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特集 SPECIAL SECTION

−第２弾−
報

異色の公認会計士シリーズ

告

医大生、劇団員、そして会計士
寄

漠然と考えるようになり、結局中学から高校卒業まで

このたび会報部から、会計士の多様性、協会への

ずっとこの照明係をやっていました。

定例役員会

1．はじめに

稿

小川 裕子

通常と異なる形での貢献等を紹介する「異色の会計
申し出がありました。そこで3月1日夕刻に会計士協

楽しかった中高生活も高校三年になると進学を考

会近畿会で約1時間会報部担当者とお話しさせてい

えなくてはなりません。ただ私は、祖父2人と父が

ただき、その際のやり取りを再構成して原稿を作成

医者だったことから、当然のように医者になるのだ

しました。私自身としては、自分の経歴が他の会計

と小さいころから何の疑いもなく考えていました。

士と比べて幾分変わっているとは思いますが、それ

そこで、当然のように医学部を受験し、合格した大

が現在の自分にどのようにつながってきたのかなど

学のなかから、おカネがかからない防衛医大を選び

と考えたこともありませんでした。しかし、医大

ました。
防衛医大というのは自衛隊組織に属する教育機関

リアを経て、今の自分の個性が形作られていること

です。したがって当然にタテ社会、上級生の言うこ

は間違いないですし、各々のキャリアの転換点にお

とには絶対服従の厳しい世界でした。ただ、慣れと

いては、その場その場で最善の選択をしたと思って

いうのは怖いもので、大学寮で過ごすうちにいつの

います。そんなことを考えながら、自分の過去を振

まにかその生活が当たり前と感じるようになりまし

り返ってみることにしました。

た。ラッパの音で目を覚まし朝の点呼、国旗掲揚。

ご案内

生、劇団員、会計士という一見何の脈絡もないキャ

厚生部

3．防衛医大生として

地区会

士」シリーズ第2弾として私の記事を載せたいとの

夜は点呼を受けて12時には消灯ラッパ。定期試験で
私が劇団員となったのは、演劇に興味があったわけ

の明かりが外に漏れないようにこっそり勉強するこ

でもなく、女優になりたかったわけでもありません。

ともありました。髪型にもルールがあり、男子は観

中学の時、イベントの照明係をしていたのですが、そ

閲式の際は帽子から出ている部分は刈り上げ、女子

の時に照明のパワーに惹かれて夢中になりました。例

も肩にかかったら束ねなければならないといった決

えば、リハーサル時に舞台照明なしに軽音楽部が練習

まりがありました。
全寮制で統制は厳しいとはいえ、学生の自治はあ

音楽自体が突然生き生きと輝き始め、大きく世界が変

る程度認められていました。寮内の決め事について

わる経験をしま

は学年による年次が優先され、必ずしも正論が受け

した。「照明と

入れられる雰囲気ではありません。寮生には役職が

いうものにはこ

あり、私は4年生の前期、女子の幕僚として寮内の

れほど大きな力

根回し、話し合いといった役回りを任されていまし

があるのだ、照

た。公認会計士になってからも、会社往査時に「す

明にかかわって

みません。教えてください。」と低姿勢に出る習慣

いきたい。」と

は、学生時代の生活の知恵として身に付いたものだ
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会員異動

