活面での苦労（特に駐在員と異なり、現

あるようで、質疑応答の時間を取ったものの、なか

地採用であることでの待遇面での苦労）なども伺う

なか質問が出ず困りましたが、日本の試験で一番難

事ができました。一方で、お話しいただいた皆さん

しいところは何か、ベトナムの資格との違いはある

は一様に「仕事は

のか、などの質問も少しずつ出ました。日本からの

刺激的で楽しい」

来客というのは珍しいとのことで、学長からも大変

寄

と活き活きと語っ

歓待をうけ、有意義な訪問でした。

稿

ておられたのが印

報

も、それぞれご説明いただきました。仕事の話のみ

告

象的です。
定例役員会

Ⅲ. VJIT（越日工業大学）訪問
１. VJITの概要
ホーチミン市で初の市立大学として約20年前に設
立されたホーチミン市立工業大学（HUTECH大
学：学生数約3万人）を設立母体として、2015年

地区会

10月に開校した大学で、現在は3学年を有していま

Ⅳ. エースコックベトナム社 ホーチミン工場訪問
１. エースコックベトナム社の概要

厚生部
ご案内
会長活動報告

す（3年生は548人、2年生は583人、1年生は1041

人口約1億人のベトナムの即席めん市場は、年間

人で合計約2,100人が在籍）。開学以来、日本の金

消費が約49億食（2016年時点）の規模にまで拡大

沢工業大学が取り入れている「プロジェクトデザイ

しており、その中でもエースコックベトナム社は、

ン教育」が取り入れられ、コミュニケーション能力

日系企業でありながらベトナム国内の即席めんシェ

の習得が図られています。特に必須科目として日本

ア50%を超える業界No.1企業です。1993年12月に

語があり、卒業時には最低限で日常会話レベルの日

会社設立し、1995年7月に製造販売が開始されて以

本語能力習得が求められます。専門学科は18あり、

降、現在では7拠点11工場・現地スタッフ5,300人

情報技術や機械工

（現地駐在員16名）を有しています。ホーチミンシ

学といった工学系

ティー近郊だ

のものから観光学

けでも2拠点

科まで多岐にわた

4工場あり、

ります。また、会

今回はホーチ

計学科もあり、現

ミン本社およ

在は36名の学生

び第1工場・第2工場に訪問しました。

が在籍しています。
２. 訪問の概要
２. 訪問の概要

ベトナム子会社社長である梶原様にお出迎えいた

ＣＰＥ研修会
会員異動

学長VIET NGUYEN XUAN HOANG氏および

だき、日本からベトナムへ進出した企業が、進出し

学科長THUY NGUYEN THI BICH氏、専任講師

た動機や現地進出にあたってどのような苦労があっ

杉山氏と面談し、VJITの概要を伺うとともに、同

たのか、といった話を伺いました。早い段階から

校の教育の特色、ベトナム学生の気質などのお話を

ローカライズに成功するとともに、同国内の即席め

伺いました。また、山本国際委員長より、会計学科

ん市場をけん引して成長してきた同社ですが、現地

の学生向けに、授業カリキュラムの一環として、日

に密着した展開を行ってきたことで、主力製品であ

本の公認会計士制度の説明を行いました。また、ベ

る「HaoHao（ハオハオ）」のベトナムでの認知度

トナム公認会計士であるAGSグループのベトナム

は100％に近いものの、「エースコック」という社

人スタッフからは、ベトナム公認会計士制度と日本

名や日系企業であるという認知度が低い点に悩んで

事務局だより

おられるのが大変印象的でした。
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また、ホーチ
ミン本社に隣接

Ⅵ. VACPAホーチミンオフィス訪問
１. VACPAホーチミン事務所の概要
VACPAは

ち、最新の第2

IFACに加盟

工場を見学コー

するベトナム

スから拝見しま

公認会計士の

した。ベトナム

協会であり、

にあっても日本

本部は首都ハ

と全く同じ製法・

ノイにあり、ホーチミンオフィスはブランチにあた

工程・品質管理

るオフィスになります。会員数は約2,000人でほと

手法を徹底する

んどがビックファームに属しており、男女比は女性

ことで、市場か

が約7割を占めているそうです。

報

する2工場のう

告
寄
定例役員会

得た点を丁寧にご説明いただきました。

稿

らの信頼を勝ち
２．訪問の概要
ベトナムにおける協会活動の状況についての理解

Ⅴ. JETROホーチミン事務所訪問

VACPAのオフィスを訪問しました。ホーチミンオ
フィスに在籍されている、国際業務担当のSecretary

トナムにおける

General（JICPAの本部常務理事に相当すると考え

出先機関は首都

られます）であるLAM TRAN KHANH氏と面談

ハノイとホーチ

し、VACPAの組織の特徴やベトナムの監査制度、

ミンの2か所に

VACPAの品質管理活動といった話を伺いました。
監査制度・品質管理活動には特徴があり、ベトナ

た。他のJETRO海外事務所同様に、日本企業に対

ム財務省（MOF）から毎年、監査業務を実施でき

する現地での会社設立、投資などの支援・進出した日

る会計事務所のリストが公表されます。監査を実施

系企業の支援・日系企業向けのセミナー・現地調査な

できる会計事務所は約150社あるそうですが、その

どの活動をされています。

うち上場企業等の監査を行える大規模事務所約20社

ご案内

あり、商都であるホーチミンの事務所に訪問しまし

厚生部

JETROのベ

地区会

１. JETROホーチミン事務所の概要

を深めるとともに、協会同士の交流を深めるため

とそれ以外の事務所に分けられています。これらの
２. 訪問の概要

にMOFから確認がなされるとのことです。

会長活動報告

ベトナムの景気動向、産業構造などの理解を目的に

分類要件（以下参照）に合致しているかは、継続的

訪問し、ホーチミン事務所所長である滝本氏に面談し
ました。所長より、ホーチミン市の地政学的特性や現

＜大規模事務所として認定される要件＞

在の経済の状況、行政組織の構造、政治体制の状況と

●公認会計士7名以上

いった話から、輸出入・労働環境・日本企業の進出状

●300社以上のクライアント、うち30社は上場企
業等である必要がある。

北部の政都ハノイ、南部の商都ホーチミンに富が

※上場会社等の母集団として、ベトナムには概ね

集中する構造になっており、中部エリアの開発のた

2,000社（上場企業1,000社、株主100名以上

め、農業の高付加価値化を推進している話や、工業

の会社1,000社）が存在する。

ＣＰＥ研修会

況など、多岐にわたるお話を伺いました。

製品については韓国企業の投資が大きいこと、ま
また、品質管理レビューは日本と同じような形で、3

があり、機器は高いものの通信費は安く、スマート

年に一度実施されているそうですが、MOFとVACPA

フォンの普及率が7割を超えていることなど、日本か

が共同で実施するなどの特徴があるそうです。

らではなかなか分からない話を伺う事が出来ました。

会員異動

た、通信環境は比較的良好で、至る所にFreeのWiFi

VACPAのカバーする範囲は多岐にわたり、品質
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管理活動に加えて、会計基準の設定についても実施

情が良くわかった」など概ねポジティブな感想を聞

しているとのことです。現在、常勤の協会スタッフ

いており、おおよそ目的は達成できたものと考えて

報

は20名程度という事ですが、業務は忙しく、協会ス

います。

告

タッフや活動するメンバーは慢性的に不足している
とのことでした。

今回の訪問で構築することのできた各種団体との
ネットワークについては、継続して訪問を繰り返す
ことで、より深いものとする事が出来るのではない

寄
稿

Ⅶ. まとめ

かと感じています。国際委員会では今回の訪問結果

ベトナムは約1億人いる人口全体の平均年齢も29

を踏まえ、来年度以降も対象者の範囲を広げるなど

歳と若いことから、街全体に活気があふれ「これか

しながら、訪問先とより密接な関係を構築していく

ら発展していくんだ」という希望とやる気に満ち溢

ことができればと考えています。

定例役員会

れた印象を受けました。また、国家としても親日的

また、今回、国際委員会の委員だけではなく、中

であると言われていますが、訪問先等で出会ったベ

堅・若手会計士委員会および女性会計士委員会から

トナム人の方々はどなたもフレンドリーで、大変あ

も参加いただき、各委員会間の交流が図られた点も

たたかく迎えていただき、終始良い印象で視察を終

大変有意義であったと思います。

えることができました。

最後になりましたが、今回の視察にあたり、現地

地区会
厚生部

「現地の状況を知ることで、会員サポートのため

でのスケジュールや訪問先候補の提案などアレンジ

の新たな気付きがあるのではないか」という考えか

に助力頂いたAGSグループの堀切様ならびに現地

ら今回の企画をスタートしましたが、実際に現地の

スタッフの皆様、エースコックベトナム社様への訪

活気や空気を肌に感じることで、より身近な国と感

問を調整いただいた有限責任監査法人トーマツの監

じるようになりました。現地で活躍する会員の活動

査チームの皆様ならびにお忙しい中お出迎え頂いた

状況を間近で感じられたことも大変有意義でした。

梶原社長、そのほか現地で歓待頂いたすべての関係

参加した委員・会員からも「貴重な経験ができた」

者の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

「言葉や規制が違っても会計・監査は共通言語であ

（報告者：冨田真史、井上達也、福地叔之、公原博

ることが再認識できた」「現地で活躍する会員の実

之、立川正人）

ご案内

（平成30年2月20日〜平成30年3月8日）

近畿会および各部各委員会行事予定
会長活動報告

※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。
2.20 （火）

3.5 （月）

監査役協会との共同研究会

会議室17:00〜19:00

国際委員会

非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会長室18:30〜20:00

3.6 （火）

第3回IFRSセミナー

ＣＰＥ研修会

中日本五会研究大会 第3回パネリスト会議

2.21 （水）

研修室13:30〜16:30

会長室15:00〜18:00

中日本五会研究大会 第2回パネリスト会議

会議室16:00〜19:00

3.7 （水）

IT委員会

会議室18:30〜20:30

国際委員会 大阪弁護士会共催研修会

研修室14:00〜17:00

広報部

会長室19:00〜20:00

IT委員会

会議室18:30〜20:30

2.23 （金）

3.8 （木）

会員異動

非営利会計委員会 公益法人小委員会研修会

研修室13:30〜16:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会長室17:00〜18:30

定例役員会

会議室18:00〜20:00

社会・公会計委員会

会議室18:30〜20:30

2.27 （火）
会議室18:30〜20:00

厚生部

事務局だより
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報告 REPORT

関西地区三会共催 近畿会会員業務推進部＆組織内会計士委員会 研修会報告

場：近畿会研修室

定例役員会

会

テーマ：「会計士として知っておきたい退職給付コンサルティングと基礎知識」
講

師：中村

淳一郎（なかむら

稿

時：平成29年12月11日（月）18:30〜20:30

寄

日

告

近畿会会員業務推進部 副部長 / 組織内会計士委員会 副委員長 種田（おいだ）ゆみこ

報

会計士として知っておきたい
退職給付コンサルティングと基礎知識

じゅんいちろう）氏

株式会社IICパートナーズ（厚生労働省 年金業務政令指定法人/アベリカグローバルメンバーファー
地区会

ム）代表取締役社長 / 公認会計士、日本アクチュアリー会研究会員、DCアドバイザー
[プロフィール]
1996年 早稲田大学商学部卒
1998年 IICパートナーズ入社

経理主任及び退職給付債務計算アシスタント

2000年 （現）有限責任監査法人トーマツ東京事務所入所

年金コンサルタント・経理部長

厚生部

2004年 IICパートナーズ復帰

監査、IPO準備、デューデリジェンス等

2006年 執行役員・総合企画室長
2011年 取締役
2012年 代表取締役社長
[IICパートナーズ社の概要]

ご案内

年金数理人、アクチュアリー、公認会計士、証券アナリスト等、計35名の陣容で、退職給付債務計算、制度
設計コンサル、年金ALM、年金運用コンサル等のサービスを提供。受託社数600社超。世界の中立系年金
コンサルファームのネットワークであるアベリカグローバルのメンバーファーム。

近畿会会員業務推進部及び組織内会計士委員会で

中立系コンサルティング会社の株式会社IICパート

は、これからないし既に独立や監査法人以外へ転職

ナーズ（IICP）に復帰し、年金コンサルタント・経

している若手・中堅会員の参考となるように、公認

理部長、執行役員・総合企画室長、取締役を経験

会計士が監査法人を離れた後、監査以外の領域のど

後、代表取締役社長として会社経営を行っている公

のような業務で活躍できるのかについて、色々な領

認会計士の中村淳一郎氏をお招きし、退職給付コン

域でご活躍中の方々を講師にお招きして研修会・講

サルティングの内容や関係する基礎知識について、

演会を開催しています。

監査法人（会計事務所）・会社・コンサルタントと

今回は、公認会計士試験合格後、大手監査法人で

いう3者の視点でお話し頂きました。

の監査等を経て、以前勤務されていた退職給付会
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会員異動

計、企業年金・退職金に関する経営課題を解決する

ＣＰＥ研修会

１. はじめに

会長活動報告

参加特典：退職給付に関する「①IFRS-日本基準比較表」「②制度比較一覧表」「③専門用語集」

特
集

２. 講演

は、「【参考】会計士として退職給付に関与する場
面」として、「監査人（監査法人）」、「経理財

目次
報

務・人事・経営（会社）」、「経営・会計コンサル

１．はじめに

告

会社概要、退職給付（退職金・企業年金）を取
り巻く環境
２．退職給付制度の基礎知識

寄

各退職給付制度の概要、会社と従業員から見た

稿

メリット・デメリット、他
３．給付設計の基礎知識
確定給付型制度（DB型制度）の給付設計、他

定例役員会

４．年金財政の基礎知識
似たもの（退職給付会計）との違いを明らか
に、他
５．年金運用の基礎知識
年金資産運用のPDCA、他

地区会

６．退職給付コンサルのポイント
退職給付コンサルの全体像、他

タント（会計事務所、会計コンサルファーム）」、
「年金コンサルタント（DBO計算機関、年金コン
サルファーム）」といった各会計士の立場（所属組
織）により退職給付について求められる役割を示唆
頂き、わかりやすかったです。
また、退職給付制度設計コンサルティング、年金
資産運用コンサルティングにおける企業のニーズ、
悩み、該当企業の属性、コンサルの内容、留意点
や、今後に向けて①現状分析②財務的な視点③人事
的な視点でアドバイス頂き、参考になりました。
さらに、トピックスな参考資料として、「リスク
対応掛金の概要と導入の目的、リスク分担型企業年
金の概要、仕組み、会計処理、初の導入事例」につ
いての基礎知識も教えて頂いたり、参加特典に、退
職給付に関する「①IFRS-日本基準比較表」「②制

