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報

ITの動向とリスクおよび
情報セキュリティ

告
寄

なればと考えて実施いたしました。そのため、本研

株式会社の堀健太郎氏をお招きし、実施した「ITの

修が皆様のITに関する知見を深めて頂く一助とな

動向とリスクおよび情報セキュリティ」の研修会の

り、ひいては関与先の企業のセキュリティ向上に繋

報告を致します。今回の研修は参加者56名（近畿会

がれば幸いです。

47名、京滋会3名、兵庫会6名）と多数の方々にご
参加いただきました。本情報セキュリティ研修も恒

研修のアジェンダ
1

地区会

研修内容の概要

例になってまいりましたが、情報セキュリティに関
するリスクは年々変化しており、定期的に動向を把

ICT基礎知識

握し、変化に応じた対応が求めれます。本研修の内

●クラウドサービスの現状

容が、会員の皆様ならびに会員の関与先様が情報セ

▶クラウドサービスとは

キュリティを向上させる一助となるよう毎年、委員

▶クラウドサービスの物理的基盤と仮想化
厚生部

技術

会内で検討しております。

▶SaaS/PaaS/IaaS

今回の研修では、IT利用面の最新動向も踏まえて
研修を行う事にいたしました。主なトピックはIT業

▶クラウドサービスの利用価値

界では普及期を迎えているクラウドサービス、BI

▶クラウドサービスとセキュリティ
▶データ分析とビジネスの変化

企業のIT浸透は当たり前となっております。また、

▶BI活用事例

昨今の働き方改革においては、業務の効率化は不可

▶RESAS紹介

避な状況にあり、大企業を中心として業務の自動

▶データ分析を行う上での留意点

会長活動報告

いてもお話しいただきました。もはやクライアント

ご案内

●データ活用とビジネスの変化

（ビジネスインテリジェンス）、フィンテックにつ

●フィンテック

化、ITの高度化が急ピッチに進んでおります。その
結果、従来であれば自動化が困難だった分野や人の

▶フィンテック事例

経験、勘に頼っていた分野にも徐々に浸透を見せ始

▶フィンテックの概要

めております。それに比例して、当然ながらセキュ

▶金融サービスの特徴とフィンテックサー
▶日本の特徴と会計業務へのインパクト

年々より重要性を増しています。増大するリスクに

など

対応するため、CSIRT（Computer Security Inci2

情報セキュリティ対策の留意点
▶企業における情報セキュリティの現状

む）を行うチーム、）という専門チームの編成を

▶情報セキュリティ基礎診断

行っている企業もあるとも聞きます。本研修では、

▶情報セキュリティ対策の観点

情報セキュリティの重要性が増大している要因につ

▶組織内部・外部に対する環境整備

いて、ITの最新動向をご紹介することで振り返って

▶サービス上に存在する情報調査

会員異動

るセキュリティ事故発生時の対応（事故の予防を含

など
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頂き、改めて情報セキュリティを見直すきっかけに

ＣＰＥ研修会

ビス例

リティリスクも増大しており、セキュリティ対応が

dent Response Teamの略。コンピューターに関す

定例役員会

昨年12月1日（金）に、富士通エフ・オー・エム

稿

IT委員会 委員 北川廣基

特
集
報
告

本研修では毎年参加頂いた方々からアンケートを

と考えていますので、今回参加できなかった先生方

頂いております。ご回答いただいた方々の多くが今

も次回のセキュリティ研修会には是非ご参加いただ

後もセキュリティ研修の必要を感じると回答してい

ければ幸いです。

ます。IT委員会では、会員の情報セキュリティ意識

研修内容の概要および研修アンケートの結果は以

寄

下の通りです。

1. 研修は実務に役立つ内容でしたか？

どちらとも
いえない
3%

稿

向上のために、このような研修会を続けて行きたい

定例役員会

1. 大変役に立つ

15名

2. 役に立つ

14名

3. どちらともいえない

1名

4. あまり役に立たない

0名

5. 無記入

0名

役に立つ
47%

大変役に
立つ
50%

地区会

2. 研修の内容について、理解度はいかがですか？
1. 理解できた

17名

2. だいたい理解できた

13名

厚生部

3. あまり理解できなかった

0名

4. 無記入

0名

3. 教材は講演会終了後も実務に役立ちますか？
1. 役立つ

27名

ご案内

2. どちらともいえない

2名

3. あまり役に立たない

1名

4. 無記入

0名

会長活動報告

研修アンケートの主なコメント
●研修についてのコメント

だいたい
理解できた 理解できた
43%
57%

あまり役に立たない
3%
どちらとも
いえない
7%
役立つ
90%

思われるのでそれ以外の情報端末からどれほど
情報流出のリスクがあるのかが知りたい)

ＣＰＥ研修会

▶（各セッション共通して）非常に役にたった。
分かりやすかった

ご参加頂いた皆様、アンケートへのご回答ありが

▶得る知識が多く、将来の知見なども聞けて大満
足です。

ケートを振り返ると、より深度の深い最新動向や、

▶あと30分ぐらいあれば、具体的な事例がきけた
会員異動

かと思います。
の研修を行ってほしい
▶スマホやタブレット等のモバイルにおける情報

事務局だより

セキュリティ(PCのウィルスは認知度が高いと
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サイバー攻撃のより具体的な方法についてご要望頂
きます。IT委員会では、会員の皆様全員に共通して

▶冒頭に話のあった、ネットワークへの攻撃方法

04

とうございます。ここ数年における研修後のアン

17416

ご理解いただきたい知見をターゲットに研修を行っ
ておりますが、一歩踏み込んだ内容を盛り込めるよ
う今後検討したいと思います。

特
集

報告 REPORT

ちゃんの時から親が生活環境も寝るパターンもサ

ました。

ポートしてあげると、6ヶ月後くらいから急に始ま

同日には、同じ4F金の間にて、厚生部主催毎年

ると言われる夜泣きの予防にも良いそうです。今回

恒例の「クリスマスパーティー」が開催されること

は赤ちゃんの特徴と、親がサポートしてあげる内容

になっており、子育てファミリーの会員が両方申込

の関係について少しご紹介します。
地区会

みしやすいように、余裕を持って移動できる時間帯
と場所を選んで開催いたしました。

定例役員会

（日）9時30分から11時、ヒルトン大阪にて開催し

稿

そもそも赤ちゃんの体内時計は発達途上なので、赤

寄

子育てネットワーク冬の会、第3回は12月3日

告

女性会計士委員会 委員長 原 繭子

報

女性会計士委員会
第3回子育てネットワーク冬の会 開催報告

★赤ちゃんの特徴１★
「光に対する体内時計の同調機構がまだ整っていな

この会は、会員だけではなく、会員の配偶者とお
は、大人17名（会計士ではない旦那さんとご一緒に

出生後まもなくから、光環境を意識した生活を
実践し、生活リズムを作ってあげましょう。

参加の方2組、会計士同士のご夫婦0組、ママ会計士

★赤ちゃんの特徴２★

4人）。お子さん13名（うち零歳児6名、1歳2名、

「メラトニンの分泌リズムが夜に高まるのは生後

2歳2名、3歳2名、5歳1名）、女の子6名、男の子7

でした。

2、3ヵ月頃から」
寝かしつけのトレーニングで、お子さんが安心
して眠れる行動パターンを作ってあげましょう。

ご案内

名。前回に比べて、新しい参加者が一気に増えた会

厚生部

子さんも一緒に参加可能の会です。今回の参加者

い」

（この内容が特に実践的なお話でした）
第3回のテーマは、子供と「睡眠」。今回も子育
会長活動報告

て中の会員の方からのリクエストです。子供は何時
間くらい眠れば良いのか、何時に就寝して何時に起
床するものなのか、とはいえ親の仕事の時間帯とど
のように折り合いをつければ良いのか、泣き出した

ＣＰＥ研修会

時にはどうやって泣き止ませればいいのか。親御さ
んにとってはご自身の体力気力がどれだけ耐えられ
るかの問題でもあり、切実
なテーマです。応募人数の
多さからも、子育て中の皆
さんの関心が高いことがよ

スを取りながら実施するのが効果的なのであって、
寝かしつけだけをやっていて効果が出るとはいいき

乳幼児睡眠アドバイザー

れない、のだそうです。また、だんだん成長するに

の中西美好さんによると、

つれ、ひどい夜泣きが続くようになるお子さんに
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会員異動

く伝わってきました。

つまり、言い換えると、この二つを同時にバラン

特
集

も、実践してみると解消する事例もあるそうです。

をテーマに、アンガーマネジメントのインストラク

話を聞いていて、生活リズムを整えることは、大

ターにお話いただきます。開催場所は「クレオ大阪

報

人も子供も同じように大事なことなのですね。大人

中央３Ｆ和室の間」、時間は10時から12時です。

告

の私は、仕事の仕方についても考え直すきっかけに

最寄り駅の大阪市営地下鉄四天王寺夕陽ヶ丘駅から

なると思いました。

徒歩3分、駐車場もあります（有料、事前にクレオ
大阪中央へご確認ください）。

お子さん同席の場合、お子さんがはしゃいだり、
寄

声をあげたり、ゴロゴロしたり、走り回ったりする

3月18日もお一人でも多くの子育て親子のご参
加、お待ちしております。

稿

ことは当然のこと。この会でも、お子さんはみんな
じっとしていませんが、これが子育ての当たり前の
光景です。講演会では一時保育を用意しています

定例役員会

が、この会はあえて一時保育を用意せず、ご家庭で
の当たり前の光景をみんながお互い体感しながら過
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。

地区会

次回は3月18日（日）、親が子供と接する時にど
のように対応すべきか、親のアンガーマネジメント

厚生部
ご案内
会長活動報告

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

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。
＜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
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

事務局だより
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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

特
集

報告 REPORT

委員長

山本

告

国際委員会

報

国際委員会主催 国際メッセ開催報告
憲吾

寄

ら中小、製造から非製造と様々で、約200社の日

れました。昨年、一昨年に引き続き今回が３回目の

系企業にサービス提供している。現地採用日本人

開催となります。従来、近畿会研修室にて開催して

会計士5名とローカルスタッフ約80名の体制で業

おりましたが、今回は、セミナー後に立食形式での

務を行っている。

ティクラブ大阪にて開催することになりました。

1997年にビッグ4の初代駐在員として同国へ赴
任、10年前から現職で現在に至る。

国際メッセの趣旨と概要

橘内

国際メッセは、いわゆるビッグ4の海外ネット

Co., Ltd.）

進 氏（公認会計士、Asia Alliance Partner

員をお招きして、関係している諸外国における会

コに拠点を持ち、現地進出日系企業（主に中堅・中

計・税務のトピックや、日系企業の課題等について

小企業）向けに進出手続支援から進出後の月次会計

情報提供していただくとともに、個別に会員とも

税務処理代行や年次決算税務申告・会計監査・法務

ネットワークを構築する場を提供することを目的と

業務・人材紹介・不動産紹介・保険代理業務・地方

しています。

自治体海外拠点支援等を行っている。

名の会員の皆様は以下のとおりです。

2004年にスタートしたタイ事務所を中心に、

厚生部

タイ、ベトナム、インドネシア、インド、メキシ

地区会

ワークとは関係なく、国際業務を提供されている会

今回お集まりいただいた海外で活躍されている10

定例役員会

懇親会を企画したことに伴いまして、ガーデンシ

稿

平成29年12月26日に、「国際メッセ」が開催さ

現地常駐日本人会計士5名を含む、日本人スタッ
フ30名とローカルスタッフ約400名の体制で現地

慶太 氏（公認会計士、A.I.N.グループ）

での業務を行っている。

タイ・モンゴル・ベトナム・ミャンマーに拠点
坂本 直弥 氏（公認会計士、株式会社アイキューブ)