をしていましたが、本番並みに照明を点灯したところ

ＣＰＥ研修会

どんなに忙しくても例外はありません。消灯後、机
会長活動報告

2．照明との出会い

特
集

と思います。

うと、「役者志望だったのですか？」とよく尋ねられ

防衛や災害救助時における自衛隊の活動には絶対

ますが、役者としてスポットライトを浴びるのではな

報

に失敗は許されません。危機に対する対応は普通の

く、裏方として、照明係として、皆で一緒にいい舞台

告

会社以上に厳しさが求められます。自衛隊で平時か

を作り上げることに携わってみたかったのです。
劇団も上下関係の厳しい特異な世界です。年齢で

際の訓練に参加しましたが、たった2日間でへとへ

はなく入った順で序列が決まります。先輩には必ず

とになってしまいました。下の写真は野外で倒れて

敬語で話します。私は劇団では照明だけでなく、制

寄

いる傷病者を匍匐(ほふく)前進(ぜんしん)して救助す

作と呼ばれる仕事、すなわち、広告・チラシ作成、

稿

るという訓練後の写真です。私はじゃんけんに勝っ

チケット販売、グッズの製作から販売、本番当日の

て担架に乗る

場内誘導など何でもやりました。実際の劇団運営で

病人役だった

は、本番よりもその前段階のほうが大変です。あり

ので、服が汚

とあらゆる作業をいかに効率的にこなすか、そして

れなかったの

お客様にいかにご満足いただくか、効率化と顧客満

です。

足を模索する日々でした。

定例役員会

ら厳しい訓練が課されるのはこのためです。私も実

地区会

思い出深い

後年、会計監査に従事するようになってからは、会

防衛医大でし

社に伺って資料をお願いする際、自分の立ち位置や依

たが、いつしか自分が医師という職業に向かないの

頼の仕方を考えることがよくありました。会社も監査

ではないかと真剣に悩むようになりました。医師

人も目指すゴールは同じで、効率的かつ高品質の監査

は、常に人の死と向き合い一人で責任を引き受けな

が求められるのですから、お互い努力し協力していい

ければならない職業です。したがって、そのプレッ

形にもっていくことが必要と思います。

厚生部

シャーは大変なものです。長い間悩んだ挙句、法医

さて、劇団生活は私の性に合っていたのか本当に

学の解剖を見学した際にご遺体を前にして「もう無

楽しい毎日でしたが、ご多分に漏れずおカネがない

理」と悟ったのが退学を決めたきっかけです。

典型的な貧乏劇団でした。そこで経理の勉強をして
劇団を助けようと考えたのが簿記の勉強を始めた

ご案内
会長活動報告

4．劇団員として

きっかけです。それまでの人生で簿記に関わった経

防衛医大に入って勉学に勤しむと同時に、中高時

験は全くなかったのでとても新鮮な印象でした。簿

代に虜となった照明に携わっていきたいということ

記を始めて検定試験に合格するうちに、せっかくだ

から、大学で照明に関われる部活はないかと探した

から公認会計士を目指そうという気持ちが湧いてき

結果、演劇には照明係があるということで、演劇部

ました。会計士になって劇団をお手伝いしよう。そ

に入りました。ただ、演劇部では最初は照明係では

んな気持ちで受験勉強をしたのです。そして念願か

なく、役者として舞台に立つことを余儀なくされ、

なって公認会計士試験に合格した暁には、当の劇団

それは苦痛でしかありませんでした。役者を経て晴

は既に解散してしまっていました。

れて照明係になり、外部の劇団の公演も見に行くよ

しかし、劇団時代

ＣＰＥ研修会

に培った人間関係は

うになりました。
その後、防衛医大をやめて、憧れの照明の仕事を

今もしっかり続いて

会員異動

したくなり、

います。苦楽を共に

お芝居が好

した仲間との付き合

きだったこ

いは永く続くもので

ともあっ

す。今でもときどき

て、ある小

は昔の劇団仲間のお

劇団の門を

手伝いのために東京

叩きました。

に赴き、旧交を温め

劇団員とい

ています。

事務局だより
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元劇団M.O.P.のキムラ緑子さんと

特
集

5．公認会計士として

うと、美味しいお茶菓子をいただけるのが一番うれ

公認会計士試験に合格し、大手監査法人に入所し

しくてお稽古を続けているのですが…。
報

ました。ここからは多くの会員の皆様と同じですので

7．半生を振り返って

して、順調に監査人人生をスタートしたのですが、

これまでの自分の半生を思い出してみると、医大

同じ部門の同期のなかでは私が一番年上で、体力的

生になった日には医大に入った日の気持ちがあり、