私なりに印象的だったことを以下に記載します。

度比較一覧表」「③専門用語集」と沢山ご用意頂い

講演は、冒頭いきなり、「私は悩みの多い人間で

たりと、参加者もお得感があったと思います。

厚生部

す。悩みがあるから、成長できる。悩みの体験が、

中村氏の話を伺って、日頃、監査等で接するクラ

コンサルに活きる」という講師の一声から始まり、

イアント企業の傍らに、こういったコンサルでサ

興味を惹かれました。

ポートする公認会計士がいるとは目から鱗で、頼り
になる！と思いました。

ご案内

３. おわりに
今回の研修には、若手・中堅に限らずベテランまで
60人を超える沢山の会員・準会員の方々が参加され
関心の高さが窺えました。当日のレジュメに書いてな

会長活動報告

いお話からは、今後のキャリアを考えていくヒント
に、また日頃の実務の参考にしていただけたかと思い
ます。今後も近畿会会員業務推進部と組織内会計士委
員会とでこのような研修会を企画しておりますので、
IICパートナーズの社名は、Independence（独

ＣＰＥ研修会

立性）、Integrity（誠実性）、Consulting（コン
サルティング）を意味し、受託社数600社超、主な
クライアントには名が知れた大企業名がずらり、主
なメンバーは年金数理人、アクチュアリー、公認会
計士、税理士、証券アナリスト等計35名、「中立

会員異動

性、年金の専門家集団、システム、グローバルネッ
トワーク」が特徴とのことで、色々な有資格者が協
業していることがわかりました。
メインの退職給付コンサルのポイントのお話で

事務局だより
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引き続き多数のご参加をお待ちしています。

特
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報告 REPORT

日本公認会計士協会近畿会主催・一般財団法人会計教育研修機構共催 研修会報告

会

場：日本公認会計士協会近畿会研修室

講

師：早稲田大学法学学術院・法学部

教授

達男

氏

株式会社制度は、資本市場を使いこなすための会
社形態として発展。明治初期から戦前までは株式会

拡大のための活動の一環として、様々な外部向けセミ

社は大会社であるという当然の前提であったが、戦

ナーを実施しております。今回のセミナーは、一般財

後、小規模閉鎖会社向けの私的自治、定款自治、契

団法人会計教育研修機構様との共催で、著名な法学者

約ベースの議論に終始。会社法はかつての有限会社

でいらっしゃる早稲田大学法学学術院・法学部教授の

を中心とする小規模閉鎖会社が基本となり、およそ

上村達男先生を講師にお招きし、コーポレート・ガバ

300万社を対象とすることとなる。

ナンス・セミナーを開催いたしました。

厚生部

近畿会会員業務推進部では、会員の皆様の業務領域

地区会

１. はじめに

上村

定例役員会

15:00〜17:00

稿

時：平成29年12月19日(火)

寄

日

告

近畿会会員業務推進部 副部長 藤枝 政雄

報

コーポレート・ガバナンス・セミナー
『近時の注目事例に見る日本のコーポレートガバナンス
〜どこを見据えるべきか〜』

結果、証券市場との距離が広がり、その間を埋め
るため東京証券取引所発のルール、コーポレート・

業経営者の方を中心に84名の方々にご参加いただ

ガバナンス・コード(東証の上場規程の附則)で規制

き、盛況に執り行われました。

する状態となっている。

ご案内

当日は、師走の午後というご多忙中のところ、企

コーポレート・ガバナンス・コードの適用対象は上
今回のセミナーにおきましては、従来のコーポ

を感じるという経営者もいるが、王道は会社法であ

レート・ガバナンスにかかるセミナーに比べ、より

る。会社法上、正しいと思うことをやればよい。

本質的な観点からのお話しをいただきました。講演

真っ当に対応していれば、ガバナンス・コードはほ

の内容は以下のとおりです。

とんど遵守することになり、仮にそうでない場合も

１．基本的な問題意識

説明ができる。大事なのは、comply and explain、

２．株式会社制度に関する通念とコメント一覧

non-comply and explain である。

３．事例で見るコーポレート・ガバナンス
４．極端な機関設計の自由‐選択肢が多いほど良い？

ＣＰＥ研修会

場企業であり、それ以外のコード非適用会社は疎外感
会長活動報告

２. 研修要旨

５．日本の機関設計−具体的な視点
一部抜粋してご紹介いたします。
会員異動

基本的な問題意識
企業の最大のリーガル・リスクとは、基礎理論の
根幹が揺らいでいることの自覚なしに当面の実務対

17377
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応に専念してしまうこと。

特
集

ハードロー(会社法)に熱心でない国に、ソフトロー
(法的拘束力のない規範)を語る資格はない。

いるかどうかをモニターすることである。
定款目的を無視して株主価値最大化のために経営

報
告

ハードローに熱心な国(改正や解釈に熱心な国)で

をすること、それが定款の目的よりも上と言うな

は、ソフトローはハードローよりもレベルの高いも

ら、法令・定款違反、違法行為を行っていることと

のを要求している。レベルの高いもの故、それに違

いえる。

反したらハードローなみの効果、刑事罰や損害賠償
等、を与えることはできないため、ソフトたらざる

株主主権論の根拠とは何か‐欧州の出自

寄

市民革命、啓発思想を経て、株主として個人、市

を得ない。

稿

日本は、強行法規であった会社法自体がソフト
ローとなっており、その上にソフトローであるコー
ポレート・ガバナンス・コードがある、二段重ねの

定例役員会

ソフトクリームとなっている。

民にこだわる規範意識とそれに基づく法制が根拠で
ある。
市民社会が株主として経済社会の行方を、政治と
同様、コントロールする。社会の主権者である個人
(市民)が株主だから、株主主権となる。カネがある

社外取締役はなぜ必要なのか？

から買えました、買えたら会社の主権者になるとい

経営者に、社外取締役は役に立つと本当に思って

うことではない。個人(市民)を中心とした社会、そ

いますか？と聞かれることがある。この「役に立

の人たちが企業を支える、社会の主権者が株主だか

つ」とは、収益力が増える、有用な助言が得られる

ら株主主権論。

地区会

等、自分(経営者)にとって役に立つかどうかという

株主の属性を問わない発想が、非市民的株主(国
家株主、王族株主等)を勝者に導く。

「経営学」の発想。
米国で日本より要件が厳しい独立取締役が増えたの

厚生部

は、経営者が経営学の観点から自発的に採用したので

３. 最後に

はない。独立取締役が相当程度存在する環境の下でな

過去、近畿会会員業務推進部において、取締役会評

された経営判断でないと、経営者の責任が容易に肯定

価、取締役報酬ガバナンス等、コーポレート・ガバナ

されてしまう。そのリスクを最小にするために独立取

ンスに関するセミナーを開催してまいりました。

ご案内
会長活動報告

締役を導入せざるを得なかったというのが実態であ

今回は、過去のセミナーとは趣きの異なる、より本

る。独立取締役の存在とは、裁判官を説得する「法律

質論、学問的の観点からのお話を伺うことができまし

学」の世界。ガバナンスが充実していない企業での不

た。参加者の方々からも同様の感想をいただきまし

祥事は管理者の責任が第一となり、現場の責任が第二

た。ともすれば実務的、即効性のある知識の習得に傾

となる。この責任の順番を変える機能をガバナンスは

きがちですが、根幹となる部分を知ることにより、理

持つ。ガバナンスの充実は経営者を守る機能を有して

解が深めることができました。上村教授に改めて御礼

いる。これも「法律学」の世界。

申し上げます。ありがとうございました。

しっかりしたガバナンスが経営を信認していると

また、本セミナー開催にあたりましてご尽力いた

いう事実が経営への正当性の根拠を与え、社外取締

だきました一般財団法人会計教育研修機構の新井様

役もガバナンスも経営のパートナーになり得る。そ

にはこの場を借りて御礼申し上げます。

して、経営に対する社外取締役の助言機能という
ＣＰＥ研修会

「経営学」の世界が展開される。
経営目的・企業価値とは何か
取締役の機能と責任は、法令・定款を遵守し会社
のために忠実に職務を遂行すること。

会員異動

定款には会社の目的が記載してあり、自らが掲げ
た定款の目的、会社が長年に渡って蓄積し自身に課
したミッション、それらを最大限に実現するのが経
営者の経営目的である。社外取締役の役割も、会社

事務局だより

がその目的を最大限に実現するような経営を行って
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報告 REPORT

準会員会
報

準会員会 近畿分会長 南 亮輔

稿

験合格者を対象に初心者の為のExcelセミナーを大阪

キルを学ぼうという意欲を感じることが出来まし

産業創造館のパソコン実習室で開催いたしました。

た。個人的にJ1の頃は、監査調書を作成する際に
Excelの知識があるかどうかが監査の効率を左右す

ら、定員は24名。大阪産業創造館のパソコン実習室

ると考えていますので、セミナーに参加された方が

でセミナーを開催した事は過去に何度かあります

一つでも得られるものがあったのであれば、セミ

が、残念ながら席が埋まったことはありません。今

ナー冥利に尽きるなあ、と感じました。
セミナー終了後、参加者の方からは、教科書を読

を抱きながら、参加申込メールを待っておりまし

んで勉強するよりも何倍も分かり易かったといった

た。しかし、蓋を開けてみると、定員24名全てが埋

お声も頂きました。実際に講義頂いた先生は普段か

まり、開催前には「満席になっていますが、どうし

らパソコン教室で教えておられる方なので、周辺知

ても参加したい」といったお声も頂きました。セミ

識も豊富で私自身とても勉強になりました。

ナーにこれ程興味を持ってもらえた事に驚き、そし
て大変嬉しかったです。

厚生部

回も何人の方に興味を持ってもらえるかという不安

地区会

使用できるパソコンの台数が限られている事か

定例役員会

本格的に仕事が始まる前に少しでも実務に役立つス

寄

2017年12月17日の日曜日、2017年公認会計士試

告

私の加工技術低すぎ!?
入所前に身につけたいExcel知識

現在、公認会計士試験の合格者数は徐々に増加し
ておりますが、準会員会の幹事はまだまだ少ない状
況です。このようなセミナーを通して我々の活動を

ナー開始時間前に24人がきっちりと着席しておりま

広めていければと考えております。引き続き準会員

した。一人の遅刻者もいなかった事に大変感心致し

会近畿分会を盛り上げていこうと考えておりますの

ました。

で温かく見守っていて下さい。

ご案内

さて、当日は連絡無しの欠席者もおらず、セミ

会長活動報告

セミナーの内容自体は、一昨年度の2016年合格
者を対象に行ったExcelセミナーのものをブラッ
シュアップしたものを使用しました。具体的にはダ
ミーの仕訳データを加工し、最終的にはピボット

ＣＰＥ研修会

テーブルを作成するというものでしたが、参加者の
方々は熱心に前を向いて講師の話を聞いていまし
た。Excel初心者には馴染みにくい関数について
も、関数の意味や用途、使用する場面等を説明する
事で多くの方に理解いただけたのかなと思います。

会員異動

参加者の方の中にはメモを取られている方もおり、

C.P.A.NEWS 2018.02 Vol.704
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特
集

報告 REPORT
報
告
寄

近畿実務補習所
入所式および合格者祝賀会

稿

近畿実務補習所 運営委員長 矢倉 幸裕

定例役員会

2017年12月7日近畿実務補習所入所式がリーガロ

活躍すること

イヤルホテル（大阪）で執り行われました。今年は

を期待して拍

全国で1,132名が試験合格を果たし、近畿財務局で

手をおくりま

は245名が我々の新たな仲間として加わりました。

した。最後に、

地区会

2017年期生の入所式は伊藤副委員長の司会によ

入所生代表と

り定刻どおり開始されました。最初に来賓としてお

して天満太郎

招きしました財務省近畿財務局理財部部長

河村企

さんが答辞を

木村孝氏、財

述べ、入所式

彦氏、財務省近畿財務局理財部次長
務省近畿財務局理財第一課長

松本智美氏、日本公

は終了しました。

関根

引続き、関西地区三会の共催で合格祝賀会が開催

愛子氏、日本公認会計士協会常務理事・会計教育研

されました。厳粛な雰囲気の中執り行われた入所式

修機構運営委員

津田良洋氏、会計教育研修機構理

よりも雰囲気は柔らかいものとなり、近畿・京滋・

新井武広氏が大きな拍手のなか、入

兵庫の会長の挨拶も新しい仲間を迎える温かいもの

認会計士協会会長・会計教育研修機構理事長
厚生部

事・事務局長

になりました。合格発表後休む暇なく就職活動を開

場されました。

ご案内

続いて髙田近畿会会長、木田京滋会会長、林兵庫

始した入所生も、希望する監査法人への就職ができ

会会長が順に紹介され、伊藤副委員長が開式の宣言

たようで、合格祝賀会では一息ついて先輩、同期の

を行いました。

仲間と楽しい時間を過ごすことができました。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

小川所長の式辞、ご来賓

祝賀会には補習所の運営委員などの会員にも多数

よりの祝辞と続き、表彰に

出席いただき、公認会計士の先輩として入所生にい

移りました。考査部門

考

ろいろな話をしていただいたことと思います。公認

査優秀賞として2014年期

会計士受験者数につきましては、合格しても監査法

生

英保和男さん、出席部

人に就職できないという状況が解消されたこと、ま

門の精勤賞として2016年

た、日本公認会計士協会の広報活動等により、前年

期（修業年限短縮）生

川

度より受験者数は増加に転じることになりました

瀬敬義さんが小川所長より

が、会計士を目指す人が引続き増加し、多くの優秀

優秀生表彰を受けました。英保さんからは、新入所

な新人を迎え入れることができるように、我々の業

生への熱いメッセージが送られました。仕事をしな

界がさらに魅力的となるべく実務補習所としても尽

がら通う実務補習所で皆勤・精勤というのはかなり

力していく必要性を痛感しました。

会員異動

大変なことなので、制度として出席表彰を実施する

そこで、実務補習所の現状について報告いたしま

ことも補習所の良いところかと思います。一方、こ

す。補習所の運営は会計教育研修機構で行われてい

の時期2014年期生は12月16日、17日に実施される

ます。この組織は公認会計士協会会長が理事長を務

修了考査に向けて鋭意勉強中でありますので、その

めていますが、会計士だけではなく、大学の先生や

合格、また、一人前の会計士として、今後おおいに
事務局だより
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います。このように、近畿実務補習所は多くの方々の

ます。

協力の下で後進の育成を行っています。
今後とも、引続き実務補習所運営に関心をお持ち

この近畿実務補習所は、正式には一般財団法人会
計教育研修機構

近畿実務補習所です。会計士試験

合格後3年間在籍し、考査、論文および出席のすべ

いただき、変わらぬご支援をいただきますようお願

定例役員会

企業経営者なども、役員・評議員として参画してい

いいたします。

ての要件を満たし、かつ、修了試験を受験・合格し
地区会

てはじめて補習所を修了することになります。
近年は一般企業や官公庁など会計士業界以外にも進
む人もおり、ますます幅広い分野での知識が必要と
なってきています。それに対応できるように補習所と