企業等に対して、進出前調査から撤退まで会計・

フィリピンに1997年から駐在。2001年に現地

税務・法律に関するワンストップ・コンサルティ

で創業し、以来、日本企業のフィリピン進出のた

ングサービスを、少数精鋭のメンバーにより高い

めのサポートをワンストップで行っている。関連

サービスと品質を目標に提供。また、JICAプロ

会社である朝日税理士法人グループフィリピン事

ジェクト等に参加し、開発途上国の開発課題解決

務所を含み、日本語担当者9名（内、資格者5

についてのコンサルティングも行っている。

名）、総勢50名体制は、日系事務所としてはフィ
リピン最大規模。フィリピン投資の初期コストを

しくはタイと周辺国との国境地帯へ進出するサ

抑えるために、インキュベーションセンターも用

ポートに力を入れており、ベトナム、ミャンマー

意している。

の他ラオスでの業務も実施している。
加藤

ＣＰＥ研修会

最近はタイプラスワン対応でタイから周辺国も

会長活動報告

を有し、1998年からアジアへ進出している日本

ご案内

井上

芳之 氏（公認会計士、ラッセルベッドフォー
会員異動

ドマレーシア)
マレーシアにて、日系企業向けに進出支援から
進出後の月次会計税務処理代行や年次税務申告・
会計監査等を行っている。クライアントは大手か

C.P.A.NEWS 2018.03 Vol.705
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特
集

中村

正英 氏（公認会計士、(株) FutureWorks）

保有者4名）体制はベトナム国内最大規模。現地

東京、大阪、インドネシア、タイに拠点を持

スタッフは130名超。日本品質のサービスで幅広

報

ち、現地進出日系企業（主に中堅・中小企業）向

い顧客をサポートしている。

告

けに進出手続支援から進出後の月次会計税務処理
代行や年次決算税務申告・会計監査・法務業務等

宮田

智広 氏（公認会計士、SCSグローバル）

シンガポール本社をはじめアジアを中心に17か

を行っている。
グループのシステム会社において、日系企業の

国に拠点を有する日系の会計事務所。2016年よ

寄

記帳業務の内製化を進めるため、多言語クラウド

りカンボジア拠点担当の日本人会計士として、会

稿

会計システムを製作し、各国の税制に対応した本

計記帳や税務申告代行等のコンプライアンス業

格的な会計システムの販売をスタートしている。

務、進出支援や内部統制構築支援等のコンサル

日本人10名（エンジニア含む）ローカルスタッ

ティング業務を提供している。

定例役員会

フ40名の体制で業務を行っている。
セミナーでは、これら10名の方に講師をご担当い
ただき、各国10〜15分程度の持ち時間でそれぞれ
の国の会計・税務等のトピックや、日系企業の進出
状況についてお話をしていただきました。
セミナー終了後は、会場横のスペースで懇親会を

地区会

開催し、講師の皆さんとセミナーに参加いただいた
会員の皆さんと食事をしながら交流を図っていただ
きました。
野瀬

大樹 氏、野瀬

裕子 氏

厚生部

（公認会計士、NAC Nose India Private Ltd.）

終わりに

ご案内

インド・ニューデリーにて日系企業向けに会計

冒頭でも触れましたとおり、国際メッセは今回で

税務サービスを提供するNAC Nose India Pvt.

3回目の開催となりました。今年も上記の10名の会

Ltd.を自身で経営。基本となる記帳・税務・給与

員の方々には年末のお忙しい中、ご協力をいただ

計算サービスの他、最近は財務調査業務や不正調

き、無事終了することができました。ご協力いただ

査業務、決算早期化支援業務など、コンサルティ

いた会員の皆様、本当にありがとうございました。

ング業務にも多数携わっている。

また、従来講義と個別相談という二部形式で実施
しておりましたところ、今回は個別相談に替えて懇

大輔 氏（公認会計士、SCSグローバル）

親会を開催し、よりざっくばらんに講師と会員の皆

2013年 SCS Globalへの参画と同時にミャン

さんがお話しできる場を作りました。約１時間と短

マーを担当。進出検討中の企業及び既進出企業に

い時間でありましたが、相互の交流に寄与できたの

対する、会社設立、会計・税務・労務・法務関連

ではないかと思っております。

洞
会長活動報告

のコンサルティング実績は100社を超える。

国際委員会では、今後もこのようなイベントを通

ＣＰＥ研修会

SCS Globalは、2002年の創業以来、一貫して

じて、会員の皆様の情報収集、ネットワーキングの

日本企業や外資系企業の海外ビジネス展開を支援

場を提供していきたいと思っています。ぜひ多くの

し、アジアをはじめ、北米、中東、欧州もカバー

皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

する独自のネットワークと400名超の専門家を有
する。

会員異動

鶴田

明久 氏（準会員、AGSベトナム）
ベトナムにて進出支援から現地会計・税務、労

務、法務、人材紹介、市場調査、営業支援、総務
支援、M&A支援サービスをワンストップにて提

事務局だより

供中。常駐日本人専門家20名（内、会計関連資格
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監査会計委員会

委員長

疋田

告

近畿会

報

第262回 企業財務研究会報告
鏡子

寄

回企業財務研究会が開催されましたのでご報告させ
ていただきます。今回の担当は、近畿会の監査会計
出席者は、以下のとおりです。
木村

孝

（京滋会）

岩淵

（兵庫会）

林

（近畿会）

髙田

日本では、現在のスタイルである標準化された監
査報告書（短文式監査報告書）に長年慣れ親しんで
きましたが、海外では、随分前から標準化された監

理財部次長

他12名

査報告書についてのメリットとデメリットが議論さ

貴史

副会長

他 2名

れてきました。標準化されたことにより監査の最終

俊行

会長

他 3名

的な意見がわかりやすい反面、どの監査報告書を見

篤

会長

他11名

ても同じ内容となり、監査人がどの領域にリスクを
認識して監査工数を投入したかが利用者に伝達され

研究発表に先立ち、髙田

篤 近畿会会長から開会

のご挨拶をいただきました。

ない、いわゆる監査報告書のブラックボックス化の
問題が指摘されていました。
これを解決すべく導入されたのがKAMであり、英

分析」というテーマを取り上げています。近畿会監

国で先行導入され、国際監査基準でも2016年12月

査会計委員会では当該テーマと「訂正内部統制報告

15日以後終了の会計期間から適用されることとなり

書に見る不正事例」の二つを今年度の研究テーマと

ました。米国で同様の制度導入が決まったこともあ

し二つのチームに分かれ調査研究を行ってまいりま

り、日本でも2017年10月から企業会計審議会監査

した。今回の企業財務研究会では、前者のチームが

部会でKAMの議論が始まっています。
一つである監査上の主要な事項（KAM）に焦点を
当て、先行適用された欧州企業の早期適用事例を分

後藤副会長、髙見副委員長（報告者）、田中副委員

析することにより将来における日本導入時の実務上

長（報告者）、冨田副委員長（報告者）

の問題点等を検討いたしました。

猪原委員、谷間委員、西岡委員（報告者）、安井委
員、疋田（報告者）

以下、発表の概要を記します。

会長活動報告

メンバー

ご案内

近畿会の監査会計委員会では監査報告書の問題の

厚生部

今回は、「監査報告書の長文化~欧州企業の事例

発表いたしました。

地区会

（財務局）

が国でも検討を進めるべきであるとしています。

定例役員会

委員会のメンバーより研究結果を発表しました。

査報告書の透明化（長文化）の問題を取り上げ、我

稿

平成30年1月25日（木）に近畿財務局にて第262

なお今回の調査には、林隆敏関西学院大学教授に
Ⅰ. 監査報告書の長文化に向けた動向とその概要
日本における監査報告書の長文化の動向、IAASB
監査報告書の長文化もしくは透明化とも言います

における監査報告書の長文化の導入の背景、ISA701

が、いわゆる監査上の主要な事項（Key Audit Ma-

の概要、欧州先行導入事例（監査報告書全体）の紹介

ＣＰＥ研修会

もオブザーバーとしてご参加いただいております。

tters：KAM）の事を指しています。近年の大型会
Ⅱ. 欧州企業の事例分析の概要

の信頼性を確保するために必要な取組みを行い、そ

調査対象、調査方法、サンプルと分析の方法、事

の結果を「『会計監査の在り方に関する懇談会』提

例分析の全体的傾向（監査報告書のページ数、KAM

言」として公表しました。その中で「会計監査に関

等の分類）

17421
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する情報の株主等への提供の充実」の一つとして監

会員異動

計不祥事をうけて、金融庁は2016年3月に会計監査

特
集

Ⅲ. 欧州企業の先行適用事例の分析

なく、個々のKAM等の事例の紹介を行っています。

調査対象全130社の中から以下の13事例を取り上

各事例では、対象会社の概要、KAMの内容、ISA701

報

げました。

で求められる必須・任意記載事項の記載状況、

告

（事例１）税金・税効果（3例）…KAM等として多

KAMに関連する注記の原文と参考訳を掲げ各担当

く取り上げられた事項

者による考察を発表いたしました。

（事例２）のれん（4例）…KAM等として多く取り
上げられた事項

近畿会からの研究発表終了後、近畿財務局より平

寄

（事例３）収益認識（4例）…特別な検討を必要と

稿

するリスクに関連する事項

成29年12月28日に金融庁、法務省及び経済産業省
より公表された「事業報告等と有価証券報告書の一

（事例４）訴訟関連（2例）…企業固有の重要な虚
偽表示リスクに該当する事項

体的開示のための取組について」についての説明が
ありました。

定例役員会

今回は個別企業の事例に焦点を合わせた紹介では

近畿会および各部各委員会行事予定

（平成30年3月13日〜平成30年4月13日）

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

3.27 （火）

3.13 （火）
組織内（社外役員ネットワーク）DVD研修会 研修室13:30〜15:30

経営委員会

CSR小委員会研修会

研修室13:30〜16:30

広報部会

会議室18:30〜20:30

経営委員会

CSR小委員会

会議室16:30〜17:00

会長室18:30〜20:30

3.28 （水）

社会保障委員会

3.15 （木）
会員業務推進部

厚生部

3.16 （金）
組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜21:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

3.18 （日）

医療法人小委員会

会議室18:30〜20:30

非営利会計委員会 社会福祉法人小委員会研修会

研修室13:30〜16:30

3.29 （木）
DVD研修会

女性会計士委員会 子ども子育てネットワーク春の会

クレオ大阪中央10:00〜12:00

3.19 （月）

非営利会計委員会 学校法人小委員会研修会

ご案内

研修室10:00〜16:40

予算個別折衝

会員業務推進部、組織内会計士委員会共催研修会

研修室18:30〜20:30

4. 3 （火）

3.20 （火）

監査事例研修会

第49回中日本五会研究大会

4. 4 （水）

会長活動報告

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター10:30〜19:00

経営委員会

3.22 （木）

4. 6 （金）
CPE制度研修会

研修室13:00〜14:40

監査事例DVD研修会

研修室18:30〜20:30

4. 9 （月）

社会・公会計委員会研修会

研修室13:30〜17:00

4.11 （水）

国際委員会

会議室18:30〜20:00

監査事例DVD研修会

IT委員会研修会

監査事例DVD研修会

3.23 （金）

ＣＰＥ研修会

3.26 （月）
研修室13:30〜16:30

予算特別委員会

会長室15:00〜16:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

補習所同期会世話人会

研修室18:00〜20:00

社会・公会計委員会

会議室18:30〜20:30

会員異動
事務局だより

DVD研修会内容： 3月19日（月） 10:00〜11:40
13:00〜14:40
15:00〜16:40
3月29日（木） 10:00〜11:40
13:00〜14:40
15:00〜16:40

C.P.A.NEWS 2018.03 Vol.705

会議室 9:30〜17:00
研修室・会議室11:00〜17:00
会議室18:00〜20:00
研修室11:00〜17:00
研修室11:00〜17:00
研修室18:00〜20:10