に厳しかったので2012年に退職しました。

劇団に入った日には劇団に入った日の気持ちがあ

告

詳細は省きます。そこでは、会計監査のスタッフと

その後個人の会計事務所での勤務を経て、今はひ

り、公認会計士になった日には会計士になった日の

寄

びき監査法人の非常勤をしながら自分のお客様の税

気持ちがあり、どの日の気持ちにも、いまから戻る

稿

務をこなすという生活です。

ことはできません。私は、「昔はよかった」とか
「こうしておけばよかった」などと考えるのは嫌い
です。それよりも、昔があって今がある、今があっ

10年ほど前から和のものを身につけたいと思うよ

て未来があると思っています。だから、未来の自分

うになり、お茶のお稽古を始めました。日常と離れ

が過去を振り返って「よかったな」と思えるよう、

た自分だけの別世界を持つことは、仕事の緊張やス

現在の日々を全力で過ごしていきたいと考えるこの

トレスを解くうえで大変役立っています。お茶には

頃です。

定例役員会

6．プライベート

地区会

さまざまはルールや決め事がありますが、一つ一つ
の所作にはそれぞれ意味があり、先人の考えの深さ
に驚くばかりです。また、お茶のお点前には独特の
時間の流れがあって、物事を大局的に観る習慣が身

厚生部

に付きます。
私は、まだほんの初心者ですが、自宅を新築した
際に茶室を設け、少しずつではありますがお道具や
掛け軸を集め始めた段階です。もっとも、本音をい

ご案内
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。
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

報告 REPORT
報
告
寄

「公会計講座」@立命館大学、近畿大学
実施のご報告

稿

社会・公会計委員会

定例役員会

はじめに

石崎 一登、寺川 徹也、中川 美雪
えながらご説明頂きました。

地区会

社会・公会計委員会では、社会に向けた情報発信

後半は、石崎から「公的機

の取組みの一つとして、毎年、大学生向けに、地方

関における公認会計士の役

自治体等のパブリック分野における会計のしくみ

割」について、お話させて頂

や、公認会計士の役割について、大学の授業の一コ

きました。自身がこれまで関

マをお借りし、紹介する取組みを実施しています。

わってきました、「会計検査

今年度は、立命館大学（大阪いばらきキャンパ

院調査官」、「包括外部監査

ス）、近畿大学（東大阪キャンパス）で、公会計講

人」、「指定管理者選定委

座を実施しましたので、ご報告いたします。

員」などについての経験談を
お話しましたが、新聞記事や写真などを使って、な

厚生部

立命館大学

るべく具体的にイメージして頂けるように工夫して
ご紹介しました。

日

時

平成29年12月20日

対

象

立命館大学

講

師

石崎

13時〜14時半

経営学部学生

一登、中川

美雪

アンケートでは、「公認会計士は、民間企業の監
査などが主な仕事だと思っていたが、ここまで行政
に関わっているとは驚いた。」、「公認会計士が、

ご案内

北山副会長より、立命館大学経営学部の瀧博教授

公的機関が発注する業務の民間の事業者の選定など

をご紹介いただき、瀧教授が「大阪いばらきキャン

まで行っていて、公認会計士の仕事は幅広いなと公

パス」で開講されている「監査論」の講義の一コマ

会計にも興味を持ちました。」といったご意見を頂

をお借りして、公会計講座を実施することができま

きました。

会長活動報告

した。

瀧教授からは、私たちの公会計講座の前に、公会

前半は「社会・公会計

計の特徴や政策評価、会計検査院と自治体監査の制

委員会のご紹介」、「行

度などの講義を行うよう、来年度の講義を設計して

政と会計」について、中

頂けるとのありがたいお言葉も頂きました。

ＣＰＥ研修会

川さんからお話頂きまし

公認会計士の公会計分野における認知度を向上さ

た。「行政と会計」で

せるべく、引き続き公会計講座等の取組みを進めて

は、地方自治体のほか、

行きたいと考えています。

大学や公益法人といった

（報告：石崎一登）

パブリック分野において
会員異動

会計が広く利用されていること、インフラ等の資産
が老朽化し、多額の更新費がかかること、少子高齢
化により福祉費も増大し、地方債残高がどんどん増
える一方で将来世代の負担が重くなることが予想さ

事務局だより

れることなどについて、地元茨木市の財務諸表も交
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近畿大学
日