厚生部

してもいろいろな分野の専門家に講義のお願いをして
います。また、幸いにも、補習所の運営に協力してい
ただいています会員も多く、運営委員だけでは不可能
な修了試験監督、宿泊研修講師などに参加いただいて

ご案内

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

会長活動報告

今すぐ「会員マイページ」へログイン

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

＜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

ＣＰＥ研修会

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。

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

会員異動

する各種情報から、Word形式の再発行申請書をダウンロードすることもできますのでご活用ください。
＜登録に関するお問い合わせ先＞
〒102-8264

東京都千代田区九段南4-4-1

TEL：03（3261）0817

日本公認会計士協会ヘルプデスク

メールアドレス：websupport@jicpa.or.jp
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寄稿 CONTRIBTION

公認会計士のこだわり −第１０弾−

報
告

だんじり
西野 尚弥

寄
稿
定例役員会
地区会

岸和田だんじり（地車）祭りは、私の小学生時代

１台のだんじ

であった昭和50年代に当時の市長が「世界に誇る祭

り曳行には、複

り」としてアピールし始め、多くメディアに取り上

数の団体が携

げられるようになり、全国でも一躍有名な祭りに

わっている。町

なったと記憶している。それ故に、岸和田のだんじ

によって多少異

り祭りが有名ではあるが、だんじりは兵庫県下及び

なるが、小学生

大阪府下合わせて200台程度現役で存在すると言わ

が子供会、中学

れており、このうち約80台が岸和田で曳行（えいこ

生が少年団、高

う）されているというのが実情である。

校生から20代後

厚生部

そもそも、だんじりには自動車の車輪に相当する

半が青年団（綱

駒が4つ装備されており、大勢の人が綱を曳いて駒

を前方に曳く担

を転がし、だんじりを前進させている。従って、祭

当及び鳴り物の

りに参加することを、「担ぐ（かつぐ）」とは言わ

担当）を構成し、30代を中心とした組（拾伍人組、

ず、「曳く（ひく）」と言う。それ故に、「まだ現

参拾人組などと呼ばれる、後梃子（うしろでこ）担

役でだんじり担いではるんですか？」との表現は間

当、大工方を担当する場合も多い）、40代を中心と

違いである。

した若頭（前梃子（まえでこ）や安全曳行のための
諸々の役割）、50代を中心とした世話人（だんじり

ご案内
会長活動報告

岸和田のだんじり祭りは、地区別に例年9月と10

前面に乗って総指揮を執る曳行責任者や他町祭礼関

月に開催される。五穀豊穣の祭りとして、市内それ

係者との交渉担当など）が、1町の祭礼各種団体と

ぞれの地区を練り歩き、曲がり角では、豪快なやり

いうことになる。それ以上に御高齢になると世話人

まわし（走りながらだんじりを直角に方向転換）を

参与という団体を組織して何歳までも祭りを続ける

する。総重量約4トンのだんじりの向きを人力のみ

猛者も大勢おられる。また、高校生ぐらいの年代ま

で変えるのは並大抵ではない。祇園祭では、細断し

では女性も大勢曳いている。私も子供の頃から参加

た竹を敷き詰めて山鉾（やまほこ）を方向転換（辻

しており、現在若頭の古参の世代である。

回し）させると聞く。一方、泉州と呼ばれる大阪南

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

部では、走って勢いをつけだんじりをドリフトさせ

話をやりまわしに戻すが、綱を曳く者たち、大屋

て（後ろの駒を外側に滑らせて）、一気に90度向き

根の上で後方に合図を出す者（大工方：だいくが

を変える。もの凄いスピードと迫力である。気性が

た、単に踊っているだけではない）、後方において

荒く短気な者たちが昔から多かったからか、あるい

大工方の合図をきっかけにカーブの外側に向けて後

は停まった状態で直角に曲げるより多少は少ない力

梃子に付いた綱を一気に引っ張る者たち（ドリフト

で曲げられるという知恵・工夫からなのかは判然と

の原動力）、だんじり前方両脇にて前梃子を操作し

しないものの、交差点の手前で一旦停止した後、勢

カーブの内側の駒の回転速度を一瞬低下させるなど

いよく走って曲がるのが、やりまわしである。駒は

の高等な技術でやりまわしの起点を作る命懸けの任

松製であり、やりまわしの後には摩耗し薄く削られ

務を担う者たち。全員の息と技が合ったとき、速く

た駒の跡形が交差点内のアスファルトに残る。

て勢いのある美しいやりまわしが完成する。いかに

22
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勇壮に、いかに速く、障害物にぶつかることなくや

紹介されるのも、私の励みとなっている。

りまわしができるか、それが祭り参加者全員一致の
多少気性は荒いが、団結力と協調性を重んじ、伝

成29年の我が町のやりまわしは、非常に評判が良

統や先人の知恵を尊ぶ気質こそが岸和田の人々が

く、本年以降も高評価を継続していくことが目標と

「世界に誇る」部分ではないかと思う。打合せの段

なる。

階では意見の衝突は多々あっても、最後には大勢の

定例役員会

目標であり、成し得たときはそれが誇りとなる。平

人々が協力し1年1年の祭りを創り上げていく、私は
だんじりは、町単位で保有・曳行されることがほ

地区会

とんどであり、各町の宝物である。従って、事故に

そこに祭りの醍醐味を感じ、そして岸和田に生まれ
育ったことに感謝している。

よってだんじりが激しく破損してしまったときなど

わしを失敗したことに対するプライドの毀損によっ

職業であった。この資格を取れば岸和田に住み続け

て、である。私自身は泣いた記憶はないが、過去の

ることができる！平成6年度公認会計士二次試験の

失敗を思い出して眠れなくなることは今でもしばし

受験勉強中、無職であったものの私は青年団の副団

ばある。だんじりが町の宝物とされるのは、動く美

長を務めていた。また、時は過ぎ平成25年度には若

術館と言われるほど精巧で豪華な彫物が施されてい

頭責任者を務めた。祭礼の役職者に就くと土日もほ

るからでもある。駒など一部の部材を除けば、だん

とんどないと言ってよい。よくここまで祭りと会計

じりは総ケヤキ作りで、各町自慢のだんじりにより

士業を両立できたものだと自分でも感心している。

題材は異なるが、鎌倉時代や戦国時代の合戦をテー

その一方で、組織的な運営を遂行するため、構成員

マにした彫物が多く見られる。私が属する南掃守地

の相互理解と協調性が高度に求められるという点

区中尾生町の

で、会計監査とだんじり祭りは、非常に共通してい

本年満88歳

るというのが、私の源流と言うべき自論である。英

になるだんじ

語もゴルフも決して得意ではないが、私が日本全国

りの「見送

でも稀有な「だんじり会計士」であるということだ

り」という部

けは、小さな自慢である。だからこれからも、だん

位には、大坂

じり祭りも会計士業も命懸けで守っていきたいと心

夏の陣の彫物

底思っている。これこそが、私のこだわりである。

が施されてい
最後まで読んで下さった皆様、ありがとうござい

生が有名な彫

ました。是非一度、だんじり祭りをご見物いただけ

物師で、時折

ればと存じます！

メディアにそ

会員異動

る。私の同級

ＣＰＥ研修会

ていたところ、たまたま見つけたのが会計士という

会長活動報告

つけてしまったという悲しさと責任の重さ、やりま

ご案内

学生時代、祭りを続けることができる職業を探し

厚生部

は、大の大人が泣き出すこともある。町の宝物を傷

の活躍ぶりが
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定例役員会 REPORT

第52事業年度

報
告

第8回定例役員会報告
平成29年12月14日（木）15時〜16時45分

寄

場

所：近畿会

会議室

出席者：29名（役員数４2名）

稿

（KAM）」に関する議論が今、企業会計審議

審議事項

会監査部会で行われている。
定例役員会

第１号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

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

（提案説明）
１．会員2名について、診断書を添付の上、病

定されている。

地区会

気の為の会費免除の申請があった。近畿会

会計面でも本年7月20日にASBJ（企業会計

会費規程第8条第1項第二号に該当するた

基準委員会）より、「収益認識に関する会計基

め、近畿会規約第13条第1項によりやむを

準（案）」が公表されるなど、我々を取り巻く

得ないとの説明があり、審議の結果承認さ

会計、監査及び制度に係る種々の動きがあった

れた。

一年となった。これらの動向に対応して、日本

厚生部
ご案内

２．会員9名について、勤務者においては勤務

公認会計士協会本部でも、上記に係る対応を図

先への休暇届（写）、非勤務者においては

るほか、会社法の事業報告等と金融商品取引法

母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出

の有価証券報告書の開示の一元化を目指した対

産・育児の為の会費免除の申請があった。

応、品質管理レビュー制度の改善及び将来的な

近畿会会費規程第8条第1項第三号に該当す

レビュー結果の開示の可否についての検討、そ

るため、近畿会規約第13条第1項によりや

して監査品質の維持・向上を図り、人手不足が

むを得ないとの説明があり、審議の結果承

叫ばれている監査現場のためにも「監査期間の

認された。

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、これからも協会が対処すべ

第２号議案

長期未納会費に係る徴収猶予について

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

会長活動報告

（提案説明）会員1名について、障害者手帳及び所

き課題には、鋭意不断の対応を図ってまいる所
存であるので、皆様方にも、ご理解とご協力を
お願いしたい。

得証明書（ともに写し）を添付の上、長期未納
会費に係る徴収猶予の申請があった。近畿会会

理事会報告

費規程第8条第1項第四号に該当するため、近畿

（報 告 者）理事

会規約第13条第1項によりやむを得ないとの説

（報告内容）報告者より、11月21日開催の常務理

ＣＰＥ研修会

明があり、審議の結果承認された。

第１号

正彦

会長報告

１．公認会計士監査の強化

会長報告

（報 告 者）会長

岩井

事会及び11月22日開催の理事会報告があった
■理事会

報告事項

・監査報告書の透明化

髙田

篤

・パートナー・ローテーションに関するア
ンケートの実施

（報告内容）11月報告
会員異動

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・

事務局だより

24

第２号

・適切な期末監査期間の確保
・平成29年事務年度

金融行政方針の公表

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

コード）が発出され、監査法人の運営に関する

１．制度・法規担当副会長からの意見具申『「企

「透明化」への一歩が開始された。同じく「透

業内容等の開示に関する内閣府令」等の

明化」という側面から、「監査報告書の透明化

改正案に対する意見』に関する件
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２．倫理委員会からの答申『国際会計士倫理
基準審議会（IESBA）公開草案「勧誘

３．クリスマスパーティーの実施結果について
（日

時）平成29年12月3日（日）

の申出及び受入れに関する倫理規程の改

所）ヒルトン大阪

告

■理事会審議事項

（場

報

訂案」に対するコメント』に関する件

11:30〜14:00
（参加者）168名

１．総務委員会からの意見具申「実務補習規
程等の一部変更」に関する件

広報部報告

（報 告 者）広報部副部長

１．「SDGsと経済発展−グルーバルなビジ

一毅

（報告内容）報告者より、以下の報告があった
１．公認会計士制度説明会（大学、高校訪問等）
の実施結果について

る件
２．企業会計審議会監査部会の会議報告に関

（１）帝塚山中学校・高等学校
時）平成29年11月15日（水）
15:45〜17:00

総務部報告

（報 告 者）総務部長

（参加者）35名（中学3年生、高校1年生、
安井

2年生)

康二

（報告内容）報告者より、以下の報告があった

（２）追手門学院大学
（日

１．平成29年度公認会計士試験論文式試験の合

時）平成29年12月12日（火）

時）平成29年12月7日（木）

（１）智辯学園奈良カレッジ中学部
（日

19:00〜20:30

9:30〜11:30

所）リーガロイヤルホテル大阪

（参加者）20名：1年生〜3年生（希望者)

（出席者）補習生206名、来賓・役員等61名

（２）大阪星光学院中学校

計267名

（日

３．新年賀詞交歓会の開催について
（日

時）平成29年11月18日（土）

時）平成29年11月24日（金）
14:15〜16:05

時）平成30年1月10日（水）

ご案内

（参加者）185名：2年生4クラス

18:00〜20:00
（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（会

費）無料

第６号

（アトラクション）女性アカペラグループ

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった
１．第49回中日本五会研究大会（近畿会当番会)

厚生部報告

（報 告 者）担当副会長

の準備進捗状況について
廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、以下の報告があった
（日

時）平成29年11月26日（日）
13:30〜18:00

（場

所）桜橋ボウル

（参加者）65名（ご家族含む）
２．第8回近畿Ｃ.Ｐ.Ａ.ゴルフ選手権の実施結果

時）平成30年3月20日（火）

①自由論題
・午前の部

10:30〜12:00

・午後の部

13:00〜14:30

ＣＰＥ研修会

１．ボウリング大会2017の実施結果について

（日

②統一論題の部 15:00〜17:15
③懇親パーティ 17:30〜19:00
（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
会員異動

２．CPE協議会の開催結果について

について
（日

時）平成29年12月2日（土）

（場

所）泉ヶ丘カントリークラブ

会長活動報告

歌唱「Queen’s Tears Honey」

第４号

厚生部

（場

80名

２．「ハロー！会計」の実施結果について

ついて
（日

（参加者）経営学部3・4回生中心

地区会

15:00〜16:00

格発表について
２．公認会計士試験合格者祝賀会の実施結果に

定例役員会

（日

する件

第３号

稿

ネス環境への対応−」セミナー開催に関す

和田林

寄

■報告事項

第５号

３．CPE研修計画及び実施結果について

8:32スタート

17385

C.P.A.NEWS 2018.02 Vol.704

25

事務局だより

（参加者）44名

特
集

第７号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

（４）吹田市
荻窪

（日

輝明

後藤圭二市長

時）平成29年11月15日（水）

報

10:00〜10:45

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
（場

告

ついて報告があった
大阪市都市整備部

所）吹田市役所

（訪問者）北山担当副会長、守谷委員長

ESCO事業提案評価会議委

員の推薦

桃原吹田・摂津地区会長、中川委員

大阪府商工労働部

第44期大阪府労働委員会公

寄

益委員候補者の推薦

稿

他、6件

第10号

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会委員長

冨田

真史

（報告内容）報告者より、海外視察の実施結果につ

第８号

非営利会計委員会報告

定例役員会

（報 告 者）担当副会長

廣田

いて報告があった

壽俊

（報告内容）報告者より、大阪府総務部法務課公益
法人グループとの意見交換会の実施結果につい

（日

時）平成29年11月29日（水)〜12月2日（土)

（場

所）ベトナム社会主義共和国

（訪問者）後藤副会長、山本委員長

て報告があった
（日

ほか委員等8名

時）平成29年11月22日（水）

（訪問先）AGSグループ（ホーチミンオフィス)