4.13 （金）

非営利会計委員会 公益法人小委員会研修会

10

研修室14:30〜17:00

4. 2 （月）

DVD研修会

研修・CPE研修部

研修室10:00〜16:40

3.30 （金）

17422

監査事例DVD研修会

研修室18:00〜20:40

「法人税法22条４項の公正処置基準と企業会計の基準」
「公認会計士に求められてきた倫理を振り返る」
「監査提言集の解説〜「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか〜」
「公認会計士業務における情報セキュリティおよび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」
「監査提言集の解説〜「財務報告に係る内部統制の監査」ほか〜」
「医療法人の税務」

特
集

報告 REPORT

寄
稿

制度説明会の内容について

たちが華やかな卒業式を終え、社会人としての旅立

さて、肝心の説明会の内容ですが、単なる公認会

ちを迎える季節であり、そして、4月になればキャ

計士の仕事内容や試験制度の説明だけだと、新入生

ンパスには入れ替わりで希望に満ち溢れた若人たち

にはチンプンカンプン、かえって「何だか硬くて試

が大学の門をくぐり、学生生活が始まる桜の季節で

験も大変そうな職業だな・・・」と思われてもいけ

あります。

ないので、会計士協会としてもそれなりに仕掛けを
用意してメニューを考えています。まずは冒頭、公

ちつつ、社会での公認会計士業務に関する認知度の

認会計士協会本部作成によるDVDを見てもらうの

向上、会計基礎教育（ハロー！会計）等の様々な活

ですが、すこし堅そうなイメージを払拭すべく、ソ

動を行っています。

フトなタッチの仕上りになっています。
今年度の途中からは新作「コウニンカイケイシっ

おりますが、今号では業界を担う優秀な人材のリク

てナンダ！？」が完成し、より華やかなものとなっ

ルートと位置付けております大学生向けの制度説明会

ています。こちらは12月号の広報部の活動報告で既

の一年間の活動内容を御報告させていただきます。

報ですので詳しくはバックナンバーをご覧いただけ

厚生部

その活動内容は近畿C.P.A.ニュースでお知らせして

地区会

近畿会広報部では、本部の広報活動との連携を保

定例役員会

3月と言えば出会いと別れの季節、多くの大学生

一毅

告

和田林

報

広報部活動のご紹介
〜公認会計士制度説明会（大学生向け）

ると幸いです。ちなみにもう捨てちゃったという方
も、近畿会の会員ＨＰ（「日本公認会計士協会から

広報部においては、優秀で多様な人材が将来の公

のお知らせ」＞ 「広報活動」＞「スペシャルコンテ

認会計士業界を担って欲しいという思いで、主に新

ンツ」）から閲覧できますので宜しければ是非ご覧

入生〜２回生を対象とした公認会計士制度説明会を

ください。

本年度は、4月早々の関西大学商学部の新入生オ

明を広報部員から行うのですが、実施する時期や、

リエンテーションでの実施を皮切りに、近畿会の活

学年により学生側の知識、公認会計士という資格に

動域に所在する各大学の先生方の御理解と御協力を

対する興味等も様々ですので、あらかじめ自分なり

得まして、大阪大学、大阪市立大学、近畿大学等の

に想定して話す内容を考えておく必要があります。

併せて９校、約1700人の大学生を対象に実施させ

一人でも多く優秀な人材に会計士を目指して欲しい

ていただきました。関係教育機関の皆様にはこの場

というのが第一の目標ではあるのですが、一方で出

を借りて厚く御礼申し上げます。

席している学生の多くは現
時点で会計士になりたいと
思っている人ではないです

大阪大学経済学部、大阪市立大学商学部、大阪府立

ので、会社経営における会

大学経済学部、大阪経済法科大学経済学部、追手門

計の役割や、ビジネスパー

学院大学経営学部、関西大学商学部、近畿大学経営

ソンとしての会計リテラ

学部、摂南大学経営学部、桃山学院大学経営学部、

シーの必要性、なぜ会計監

以上9大学学部（50音順、敬称略）

査が必要なのかという社会
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会員異動

本年度実施の大学学部：

ＣＰＥ研修会

続いて、公認会計士の仕事内容、試験等の制度説

会長活動報告

毎年多くの大学で実施させていただいております。

ご案内

制度説明会概況報告

特
集

的な意義を理解していただいたうえで、公認会計士

記載されており、広報部内で情報共有し、より有意

の仕事が魅力的と思っていただけるよう心掛けてい

義な説明会になるよう努めています。

報

ます（うまくインスパイア―できていればいいので

公認会計士は会計、監査のスペシャリストである

告

ことはもちろんですが、国際化・IT化・業務の多様

すが…）。
そしていよいよ真打登場、各大学ＯＢを中心とし

化等の環境変化が激しい中では様々なバックボーン

た若手会員（準会員）から自らの経験談を熱く話し

を持った優秀な人材がこの業界に必要だと感じてお

てもらうセッションに入ります。

り、主として会計学のある学部（商学部や経営学部

寄

・自分が学生時代なぜCPAを目指そうと思ったのか

等）のカリキュラム（授業）で実施するケースが多

稿

・目的を達成するための意識改革や心掛け

いため、経済学部や法学部等の他の文系学生や、理

・合格した時の喜びと現在の仕事でのやりがい

系学生にお話しできる機会が少ないことは課題だと

等を直接語りかけると、そ

考えております。

定例役員会

れまで退屈そうにしていた
学生も俄然興味を持って耳

最後になりましたが、活動に協力いただきました

を傾け、次第に表情が変

各校OB、各監査法人の皆様に厚く御礼申し上げる

わっていくのがよくわかり

とともに、新年度の広報活動にも快く御助力賜りま

ます。

すようお願い申し上げます。

地区会

今後の運営課題
説明会実施後には、学生の皆さんから簡単なアン
厚生部

ケートを提出頂いており、「あまり知らなかったが興
味が出た。」、「進路の一つとして検討したい。」等
の前向きなコメントも思ったより多くあり、制度説
明会の実施が有意義なものであると実感する一方
で、今後の実施に関して参考になるコメントが多く

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。
事務局だより
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近畿会

報

公会計協議会 部会入会のお誘い
社会・公会計委員会

寄

■継続研修の豊富なＥラーニングメニュー：現在65科
目あり（1科目2単位）、無料です。これらの継続研

C.P.A.ニュースにおいても「公会計協議会」（以下「会」

修の講師は会員の他、大学教授、総務省担当課長等

といいます）のご紹介をいたします。

が担当しており、基礎から応用までの様々な公会計
CPE単位としても認定されます。

会は、日本公認会計士協会会則に定められたもので、

■部会員であることのアピール力：部会員名簿は公表

「公会計関連業務」に関する資料又は情報の提供その他の

されており、検索も可能となっています。言い換え

支援を行うことにより当該業務に携わる会員及び準会員の

れば、公会計関連業務実施の際には部会員であるこ

資質の維持及び向上を図るとともに、当該会員等の組織化

とをアピールすることも可能となっています（会員
■専門情報の活用：会専用のポータルサイトにより専

地区会

名を名簿非公表扱いとすることも可能）。

を推進することによりその活動領域の拡充を促進すること
を目的としております。ここで「公会計関連業務」とは、

定例役員会

関連業務に繋がる知識の習得ができます。もちろん

会の目的等

稿

会員のみなさま、JICPAニュースレターにおいて毎月ご
案内されているところですが、昨年度に引き続き近畿

門情報をタイムリーに公表されています。

国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人、国立大
学法人、地方独立行政法人等の公的分野及び公益社団法
人、公益財団法人、学校法人の非営利分野の会計及び監査

会の組織概要等

単位を気にすることになります。もちろん継続研修の単位
は、CPE単位（直前3事業年度合計120単位）としてもカ
ウントされますので、効率的・計画的に単位を取得すれ

会の下に①地方公共団体会計・監査部会と②社会保障部

ば、実質的に追加負担なく部会員の登録維持も可能です。
ただし、残念ながら現時点のCPEONLINEには「地方公共
団体会計・監査部会の継続研修」達成の判定機能はありま

回は近畿会社会・公会計委員会から①地方公共団体会計・

せんので、受講明細により指定研修を6単位（3科目）以上

監査部会を中心にご紹介いたします。（近畿会社会・公会

受けているかを個人で確認する必要があります。
一度部会員に登録したものの、年度末にうっかり単位の
確認を失念して、賛助部会員となった方を何人か存じ上げ
ていますので、現在部会員の方は是非とも御留意願いま

①地方公共団体会計・監査部会

す。現在部会員でない方は、まずは、賛助部会員に申請登

日本公認会計士協会会員・準会員のうち、当会にご

録のうえ、ぜひ専門知識の向上に活用いただければと思い
ます。入会案内等はこちらのウェブサイトをご参照くださ
い！

共団体の監査）を受講すれば部会員として登録できま

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/about02/inde

す。ただし、地方自治体の監査委員又は包括・個別外

x.html

部監査人の実務経験を有する者は初期研修を受講する
ことなく部会員として登録できます。ただし、いずれ

②社会保障部会
当協会の会員及び準会員のうち、「医療法人」又は
「社会福祉法人」の会計及び監査に関連する業務に関

となります。平成30年1月26日現在部会員1,137人、賛

心があり、会により入会申請を受理された方は部会員

助部会員1,632人が登録しています。このうち近畿会の

になれます。

方は234人です。ここで、皆様に有用な情報を3点ほど
記載いたします。

会員異動

の方法で登録されたとしても、翌事業年度も部会員で
あるためには、継続研修（6単位/年間）の受講が必要

ＣＰＥ研修会

興味ある方は賛助部会員登録のうえ、初期研修5科目11
単位（内容は地方公共団体の法規、地方財務、地方公

会長活動報告

部会にも所属しています。）

ご案内

会の2つの部会があり、各部会に部会員（「地方公共団体
会計・監査部会」は賛助部会員も）が所属しています。今

計委員会のメンバーの多くは、①地方公共団体会計・監査

厚生部

に関する業務をいいます。

毎年年度末には、部会員の登録維持のため、継続研修の

平成30年1月22日現在、部会員は2,301人、うち近畿
会の方は254人です。こちらの部会にもご興味ある方は

17425
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寄稿 CONTRIBUTION

報
告
寄

翔る！ニッポンの公認会計士
〜サンノゼ編〜

稿

天野

佳江

定例役員会
地区会

Background

こんなところで働いています

新日本有限責任監査法人（以下、新日本）大阪事

皆さんは「サンノゼ（San Jose）」と聞いたとき、

務所の天野佳江と申します。現在、私はEYサンノゼ

どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。私

事務所にてマネージャーとして勤務しております。

は初めてこの地名を聞いた時、正直どこにあるのは

2007年12月に大阪事務所第7グループ（当時、大阪

分かりませんでした（笑）。サンノゼは、カリフォ

国際部）に入所して以来、国際部という事もあり英

ルニア州の北部に位置し、サンフランシスコやオー

語を使う仕事が多く、漠然と将来は海外で働きたい

クランドとともに、サンフランシスコベイエリアの

と思っており、結婚や出産、産休を経て、多くのご

中心都市といわれています。「シリコンバレー」と

縁もあって、2017年10月よりEYサンノゼ事務所

言ったほうがわかりやすい方もいらっしゃるかもし

で勤務することとなりました。

れません。3月から11月ごろまでは雨はほとんど降

厚生部

らず、寒暖の差はあるものの乾燥してすごしやすい

ご案内

海外への道

気候で、街もきれいです。シリコンバレーという事も

新日本は、提携先であるEarnst & Young（以下、

あり、Facebook、Apple、Google、HP、Intel、

「EY」)が実施しているGEP （「Global Exchange

Oracleといったテクノロジー企業やライフサイエン

Program」の略）というグローバル人材育成プロ

ス企業の本社も多く、ベンチャー企業の聖地でもあ

グラムに参加しており、英語を含む専門的能力の向

ります。

上や人的ネットワークの構築を目的として、アメリ

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

カもしくはイギリスで18か月〜20か月間に渡り現

サンノゼでの実務経験

地の実務経験を積むことができます。私は今回、こ

サンノゼ事務所に来てから現在までの私の主な業

のGEPによりEYサンノゼ事務所に来ております。

務は、ベイエリアの日系企業の子会社を中心に、監

2017年度のアメリカへのGEP参加者ですが、アメ

査業務を経験しております。日系企業の子会社監査

リカ、イギリスを除く16か国から23人が参加して

の際には、日本人スタッフはもちろん、それだけで

おり、アメリカ国内の主要都市（ニューヨーク、ロ

は足りずに現地のシニアやスタッフもメンバーとし

サンゼルス、シカゴ等）のEYにて各々監査実務を

て多数参加します。そのため、チームでの会話は必

経験しております。日本からは私を含めて2名が参加

然的に英語になりますが、初めは日常会話の方がバ

しております。また、新日本にはGEPとは別に、海

ラエティが多くて監査実務で使う英語より難しく感

外駐在員制度（JBS：「Japan Business Service」

じました（笑）。今も、現地メンバーから日常会話

の略）のメ

でよく使う英語をたくさん教えてもらっています。

ンバーとし

日本との違いで一番驚いたのは、日本では、クラ

て海外赴任

イアントに伺った際にはまず受付でご担当者に連絡

をする機会

するところから始まり、帰る際に再度ご担当者にご

もあります。

挨拶して帰宅、という流れでしたが、アメリカで私
が担当させて頂いているクライアントでは、往査初

事務局だより

日に会社のカードを作り、その後はご自由にどう
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ぞ、といった感じで監査チームが夜中まで監査部屋