時

平成30年1月24日

対

象

近畿大学

講

師

寺川

15時〜16時半

経営学部学生

徹也、中川

美雪

特
集

向けに公認会計士を派遣し、公認会計士制度説明会

当し、立命館での講義内

を実施していますが、窓口となってくださっている

容と同様のお話をしまし

経営学部会計学科長の川原教授にご尽力いただき、

た。ただし、事例として

公会計講座を実施することができました。

立命館大学では茨木市の

が初めて、ということで、教授会で企画を通してい

に対し、近畿大学では東

ただくともに、下のようなチラシを作成して学生に

大阪市の財務諸表を取り

ご案内いただきました。

上げ説明しました。

稿

財務諸表を取り上げたの
寄

今回、社会・公会計委員会から講義を実施するの

告

講義の前半は中川が担

報

例年広報部から近畿大学の経営学部会計学科学生

寺川さんからは、地方自治体に任期付き職員とし
て派遣され、実施した監査のお話や、現在の監査法
だきました。
アンケートでは、「監査のあまりに多様な仕事内容

定例役員会

人でのお話など、実務経験に基づくお話をしていた

にすごく驚いた。」「会計は我々の日常生活と密接に
結びついていることが分かった。」「行政の財務諸表
も国レベルの負債の大きさには深刻に捉えるべきだと

地区会

を見る機会が無かったので規模の大きさに驚きながら
思った。新聞だけでなく公から公開される数字の情報
にも目を向けたい。」といったご意見をいただきまし
た。講義を実施し、反響も大きく非常に手ごたえを感
における会計や公認会計士の役割について、広くア

厚生部

じました。今後も引き続き公会計講座を実施し、行政
ピールしていきたいと思います。
（報告：中川美雪）

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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地元大和高田で
公認会計士をアピール！

稿

広報部

定例役員会

近畿会広報部は、今年の1月と2月に奈良県の大和
高田市で地元の方を対象に広報活動を実施しました。

副部長

田中

知幸

（“信頼”のパートナー 公認会計士）

質疑応答のコーナーで一番盛り上がった質問は初
任給等待遇面の質問でした。
説明会終了後、同校から早速今年の6月にワーク

1. 高田商業高等学校での制度説明会

ショップ形式で少人数を対象に制度説明会を別途実

今年度も大和

施してほしいとのご依頼を頂き、広報部としてもま

高田市立高田商

すますご縁が深まりますことを有難く思いました。

地区会

業高等学校で、
1月12日に1年
生200人を対象
に制度説明会を

厚生部

実施しました。
ソフトテニスは全国屈指の強豪、野球は2017年の
センバツに出場し、元DeNAの三浦大輔選手も輩出
した実績があります。近年大学進学者も増加し、高
い進学実績を誇っています。就職も安定しており、

ご案内

日商簿記1級合格者を輩出するレベルの高い商業高
校です。しかも昨年の公認会計士試験では、同校卒

なお、制度説明会の模様は地元紙の中和新聞に掲
載されました。
んの
忌部さ
感想

会長活動報告

業生が4人も合格しました。今年度の制度説明会

母校へ訪問してまず感じたのが、商業高校なので高

は、地元在住の公認会計士と同校OGのほか、急

校生が簿記や会計に触れる機会はあるものの、やはり

きょ合格された方と連絡を取らせて頂き2名の合格

公認会計士が知られていないと再認識しました。

者を加えた計5名で実施し、例年以上に盛り上がり
をみせました。

簿記・会計に興味の薄い・苦手としている商業高
校生も多くいます。彼らに会計士の魅力を伝え続
け、認知度を向上させていくよう今後も協会広報活
動を続けていきたいです。

ＣＰＥ研修会

2. ハロー！会計
2月19日に大和高田市立図書館（秋丸素子館長）
で、小学生を対象とする「ハロー！会計 お小遣い帳
で、会計マスターになろう！」が開催されました。

会員異動

森村

照私 CPA

広報部

田中

知幸 CPA

広報部副部長

忌部

澪 会計士試験合格者 準会員

事務局だより

植田

浩章 会計士試験合格者 準会員 (昨年合格者)