14:00〜16:00
地区会

（場

越日工業大学、エースコック・ベトナ

所）日本公認会計士協会近畿会 会議室

ム（ホーチミン工場）、日本貿易振興

（出席者）近畿会（非営利会計委員会公益法人小

機構（JETRO）ホーチミン事務所、

委員会）13名、大阪府総務部法務課公

ベトナム公認会計士協会ホーチミン事

益法人グループ3名

務所

厚生部

第９号

社会・公会計委員会報告

（報 告 者）社会・公会計委員長

守谷

第11号
義広

（報告内容）報告者より、地方自治体首長への表敬
訪問の実施結果について報告があった
（１）茨木市
ご案内

（日

福岡洋一市長

所）茨城市役所

（訪問者）守谷委員長、東浦北部大阪地区会長
会長活動報告

新名会員、萩原会員、徳永会員
（２）高槻市
（日

（報 告 者）経営委員会委員長

の発行について報告があった

濱田剛史市長

時）平成29年10月5日（木）

第12号

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

所）高槻市役所

ＣＰＥ研修会

徳永会員、石本会員
（３）河内長野市

14:00〜14:30
会員異動

（場

所）河内長野市役所

（訪問者）髙田会長、守谷委員長

繭子

１．女性会計士委員会設置30周年記念講演会
（第2弾）の実施結果について
（日

時）平成29年11月25日（土）
13:00〜15:00

（場

所）ガーデンシティクラブ大阪

6階

「オリオンの間」
（テーマ）「イノベーションを生み出す女性
活躍サポート」

島田智明市長

時）平成29年10月23日（月）

原

（報告内容）報告者より、以下の報告があった

（訪問者）守谷委員長、東浦北部大阪地区会長

（日

徳好

経営者等のための事例に学ぶ不正リスク対応」

13:15〜13:45
（場

吉永

（報告内容）報告者より、経営委員会編「中小企業

時）平成29年8月21日（月）
10:00〜10:30

（場

経営委員会報告

（出席者）会員等34名、一般90名
２．「子育てネットワーク 冬の会」の実施結果
について
（日

時）平成29年12月3日（日）

（場

所）ヒルトン大阪 ４階「銀嶺の間」

9:30〜11:00

南方泉地区会長、武田委員

事務局だより

（テーマ）「子育て世代に贈る睡眠の話」
（出席者）会員等10名、その他22名

26
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第13号

組織内会計士委員会報告

記
（１）近畿実務補習所運営委員会の次期正副

（報 告 者）組織内会計士委員会委員長 藤枝 政雄

報

委員長について

（報告内容）報告者より、組織内会計士合宿研修実

委員長

矢倉 幸裕（兵庫会）

（日

時）平成29年11月25日（土)〜26日（日)

副委員長

伊藤 誠一

（場

所）琵琶湖コンファレンスセンター

告

施について報告があった

樫本 尚彦（兵庫会）
中尾 志都

（参加者）近畿会8名、京滋会1名、東海会14名

寄

細谷 明宏

埼玉会１名

第14号

近畿実務補習所運営委員会報告

（２）実務補習協議会の次期委員について
矢倉 幸裕（兵庫会）

（報 告 者）近畿実務補習所運営委員会副委員長

伊藤 誠一

明宏

定例役員会

細谷

稿

安田 智則

樫本 尚彦（兵庫会）

（報告内容）報告者より、以下の報告があった

中尾 志都

１．近畿実務補習所運営委員会正副委員長並び

細谷 明宏

に実務補習協議会委員について

安田 智則
２．実務補習所入所状況等について
地区会
厚生部
ご案内

第49回中日本五会研究大会のご案内
会長活動報告

中日本五会共催による第49回中日本五会研究大会を「ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセン

ター」において開催いたしますのでご案内いたします。
〇開催日時：平成30年3月20日（火）
〇開催場所：ナレッジキャピタル

10時30分〜19時00分

コングレコンベンションセンター
グランフロント大阪内（北館地下2階）

ＣＰＥ研修会

大阪市北区大深町3-1
（06）6292-6911
〇大会スケジュール

（１）自由論題の部（CPE研修：各2単位）
（２）統一論題の部（CPE研修：2単位）

午前の部

10時30分〜12時00分

午後の部

13時00分〜14時30分
15時00分〜17時15分

テーマⅠ

我が国の監査の信頼性確保に向けて（仮題）

テーマⅡ

監査・会計の国際標準化に向けて（仮題）

（３）懇親パーティー

会員異動

パネルディスカッション

17時30分〜19時00分
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特
集

定例役員会 REPORT

第52事業年度

報
告

第9回定例役員会報告
平成30年1月12日（金）18時〜20時5分

寄

場

所：近畿会

会議室

出席者：31名（役員数４2名）

稿

して、監査業務を中心とした保証業務の信

審議事項

頼性を維持・向上させ、公認会計士の認知
定例役員会

第１号議案

平成30年度CPE研修計画について

（提 案 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（提案説明）平成30年度CPE研修計画（案）につ
いて、資料に基づき説明があり、審議の結果、
原案通り承認された。

度の向上を図るとともに、多種多様な場面
における活躍を推進することにより、社会
の健全な発展に貢献する。
Ⅱ．重点施策
１．現在の監査制度及び監査業務（監査報告
書の長文化（KAM）や不正事例等を含

地区会

第２号議案

会費免除について

（提 案 者）担当副会長

廣田

む）に対する調査研究を行うことによ

壽俊

り、会員の監査業務を支援する。
２．多種多様な場面でさまざまな働き方をす

除の申請があった。近畿会会費規程第8条第1項

る公認会計士への支援と会員相互の交流

第二号に該当するため、近畿会規約第13条第1

を推進し、それを広く社会に知らしめる

項により会費免除もやむを得ないとの説明があ

ことによって公認会計士の魅力を伝える

り、審議の結果、原案通り承認された。

とともに、公認会計士に対する社会の認

厚生部

（提案説明）会員１名について、病気の為の会費免

知度向上を目的とした効果的な広報を検

第３号議案 予算特別委員会の設置並びに予算特別委員会
委員長の選任について
ご案内

（提 案 者）総務部副部長

山添

清昭

討し、積極的な広報活動を展開する。
３．非営利法人（特に社会福祉法人、医療法
人）の会計基準、監査基準等の調査研究

会長活動報告

（提案説明）第53事業年度予算案作成のため、｢予

を通じて会員の業務遂行の支援を行う。

算特別委員会｣の設置並びに委員長には大谷智

また、地方公共団体の会計制度及び監査

英経理部長を、副委員長には 安井康二総務部長

制度の充実・発展に向けた調査研究と地

を選任したいとの説明があり、審議の結果、原

方公共団体関係者及び会員への情報提供

案通り承認された。

を通じて、公認会計士の認知度向上と会
員の業務遂行を支援する。

協議事項
第１号議案

４．コンサルティング業務、税務業務、主と

第53事業年度事業計画に係る基本方針
並びに重点施策について

ＣＰＥ研修会

（提 案 者）会長

髙田

篤

（提案説明）第53事業年度の事業計画について、以
下のように説明があり、協議された。（当日の
意見を踏まえ、次回役員会に上程される予定）

して中小企業の起業・成長・再生支援業
務及び海外関係業務等に関する法律、制
度、具体的事例等を調査研究し、会員の
業務拡充と業務遂行の支援を行う。
５．会員相互の職場を越えた交流とネット
ワーク構築を支援する。また、特に中
堅・若手会計士の協会に対する帰属意識

会員異動

第53事業年度

事業計画（案）

〜会計プロフェッションとして、『公正』と『誠実』
を堅持する〜
Ⅰ．基本方針

を醸成し、協会会務への参画意識の涵養
を図る。さらに、公認会計士制度70周年
記念行事を遂行する。
６．近畿会財政の在り方について中期的な視

独立性を堅持した会計プロフェッションと

点で検討を行い、その方向性について報

事務局だより

告書を提示する。
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対する情報提供を通じて業務遂行のため

も、グローバルなビジネス環境への対応を図る

の支援を行うとともに、必要に応じて協

中で、今後どのような社会貢献ができるのかに

会本部に対して意見発信を行う。

ついて議論が始まったところである。皆様も、

告

れていると聞いている。日本公認会計士協会で

報

７．協会本部との適切な連携を図り、会員に

今後、是非この「SDGs」に関心を寄せていた

第２号議案

予算案策定のための日程について

（提 案 者）担当副会長

廣田

だきたい。

壽俊

第２号

理事会報告

寄

（提 案 説 明 ）第53事業年度予算案策定のための日
程について、下記のように説明があり、協議さ

（報 告 者）理事

れた。

（報告内容）12月19日開催の常務理事会及び12月

壽俊

稿

記

廣田

20日開催の理事会報告が以下のようにあった。

1月25日（木）15:00〜
２．事業計画案及び予算案の用紙発送
2月9日（金）

【会長報告】

定例役員会

１．第１回予算特別委員会

公認会計士監査の強化について
（１）十分な期末監査期間の確保
（２）企業会計審議会について

３．事業計画案及び予算案の提出期限

【理事会報告】

４．第2回予算特別委員会

１．『「品質管理レビュー制度における情報

3月26日（月）15:00〜

開示の拡充に関する意見募集」に対する

５．各部・委員会との予算折衝

回答結果（要約）及び今後の検討の方向

4月2日（月）

9:30〜17:00

4月16日（月）15:00〜

「NPO法人会計基準委員会に対する要望
３．非営利法人関係役員からのお知らせ「医

会長報告
髙田

療法人への公認会計士監査の導入に当
篤

（報告内容）1月の報告が以下のようにあった。

たって」に関する件

ご案内

（報 告 者）会長

２．非営利法人担当副会長からの意見具申
書」に関する件

報告事項
第１号

性について』に関する件
厚生部

６．第３回予算特別委員会

地区会

3月8日（木）

（３）金融審議会について

４．会員章に関する件

東京日本橋三井ホールにおいて、「Seeing the

務実務指針3000「監査及びレビュー業

Futuer with SDGs」というセミナーを開催した。

務以外の保証業務に関する実務指針」』

「SDGs」とは、2015年9月に国際連合の持続

及び「公開草案に対するコメントの概要

可能な開発サミットにおいて、持続可能な開発目

及び対応」の公表並びに『同研究報告第

標（SDGs：Sustainable Development Goals)

20号「公認会計士等が行う保証業務等に

を含む「2030アジェンダ」が採択されたもの

関する研究報告」の廃止』について

である。「SDGs」は、2016年1月から始ま

６．監査・保証実務委員会研究報告『保証業

り、今後15年間にわたり国際連合開発計画の政

務実務指針3000「監査及びレビュー業

策と資金援助の指針となるもので、現在17の目

務以外の保証業務に関する実務指針」に

標（Goals：貧困、不平等、ガバナンスなど）

係るQ&A』及び「公開草案に対するコ

が示されている。これは、将来世代に持続可能な

メントの概要及び対応」について
７．監査・保証実務委員会研究報告「監査及

業、市民など社会を構成するすべての組織がその

びレビュー業務以外の保証業務に係る概

達成に向けてどのように貢献していくかの議論が

念的枠組み」及び「公開草案に対するコ

高まっている。既に統合報告を出している企業の

メントの概要及び対応」について
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うち、30％〜40％は、その中で「SDGs」に触