また、こちらに来て感じたことですが、やはり日

に残っていようがお構いなしということです。こち

本よりワークライフバランスに対する考え方が進ん

らは基本的に車社会ということもあり、そもそも終

でいる印象を受けました。家族を何よりも大切にし

報

電の概念がなく作業が終わるまで残る日々もありま

ており、クライアントの方と話しをしていても、

告

した。

「子供の誕生日」や「結婚記念日」だから今日は早
く帰る、といった話をよく耳にします。在宅勤務も
多くの方が利用しており、父親が子供の送り迎えを

サンノゼには主人と、息子（5歳）と娘（3歳）の

するケースもよく見られます。EYサンノゼオフィ

阪事務所に勤務しておりますが、長期休暇を取得さ

ジャー以上の女

せていただくことができ、一緒に渡米して専業主夫

性比率が高く、

として新しい人生を歩んでおります。二人の子供達

夫婦間で協力し

はそれぞれ現地のキンダーガーテン（息子）とプレ

て子育てされて

スクール（娘）に通っており、楽しく学校生活を

います。

定例役員会

スでもマネー

稿

家族4人で来ております。主人も同じく新日本の大

寄

Life in San Jose

送っております。二人とも覚えてくる単語の発音が
とてもきれいで、子供達の英語習得能力はすごいと
日々の料理、掃除は全て主人が仕切ってくれてお

文化や慣習の違いはあるものの、監査の基本は同

り、学校の行事や学校からのお手紙など、英語でコ

じです。また、海外で実務経験が出来たからこそ日

ミュニケーションを取る必要がある事も多いのです

本で行っていた監査実務のいい点や改善点に気付く

が、期末監査で忙しいということもあり今のところ

事が出来ました。まだまだ多くの事を学ぶことがあ

主人に任せっきりになっています。主人も英語に触

ると思いますので家族で協力しワークライフバラン

れる機会が増えるのでサンノゼ生活を楽しんでいる

スを保ちつつ残りの日々を大切に過ごしたいと思い

ようです。

ます。

ご案内

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

EUROPE

厚生部

海外を経験してみて

地区会

日々感心です。子供達の送り迎えや息子のお弁当、

AMERICAS
アメリカ合衆国
イリノイ州
カリフォルニア州
テキサス州
ニューヨーク州

カナダ
メキシコ

会長活動報告

イギリス
オランダ
ドイツ
チェコ共和国
ハンガリー
ポーランド
ロシア

ASIA
ＣＰＥ研修会
会員異動

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

OCEANIA
オーストラリア
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第 回 リレー随筆

部の後輩からＬＩＮＥがきたので﹁えーよー行こ

﹁哲平さん飯いこやー﹂と大学時代のサッカー

なる。右腕を失い、体を踏ん張った衝撃で右側の

だ。その後ドクターヘリで病院に運ばれることと

自分の右腕を拾い事務所まで走って助けを呼ん

が、すぐにコツをつかみ前に進めるようになって

あった。最初はほとんど進むことができなかった

ミングチームの人に誘われて水泳をする機会が

尊敬する後輩
行こ﹂と返信したのが始まりだった。彼を待って

肋骨も全て骨折していた。

２０１３年の５月いつもと変わらず、彼は仕事

りと笑い返事が返ってきた。

と聞くと﹁右腕とれちゃった。へへ。﹂とにっこ

生、右腕めちゃめちゃないやん。どーしたん？﹂

を感じた。よく見ると彼の右腕がなかった。﹁秀

近づいてきた。近づいてくるにつれて何か違和感

た。そんな中、彼の妻が毎日毎日励まし続けた。

この時は失われていた。毎日がむなしいものだっ

生きていけばいいのか、持ち前の前向きな性格が

い虚無感に見舞われた。これから何を希望にして

たりからごっそりとなくなっていた。とてつもな

後の事である。恐る恐る右腕を確認すると肩のあ

彼は気づけばベットの上にいた。結婚して５日

められたパラトライアスロンに本格的に挑戦する

択肢がない中、スイミングチームのメンバーに勧

ポーツである。片手でできるスポーツはあまり選

ン ラ( ン ニ ン グ を) 連 続 し て 行 う と て も 過 酷 な ス

ト ラ イ ア ス ロ ン と は 、 ス イ ム 水( 泳 、) バ イ ク 、 ラ

トライアスロンに挑戦することを決意した。パラ

由形で優勝するまで上達していた。そこからパラ

いった。そこから水泳にのめり込み、水泳を始め

いると駅の改札口から笑顔で手を振ってこちらに

をしていた。何故かわからないがその日は会社の

そして妻の何気ない一言が彼に生きる希望を与え

ことを決意した。

メートルバタフライと自

工場に入った。営業の仕事をしていたので工場の

たのだった。﹁パラリンピックに出場して金メダ

50

右腕がその大きな機械に巻き込まれ、体までも巻

のか気になり、さらに近づいたその時であった。

に惹かれて近づいた。この機械で何つくっている

になった。その効果もありなんと１か月で退院す

り、早く退院してトレーニングしたいと思うよう

その日以来、いつもの前向きで元気な彼にもど

をしてから仕事をし、帰宅してからまたトレーニ

グに励んでいる。朝５時に起床し、トレーニング

とが多いみたいであるが、彼は一人でトレーニン

事務局だより

ングをする生活を送ってきた。そして現在世界ラ

会員異動

ることができた。病院の先生には、ゴキブリみた

ＣＰＥ研修会

き込まれていきそうになった。瞬時にこれは死ぬ

会長活動報告

ンク３位までのぼりつめている。

ご案内

いですねと言われ、ものすごい回復力だったよう

厚生部

と思い右足に力を入れ踏ん張った。今までにない

地区会

ご飯を食べながら、彼のこれまでの人生の色々

定例役員会

だ。退院後は自宅で療養生活をしていたが、療養

稿

ものすごい衝撃が体に走ったと同時に自分の右腕

寄

な話を聞くことができた。短い時間ではあったが、

告

生活も４か月が経とうとしていた頃、神戸のスイ

他の選手はコーチをつけてトレーニングするこ

て８か月で近畿大会の

中に入ることは少なく、色々な機械を興味本位で

“

ルとったら？？﹂

”

見ていた。工場内をうろうろし一つの大きな機械

“

”

が目の前を通過し飛んで行った。やばいと思い、

報
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110

特

集

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

いトレーニングを積極的に、継続して行っている

メダルを取るという強い意志を感じた。また厳し

よりよい人生の糧とするポジティブ思考は見習う

きなハンディキャップを受け止め、それを今後の

していることが幸せなことであると思ったし、大

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

事務局だより

リレー随筆

報

ことが、体から出る雰囲気でわかった。大学時代

べきと強く思った。後悔は誰でもするものであ

自分がいつも何気なく、普通に不自由なく生活

に共にサッ

り、そこでネガティブになるのではなく、後悔を

17
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パラトライアスロンでパラリンピックに出場し金

カーの練習を

次に生かし次の一歩を踏み出し続けることで大き
く人生は変わってくるのではないか、そんな風に

し、銭湯に行
き、ご飯をよ

哲平

感じたとても刺激的な時間だった。

上田

く一緒に食べ
た彼とは比べ
物にならない
くらい大きく
なっていた。
子育てや家事
などのトレー
ニング以外の
時間もとても
大切に過ごし
ている事もと
てもよく伝
わってきた。
彼の明るく前
向きな生き方
は多くの人に
勇気と希望を
与えているの
だろう。