会員異動

よりよい地球を残すためのもので、政府機関、企

ＣＰＥ研修会

５．監査・保証実務委員会実務指針『保証業
会長活動報告

平成29年12月5日、日本公認会計士協会は、

特
集

第３号

総務部報告

（出席者）一般企業66名、会員18名（会員

（報 告 者）総務部副部長

山添

清昭

業務登録台帳の社外役員希望者）

報

（報告内容）新年賀詞交歓会の実施結果について報

２．会員への業務推薦状況について
・平成30年度包括外部監査人候補者の推薦

告

告があった。
（日

（堺市）

時）平成30年1月10日（水）

・ESCO事業提案評価会議委員の推薦（大

18:00〜20:00
（場

阪市）

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

寄

2階「ザ・グランド・ボールルーム」

・他2件

稿

（出席者）来賓82名、会員・準会員261名

第８号

計343名

社会保障委員会報告

（報 告 者）担当副会長
定例役員会

第４号

経理部報告
廣田

壽俊

会の実施結果について報告があった。

（報告内容）平成29年度第3四半期の各部・委員会

（日

時）平成29年12月15日（金）

の予算執行状況について報告があった。

14:30〜17:00
（場

広報部報告

地区会

（報 告 者）広報部長

所）近畿会 会議室

（テーマ）「医療法人改正に伴う医療法人におけ
種田

る会計監査人監査への対応について」

ゆみこ

（報告内容）近畿会作成「公認会計士ＰＲ動画」に

（出席者）医療法人担当者12名
会員（委員）7名

ついて報告があった。

第６号

研究・CPE研修部報告

厚生部

（報 告 者）研究・CPE研修部長

第９号
小松野

悟

１．第49回中日本五会研究大会（近畿会当番会)
の準備進捗状況について

（報 告 者）社会・公会計委員会委員長 守谷 義広
果について報告があった。
（日

時）平成29年12月27日（水）

時）平成30年3月20日（火）

ご案内

①自由論題

会長活動報告

（場

社会・公会計委員会報告

（報告内容）大阪府島本町長への表敬訪問の実施結

（報告内容）以下の報告があった。

（日

壽俊

（報告内容）社会保障委員会医療法人小委員会研修

（報 告 者）担当副会長

第５号

廣田

11:00〜11:30
（場

・午前の部

10:30〜12:00

・午後の部

13:00〜14:30

②統一論題の部

15:00〜17:15

③懇親パーティ

17:30〜19:00

所）ナレッジキャピタル コングレコン

所）島本町役場

（訪問者）守谷委員長、東浦北部大阪地区会長
他会員3名

第１０号

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会副委員長

冨田

真史

（報告内容）「国際メッセ」の実施結果について報

ベンションセンター

ＣＰＥ研修会

２．CPE協議会の開催結果について

告があった。

３．CPE研修計画及び実施結果について

（日

時）平成29年12月26日（火）
18:00〜20:30

第７号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

（場
荻窪

輝明

所）ガーデンシティクラブ大阪

（参加者）国際業務説明会員10名、会員40名

（報告内容）以下の報告があった。
１．会計教育研修機構との共催研修会（セミ
会員異動

ナー）の実施結果について
（日

時）平成29年12月19日（火）
15:00〜17:00

（場

所）近畿会 研修室

事務局だより

（テーマ）「コーポレート・ガバナンス」
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第１１号

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）IT委員会 監査IT実務指針検討専門委員会
専門委員

安部

靖雄

（報告内容）監査IT実務指針検討専門員会の審議状
況等について報告があった。

特
集

地区会 REPORT
告

北部大阪地区会

報

北部大阪地区会 市長・町長訪問＆イベント活動報告
東浦 隆晴・久保田 裕

寄

本町）に所属する会員及び準会員で構成されており、

キャラクター）の商品もあり、地区会らしさも演出

定期的にイベントを実施することにより、勤務先や年

されていました。ゴルフを通じて会員の親睦が大い

代を超えて交流し親睦を深めています。昨年7月以降

に深まった一日となりました。

の活動状況を以下のとおりご報告いたします。

ファミリーイベント「USJへ行こう！2017」
茨木市長・高槻市長・島本町長訪問

12月2日（土）に恒例のファミリーイベント
「USJへ行こう！2017」を開催しました。USJで

治体首長への情報提供を通じて、地域社会への貢献

のファミリーイベントは、大人から子どもまで家族

と公認会計士への認知度向上を図るべく、地域内の

全員で楽しめる毎年大好評の人気企画です。今年度

市町長訪問（8/21福岡茨木市長、10/5濱田高槻市

も16家族54名が参加し大盛況となりました。

長、12/27山田島本町長）を実施しました。

当日はUSJオブジェ前に朝8時半に集合し、参加
者全員で笑顔の記念写真を撮り終えると、いよいよ

とともに、社会福祉法人・医療法人への会計監査制

待ちに待ったUSJへの入場です。朝早い時間から入

度導入、地方自治法の改正等、最近の自治体を取り

場門前には長蛇の列ができており、参加者の期待は

巻く状況についてご説明し、質疑応答を交えながら

一気に高まります。
パーク内はクリスマスの雰囲気一色で、巨大なツ
リーはもちろん、至るところにクリスマスの装飾が

行を依頼し、他自治体の事例なども含めて具体的に

施され歩くだけで気分が盛り上がりました。また、

説明いただいたこと、また、各市町在住の会員が出

大人気の「ハリーポッター」、「フライング・ダイ

席して、地元ネタで盛り上げていただいたことで、

ナソー」に加え、新アトラクションの「ミニオン・

終始和やかな雰囲気で有意義な訪問となりました。

ハチャメチャライド」、「ミニオンのハチャメチャ
法に酔いしれる楽しい１日となりました。

当地区会では、
毎年１回、地元

会長活動報告

パレード」など、子どもだけでなく大人もUSJの魔

ご案内

各回とも、近畿会の守谷社会・公会計委員長に同

懇親ゴルフ会

厚生部

ご挨拶の後、地区会の概要と活動状況を紹介する

ディスカッションを行いました。

地区会

近畿会の重点施策に掲げられている通り、地方自

定例役員会

コンペ景品には地元高槻「はにたん」（はにわ

稿

北部大阪地区会は、北摂地区（茨木市・高槻市・島

島本町のベニー
ＣＰＥ研修会

カントリー倶楽
部にて懇親ゴル
フ会を実施して
います。今年度
は11月11日（土）に10名の参加者で開催しました。
戦が繰り広げられました。ラウンド後の懇親会で
は、恒例の順位発表が大いに盛り上がり、楽しい歓
談の時間を過ごしました。

北部大阪地区会では、これからも楽しいイベント

会員異動

今年も、山あり・谷あり・池ありのコースにて熱

を企画してまいりますので、会員及び準会員の皆様
の積極的なご参加を御願い申し上げます。
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クエと日本酒の夕べ
イベントの開催報告

稿

大阪市南地区会 石畑 裕太

定例役員会

平成29年11月の大阪市南地区会の行事として企

なるほど、漢字では九絵と書き店名にもなってい

画したのが、関西では珍しいクエの専門店「九絵

るんですね。フグより美味しいとか垂涎ものです。

家」での懇親会です。
35名の方にご参加頂きました。

では、当日のコースの紹介です。
クエの薄造り、刺身、クエの粕汁、クエ鍋、雑炊

当日は、雨が小降りで寒さが染みる絶好の鍋日和
地区会

でした。お店は四ツ橋筋から路地を入った閑静なと
ころに佇んでおります。
お店の入口には生け簀があり、クエ達が泳いでい

のフルコースです。また、大将のご厚意で日本酒等
実質飲み放題でした。
個人的に初めてクエを頂きましたが、プリプリと
脂がのっているにも関わらずあっさりしていてしつ
こくなくとても美味しかったです。

ました。
厚生部

ある消息筋から九絵家の大将はクエに似ていると

また、ご参加いただいた方のお話しをお伺いしまし

事前に伺っていましたのでクエの顔をまじまじと見

たが、他の店より鮮度が高いと絶賛されておりまし

つめながら皆様がお越しになるのをお待ちしており

た。料理が運ばれしばらくすると大将が会場に登場

ました。

し、面白おかしくクエについてのご説明頂きました。
まるで漫談のようで会場を盛り上げて頂きまし

ご案内

クエは高級魚という漠然としたイメージしかなく

た。その漫談の完成度は来店した某落語家が認める

食したこともなかったので、クエについて少し調べ

ほどだそうです。クエにも勝るとも劣らないインパ

てみました。

クトでした。

“「クエ」という名の由来は体側にある縞模様。こ
会長活動報告

れを時とともに変化させ体に九つの絵を描き出す
と言われる所から来ています。
高級食材として扱われ、「クエ食ったら他の魚

美味しいご馳走や日本酒、大将の漫談もあり、ご
参加の皆様方の親睦を図ることのできたイベントと
なりました。

食えん」とまで言われることもあり、フグよりも
ＣＰＥ研修会

旨いと賞されることも。エサのえり好みが強く、

大阪市南地区会では、今後も引き続き会員の皆様

主に伊勢エビ等の甲殻類を捕食します。栄養価も

に楽しんで頂けるイベントを企画していきたいと思

高く、コラーゲンたっぷりでアンチエイジング効

いますので、皆様のご参加お待ちしております！

果もあります。”

会員異動
事務局だより
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みやこ地区会の活動報告

告

みやこ地区会 会長 内田 尚良
寄

その後、京都花月から秋の京都を少し散策して、

地区会では祇園吉本にて、新喜劇の観覧を行った

清水五重塔麓に佇む「イル・ギオットーネ」へ移動

後、法観寺近くの「イル・ギオットーネ」にてイタ

しました。
お店は清水五重

定例役員会

リア料理を堪能するツアーを企画いたしました。

塔の麓にあるた
め、五重塔を見な

力が高まるだけでなく、脳の働きが活性化し、血行

がら、京都のおい

が促進され、筋力アップや幸福感と鎮痛作用がある

しい水、旬の京野

そうです。

菜を活かしたイタ

関西で生まれ育った方なら土曜日に急いで帰って

地区会

まずは、「祇園吉本新喜劇」の観覧。笑うと免疫

リアンを堪能いたしました。
みずみずしい京野菜と芸

新喜劇を見た！という方もいらっしゃるのではない

術的なイタリアン。

でしょうか？

ミスマッチと思える2つの

たが、現場の臨場感を体験でき、楽しいひと時を過

世界を独自の色を出しなが

ごすことができました。

らまとめあげられたお料理
がおすすめのお店です。料

変化していましたが、70歳を超える池乃めだかさん

理が盛り付けられたお皿からはシェフのこだわりを

がお元気に舞台に立っておられ、十八番のギャクを

感じます。

ができました。

ご案内

また出演者はテレビで見ていたころとは、大幅に

厚生部

はじめて京都花月に伺い新喜劇を観覧いたしまし

聞いていると笑いのなかに、懐かしさを感じること

稿

紅葉が色づく京都にて11月23日（木）、みやこ

おいしい料理
を堪能しながら、
参加メンバーと

会長活動報告

は楽しい時間を
共有できたと思
います。
みやこ地区会

ＣＰＥ研修会

では皆様にお楽
しみいただける
企画を開催し、
会員相互の親睦
を図っていきた
いと思います。
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今後ともみやこ地区会をよろしくお願いいたします。
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ルミナス神戸２ ランチクルーズ
☆船上での少し早いクリスマスパーティー☆の報告

稿

みなと地区会 会長 藤原 学

定例役員会

みなと地区会は、世代を問わぬ参加者の拡大・定

すことができました。12月初旬ではありましたが、

着・同地域の会員相互の懇親を目的として、基本的

天候にも恵まれ、穏やかな天候でしたので、食事も一

に年3回、イベントを開催しています。具体的に

段落した頃には、部屋からすぐ出られるプライベート

は、秋の家族参加型イベント、2月のCPE研修と冬

デッキ？に出て、思い思いに心地よい日差しと風に当

の味覚を食す会、6月の総会の3回です。毎回、みな

たったり、写真撮影をしたりしていました。

地区会

と地区会の地域的特性を生かして港・山での参加体

サブタイトルの船上でのちょっと早いクリスマス

験型の催し、神戸ならではの雰囲気のお店めぐりを

パーティーと銘打ったことと、心ばかりのクリスマ

実施しています。

スプレゼントと案内したことが功を奏したのか、未

厚生部

とくに、今年は、神戸港開港150周年ということ

就学児を含むお子さんもたくさん来られました。お

で、“みなと”にちなんで、12月3日（日）に家族

子さん向けにはプレゼントを用意して抽選会をしま

参加型イベントとしてルミナス神戸２のランチク

したが、思った以上に喜んでいただけたようでし

ルーズを企画・開催しました。会員及びご家族、ご

た。また、みなと地区会のイベント時には、恒例と

友人も含め50名を超える方々に参加いただきました

なっています近況報告では、仕事や業務の話もほど

ので、その報告をさせていただきます。

ほどに、マイブームやご家族のこと、みなさん思い

ルミナス神戸２をご存知ない方もおられるかも知

思いに語っていただきました。

ご案内

れませんので、簡単に紹介させていただきますと、

2時間という枠の中で、少し色々と盛りすぎた感

ルミナス神戸２は、1930年代の客船の黄金時代を

はありますが、帰り際にみなさんから楽しかった

彩ったフランスの豪華客船ノルマンディ号をイメー

よ。また、来年もよろしくね！と声掛けいただいて

ジして造られた定員1,000名の日本最大級のレストラ

少しほっとしています。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

ンシップです。毎日、3便（昼、夕方、夜）就航して

みなと地区会の秋の催しは、毎年、こんな感じで

いるのですが、今回は、お昼の12時にメリケンパー

趣向を凝らしながらご家族、ご友人なども合わせて

クを出発、神戸空港沖〜大阪湾〜須磨海岸・垂水沖

大勢の方のご参加があり、若い方も多数参加されて

を航行し、明石海峡大橋の手前で旋回して、14時に

います。とても温かで活気のある楽しい会です。家

メリケンパークにもどってくる2時間のランチクルー

族参加型イベントに限らず、冒頭に紹介したように

ズを利用しました。昼とはいえ、乗船場となってい

2月・6月にも基本方針にそった神戸ならではのイベ

るメリケンパークでは、開港150周年の記念事業と

ントを企画していますので、まだ、来られたことの

して、世界一のクリスマスツリーPROJECTが前日

ない方も、是非、お気楽にご参加ください。執行部

から開催され、否が応でもクリスマス雰囲気が漂っ

一同お待ちしております。

ていました。ルミナス神戸２には、目的に応
じて大小の部屋がいくつかあるのですが、当
日の会場は、サール・ド・メールを貸切って
の和・洋・中のブッフェをいただきました。

会員異動

その部屋は、3階建てのデッキの最上階にあ
り、ブライダル利用も可能な部屋ということ
もあり、船内とは思えない高い天井に、周囲
が窓でめぐらされており、華やかでゆとりの

事務局だより

ある空間のなかでゆったりとした気分で過ご
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上がるプロジェクションマッピングは幻想的で、ク

ル京阪ユニバーサルシティのランチバイキングとク

リスマスツリーの点灯は感動的。思い思いに楽しん

リスマスのユニバーサルスタジオジャパンを楽しん

だ冬の休日でした。

定例役員会

日（土）、泉地区会員とその家族総勢40名で、ホテ

稿

ジするもよし。夜のハリーポッターエリアに浮かび

寄

街中がイルミネーションでキラキラと輝く12月9

告

泉地区会 幹事 桂 真理子

報

泉地区会〜ランチバイキングとUSJを
楽しむツアー〜開催報告

できました。
たくさんの子供が参加したため、バイキングの
地区会

チョコレートファウンテンや色とりどりのデザート
にテンション⤴⤴。大人も子供もホテルのおいしい
バイキングで好きなものをお腹いっぱい食べ、親睦
を深めたところで、ユニバへレッツゴー！

厚生部

なお、人気イベントにつき申込開始後30分で定員

はお詫び申し上げるとともに、来年度以降も楽しい
近年人気のアトラクションが続々とオープンし、

企画をたくさん予定しております。地区会行事には
皆様今後とも奮ってご参加ください。

会長活動報告

いつ行っても楽しいユニバ。ミニオンのハチャメ

ご案内

になったため、今回申込できなかった会員の方々に

チャパレードでは、楽しい音楽に
つられて真面目な会計士でも思わ
ず手拍子が出ます。小さな子供連
れはキティ＆スヌーピーのコー

ＣＰＥ研修会

ナーでのんびりするもよし。大人
は勇気を出してバックドロップや
フライングダイナソーにチャレン

会員異動
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河内地区会新年会企画
名湯「湯村温泉」でカニを味わう一泊二日の旅

稿

河内地区会 公原 博之
年が明けて最初の週末である1月7日〜8日に、湯村

定例役員会

温泉に行ってきました。吉永小百合が主演した夢千代
日記の舞台で有名な温泉街です。場所は兵庫県です
が、もう少しで鳥取県というところです。

泉玉子は12分程度で
出来上がります。
吉永小百合さんをイ
メージした夢千代像

地区会

昨年は福井の芦原温泉に行きましたが、温泉旅館で

も、荒湯から橋を渡っ

ゆっくりくつろげたことは、とても良い経験で、ゆっ

てすぐのところにあ

くりお話しもできましたし、一種の連帯感も生まれま

り、昨年お亡くなりになった原作の早坂暁さんの手形

した。今年も、温泉でゆっくりしたいと思っていたと

や吉永小百合さんの手形がありました。

ころ、昨年ご一緒させていただいた橋本先生から、湯
村温泉をオススメしていただきました。
大阪駅から兵庫県の和田山を越え、スキーで有名な
神鍋高原の最寄り駅の江原駅まで、特急コウノトリで