第110回

特
集

定例役員会 REPORT

第52事業年度

報
告

第10回定例役員会報告
平成30年2月8日（木）18時〜20時

寄

場

所：近畿会

会議室

出席者：28名（役員数４2名）

稿
定例役員会

安井総務部長より本日の役員会について、髙田会

３．非営利法人（特に社会福祉法人、医療法

長がインフルエンザ罹患のため欠席との報告があ

人）の会計基準、監査基準等の調査研究

り、近畿会規約第26条2項の定めにより、後藤副会

を通じて会員の業務遂行の支援を行う。

長が本日の議事進行をする旨説明され、出席者全員

また、地方公共団体の会計制度及び監査

の了承を得た後、議事に入った。

制度の充実・発展に向けた調査研究と地
方公共団体関係者及び会員への情報提供

審議事項

を通じて、公認会計士の認知度向上と会

地区会

第１号議案

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

（提 案 者）副会長

後藤

員の業務遂行を支援する。
４．コンサルティング業務、税務業務、主

紳太郎

として中小企業の起業・成長・事業承

（提 案 説 明 ）第53事業年度の事業計画（案）につ

継・再生支援業務及び海外関係業務等

いて下記のとおり説明があった。
厚生部

第53事業年度

に関する法律、制度、具体的事例等を

事業計画（案）

調査研究し、会員の業務拡充と業務遂

〜会計プロフェッションとして、『公正』と
『誠実』を堅持する〜

行の支援を行う。
５．会員相互の職場を超えた交流とネット

Ⅰ．基本方針

ワーク構築を支援する。また、特に中

ご案内

独立性を堅持した会計プロフェッション

堅・若手会計士の協会に対する帰属意

として、監査業務を中心とした保証業務の

識を醸成し、協会会務への参画意識の

信頼性を維持・向上させ、公認会計士の認

涵養を図る。

知度の向上を図るとともに、多種多様な場

さらに、公認会計士制度創設70周年

面における活躍を推進することにより、社
会長活動報告

会の健全な発展に貢献する。

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

Ⅱ．重点施策

視点で検討を行い、その方向性につい

１．現在の監査制度及び監査業務（監査報

て報告書を提示する。

ＣＰＥ研修会

告書の透明化や不正事例、AIやIT技

７．協会本部との適切な連携を図り、会員に

術の利用等を含む）に対する調査研究

対する情報提供を通じて業務遂行のため

を行うことにより、会員の監査業務を

の支援を行うとともに、必要に応じて協

支援する。

会本部に対して意見発信を行う。

２．多種多様な場面でさまざまな働き方を
する公認会計士への支援と会員相互の

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

交流を推進し、それを広く社会に知ら
会員異動

しめることによって公認会計士の魅力
を伝えるとともに、公認会計士に対す
る社会の認知度向上を目的とした効果

（提 案 者）副会長

的な広報を検討し、積極的な広報活動

（提案説明）提案者より、次の説明があり、審議に

事務局だより

を展開する。
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入った。

後藤

紳太郎

特
集

１．下記の特別委員会を業務運営細則第９条第
３項により設置致したい。

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た。現状、多くの企業の

「近畿会財政の在り方検討特別委員会」

でに監査報告書を出し、審査を終了させるとい

告

監査について決算短信による財務数値の公表ま

報

記

う、少なくとも大部分の監査手続を終了させる

り方プロジェクトチーム」が設置

ことを要請されている例が多い状況である。決

され、中長期にわたる財政の見通

算短信の公表数値は、監査済であることは要求

し、会費と受益者負担の考え方の

されていないにも拘らず、企業サイドからの要

寄

整理などの検討が行われていると

望に応えている現状が伺える。もとより資本市

稿

ころである。その過程で、地域会

場の信頼は、適正な財務報告を前提としてお

交付金の見直しも検討されてお

り、公認会計士が担っている会計監査は、その

り、見直しが実施された場合、近

信頼維持の一端を担う重要な制度であり、高品

畿会の財政基盤にも大きな影響を

質な監査を実施するには、企業とのコミュニ

もたらすこととなる。ついては、

ケーションや専門的な判断を行うのに十分な期

近畿会においても特別委員会を設

末監査期間の確保が重要である。

置して、近畿会財政の在り方につ

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

なお、設置期間については、第

3-2②にも、会社及び会計監査人が十分な監査時

53事業年度：平成30年4月1日よ

間を確保することが掲げられており、双方の理解

り検討結果（報告書）の提示まで

と努力を継続する必要があるものと考える。

とする。

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

別委員会」の委員長、副委員長をそれぞれ

る解釈指針」が改正され、パートナーローテー

委嘱致したい。なお、委員の選任について

ション制度が変わる。適用時期は、2020年4月

は、委員長に一任願いたい。

1日以降開始の事業年度からであるが、適用開

記

始年度の直前年度において、旧規定に基づく

廣田

壽俊 （経理担当副会長）

「2会計期間」のインターバル期間を満たして

副委員長

大谷

智英 （経理部長）

いる場合には、フレッシュスタートできるた

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

ご案内

委員長

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

第２号

会長報告
後藤

紳太郎

（報告内容）2月報告
点を過ぎ、残りの任期を会員の皆様のために全

理事会報告

（報 告 者）理事

北山

久恵

（報告内容）1月16日開催の常務理事会及び1月17日
開催の理事会報告
■理事会

会長報告

１．関係省庁からの「事業報告等と有価証券報

本年は公認会計士制度が創設されて70周年の節

告書の一体的開示のための取組について」

目の年でもあり、近畿会では、8月31日に記念

・会社法に基づく事業報告及び計算書類

講演会と記念パーティを奈良において開催する

と金融商品取引法に基づく有価証券報

予定である。これまでの歴史を振り返りつつ、

告書を、一体の書類又は二つの書類の

より良い未来を考える機会となれば幸いと考え

段階若しくは同時提出のいずれの方法

ている。

による開示も容易に行いやすくするた
めの環境整備を行う。

17431
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事務局だより

昨年12月8日、日本公認会計士協会から「十

会員異動

力で会務に取り組みたいと考えている。また、

ＣＰＥ研修会

近畿会の役員体制も丁度1年半の折り返し時

会長活動報告

検討する余地があることをお知らする。

報告事項
（報 告 者）副会長

厚生部

２．下記の会員に「近畿会財政の在り方検討特

第１号

地区会

いて検討致したい。

定例役員会

（設置理由）協会本部において「協会財政の在

特
集

・当面、類似・関連する項目について、可

１．公認会計士制度説明会（高校訪問）の実施

能な範囲で共通化を図ることとする。
報

「財務諸表及び計算書類の表示科目」な

結果について
（学校名）大和高田市立高田商業高等学校
（日

告

ど15項目

時）平成30年1月12日（金）

・平成29年12月25日付け日本経済新聞

15:00〜16:00

朝刊において、違法行為の通報に関す

（参加者）1年生：199名

る記事が掲載された事に関し、日本公
寄

認会計士協会webサイトにおいてコメ

稿

ントを公表。

２．大阪市立大学での女性会計士によるゲスト
講座の実施について
（参加者）商学部3回生を中心に毎回100名

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

年月日／テーマ

１．制度・法規担当副会長からの意見具申
定例役員会

『「会社法施行規則及び会社計算規則の

平成29年10月20日
監査・会計業務

疋田会員

第2回

平成29年11月10日
パブリック関係業務

常峰会員

第3回

平成29年11月22日
ベンチャー・IPO関係業務

吉川会員

第4回

平成29年12月 1日
国際関係業務

内薗会員

第5回

平成30年 1月26日
組織内会計士・内部監査関係業務

原

２．品質管理を中心とした自主規制の在り方
研究会からの報告「品質管理を中心とし

地区会

た自主規制の在り方研究報告書」の公表
に関する件
■理事会審議事項
１．倫理委員会からの公開草案『「独立性に関
する指針」の改正について』に関する件

師

第1回

一部を改正する省令案」に対する意見』
に関する件

講

会員

※時間は各回とも8:55〜10:25（1限目）

厚生部

■報告事項
１．会計基礎教育に関する施策の状況に関す

第５号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

る件
２．プロジェクトチームの活動状況に関する件

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)

ご案内

第３号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

の準備進捗状況について
安井

康二

（日

時）平成30年3月20日（火）
①自由論題

（報告内容）報告者より、関西地区三会と東京会と
会長活動報告

の懇談会（当番会：東京会）の実施結果につい

・午前の部

10:30〜12:00

て報告があった。

・午後の部

13:00〜14:30

（日

②統一論題の部 15:00〜17:15

時）平成30年2月2日（金）

③懇親パーティ 17:30〜19:00

17:00〜18:30
（場

所）祇園料理 鳥居本

（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

（テーマ）「関西三会と関東甲信越四会の共同
ＣＰＥ研修会

事業について」

２．CPE協議会の開催結果について

「各会の広報活動と費用対効果の自

３．CPE研修計画及び実施結果について

己評価について」
（出席者）近畿会6名、京滋会4名
兵庫会5名、東京会8名

第６号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

荻窪

輝明

会員異動

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

第４号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

１．中小・ベンチャー企業向支援セミナーについて
種田

ゆみこ

（日

（報告内容）報告者より、次の報告があった。

時）平成30年3月21日（水・祝）
13:45〜16:30

事務局だより

（場

所）大阪産業創造館4階
イベントホール
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特
集

第９号

２．会員への業務推薦状況について
堺市

堺市建設局指定管理者候補者選定委

（報 告 者）社会保障委員会委員長

大川

幸一

（報告内容）報告者より、社会保障委員会社会福祉
法人小委員会研修会の実施結果について報告が
あった。

第７号

監査会計委員会報告

（報 告 者）監査会計委員会委員長

（日
疋田

時）平成30年2月6日（火）

鏡子

（近畿会当番会）の実施結果について報告が

14:00〜17:00
（場

所）近畿会研修室

（テーマ）「社会福祉法人の内部統制と決算書

（日

作成上の留意点について」

時）平成30年1月25日（木）

（出席者）社会福祉法人関係者36名

10:00〜12:00

会員等16名
定例役員会

（場

稿

あった。

所）近畿財務局 ８階 会議室

（テーマ）「監査報告書の長文化〜欧州事例の
実態分析」
（出席者）近畿会12名、京滋会3名
兵庫会4名、近畿財務局13名

寄

（報告内容）報告者より、第262回企業財務研究会

告

他１件

報

員会委員の推薦

社会保障委員会報告

第10号

IT委員会報告

（報 告 者）担当副会長

後藤

紳太郎

（報告内容）報告者より、情報システムコントロー
ル協会（ISACA）大阪支部との共催研修会の
実施結果について報告があった。

社会・公会計委員会報告

（日

（報 告 者）社会・公会計委員会副委員長
奥谷 恭子

地区会

第８号

時）平成30年1月15日（月）
18:30〜20:30

（場

所）北浜フォーラム

（テーマ）「勘定科目別CAATの着眼点と実践

務局職員向け「地方公共団体監査実務者研修

ポイント〜不正会計の兆候を早期発

会」の実施結果について報告があった。

見するための実践的スキル〜」

（日

時）平成30年1月20日（土）

（場

所）近畿会研修室

厚生部

（報告内容）報告者より、地方公共団体監査委員事

（出席者）ISACA大阪支部47名

10:00〜17:30

近畿会会員等67名

（テーマ）「地方公共団体の監査委員監査実施
ご案内

上の留意点」
（出席者）地方公共団体監査委員事務局54名
会員等17名

会長活動報告

公認会計士制度70周年記念事業

開催のご案内

本年、平成30年に公認会計士法制定70周年を迎えるにあたり、公認会計士制度発足以来の歩みを顧みつ
ＣＰＥ研修会

つ、今後の公認会計士業界及び近畿会の更なる発展を祈念し、下記のとおり記念行事を開催いたします。
時期尚早のご案内となりますが、ご予定くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。

◆開催日時：平成30年8月31日（金）

記念講演会
記念パーティ

甍〜I･RA･KA〜」

会員異動

◆開催場所：記 念 講 演 会 「奈良春日野国際フォーラム
記念パーティ「奈良日航ホテル」

14:00〜16:45
18:00〜20:30

※詳細は随時ご案内いたします。
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特
集

地区会 REPORT
報
告

和歌山地区会の沖縄親睦旅行の開催報告
和歌山地区会 特別会員 和中 修二

寄
稿

ながらカチャーシーを踊り、最後は決めポーズを

平成29年12月3

とって初日のお開きとなりました（2枚目写真）。

日（日）より2泊3

定例役員会

日の行程で、和歌山

2日目は、沖縄の

地区会の親睦旅行が

北部地域の名勝・観

企画されました。今

光スポットを回りま

回の企画は、会員の

した。世界遺産の

家族参加型のスタイ

「今帰仁城跡」は、

ルをとり、総勢7名の参加となりました。

本当に何もない場所

地区会

なお、今回の旅行は、旅行の手配、行程の決定、

に独特の造りをした石垣だけが残る居城跡でした

経費の精算作業等の全てを地区会長の宮本先生に取

が、今から概ね600年前から琉球王国の監守が利用

り仕切っていただきました。この場をお借りして、

していた城跡として、周りの風景と相まって独特の

厚く御礼申し上げます。

雰囲気を醸し出していました。海外からの観光客も

初日は、関西空港を朝10時半発の便に搭乗し、予
厚生部

定通り那覇空港に午後1時前に到着しました。その後
は、ジャンボタクシーで全行程移動となりました。

多く、写真（3枚目写真）は中国人観光客に撮って
もらったものです。
また、「古宇利オーシャンタワー」では、当日曇

ご案内

空港についてすぐ

天のため、眺めが期待通りではありませんでした

に沖縄そば、豚料理

が、和歌山とは違った南国マリンリゾートを少なか

等とご当地グルメを

らず経験でき、その後のヘリオス酒造では、懲りず

いただき、『琉球王

に大半の参加者が泡盛を嗜みました。

会長活動報告

国のグスク及び関連

夜は、ANAイン

遺産群』として登録

ターコンチネンタル

されている世界遺産の「識名園」及び「首里城（1

万座ビーチリゾート

枚目写真）」に伺いました。その過程でガイドさん

に宿泊し、ホテル内

（運転手兼添乗員）より、首里城の造りと関連付け

の「アクアベル」に

て、琉球王国の歴史や外交スタイルなどにつき、熱心

てコース料理とワイ

に説明を受けました。その時に強い印象として残った

ンを堪能しました（4枚目写真)。

ＣＰＥ研修会

ことが、あくまでも個人的な見解ですが、沖縄は現在

最終日は、北部地域から南下するかたちで、陶芸

も日本にも中国にも帰属しない独立した国（琉球王

の「読谷村・やちむんの里」や「おきなわワールド

国）であるという思いを持たれる方が実際に今もおら

（玉泉洞）」に行ってまいりました。

れるということでした。このことは、書物等でも書か

「読谷村・やちむんの里」では、沢山の陶芸家の窯

れていることですが、実体験としてその場面に出くわ

があり、観光客の目を十分に楽しませてくれました。

すと、そのインパクトは正直大きかったですし、良い

和歌山地区会では、このような和気藹々とした企

会員異動

見聞が得られたと考えています。

画が行われています。また、企画のなかで、事務所

那覇」にて和流料理と40度を

運営や仕事について、先輩より色々と教えていただ

超える泡盛を音楽や舞台を鑑賞しながらいただきま

けることもあります。今後も地区会長を中心にし

した。そして、宴たけなわ、テンションが上がった

て、魅力的な企画が行われると思います。会員皆様

参加者全員が舞台に上がり、多少のレッスンを受け

方のこぞってのご参加を期待してやみません。

初日の夜は「料亭

事務局だより
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特
集

地区会 REPORT
報

大阪市南北地区会共催
新人歓迎会のご報告

告
寄

はなかなか交わる機会のない、新人会計士、中堅会

会による新人歓迎会が開催されました。当行事は、

計士そしてベテラン会計士と様々な立場を有する者

晴れて2017年度公認会計士試験論文式試験に合格

同士が、利害関係なく同じ話題について熱っぽく語

し、公認会計士の世界に飛び込んで来られた新人の

らう姿や後輩の不安や疑問へのアドバイスを真剣に

皆さんを歓迎する趣旨の下、大阪市北地区会と大阪

する姿を見ることができたのは、企画に携わった身

市南地区会の共催で開催しているものです。

として幸せの極みであります。
計士としての将来の姿を思い描くことにとどまら

方にもお越し頂き、大変盛大なものとなりました。

ず、公認会計士業界の未来について少しでも考える

この晴れやかな会の開催場所は、大正ロマンの香り

きっかけになっていれば幸いです。また新人会計士

溢れる、風趣を備えた大阪の近代三大名建築『大阪

の将来の夢や会計士を目指したきっかけ、直近の不

倶楽部』。この『大阪倶楽部』は「知の交流と心の

安について話す姿を見て、自分自身が駆け出しの新

ふれあいの場」として設立された会員制社交倶楽部

人であった頃を思い出した方も多いのではないで

の保有する会館(大正12年建立)であり、公認会計士

しょうか。全ての公認会計士が必ず通ってきた、合

という職業が誕生した瞬間を見守ってきた伝統ある

格者として、そして新人としての気持ちを思い出さ

建造物という点においても、当歓迎会としてふさわ

せてくれるこの新人歓迎会は、参加した我々にとっ

しい場所であったのではないでしょうか。

ても大切にしたい気持ちや体験を思い出させてくれ

かれ、南地区会柴原会長による開会の挨拶、北地区

法人をはじめ、コンサル、企業内会計士、CFO、

会内田会長による乾杯の音頭に始まり、両地区会所

CEO、独立開業など、様々な方面で活躍している公

属の大先輩方から新人さんへの激励の言葉が送られ

認会計士ですが、ご自分の新人時代を懐古する機会

ました。先輩方からの激励は、祝辞のみならず、公

としても、当新人歓迎会をご認識頂きたく存じま

認会計士としての人生を長年歩んで来た者にしか紡

す。そして来年以降も当イベントは開催予定ですの

げないであろう貴重なお話ばかりで、新人の皆さん

で、足を運んで頂ければ幸甚です。

ＣＰＥ研修会

るようなイベントではないかと感じています。監査
会長活動報告

さて歓迎会当日は、南地区会阪副会長の司会に導

ご案内

ん、若手会計士の方から会計士歴40年以上の大先輩

厚生部

この新人歓迎会が、新人の皆さまが自身の公認会

地区会

今年の新人歓迎会には、新人の皆さんはもちろ

定例役員会

2018年1月16日(火)、毎年恒例となっている地区

稿

大阪市南地区会 幹事 林 由

は真剣な眼差で傾聴されており、また合格から数年
経った私も非常に感銘を受けるものでした。
今年の新人さん達は、“歓迎会開始直後には新人
さん特有の緊張感が会場に漂う”という例年の予想
を覆し、開始前から互いに挨拶しあい、和気藹々と

会員異動

した雰囲気を会場内に醸成され、非常に感心させら
れるところでした。さらに参加して頂いた皆さまの
温かい心遣いと人柄も相俟って、会話の絶えない和
やかなムードに会場全体が終始包まれました。普段
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特
集

厚生部 REPORT
報
告

テニス交流会 講評
相本 忠弘

寄
稿
定例役員会

2017年も終わりを迎えようとしている2017年12

す。また、今回は経験者の方の参加が多かったです

月29日（金）に毎年恒例の近畿会趣味の会によるテ

が、もちろん初心者の方の参加も大歓迎です！特に

ニス交流会（練習会）を大阪にある江坂テニスセン

初心者の方は初めて参加する際には少し勇気がいる

ターのインドア（室内）コートで実施しました。寒

かもしれませんが、参加された方は皆テニスが好き

さが厳しい年末の実施となりましたが、インドア

であるという共通点があるため、すぐに打ち解けて

コートということもあり、暖房設備が管理されてお

テニスを楽しむことができます。

り、大変快適にテニスを楽しむことができました。

テニスはあらゆる世代の方が楽しむことができ、

地区会

今回、参加いただきました皆様はテニス経験者が

気軽に始めることができるスポーツでもあります。

多かったこともあり、基礎練習等で体を温めた後

これまでテニスをしたことがない人も積極的に参加

は、主にダブルスの試合を中心に行いました。テニ

いただき、テニスの楽しさを少しでも感じていただ

スだけの話ではないと思いますが、スポーツ全般と

けますと幸いです。

厚生部
ご案内

して、試合になると盛り上がりが違います！なかな

また、次回のテニス交流会は6月下旬を予定して

か練習通りにプレーをすることは難しいものです

おります。今回参加された方はもちろん、テニスを

が、白熱したラリーや的確なボレー、即席ペアとは

したことがない初心者の皆様もぜひ、気軽に参加い

思えない見事なペアのコンビネーション等、随所で

ただけますよう、まずは趣味の会（テニス部）の登

素晴らしいプレーが飛び出し、大きな歓声が上がっ

録からよろしくお願い致します。テニス部への登録

ていました。ペアを交代して、何試合か実施しまし

を希望される方は、近畿会事務局までご連絡よろし

たが、ペアによって試合内容が大きく異なり、とて

くお願い致します。

も見応えのある試合が多く、観
戦している方も大いに盛り上が
りました。

会長活動報告

このテニス交流会のようなイ
ベントは、普段なかなか交流の
機会がない他の監査法人や個人
事務所にお勤めの方、一般企業

ＣＰＥ研修会

にお勤めの方等、様々な経歴の
方とテニスを楽しみながらコ
ミュニケーションをとることが
できる大変良い機会だと思いま

会員異動
事務局だより
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特
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厚生部 REPORT
報

カラオケ部開催報告

告

内田 聡
寄

月17日に開催されました。今回の開催場所はカラオ

物語より）」と会計士であれば思わずニンマリして

ケ部会では初めての場所となる北新地のスナック

しまいそうなものばかりです。曲調も覚えやすく歌

「茂茂」。「しげしげ」ではなく（私は最初そう読

いやすく、クライアントの方々とカラオケに行って

んでしまいました…）、「もも」と読みます。ママ

唄われる機会があれば、盛り上がること請け合いで

のご両親のお名前からお店の名前をつけられたそう

す（Amazonでも購入可能です）。
カラオケ採点で盛り上がるのもカラオケ部会の楽

です。

しみなのですが、ご本人に歌っていただいてもなぜ

内、北新地という好立地と3拍子そろっているお店で

か100点にはならないというのは、テレビ番組でも

すが、カラオケ部会として特筆すべきはカラオケ機

おなじみの光景でした（Y先生の名誉のために付記

材が「JOY SOUND」であるという点。通常スナッ

しますが90点は超えていました！）。
今回、参加者が（新年会の季節ということもあっ

く、DAMも高音質で良い機材なのですが、たまに

たためか）6人と若干さみしい状況であったのが残

はDAMには入っていないマニアックな曲も歌って

念に感じられました。ただ、人数が少なければ1人

みたいというのが、カラオケ部会に参加される皆さ

当たりの歌える曲数が増えるといううれしい側面も

ま方も思われるところだったようです（JOY

あり、皆さん思う存分レパートリーを披露されてい

SOUNDは曲数ではDAMを凌いでいるのです）。

ました。特に事務局からからご参加いただいたSさ
んの美声と高音には驚かされるばかりで、次に参加

オケ部会に毎回ご参

する際には練習してもう少しでも高音が出るように

加いただいているY

精進したいと思わされました。

（作詞もY先生）が

催する予定です。この報告が出る際には第3回は終

JOY SOUNDには8

了しているかも知れませんが、今後も年3回程度の

曲も入っているので

ペースで開催していきますので、興味を持たれた方

す！今回もY先生ご

がいらっしゃいましたら、ぜひご参加いただきたい

参加でしたので、数曲ご本人に歌っていただきまし

と思っております。

Haven

ＣＰＥ研修会

次回は3月28日（水）に第3回カラオケ部会を開
会長活動報告

先生のご自身の曲

ご案内

そして！実はカラ

厚生部

クに入っている機材は「DAM」であることが多

地区会

「茂茂」は大変感じの良いママと居心地のいい店

た。曲名も「走れマイナンバー」、「Tax

定例役員会

（タックス・ヘイブン）」、「GREEDY（相続税

稿

平成29年度の第2回カラオケ部会が年を明けた1

よろしくお願いいたします。

会員異動
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厚生部 REPORT
報
告

ハイキング部報告
南方 得男

寄
稿

平成30年1月28日（日）

伊勢への道 初瀬街道を歩く

（参加者会員４名、非会員１名）

定例役員会
地区会
厚生部

近鉄榛原駅はうっすらと雪でおおわれていまし

その先に「まほろば湖」（ダム湖)を望むことができま

た。防寒対策は済ませていたので寒さは平気でし

した。舗装道路は雪は少なく安心してダム湖へ下って

た。榛原駅から住宅地を抜けて山道へ。数センチの

いきました。川上からダムに向かう左右の道のうち、

積雪を踏みしめて静かな登りを行くと、鳥見山公園

車両通行止めのほうは途中、倒木が道をふさいでいて

近くでは車両通行止めになっていました。雪道に数

これを乗り越えて歩きました。湖面から50メートル

人の足跡しか見えないところを静かに登って行きま

以上ある道沿いの眺望スペースでコンビニ弁当をいた

す。足跡を踏んで歩くべきか、足跡を避けるほうが

だきました。自然の中、運動の後のお弁当はおいしい

すべらないのか、考えながら登っていきます。途中

ものですね。弁当時間には必ず数年前のハイキング

に「鳥見の清水」と

で、主要駅で弁当を購入しなかったため、申し訳なく

の傘付き立て札があ

も昼食時間にメンバーの皆さんから少しずつ昼食を分

りましたが、湧水口

けて頂いたことを思い出します。

の水は凍っていて斜

これ以降は車道を、

面から突出した竹筒

長谷寺前を通って近

から氷が湧き出して

鉄長谷寺駅へ向かい

いるように見えまし

鳥見の清水

ました。ここまでほ

ご案内
会長活動報告

た。月見山公園から

ぼ雪に降られずにす

の眺めは良かったの

んだのですが、国道

ですがやや曇ってい

165号線から長谷寺

ました。集合写真を

駅までの急な坂を上ったところで、雪が降ってきま

撮った近くの勾玉池

した。

に放り込んだ雪玉

道標

本日は総勢５名と少なかったのですが、寒さ対策

は、凍り付いた池の

鳥見山公園勾玉池

表面で壊れてしまいました。

さえすれば、冬空のもと、多少の難あり楽あり、
しっかり運動もやって、充実した一日になりまし

ＣＰＥ研修会
会員異動

ここから桜井 初瀬（はせ）ダムへ山道を歩きます。

た。大阪は積雪が無かったのでアイゼンを準備する

下りになるので楽だろうと思いきや、岩の多い急な下

ことに考えが及んでいませんでした。今回は使わず

り道が多々あり雪も積もっていました。アイゼンを付

に済んだのですが、用心はしておくものですね。最

けていなかったので

後になりま

踏み場を選びなが

したが、お

ら、また樹に手をか

世話係の鈴

けながら注意して

木邦明先生

下っていきました。

にはいつも

山道から降りてくる

感謝してい

事務局だより

と人家が見えてきて、
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ハイキング部報告

告

鈴木 邦明
寄

近江商人の街

稿

平成30年2月17日（土）

近江八幡へ （参加者会員６名、非会員１名）

ティファニー」へ。昼食時で混んでいたので予約を

拝し、帰途へ。途中でみぞれ混じりの雪が降ってき
て、少々冷たい近江八幡駅への帰路でした。
歩いた距離は、せいぜい5Ｋｍくらい。この企画

「ステーキランチ」でしたが感想は“まあ、まあ”