夕食は、カニすき鍋でした。とにかく、おいしかっ
たです。お腹一杯になってしまい、残してしまいまし
た(泣)。最後のカニ雑炊も食べきれずにとても残念で
した。

厚生部
ご案内

2時間半。そこから、旅館のバスでさらに50分。途

お風呂は地下と屋上にあり、屋上は総ヒノキのお風

中、神鍋高原を抜けていきます。今年は1月初旬でも

呂でした。とても良い香りがしました。地下は露天風

雪が多く、スキー場を横目で見ながらの移動でした。

呂があり、ひんやりした空気と暖かいお湯がマッチし

旅館の方に雪でバスの迎えができないことがあるので

たとてもいいお風呂でした。雪が積もっていたらもっ

すかと聞くと、「雪がたくさん降っていても、電車が

と風情があったと思われます。夜中に男女の入れ替え

動いている限りはお迎えに上がっています」とのこ

があるので、両方のお風呂を堪能できました。

と。理由は、迎えの時間帯が午後からであること（凍

翌日は10時にチェックアウトをして、湯村温泉を再

結の心配はない）、その時間帯なら除雪もほとんど終

度散策し、お土産を買った後、旅館にもどり、温泉に

わっていること、とてつもない豪雪時なら電車も止ま

つかってから、帰りのバスに乗りこみました。大阪駅

ることということでした。

までの電車も遅れることなく予定通り帰れました。参

会長活動報告

宿泊する旅館は「佳泉郷いづつや」でした。ここは
昭和天皇・今上天皇も宿泊されたことのある由緒正し

加された皆様、お疲れさまでした。ご協力ありがとう
ございました。

ＣＰＥ研修会

き旅館で、総料理長の井上さんは「料理の鉄人」に出

河内地区会では、このように和気あいあいとした雰

演されたほどの腕前の方で、2010年には「現代の名

囲気で活動しております。楽しい企画を行いますの

丁」にも選ばれておられます。そしてここは、2018年

で、みなさまのご参加をお待ちしております。写真は

の第43回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」で

井上総料理長と一緒に。

20位、関西では堂々の第1位に選ばれています。
今回の旅行のテーマは「温泉旅館でゆっくりしよ
う！」だったので、観光は湯村温泉の温泉街を散策す
るのみでした。温泉街といっても、本当に小さな町な
ので旅館から歩いて回りました。

会員異動

夢千代日記で有名な荒湯
は、ドラマ当時の雰囲気はほ
ぼ変わっていませんが、足湯
が整備されていました。荒湯

事務局だより

の源泉は約98℃もあり、温
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ボウリング大会 2017 講評

告

厚生部サポーター 相本 忠弘
賞も多く用意され

近畿会・兵庫会・京滋会厚生部主催（準会員会近畿

ており、表彰式で

分会共催）のボウリング大会が行われました。今回

名前を紹介された

のボウリング大会は会員・準会員の皆様だけではな

際には、周りから

く、そのご家族や事務職員の方も多く参加いただ

も大きな歓声が上

き、全員で65名（うち女性が19名、小学生以下が

がっていました。

22名）の方がボウリングを楽しまれていました。

定例役員会

「桜橋ボウル」におきまして、日本公認会計士協会

稿

のみならず、飛び

寄

平成29年11月26日（日）に、梅田にあります

ボウリングは大人

レッスンが行われ、参加者の皆様も普段ではなかな

小さなお子様でも気

か体験することができないプロのレッスンを聞き

軽に楽しめるスポー

入っていました。レッスンにおいては、ボウルの選

ツですので、今回も

び方や、ボウルを投げる際の注意点等の様々な観点

多くのご家族の皆様

からアドバイスをいただき、その後の本番に備えて

に参加いただけたこ

入念に練習も行いました。

とは大変嬉しく感じ

いました。各レーンでは1ゲーム目からハイレベル

リング大会のよう

な戦いとなり、レーンによっては200点越えのスコ

に、普段とは違う環

アをたたき出していました。2ゲーム目に入り、

境において、イベン

レーンや会場の雰囲気にも慣れてきたこともあり、

トに参加していただ

1ゲーム目より好スコアを出す方も多くいらっしゃ

くことは、交流関係

いました。最終結果は、2ゲーム合計で全体1位が

も広がり大変良い機

374点、2位が370点、3位が367点となり、ハイレ

会だと思いますの

ベルかつ僅差の勝負となりました。また女性部門で

で、今後もより多く

は、1位が323点、2位が272点、3位が269点、小学

の方のご参加をお待

生以下部門においては、1位が242点、2位が238

ちしております。

福澤 裕子さん
藤原利律子さん
森本 裕子さん

北口 朝陽くん
相本 俊輔くん
田中 大暉くん

点、3位が215

ＣＰＥ研修会

点という結果に

会長活動報告

ました。今回のボウ

東良 徳一会員

ご案内

ボウリング大会は2ゲーム合計のスコアで競い合

天正 悠樹会員
田中 健一会員

厚生部

だけでなく、女性や

地区会

ボウリング大会開始前にはプロによるボウリング

なり、こちらも
白熱した戦いと
なりました。
ボウリング大
会の後は、軽食

会員異動

を含む懇親会及
び表彰式が行わ
れました。表彰
式では、上位者
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特
集

厚生部 REPORT
報
告
寄

第8回近畿C.P.A.ゴルフ選手権
開催報告

稿

厚生部 副部長 荒井 巌
平成29年12月2日（土）、第8回近畿C.P.A.ゴルフ選手権が泉が丘カントリー

定例役員会

クラブ（岩湧コース36、金剛コース36、葛城コース36、PAR72）で開催されま
した。
第8回大会となる今回は、4人一組による団体戦スクラッチ競技を取り入れたこ
ともあって、各事務所より腕に覚えのある多くの方にご参加いただき、総勢44名でのゴルフ選手権となりました。
風もなく暖かな絶好のゴルフ日和のなか、8時24分<岩湧→金剛コース> 6組・<金剛→葛城コース> 5組が一斉に
スタートし、全組無事ホールアウトすることが出来ました。

地区会

今回の競技の方法は、従来の①ハンディキャップ競技（ダブルペリア方式、同スコアは上位ハンディ者を上位
とする）、②スクラッチ競技（同スコアは年齢上位者を上位とする）に加え、本年より③予めエントリー頂いた
チームの上位3名のグロススコア合計で競う競技の３部門で行われ、このほか各コースそれぞれ一つずつニアピン
賞とドラコン賞が設けられておりました。
①ハンディキャップ競技結果

厚生部

ハンディキャップ競技では、
昨年に引き続き熱戦となりまし
たが、米亨和さんがNET70.6
で優勝に輝きました。

順

位

優

勝

氏

名

米

岩 湧 葛 城 金 剛 TOTAL HDCP NET

亨和

42

55

97 26.4 70.6

準優勝

髙田

篤

43

39

82 10.6 71.4

3

増田

豊

56

47

103 31.0 72.0

位

ご案内

②スクラッチ競技結果

ハンディキャップ競技優勝者

スクラッチ競技でも、ハイレベルの
白熱した戦いが繰り広げられました
が、頭一つ抜け出した初参加の鈴木竜

会長活動報告

介さんがOUT40、IN40という素晴ら
しいスコアで優勝に輝きました。
③団体戦競技結果

順

位

氏

名

優

勝

鈴木

竜介

40

40

80

準優勝

前田

俊之

38

43

81

3

位

荻野

朝弘

40

41

81

4

位

髙田

篤

43

39

82

5

位

小川

泰彦

43

42

85

岩 湧 葛 城 金 剛 TOTAL

団体戦競技では、各チームのグロス
スコア上位3名の合計スコアによ

ＣＰＥ研修会

り順位が決定されます。
今大会では、仰星と愉快な仲間
チームが2位以下に大きな差をつ

順

位

優

勝

チーム名

合計スコア

スクラッチ競技優勝者
メンバ ー

仰星と愉快な仲間

247（平均82.3） 髙田 篤、小川泰彦、新田泰生、鈴木竜介

準優勝

あずさAチーム

264（平均88） 脇田勝裕、前田俊之、出水賢治、米 亨和

3

アウトサイダーズ

276（平均92） 橋本昌直、荻野朝弘、陰地弘和、竹村 聡

位

けて優勝に輝きました。

会員異動

和気あいあいとした雰囲気の中、今大会も大いに盛り上がるゴルフ選手権と
なりました。
最後になりましたが、滞りない大会の進行にご協力頂きました参加者の皆様

事務局だより

に、心より御礼申し上げます。
団体競技優勝者
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厚生部 REPORT
報

クリスマスパーティー報告

告

厚生部サポーター 谷口 純一
公認会計士協会近畿会・京滋会・兵庫会三会共催の

に会場の子供たちは大盛り上がり、とても喜んで頂

クリスマスパーティーが開催されました。前期より

き大成功だったと感じています。

稿

すが、驚きと笑いがふんだんに盛り込まれたショー

寄

昨年の12月3日（日）にヒルトン大阪にて、日本

サポーターとして参加させて頂きましたので、当日
定例役員会

の様子を報告いたします。
ヒルトン大阪でのクリスマスパーティーは今年で
三年目となり、今回も募集人数を超える170名近く
の方々が一足早いクリスマスの雰囲気をご家族と共

地区会

に楽しく過ごしていらっしゃいました。
世間はクリスマスムードに突入し、ホテルには大
その後はお料理を楽しみながら、終始和やかな

後の忙しさを前に普段スーツ姿のお父さんたちも、

ムードで笑顔と笑い声が絶えない温かい空間となり

この日はリラックスした服装で、手をつないでいる

ました。子供

ドレスアップしたお子様もわくわくした様子。宴会

同士が仲良く

場入り口のクリスマスツリーの飾り付けも子供たち

なるだけでな

に手伝ってもらい開演の準備は完了です。

く、大人同士

厚生部

きなクリスマスツリーも彩られていました。年末最

の新たな交流
が深まるの

さんがゆっくりとお料理やショーを楽しめるよう、今

も、このクリ

年から円卓の完全着席スタイルを採用し、小さなお子

スマスパーティーの良い点だと私は感じています。

ご案内

前年までは半立食のビュッフェ形式でしたが、みな

様も参加しやすくなったのではと思います。
好をした私）からクリスマスプレゼントをご家族に
一個、お子様には一人一個プレゼント！笑顔
いっぱいでのフィナーレとな

ＣＰＥ研修会

りました。

会長活動報告

最後は恒例の大抽選会で、サンタクロース（の恰

来年も今年以上にみな
さんが楽しめるよう厚生
部で企画を考えていき
たいと思います。ご
リスマスパーティーのはじまりです。
今年の目玉は、あらびき団でお馴染みの「風船太

興味を持たれた方、

会員異動

「メリークリスマス！！！」の掛け声とともにク

是非ご家族揃って
ご参加ください！

郎さん」によるバルーンショーでした。ネタバレと

宜しくお願い致しま

なってしまいますので詳細内容は控えさせて頂きま

す！！
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特
集

近畿CPAゴルフ会

厚生部 REPORT
報
告

ゴルフ部開催報告
西田 俊幸

寄

第290回近畿CPAゴルフ会が、2017年12月5日に鳴尾ゴルフ倶楽部で開催された。当日は、風は冷たかったも

稿

のの、師走とは思えぬ穏やかな天候だった。また、前日夜の雨にもかかわらず、コースコンディションが素晴ら
しかったのは、さすがとしか言いようがない。
新名神の延長が、当初予定から延期されて12月10日からとなり、今回のコンペに間に合わなかったのは残念

定例役員会

だったが、この延長によってアクセスが改善されると考
えられる。
但し、ゴルフの後は、同ゴルフ倶楽部のすきやき亭
で、すきやきでの忘年会が行われるのが恒例となってい
る。そのため、他のコースでの開催時に比して電車＋倶

地区会

楽部バスで参加される先生方も多く、このコンペ参加者
にとっては、あまり影響がないかもしれない。
順位は以下の通りであり、今年から参加された市原先

厚生部

生が素晴らしいスコアで優勝された。
（上位入賞者のみなさん）

ご案内

順

位

氏

優

勝

2

（敬称略）

名

OUT

IN

市原

正人

40

46

86

10

76

位

酒井

清

46

40

86

9

77

3

位

小黒

敬三

41

42

83

4

79

4

位

上村

恭一

49

47

96

13

83

5

位

齋藤

好江

56

48

104

21

83

GROSS HDCP

NET

会長活動報告

ベストグロス： 小黒敬三
優勝者

市原正人 会員

近畿CPAゴルフ会は、エントリーが困難な名門コースで開催されます。近畿会の会員であれば参加可能ですの
で、スコアに過度に神経質になることなく、参加してみてください。参加については、近畿会事務局までご連絡

ＣＰＥ研修会

ください。
次回予定は、以下の通り。
2月24日（土）城陽カントリー倶楽部

会員異動

4月 4日（水）宝塚ゴルフ倶楽部

東コース（土曜日ですが、平日コンペ料金）

旧コース

6月 6日（水）茨木カンツリー倶楽部

西コース

12月 4日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部
8月、10月：日程、コースともに未定。

事務局だより
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関西地区三会親睦忘年囲碁会

厚生部 REPORT

報

囲碁部だより

告

兼井 和夫
寄

１. 関西地区三会親睦忘年囲碁会

稿

平成29年12月17日（日）18日（月）に京滋会主催にて、関西地区三会親睦忘年囲碁会を聖護院御殿荘光淳に
於いて開催しました。近畿会から6名、兵庫会から1名、京滋会から3名、計10名の参加者でした。熱戦の結果は
対局表のとおりです。

定例役員会

優 勝 福永 武郎 7段（兵庫会）5戦4勝
準優勝 松山 治幸 2段（近畿会）5戦4勝
３位
兼井 和夫 2段（近畿会）5戦3勝
右の写真は、囲碁会第一日目、17日（日）の御殿荘光淳の対
局会場における記念撮影および懇親会における記念撮影です。

地区会

２. 平成29年度行事実績
（１）関西地区三会親睦囲碁会
平成29年4月8日（土）近畿会当番

近畿会会議室

（２）東西対抗親睦囲碁会
厚生部

平成29年7月9日（日）〜10日（月）
東側当番「熱海ニューフジヤホテル」
（３）関西地区三会親睦囲碁会
平成29年9月9日（土）兵庫会当番

兵庫会研修室

（４）関西地区三会親睦忘年囲碁会

関西地区三会親睦忘年囲碁会 対局表

光淳」

平成29年12月17日（日）〜18日（月） 於：聖護院御殿荘光淳

2段

7段

宮田

要

6段

×

山中

静

2段

×

松山 治幸

2段

兼井 和夫

2段

福永 武郎

8段

○

堀村不器雄

4段

○

近藤 一郎

4段

×

中野 淑夫

3段

×

×

×

○

○

○
○

○

○

○

×
×

×
×
×

×

×
○

○
○

○
×
×
代

○
×

○

3

2

2

2

1

1

3

4

1

9 準優勝

○

3

2

3位

×

4

1

11 優勝

○

2

2

1

4

2

3

○

○

×

×

○

○

2

×

17401

×
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田中 耕三

○

会員異動

11段

3段

ＣＰＥ研修会

坂井 俊介

2段

会長活動報告

2段

位

京滋会

6段

順

兵庫会

段位 11段 7段

対戦相手の勝数

○

数

近畿会

氏 名

数

×

一郎

所属会

負

×

勝

4段

淑夫

4段

2

中野

8段

近藤

1

武郎

和夫

治幸

静

要

耕三

俊介

2

堀村不器雄

4

福永

3

兼井

4

松山

1

山中

2

宮田

2

田中

相手名

2

坂井

個人勝数

御殿荘

ご案内

平成29年12月17日（日）〜18日（月）京滋会当番「聖護院

特
集

厚生部 REPORT
報
告

ハイキング部報告
吉川 和美

寄
稿

平成29年12月23日

伏見の酒造蔵と伏見桃山城を巡るミニコース

定例役員会

（参加者10名）

地区会

去る2017年12月23日の土曜日、ハイキング部で

ここまでは町中のアスファルトの道でしたが、そ

は、〜伏見の酒造蔵と伏見桃山城を巡るミニコース

の後は平坦ながらも砂利みちなどを含むハイキング

〜と題したハイキングを行いました。参加人数は10

コースとなり、道中の御陵を参拝しながら伏見桃山

名でした。今回は６Km程度の短いコースを見どこ

城まで歩いて、お城をバックに記念写真撮影を行い

ろを見学しながら歩くコースであり、青空も見える

ました。その後はハイキング道を歩きつつ桓武天皇

穏やかな天候のもと、参加者一同、2017年最後の

陵を参拝、近鉄丹波橋まで歩いたところでコースは

ハイキングを楽しみました。

終了となり、夕方には解散となりました。

厚生部
ご案内

コースは、11:00に京阪中書島駅に集合して出

今回は伏見の酒蔵に幕末の歴史ロマン、お城に御

発、まずは寺田屋事件と坂本龍馬で有名な「寺田

陵と見どころも盛りだくさんでしたが、お昼前に集

屋」の見学からスタート。寺田屋はご承知の方も多

合してしっかり歩き、歩き終わったらさっくり終了

いでしょう、現在も宿泊可能な民宿となっており、

するのもわがハイキング部の魅力の1つです。

中に入ると、坂本龍馬が慶応2年（1866年）に幕吏

（コースによってはハードな時もありますが…）ハ

の襲撃を受けた部屋や、龍馬の愛するお龍が捕方に

イキングには興味を持ちつつも、長時間歩くのは

気づいて裸のまま駆け上がったという階段、柱に残

ちょっと…という方にも今回のコースであればおす

る当時の刀傷と、幕末情緒が味わえる有名な見学ス

すめです。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

ポットです。見学してすっかり歴史ロマンにひたっ

ハイキング部では、健脚向きの山歩き、一般向け

た後、黒い板塀と白壁の土蔵が続く伏見の酒蔵街を

の街歩きなど、バリエーション豊かなコース設定を

歩いたころにはお昼となり、日本酒「黄桜」、カッ

して部員一同ハイキングを楽しんでおります。新た

パのイメージキャラクターで有名な黄桜㈱がプロ

な部員も歓迎

デュースした黄桜酒場で昼食。作りたてのタル酒や

していますの

にごり酒、山田錦でできたビールなどを堪能、部員

で、親睦のた

一同大いに盛り上がりました！食事のあとは隣接す

め、健康増進

る売店で、できたばかりの酒粕や甘酒、蒸しあがり

のため等、ご

ホカホカの酒まんじゅうをお買い物。昼ご飯とは別

興味をお持ち

に、別腹でおまんじゅうも食べておなかがふくれた

になられた方

ところで、近隣の月桂冠大倉記念館を見学。日本酒

は近畿会事務

がどのようにできるのかを改めて学んだ次には、湧

局又はお近く

き出る水が日本名水百選にも選ばれている、神功皇

の部員まで、

后をお祀りする御香宮神社まで歩いて参拝。神社で

どうぞお気軽

はお水の他、朱印やお守りをしっかりゲットしてい

にお声がけく

るメンバーも。

ださい。

事務局だより
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観劇部活動報告

告

俣野 朋子
寄
稿

平成30年1月14日（日）

宝塚花組公演「ポーの一族」

定例役員会

2017年度第3回目の活動は、宝塚大劇場での「ポーの一族」の鑑賞でした。この
「ポーの一族」は、萩尾望都原作の少女漫画で、昭和47年に第1作目が発表されて
以来、少女漫画の枠を超えて幅広い読者を獲得してきた漫画史に残る傑作です。
しかも舞台演出家の小池修一郎氏が昭和60年にミュージカル化を申し出て以来
30年余りの間、萩尾望都があらゆる上演希望を断り続けた末、やっと舞台化された

私は久しぶりの宝塚観劇で事前にネットであらすじや出演者等などの情報を調べて、そのプレミア感に期待に

地区会

待望の演目とのことです。

胸を膨らませて当日を迎えました。
今回はチケット入手が困難な舞台にも関わらず正副部長のご尽力で１階前方のかなり良い席で見ることができ
で呼べるようなコアなヅカファンがちらほらいらっしゃって、開演までの間も出演者等のトリビアを教えても

厚生部

ました。参加者はやはり人気の演目で観劇部メンバー13名同伴者15名の総勢28名。しかも出演者をニックネーム
らって宝塚の世界にどっぷりはまりながら開演を待ちました。

舞台が始まるとそのストーリーの面白さと主演の明日海りおさんの演技力・歌唱力に圧倒され、そして絵画のよ
れ、お約束のラインダンス（ロケット）は作品を象徴するバラ色の衣装に身を包んでのダンスで圧巻でした。

会長活動報告

終演後はいつものティータイムです。阪急宝塚駅前の宝

ご案内

うな舞台の美しさに見入っていてあっという間に時間が過ぎていきました。最後は宝塚らしいショーで締めくくら

塚ワシントンホテルの喫茶店シャンゼリゼでケーキセット
を食べながら、宝塚のベテランも初心者も一緒になって感
想をのべ合っているとこれもまた時間の過ぎるのがあっと
いう間でした。

ＣＰＥ研修会

最後になりましたが、いつも素敵な演目を厳選し良い席
を確保頂いている部長の蔵口さん、副部長の梨岡さん、本
当にありがとうございます！これからも素敵な舞台を楽しみにしております！！

会員異動

＜お知らせ＞
2018年度第1回は6月10日(日)新歌舞伎座「1789〜バスチーユの恋人たち」、第2回は9月17日宝塚月
組「エリザベート」を予定しております。いずれもチケット入手困難が予想されますので、観劇部会員も
先着順になるかもしれません(予算制限があるので)。入会希望はお早めに事務局までご連絡ください。
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集
平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成30年1月実績及び2月予定
報
実施月日

時

間

分野

告
10:00〜11:40 税

寄
稿

1 月 1 1 日 13:00〜14:40 税

定例役員会

14:50〜16:30 税

1 月 1 2 日 14:00〜16:00 倫

1 月 1 5 日 18:30〜20:30 監

地区会

10:00〜11:40 倫

1月19日

13:00〜14:40 税

厚生部

15:00〜16:40 監

1 月 2 2 日 13:30〜16:30 税

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

本部税務業務部会共催DVD研修会
「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却
務 資産申告書」
（平成29年11月6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13回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「金融商品課税の要点」
（前半）
務
（平成29年10月30日 本部税務業務部会主催研
修会（第50回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「金融商品課税の要点」
（後半）
務
（平成29年10月30日 本部税務業務部会主催研
修会（第50回））
公認会計士社外役員ネットワーク研修会
2
理
「公認会計士社外役員としての基本姿勢と心構え」
関西地区三会共催研修会（IT委員会）
「勘定科目別CAATの着眼点と実践ポイント〜不正
査
会計の兆候を早期発見するための実践的スキル〜」
（会場：北浜フォーラム）
新春全国研修会
理「公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認 2
会計士協会が果たすべき役割」
新春全国研修会
務「法人税法22条4項の公正処理基準と企業会計の
基準」
新春全国研修会
査
「不正への対応」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
務 委員会）
「近年における国際課税関係の税制改正について」

2

2

大西寛文氏（公認会計士社外役員ネットワーク
副代表幹事）

ご案内

18:30〜21:00

会長活動報告

1 月 2 9 日 13:30〜16:30

2 月 6 日 18:30〜20:30

ＣＰＥ研修会

10:00〜11:40

2 月 7 日 13:00〜14:40

15:00〜16:40

会員異動
事務局だより
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村井直志氏（公認会計士村井直志事務所 代表）

2

関根愛子氏（日本公認会計士協会会長）

弥永真生氏（筑波大学大学院
究科教授）

2

土屋重義氏（本部租税相談員

3

国際課税担当）

3

石井知浩氏（本部非営利業務支援専門部会医療
法人分科会専門委員）、大西正祐氏（近畿会社会
保障委員会医療法人小委員会小委員長）

3

脇一郎氏（株式会社JBAホールディングス代表
取締役、公認会計士）

田中豊氏（本部租税相談員

3

2

ビジネス科学研

さちえ氏（公認会計士、公認不正検査士、一般
社団法人日本公認不正検査士協会理事）

2

不正
事例

社会保障委員会医療法人小委員会研修会
「医療法人会計基準と医療法人の内部統制」

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）
「次世代IT技術（AI,RPA,フィンテック等）で経理
その他
財務部門が変わる〜「プロセス」と「ヒト」は何が変
わればいいのか〜」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
税 務 委員会）
「法人税重要実務事例Q&A-PartⅡ」
ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委
コンサル 員会）
ティング「中小企業、
ベンチャー企業のための知財経営〜知
財金融の視点から〜」
（会場：日本弁理士会 近畿支部室）
春季全国研修会
コンサル
「事業承継支援専門部会研修 実務編 円滑な撤
ティング
退支援（廃業支援）〜課題と対策」
春季全国研修会
コンサル
「事業承継支援専門部会研修 実務編 中小企業
ティング
の事業承継〜親族外承継の実態とスキーム」
春季全国研修会
監 査「監査の品質管理の実務〜金融機関及び学校法人
の監査業務に係る改善勧告事例〜」

師

2

14:00〜17:00 会 計
1月26日

講

法人税担当）

2

林茂樹氏（大阪工業大学 知的財産学部 学部
長 教授）、吉田敏氏（池田泉州銀行 先進テク
ノ推進部 部長）

2

清水久員氏（本部事業承継支援専門部会委員）

2

上原久和氏（本部事業承継支援専門部会委員）

岩瀬高志氏（本部品質管理委員会 主席レビュー
アー）

特
集

実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

春季全国研修会

13:00〜14:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

2月13日
14:50〜16:30

2月15日
18:30〜20:30
2 月 2 3 日 13:30〜16:30

財務省主税局担当官

2

志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

2

2

3

2

3

小畑良睛氏（一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部 主幹）
近藤英世氏（公認会計士、東海会組織内会計士
小委員会メンバー）
伊藤拓也氏（本部非営利法人委員会 非営利業
務支援専門部会 公益法人分科会 専門委員）

厚生部

14:00〜17:00

亀岡保夫氏（公認会計士）

地区会

13:00〜14:40

2

定例役員会

2 月 9 日

加藤俊直氏（本部IT委員会情報セキュリティ等
対応専門委員会 専門委員長）

稿

10:00〜11:40

筏井大祐氏（本部IT委員会XBRL対応専門委員
会専門委員長）

2

寄

15:00〜16:40

事例」ほか〜」
春季全国研修会
「IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデー
タに対する合意された手続業務に関する実務指
監 査
針」及びIT委員会研究報告「電子開示書類等の
XBRLデータに対する合意された手続業務に関す
るQ&A」の解説」
春季全国研修会
「公認会計士業務における情報セキュリティ及び
2
倫 理
会員事務所が利用する外部委託先に係るセキュリ
ティの考え方について」
春季全国研修会
「社会福祉法人改革で期待される公認会計士等の
会 計
会計監査及び支援業務等〜会計基準の省令化及び
制度改革において高まる公認会計士の役割〜」
春季全国研修会
税 務
「平成30年度税制改正大綱の解説」
春季全国研修会
倫 理「倫理規則改正に向けた動向について〜違法行為 2
への対応及びローテーション〜」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「譲渡所得における取得費〜最近の相談事例から〜」
税 務
（平成29年11月8日 本部税務業務部会主催研修
会（第51回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「所得税確定申告の基礎と実務」
税 務
（平成29年11月28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14回））
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
税 務
「平成30年税制改正」
（組織内会計士委員会）
コンサル 関西地区三会共催研修会
ティング「企業勤務の体験談について」
関西地区三会共催研修会（公益法人小委員会）
会 計
「公益法人をめぐる会計諸問題について」

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）

2
不正
事例

告

2 月 8 日

「期末監査で留意すべき不正
査「監査提言集の解説〜

師

報

10:00〜11:40 監

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

ご案内
会長活動報告

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

ＣＰＥ研修会

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

会員異動

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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特
集

髙田篤会長活動報告

平成29年度

報

TOPICS

会務報告

告

平成30年（2018年）が始まりました。近畿会の役員体制も丁度1年半の折り返し時点を過ぎ、残りの任期を会員の皆様のた
めに全力で会務に取り組みたいと考えております。
また、本年は公認会計士制度が創設されて70周年の節目の年でもあります。近畿会では、8月31日に記念講演会と記念パー
ティを奈良におきまして開催する予定です。これまでの歴史を振り返りつつ、より良い未来を考える機会となれば幸いです。

寄

昨年12月8日、日本公認会計士協会から「十分な監査期間の確保について」という会長声明がプレスリリースされました。

稿

現状、多くの企業の監査について決算短信による財務数値の公表までに監査報告書を出したり、審査を終了させてたり、少な
くとも大部分の監査手続を終了させることを要請されている例が多い状況です。
ご承知の通り、決算短信の公表数値は、監査済であることは要求されていないにも拘らず、企業サイドからの要望に応えて
いる現状が伺えます。もとより資本市場の信頼は、適正な財務報告を前提としており、公認会計士が担っている会計監査は、

定例役員会

その信頼維持の一端を担う重要な制度であり、高品質な監査を実施するには、企業とのコミュニケーションや専門的な判断を
行うのに十分な期末監査期間の確保が重要であります。
この点につき、コーポレートガバナンス・コード【原則３−２．外部会計監査人】及び補充原則３−２②にも、会社及び会計監
査人が十分な監査時間を確保することが掲げられており、双方の理解と努力を継続する必要があるものと考えます。
最後にIESBAの規則改正に伴い、日本においても「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」が改正され、
パートナーローテーション制度が変わります。適用時期は、2020年4月1日以降開始事業年度からですが、適用開始年度の直前

地区会

年度において、旧規定に基づく「２会計期間」のインターバル期間を満たしている場合には、フレッシュスタートできるた
め、個々の事情によっては、2018年4月1日開始事業年度からの筆頭業務執行社員等について検討する余地があることをお知ら
せいたします。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

厚生部

12月22日

金

14:30〜17:30

正副会長会議（Web参加）

日本公認会計士協会近畿会

12月25日

月

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

新年挨拶回り

近畿財務局他

1月9日

火
13:00〜15:30

臨時正副会長会議（Web参加）

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

新年賀詞交歓会（近畿会）

ザ・リッツ・カールトン大阪

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

14:30〜17:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

11:00〜12:30

新年賀詞交歓会（協会本部）

帝国ホテル

14:00〜17:00

常務理事会

日本公認会計士協会

17:00〜19:00

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜14:30

理事会

日本公認会計士協会

14:40〜15:35

理事懇談会

日本公認会計士協会

15:45〜17:40

租税施策検討P.T.