は女性がもっと参加してくれていたら喜んでくれた

かな？というところでした。昼食後、八幡掘界隈の

のではないかと思います。水郷巡りのできる季節に

近江商人の街の散策です。メンソレータムを日本に

もう一度機会があれば企画したいと思っています。

紹介普及させた「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ
氏」の設計による明治終わりから大正期にかけて建

少し、遅い時間になりましたが全員無事帰りの電
車に乗ることができほっとしているところです。
3月は、寒梅「月ヶ瀬梅林」の予定です。梅の香

民俗資料館などを見学。また、朝鮮通信使の宿泊場

りを楽しみにたくさんの会員の参加をお待ちしてい

所でもあり、その当時の通信使の行列絵などもあり

ます。

厚生部

築された洋館、近江商人の旧宅「伴家住宅」、歴史

地区会

入れておいて良かったです。お料理は、近江牛の

定例役員会

11時34分集合そのまま昼食会場の「レストラン

往時の近江八幡の繁栄ぶりを想像することができま
した。水郷八幡掘りも見学しましたが、季節の良い
時に水郷巡りの船に乗ってみたかったですね。
街散策の後は、2番目の目的、「たねや・クラブ

ご案内

ハリエ」のスイーツの時間です。ティールームは
少々混んでいて少し待たされましたが、それだけの
価値があったス

会長活動報告

イーツと飲み物で
した。ゆっくり
ティータイムを楽
しんだ後は、お店
でスイーツとお隣

ＣＰＥ研修会

の漬物屋「山上」
の漬物のお土産の
ショッピングタイ
ム、そして、「日
牟禮八幡宮」へ参

会員異動
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特
集
平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成30年2月実績及び3月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委員会）
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 月 6 日 18:30〜20:30
ティング 財金融の視点から〜」

寄

10:00〜11:40

稿
2 月 7 日 13:00〜14:40

定例役員会

15:00〜16:40

10:00〜11:40

2 月 8 日 13:00〜14:40

地区会

15:00〜16:40

10:00〜11:40

厚生部

2 月 9 日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

ご案内

13:00〜14:40
2月13日
14:50〜16:30

会長活動報告

14:00〜17:00
2月15日
18:30〜20:30
2 月 2 3 日 13:30〜16:30

ＣＰＥ研修会

13:00〜14:40

3 月 2 日

14:50〜16:30

会員異動

3 月 5 日 13:30〜16:30

3 月 7 日 14:00〜17:00

事務局だより
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（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〜」
春季全国研修会
監 査「監査提言集の解説〜
「期末監査で留意すべき不正
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
監 査 に対する合意された手続業務に関する実務指針」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」
コンサル 関西地区三会共催研修会
（組織内会計士委員会）
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」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「資産税の盲点と判断基準〜財産の譲渡・贈与・相
税 務 続の盲点〜」
（前半）
（平成30年1月26日 本部税務業務部会主催研修
会（第52回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「資産税の盲点と判断基準〜財産の譲渡・贈与・相
税 務 続の盲点〜」
（後半）
（平成30年1月26日 本部税務業務部会主催研修
会（第52回））
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー（第3回）
会 計
〜金融商品の表示・開示規定〜
〜IFRS15における開示要求と開示事例について〜」
大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）
「タイの企業法務・会計〜進出日系企業の落とし穴〜」
会 計 ①タイのビジネス環境、
進出〜撤退に関する会計・
税務上の落とし穴
②タイのビジネス進出、撤退に関する法務上の落とし穴
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講

師

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）

2

岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会
ビューアー）

2

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）、
中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）

不正
事例

主席レ

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

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）

2

亀岡保夫氏（公認会計士）

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）

2

2

3

柏岡佳樹氏（新日本有限責任監査法人）、小島隼
人氏（有限責任監査法人トーマツ）

3

橘内進氏（公認会計士、Asia Alliance Partner
Co.,Ltd.）、坂元靖昌氏（弁護士、北浜法律事務
所・外国法共同事業）

特
集

実施月日

時

間

分野

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

講

師

公認会計士社外役員ネットワークDVD研修会
2

中西和幸氏（弁護士）

3

中室祐氏（関西電力株式会社、弁護士）、森田慈
心氏（大幸薬品株式会社、弁護士）

2

佐藤隆司氏（ニューホライズン キャピタル株
式会社（NHC）パートナー、公認会計士）、香月
由嘉氏（ニューホライズン キャピタル株式会
社（NHC）パートナー、弁護士）

報

コンサル「三種類の統治形態と社外役員の役割・責任」
3 月 1 3 日 13:30〜15:30
ティング（2月27日 本部公認会計士社外役員ネットワー

ク研修会/東京収録）

告

（組織内会計士委員会）
コンサル 関西地区三会共催研修会
3 月 1 6 日 18:30〜21:00
ティング「組織内会計士のための法律知識と実務」
DVD研修会
10:00〜11:40 税

15:00〜16:40 監

稿

3月19日

2

（平成30年1月19日開催 新春全国研修会/東京収録）
DVD研修会
理「公認会計士に求められてきた倫理を振り返る」 2
（平成29年10月20日開催 秋季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
「監査提言集の解説〜「会計基準の理解」と「グルー
査
プ監査」ほか〜」
（平成29年10月18日開催 秋季全国研修会/東京収録）

寄

13:00〜14:40 倫

務「法人税法22条4項の公正処理基準と企業会計の基準」

2
不正
事例

コンサル
会計士委員会）
ティング

「PEファンドの投資戦略と会計士との協業」

10:30〜12:00

15:00〜17:15 監

3月22日

2

2

小松野悟氏（近畿会研究・CPE研修部長）

3 月 2 3 日 13:30〜17:00

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

川本寛弥氏（本部非営利法人委員会非営利業務
支援専門部会専門委員、公認会計士）、神原正明
氏（近畿会社会保障委員会社会福祉法人小委員
会委員長、公認会計士）

3

2
不正
事例

2

3

舩越啓仁氏（公認会計士）

17441
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3 月 3 0 日 14:30〜17:00

國部克彦氏（神戸大学大学院経営学研究科教
授）、水口剛氏（高崎経済大学経済学部教授）

会員異動

3月29日

3

ＣＰＥ研修会

3 月 2 8 日 13:30〜16:30

3

会長活動報告

3 月 2 7 日 13:30〜16:30

2

宮川晃一氏（NPO法人日本ネットワークセキュ
リティ協会（JNSA）アイデンティティ管理ワー
キンググループ リーダー、日本電気株式会
社）、富士榮尚寛氏（NPO法人日本ネットワーク
セキュリティ協会（JNSA）アイデンティティ管
理ワーキンググループ、伊藤忠テクノソリュー
ションズ株式会社）
秋山修一郎氏（公認会計士、本部常務理事（公会
計・公監査担当）、地方公共団体における内部統
制・監査に関する研究会構成員）、川口雅也氏
（公認会計士、本部自主規制・業務本部研究員
（公会計担当））

ご案内

関西地区三会共催研修会（IT委員会）
「エンタープライズにおけるID管理のあるべき姿
18:30〜20:30 そ の 他
〜ID管理システム導入チェックリストを活用した
体系的管理〜」
地方自治体会計・地方自治体監査研修会（社会・公
会計委員会）
「地方公共団体における内部統制・監査に関する
監 査 ①
議論の状況」
②「地方議員のための自治体財務情報の活用法」
関西地区三会共催研修会（経営委員会 CSR小委員会）
「SDGｓ時代のアカウンタビリティと会計士の役割
コンサル
を問い直す〜ESG投資から新しい会計倫理へ〜」
ティング
①アカウンタビリティから経営論理へ
②ESG投資〜新しい資本主義のかたち
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 社会
福祉法人小委員会）
監 査
「公認会計士等の会計監査及び支援業務等の概要
と実務上の諸問題について」
DVD研修会
「公認会計士業務における情報セキュリティ及び
倫 理 会員事務所が利用する外部委託先に係るセキュリ 2
ティの考え方について」
（平成30年2月8日開催 春季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
「監査提言集の解説〜「財務報告に係る内部統制の
監 査
監査」ほか〜」
（平成29年12月14日開催 冬季全国研修会/東京収録）
DVD研修会
税 務「医療法人の税務」
（平成29年12月5日開催 本部研修会/東京収録）
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 学
会 計 校法人小委員会）
「平成29年度 学校法人の決算における留意事項」

パネリスト：丹羽滋正氏（東海会会員）、浦地信
太郎氏（北陸会会員）、佐藤陽子氏（京滋会会
員）、吉村康弘氏（兵庫会会員）
コーディネーター：小松野悟氏（近畿会会員）

厚生部

13:00〜14:40 倫

2

地区会

3 月 2 0 日 13:00〜14:30

第49回中日本五会研究大会（自由論題の部 午前）
（会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンショ
ンセンター）
※テーマによって研修コードが異なります※
第49回中日本五会研究大会（自由論題の部 午後）
（会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンショ
ンセンター）
※テーマによって研修コードが異なります※
第49回中日本五会研究大会（統一論題の部）
①「我が国の監査の信頼性確保に向けて」
（仮）
「監査・会計の国際標準化に向けて」
（仮）
査 ②
（会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンショ
ンセンター）
関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
理「CPE制度の概要〜新制度における義務不履行者 2
に対する措置を中心に〜」

定例役員会

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内

18:30〜20:30

特
集

髙田篤会長活動報告

平成29年度

報

TOPICS

会務報告

告

金融庁から発出された「会計監査の在り方に関する懇談会」提言への対応の一つとして、日本公認会計士協会は、研究報告
として「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」を公開草案としました。
これは、あくまで研究報告であり、規範性を有するものではなく、追加的な要求事項を設定するものではありません。今世
界各国で監査品質に関するAQIの公表の動きがあり、シンガポールとオランダは実質的に強い拘束力を有していますが、それ

寄

以外の国においては、その段階には至っておりません。

稿

もとよりAQIは、監査の品質そのものではなく、また、定量情報のみではなく定性情報と併せて提供されることが重要であ
ると言われております。監査に関する透明性向上の一施策として実施する意義はあるとしても、AQIの定量情報が単純に比較
され、却って監査の実態を枉げて表すことがないよう、公表する監査人側の十分な説明と、利用者側の理解が必要になるもの
と考えます。

定例役員会

近畿会では、本年4月より「近畿会財政の在り方検討特別委員会」を設置することにいたしました。これは協会本部の財政に
関する見直しの一環として検討されている諸施策に関連して、近畿会でも財政という切り口から、近畿会の将来的な在り方そ
のものについて検討、協議し、ひとつの方向性を示したいという思いからのものです。会員の皆様にとって良い近畿会を目指
して検討したいと思う次第です。

日

付

地区会

1月30日

厚生部

1月31日

曜日

時

間

会務の内容

場

所

13:30〜15:30

大手法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜12:25

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

12:35〜13:40

協会財政の在り方検討P.T.

日本公認会計士協会

15:00〜17:20

相談役会

日本公認会計士協会

火

水

ご案内

2月2日

金

17:00〜20:30

関西地区三会と東京会との懇談会兼懇親会

祇園料理

2月14日

水

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

2月15日

木
15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

鳥居本

会長活動報告

2月16日

金

10:00〜16:00

理事会

日本公認会計士協会

2月21日

水

12:00〜14:00

関西地区三会と近畿財務局との意見交換会

KKRホテル大阪

2月22日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

ＣＰＥ研修会

(作成月日:平成30年2月23日)

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。
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特
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

第一法規

編

刊

URL

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

法務・税務のすべてがわかる！事業承継実務全書
税理士法人タクトコンサルティング
日本法令

刊

定価4,300円+税

定価4,500円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

編

定価より15％引き（送料別）

事業承継関連法制やガイドラインを紹

についてQ&A形式で解説しています。文

介し、事業承継問題に取り組む際に必要

部科学省からの通知や日本公認会計士協

な組織再編税制、種類株式・資本政策等
の周辺知識を収録しています。平成30

な最新の情報を収録。また、各計算書類・監査報告書の様式や

年度税制改正大綱に対応。この一冊で、事業承継に関するす

寄附金・給付金等に関する項目の最新情報を登載しています。

べての実務が理解できます。

藤沼塾講演録 新時代を切り拓く会計プロフェッション

Ｑ＆Ａ 開示検査と会計不祥事対応の実務
三宅英貴

同文舘出版

編
刊

著

金融財政事情研究会

定価2,400円+税

定価2,200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

会からの公表資料を登載し、実務に必要

定例役員会

特有の会計処理を有する学校法人会計

藤沼亜起

稿

有限責任監査法人トーマツ

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

寄

第４次改訂版 Ｑ＆Ａ学校法人の新会計実務

FAX

刊

定価より15％引き（送料別）

けた会計士を育成する「藤沼塾」の第1期

で教える一冊。証券取引等監視委員会の

に行われた内容の全てを収録したもので

開示検査の運用と監査法人の不正リスク

す。「会計専門職を取り巻く環境認識と、

対応の動向、そして、それらを踏まえた

将来に向けた取り組み」をテーマに、会計関連分野の第一線で

会計不祥事対応の実務について解説しています。監査法人、

活躍する講師陣が多面的に議論した成果を提供しています。

公認会計士必携の書。

ご案内

クルマを「買いたい」「売りたい」「借りたい」組合員のみなさまへ！

会員異動
事務局だより
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ＣＰＥ研修会
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会長活動報告

★クルマを買いたい！
安全性能と機能美に優れたボルボ車を、組合員の皆様には通常小売価格の6〜13％引きでお求めいただけます。
優待価格を適用するには、下記の手順により当組合からの紹介が必要になります。
①ご購入希望者は当組合ホームページ「クルマ」の「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のコーナーから「提携制度利用申込書」を
ダウンロードして必要事項をご記入のうえ、当組合にＦＡＸでお送りください。
②当組合でＦＡＸを受信後、組合員であることを確認したうえで、ご指定のディーラーへお送りいたします。
③ディーラーよりご購入申込者へご連絡し、商談開始となります。
★クルマを売りたい！
買い替えなどで自家用車を売却する際、ジャックスリース株式会社が“業者向けオートオークション”に出品代行いたします。
オークション出品前に同社より「出品推奨価格」と「買取保証価格」をご案内いたしますので、安心してご出品いただけます。組合
員の方は出品代行手数料が5％割引となります。
詳しいことはジャックスリーススペシャルページをご覧ください。
http://www.jaccs-jcl.jp/pass.html クーポンコード「cpacos」を入力してログオン！
★クルマを借りたい！
車を借りるなら、ニッポンレンタカーの「ワンデイスキップ」をご利用ください。
「ワンデイスキップ」は
①一般料金より20％〜最大55％割引でご利用いただけます。
②ご利用の2時間前までにご予約いただける、インターネット限定商品です。
③ご予約からお支払いまですべてWEBで完了するので、ご出発時もスムーズです。
（クレジットカードでWEB決済を行っていただきます。）
専用入口 https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/ ID:7438 PASSWORD:38142（半角）
当組合のホームページ「クルマ」の「ニッポンレンタカー」からアクセスできます。
※「クルマ」のサービスは組合員を対象としております。未加入の方は加入の上ご利用ください。
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厚生部

本書は、
“未来を読み解く力”を身につ

会計不祥事対応の要諦を、Ｑ＆Ａ形式

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

C.P.A.NEWS 2018.03 Vol.705
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事務局だより

17445

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

3,478

35

3,513

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

38

740

計

合計

790

4,303

（平成30年1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）

定例役員会

資格変更（準会員から会員へ）
1月22日付
浅井
奥村

法寿
英則

二宮
広山

幸平
一茂

古川
松木

嵩子
一也

入会者
地区会
厚生部
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

1月22日付
上野 達也 （会
員）
足達 正城 （四号準会員）
安部井 恒志
（四号準会員）
荒川 浩詞 （四号準会員）
飯島 賢祐 （四号準会員）
池田 ひなた
（四号準会員）
池田 崚也 （四号準会員）
市丸 亮太 （四号準会員）
伊藤 知晃 （四号準会員）
井上 総一郎
（四号準会員）
梅澤 拓希 （四号準会員）
大野 里紗 （四号準会員）
大森 史生 （四号準会員）
岡崎 兼尚 （四号準会員）
小川 智裕 （四号準会員）
小畑 雅幸 （四号準会員）
金田 卓也 （四号準会員）
川澄 里紗 （四号準会員）
菊井 諒 （四号準会員）
岸本 彩華 （四号準会員）
木田 珠太郎
（四号準会員）
木村 愛梨 （四号準会員）
清重 皓平 （四号準会員）
窪
康至 （四号準会員）
見上 泰規 （四号準会員）
小林 謙太 （四号準会員）
小林 遥佳 （四号準会員）
佐藤 多津夫
（四号準会員）
澤
瑞歩 （四号準会員）
神立 泰宏 （四号準会員）

杉木
杉本
竹下
田中
段林
計倉
中石
中川
中島
中村
仁科
服部
濱﨑
引田
百道
平山
福原
藤本
細山
三木
南
許田
桃井
安田
簗瀬
山上
山口
山口
山中
遊佐

雄一 （四号準会員）
圭 （四号準会員）
新馬 （四号準会員）
優美子
（四号準会員）
翔希 （四号準会員）
志帆 （四号準会員）
航平 （四号準会員）
彰 （四号準会員）
亜依梨
（四号準会員）
由佳 （四号準会員）
真乃介
（四号準会員）
祐太 （四号準会員）
夏実 （四号準会員）
健 （四号準会員）
大起 （四号準会員）
直樹 （四号準会員）
悠介 （四号準会員）
健太朗
（四号準会員）
哲平 （四号準会員）
創太 （四号準会員）
樹央 （四号準会員）
紗代 （四号準会員）
義永 （四号準会員）
有騎 （四号準会員）
章太 （四号準会員）
晋平 （四号準会員）
雄大 （四号準会員）
悠平 （四号準会員）
裕美 （四号準会員）
光秀 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
【事務所】

事務局だより

卓郎 （会

員）
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加藤

健

（会

員）

裕介
勝裕
伸
元樹
哲
亨

（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）

清水
在本
奥田
中山
水取

奈津
茂
伸一
哲弥
祥子

（会
（会
（会
（会
（会

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

三木
多留
米谷
松木
立田
南
村田
吉田

貴之
健二
浩孝
一也
義昭
亮輔
賢二
尚矢

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

員）
員）

山王
北岡

健介 （会
貴弘 （会

員）
員）
員）
員）
員）

【自宅】
岡田
黒田
駒井
藤本
吉岡
杉原
髙瀬
森山
松下

龍樹
翔太
信哉
幸治
礼
栄次
拓也
翔太
友祐

【事務所・自宅】
長野
前川

弘和 （会
健 （会

員）
員）

転入者
1月11日〜25日
大西 智之 （会
員）
椎野 友教 （会
員）
宮田 傑 （会
員）
北村 幸子 （会
員）
竹添 泰之 （会
員）
石藏 晋也 （四号準会員）
石井 桜子 （四号準会員）

東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り
京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
神奈川県会より
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り

転出者
1月11日〜25日
青沼 秀 （会
員）
正司 素子 （会
員）
杉下 悟 （会
員）
橋本 公成 （会
員）
横井 宏紀 （会
員）
池田 織弥 （会
員）
宮島 健 （会
員）
池田 知弘 （会
員）
横山 智晃 （四号準会員）
江木 洋介 （四号準会員）
土居 亮太 （四号準会員）

北 海 道 会
兵 庫 会
兵 庫 会
東 京 会
中 国 会
京 滋 会
兵 庫 会
東 京 会
兵 庫 会
東 京 会
東 京 会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
向井

1月11日〜25日
青井

豊原
松井
渡邊
川上
澤田
塩川

泰彦 （会

員） 1 月 2 2 日 付 業

務

廃

止

特

集

電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より可
12月25日付

告

寄

稿

能です。

PwCあらた有限責任監査法人 大阪事務所

定例役員会

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

この編集後記を書いている今まさにオリンピック

高く舞え！

真っ盛り。韓国は平昌から伝えられる若者の躍動す

る姿に一喜一憂。夏の五輪に比べると地味な印象の

ある冬季五輪ですが、青空に高く舞うスノーボード

やモーグルの選手たちの、自然と融合した躍動感あ

るフォトジェニックな美しさに魅入られたのは小生

だけでしょうか。四年間の努力を結実させ、雪と氷

の白いキャンバスに、美しい花を咲かせた選手たち

の姿に目を熱くされたことと思います。

さて、本号がお手元に届く頃は、東大寺二月堂のお

水とり。このニュースを耳にすると、寒さも緩み、暖

かな春の訪れというイメージが浮かぶのは関西人なら

ではの感覚でしょうか。今冬は、何十年ぶりの大雪

と、冷え込みがきつかっただけに春を遠く待ちわびる

気持ちは例年以上に強かった気がします。

そして間もなく冬の寒さを耐え忍んだ桜が一斉に芽

吹き、咲き乱れる春本番を迎えます。桜の季節は会計

監査に従事している会計士にとっては繁忙期の始まり

を告げるようでもあり複雑な心境ですが、われわれも

最後になりましたが、今年は公認会計士制度七〇

職業会計人として奮闘努力あるのみですね。

周年となる節目の年。近畿会でも奈良にて記念講演

及びパーティーの開催を予定しております。会計士

を取り巻く環境の変化に我々はどう対応してきたの

和田林一毅 )

か、真摯に振り返るとともに未来に向けどうすべき

か考える佳き機会にならんことを。

︵会報部

【旧住所】〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2丁目4番9号
ブリーゼタワー24階
TEL 06-6442-3150
FAX 06-6442-3151
【新住所】〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4番20号
グランフロント大阪タワーA36階
TEL 06-6375-2610
FAX 06-6375-2611

事務局だより
【弔事】

・会 員 中山 拓志氏（兵庫会）
平成30年1月13日ご逝去 満58歳

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領

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

事務局だより
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地区会

第3四半期提出用
平成29年版

・会 員 中川 一之氏のご母堂 美惠子様
平成30年2月24日ご逝去 満85歳
・会 員 北 智英江氏のご尊父 和樹様
平成30年1月22日ご逝去 満72歳
・会 員 西中 淳氏のご尊父 務様
平成30年2月1日ご逝去 満75歳
・会 員 藤田 圭佑氏のご母堂 訓子様
平成30年2月3日ご逝去 満60歳

報

株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
編集・発行

宝印刷株式会社
者
贈
寄

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して

監査法人移転

【寄贈図書】

宝印刷株式会社
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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
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※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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