日本公認会計士協会

13:30〜15:30

中規模法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

10:00〜12:00

第262回企業財務研究会

近畿財務局

15:00〜16:00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

9:00〜14:00

ご案内

1月10日

水

1月12日

金

会長活動報告

1月15日

1月16日

ＣＰＥ研修会

1月17日

1月22日
会員異動

1月25日

月

火

水

月

木

事務局だより
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集

INFORMATION

公認会計士協同組合

報

新刊書販売のご案内

告

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

学校法人会計ハンドブック 平成29年版
新日本有限責任監査法人

著

日本実業出版社

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

稿

村井直志

URL

寄

よくわかる「自治体監査」の実務入門

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

編

学校経理研究会 刊（発売元：霞出版社)

刊

定価2,800円+税

定価4,800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）

学校法人の会計に携わる理事者及び担当

の基礎知識から残高管理の業務フロー、

者、監査を担当する監事、外部監査を担う

内部統制制度の設計プロセス、CAAT

公認会計士等に役立つ学校法人会計の手引
書。学校法人会計基準をはじめ、資金収

ら求められる監査基準のイメージまでをわかりやすく解説し

入・事業活動収入から監査までをわかりやすくコンパクトにまと

ています。

めています。平成20年版以来、待ちに待った改訂版です。

見方、示し方がつかめる 公益法人会計の基本

監査品質の指標（AQI）

新日本有限責任監査法人
清文社

編

町田祥弘

編著

同文舘出版

刊

刊

定価3,200円+税

定価3,400円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

地区会

（コンピュータ利用監査技法）、これか

定例役員会

自治体監査の担当者に向け、財務書類

定価より15％引き（送料別）

務」（平成29年2月刊）のコンパクト

議論されています。本書は、アメリカをは

版。利用者がより使いやすいよう要点を

じめ世界各国において、監査事務所レベ

まとめ、頻出事項を厳選し、記載例を掲

ル、監査業務レベルで報告・開示が検討さ

載しています。平成29年6月改正の「公益法人の会計に関す

れている「監査品質の指標（AQI）」を、制度、研究および実態

る諸課題の検討の整理について」等に対応。

の各側面から検討し、わが国での利用の可能性を探っています。

厚生部

既刊「公益法人・一般法人の会計・税

様々な会計不正問題から監査の在り方が

ご案内

平成30年版会計監査六法シリーズ予約受付のご案内

公認会計士協同組合では、株式会社高島屋の「お買物優待券」をお配りしております。「お買物優待券」は高島屋大阪店、堺店、泉
北店、京都店、洛西店でのお買物にご使用いただけます。お買物1口（但し、消費税を除く価格3,000円以上）につき、その値札金額
の5％を割引いたします。（なお、一部除外品があります。）
「お買物優待券」をご希望の方は当組合事務局へご請求下さい。（電話03-3515-8960）
※発送は２月下旬からとなりますのでご了承ください。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。

17407
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公認会計士協同組合では、㈱阪急阪神百貨店のお得意様カードの入会をお取次ぎしております。入会金・年会費は無料で同百貨店で
のお買い物が10％のご優待割引（一部除外品があります）がある特別なカードです。
入会申込書をご希望の方は、当組合事務局（電話03-3515-8960）までご連絡ください。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。

会員異動

阪急阪神お得意様カード《プレミアム》のご案内

ＣＰＥ研修会

《高島屋お買物優待券》のご案内

会長活動報告

日本公認会計士協会出版局より平成30年版会計監査六法シリーズが3月上旬に発刊されます。当組合では、特別価格を設定し、ご予
約を承っております。「協同組合ニュース新年号（1月1日発行）」に同封の振込用紙をご利用くださいますと、送料が一律500円とお
得です。（通常650円）
組合員特価
会員特価
会計監査六法
（定価6,200円＋税） 5,220円（税込） 5,350円（税込）
金融会計監査六法
（定価6,000円＋税） 5,050円（税込） 5,180円（税込）
学校法人会計監査六法 （定価5,000円＋税） 4,210円（税込） 4,320円（税込）
非営利法人会計監査六法（定価6,000円＋税） 5,050円（税込） 5,180円（税込）
※送料別

特
集

CPE LETTERからの転載

ご案内

報
告

★CPE制度改正に関する重要なお知らせ★
義務不履行者に対する措置・懲戒の制度が変わりました

寄

本会は、公認会計士の自主規制団体として、CPEの受講義務を履行しない会員に対して、会則に基づく懲戒処

稿

分を含む様々な方法により違反状態の是正に取り組んできましたが、依然として義務を履行しない会員が存在し
ている状況にあります。公認会計士の業務に対する信頼性の維持・向上が求められている中、是正措置の実効性
向上の観点から必要な制度整備を行うため、平成29年7月19日開催の第51回定期総会においてCPEに関する会則

定例役員会

及び継続的専門研修制度に関する規則（以下「CPE規則」という。）が改正され、CPE義務不履行者に対する措
置・懲戒の制度が変わりました。
新制度における措置の内容は以下のとおりです。

1. 新制度における義務不履行者に対する措置について
地区会

平成29年度の研修より、義務不履行者となった会員に対して、第1段階の措置として、履修に関し「指示」す
るとともに、その旨を「公示」します。（会則第117条第1項、第3項）
そして、「指示」を受けた会員は、速やかに改善措置を講じ、協会の求めに応じて改善措置の状況を報告しな
ければならないものとします。（CPE義務不履行細則第1条）

厚生部

履修結果の確定

義務不履行者全員
対象者

履修指示

ご案内

履修計画
履修指示対象者全員
＝義務不履行者全員

会長活動報告

会報、CPEレター、
会員マイページ *
* 会員・準会員のみ閲覧可能

公示

【指示の内容】
・指示した日の属する事業年度の履修義務を
達成すること
・履修義務達成のための履修計画及び研修の
履修状況を1か月以内に提出すること
（CPE義務不履行細則第1条）
【公示する事項】
①氏名、②登録番号、③所属地域会
④履修に関する指示の内容及びこれに付随す
る事項（CPE義務不履行細則第2条）

※これまでのように、義務の達成度合い（必須研修科目の履修有無や、合計履修単位数）によって措置の内容が
ＣＰＥ研修会

変わることはありません。義務不履行者は一律同じ措置となります。
「指示」を受けた会員が当該指示に従わず、翌事業年度についても義務不履行者となったときは、第2段階の措
置として、当該指示に違反した旨を「公表」することとします。（会則第117条第4項）

会員異動

公表する媒体：協会ウェブサイト（一般の閲覧が可能な部分）
公表する事項：①氏名、②登録番号、③所属地域会、
④会則第117条第1項の規定による指示に違反した旨
「指示」・「公示」・「公表」の措置によってもなお改善が見られない場合には、最終的な処分として綱紀審査会の議

事務局だより

に基づく懲戒を行うこととします。（会則第50条第1項第六号）
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特
集

2. 新制度における義務不履行者に対する是正措置フロー
3/31

X2年度

3/31

前事業年度の
CPE義務不履行

指示
違反

指示
違反

X4年度

前事業年度の
CPE義務不履行

履修指示

履修指示

履修指示

（会則第117条第1項）

（会則第117条第1項）

（会則第117条第1項）

示

公

示

公

公

示

（会則第117条第3項）

表

公

（会則第117条第4項）

稿

（会則第117条第3項）

寄

公

（会則第117条第3項）

3/31

告

前事業年度の
CPE義務不履行

X3年度

報

X1年度 3/31

表

（会則第117条第4項）

定例役員会

懲戒処分
（会則第50条第1項第六号）

①X1年度の研修履修結果が義務不履行者だった場合、「研修の履修指示→公示」の対象となります。
②X2年度に研修の履修指示を受けたにもかかわらず、研修履修結果が義務不履行者となった場合、X3年度に、
まずは前年度同様、「研修の履修指示→公示」の対象となり、加えて、前年度の指示に従わなかったことに対
③さらに、X3年度の研修の履修指示にも従わず、研修履修結果が義務不履行となった場合は、会則第50条第1項

地区会

し、「公表」の措置がとられます。
第六号の規定に基づく懲戒処分の対象となります。

平成29年7月19日開催の第51回定期総会においてCPEに関する会則及びCPE規則が改正され、国民が公認会計

厚生部

本会ウェブサイトに直近の事業年度の研修履修結果を開示します
士に業務を依頼する際の参考に資するための情報提供の充実の観点から、個人別の研修履修結果について、本会
ウェブサイトにおいて開示することとなりました。
開示する場所、内容、時期については、以下のとおりとなります。
（会則第116条第5項、CPE規則第12条の3第2項）

※画面イメージは後日改めてご案内いたします。

（CPE規則第12条の3第1項）

確定した直近の事業年度の履修結果に応じて、以下のいずれかが表示されます。

ＣＰＥ研修会

義務達成 ／ 義務不履行 ／ 研修の免除
平成30年度中に表示されるのは、平成29年度の履修結果に基づく内容

開示する時期

会長活動報告

日本公認会計士協会ウェブサイト
「公認会計士等検索システム」内の検索結果詳細画面
開示する内容

ご案内

開示する場所

（CPE規則第11条、第12条、第12条の2）

会員異動

履修結果通知（6月上旬予定）⇒異議申立て期間1か月
⇒CPE協議会による異議申立て内容の審議（7月）⇒履修結果の確定

平成30年夏〜秋より開始予定
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特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,477

35

3,512

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

38

687

計

合計

737

4,249

（平成29年12月31日現在）

寄
稿

（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）

藤原
岸田
田窪
渡邉
木村
高橋

良樹 （会
員）
卓 （会
員）
克至 （会
員）
理恵子
（会
員）
有紀子
（四号準会員）
徹 （四号準会員）

月城
西島
服部
金築
川口
広山

良
剛
雅文
広之
将輝
一茂

（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）

【事務所・自宅】
髙橋

（会
有紀恵

員）

定例役員会

転入者
資格変更（準会員から会員へ）
12月21日付
高橋
谷渕
中澤

徹
大吉
莞太

中島
服部

主税
雅文

松尾
宮崎

拓
聖浩

地区会

12月21日付
福竹 亮 （会
員）
小倉 昂浩 （四号準会員）

坂本

吉隆 （四号準会員）

厚生部

会員名簿記載事項の変更
12月8日〜26日
【事務所】

ご案内

将志
拓真
征爾
一志
徳廣
翔悟
明宏
歩美

東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り
神奈川県会より

転出者

入会者

秋山
植村
北島
田島
久井
福本
北條
岡墻

12月8日〜26日
小西 基哉 （会
員）
眞鍋 愛理 （会
員）
田中 基博 （会
員）
鈴木 智子 （四号準会員）

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

尾立 源幸
熊木 実
玉置 絢子
豊 憲一郎
長島 広明
森井 啓一
今西 史弥

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

12月8日〜26日
井川 彩菜 （会
員）
岡林 哲男 （会
員）
肝付 晃 （会
員）
駒田 亮 （会
員）
寳角 智 （会
員）
和田 亜寿紗
（会
員）
西川 夏来 （会
員）
保手浜 洋介
（会
員）
員）
宮﨑 綾子 （会
笹生 憲 （四号準会員）
吉田 龍介 （四号準会員）
大川 英俊 （四号準会員）
羽原 康平 （四号準会員）

東
京
東
東
兵
中
東
東
東
京
中
兵
東

京
滋
京
京
庫
国
北
京
京
滋
国
庫
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

会長活動報告

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して

【自宅】
敏 （会
貴士 （会

員）
員）
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ＣＰＥ研修会

井上
黒田

会員異動
事務局だより

17410

土井
房内

幸訓 （会
亮介 （会

員）
員）

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。

特

集

事務局だより
【慶事】

告

公益財団法人納税協会連合会

町田祥弘

寄
著

町田祥弘

発
発

行

同文舘出版株式会社

贈
者

編

【寄贈図書】

厚生部

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

地区会

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

冬本番真っ最中という２月ですが、新人会計士の姿を見かけるよ

うになるのもこの時期でしょうか。世間一般とは違い、春の桜とと

もにではなく、紅葉のころに合格発表そして北風とともに業界へ

入ってくる初々しい会計士試験合格者さんたち。各職場へのデ

ビューはこれからだという方もいらっしゃると伺いました。この冬

の寒い時期、補習所入所式をはじめ、各法人や地区会等での新人歓

迎会で若い方とお会いする機会があります。試験制度はもちろん、

新人の待遇や研修、仕事など、私の時代とは全然違うことに驚きま

す。独立開業して一人で仕事をしていると、こういうときくらいし

か新人さんと話す機会がないので、いつもこの時期に︵会計士とい

う狭い世界の中でも︶時間の流れ、時代の移り変わりを感じます。

公認会計士を志しこの業界に入ってこられた方々が、どんな夢を

持ち使命を感じているのか、とても興味があります。そしてこの先

事務局だより
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定例役員会

平成29年版第3四半期提出用

公益財団法人納税協会連合会
寄

稿

・会 員 伊與政 元治氏のご母堂 百代様
平成29年12月12日ご逝去 満90歳

行

■第13回「税に関する論文」入選論文集

寄

満97歳

どんな思いを抱いていくようになるのか、も。

私が会計士業界に入ってからの時間と、残り会計士として過ごす

時間を比べると、もう残りのほうがずっと少なくなっています。何

をしてきたのか、何ができたのか、何か残せたのか？ ―--いろい
ろ考えることがあります。そして残りの時間を使って何ができるの

か、何をすべきなのか。会計士人生はもとより、生物としての人生

も残りのほうが少なくなっているのですから、﹁何がしたいの

か？﹂をもう一度考えるよい時期が来たのかと感慨深いです。﹁何

ができるか？﹂はそのあとで考えれば良いのかな？まったく、今頃

周年を迎えます。新人さんには﹁これからや

何を言ってるの？と言われそうですね。
会計士協会は今年

期待すること﹂などお聞きしてみたいです。

︵会報部

梨岡英理子 )

いこと、守っていきたいこと﹂を、先輩方には﹁成し遂げたこと、

りたいこと、やるべきこと﹂を、ベテランさんには﹁変えていきた

70

報

宝印刷株式会社
者
贈
寄

平成29年版第3四半期提出用
四半期報告書記載例

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。

■四半期報告書記載例

・会 員 巻淵 友宏氏のご尊父 慶雄様
平成29年12月29日ご逝去 満76歳
・会 員 東 誠一郎氏のご尊父 顯太郎様
平成29年12月31日ご逝去 満94歳
・会 員 嘉祥寺 真圭氏のご母堂 恵子様
平成30年1月23日ご逝去 満70歳
満65歳
・会 員 矢野 龍彦氏
平成30年1月16日ご逝去
・会 員 中前 半次郎氏
平成30年1月17日ご逝去

者

■監査品質の指標（AQI）

贈

健吾
矢田
員
・会

【弔事】

基本編

留意事項編
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