山崎

駿次 会計士試験合格者 準会員 (昨年合格者)
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講師は大和高田在住の公認会計士と高田商業高等
学校の卒業生の4人が務め、地元の小学生にお小遣
い帳のつけ方から会計記録の大切さ、それを監査す
る意義をいっしょに学びました。

特
集

森村

照私 CPA

広報部

当日は、地元の35人の小学生とその保護者が参加

田中

知幸 CPA

広報部副部長

坪田

亮介 会計士試験合格者 準会員

文房具や駄菓子を買い物してもらい、使ったお金を

忌部

澪 会計士試験合格者 準会員

お小遣い帳に記録してもらいました。最後は余った

され、事前に配布したおもちゃの100円硬貨2枚で
報
告

お金と照合し、公認会計士のチェックを受けてもら
いました。
この模様は中和新聞で紹介され、また開催前に産
経新聞（奈良版）・毎日新聞（奈良版）・中和新聞

寄

でも告知していただきました。

稿

終了後、工藤教授・秋丸館長から我々だけでは気
づきえない貴重なご意見を頂きました。工藤教授か
りに、講師自らがそれを板書しそれに視線を向けさ
せるほうが授業に集中させられるとコツを頂きまし
た。秋丸館長から、子供たちが買い物をしやすいお

（近畿会で初）となりました。同市の図書館は、

店の配置や、種類の多い中からお菓子を選ぶ時間が

(株)図書館流通センター（丸善CHIホールディング

掛かりすぎていたのでお菓子の数を適度に抑えるな

ス（株）の100％子会社。全国の大半（511か所）

どの子供目線に立った貴重なご意見を頂きました。

の図書館の運営を受託）により運営されています。
図書館は、書籍の貸し出しだけでなく来館者を増や

地区会

全国的に珍しい図書館でのハロー！会計の開催

定例役員会

ら、お小遣い帳のひな形を子供たちに配布する代わ

んの
坪田さ
感想

普段接する機会が少ない子どもたちとハロー！会

のハロー！会計にも館長は大変興味を示してくださ

計を通じて接することで、子供たちに伝えることの

りました。なお、館長からこの取組を同社内でも発

難しさもありつつ、教えることの楽しさも感じるこ

信してくださるとお聞きし、これを梃に全国の図書

とができました。これからも少しでも教育の場に会

館にハロー！会計が紹介されることになりそうで、

計が浸透していけばと思います。
ご案内

今後に期待できます。

厚生部

そうと積極的にイベントを企画展開されており、こ

近畿会広報部のほか、西南学院大学商学部の工藤
栄一郎教授も見学に来られました。協会本部(企画グ
会長活動報告

ループ)が2016年から進めている会計リテラシーの
普及を推進する活動（会計・監査ジャーナル 2017
年10月号参照）の一環で、教授自らのご希望でこの
ハロー！会計を見学されることになりました。

た広報活動を展開しました。
近畿会広報部では、会員皆様の地元や出身校など地

ＣＰＥ研修会

以上のように、地元大和高田で公認会計士を通じ

域等に根差した活動も積極的に進め、公認会計士業界
の周知のほか、公認会計士として地域社会で貢献する
会員異動

ようこれからも努めてまいりたいと思います。
皆様の身近にこのようなニーズがございました
ら、近畿会広報部にお知らせください！
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関西地区三会共催 組織内会計士委員会研修会報告
「企業勤務の体験談について」

稿

組織内会計士委員会

定例役員会

日

時：平成30年2月15日（木）18:30〜20:30

会

場：日本公認会計士協会近畿会

副委員長

種田（おいだ）ゆみこ

研修室

テーマ：「企業勤務の体験談について」
講

師：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）

[講師経歴］
大手自動車部品メーカーアイシン精機株式会社（レジュメのA社）に入社後、経営企画室、情報システ
地区会

ム部、経理部、工場等、様々な部門を経験され、同社100％子会社アイシン・エーアイ株式会社（レジュ
メのB社）に設立と同時に転籍し、経理部、調達部、生産管理部、経営企画室、海外事業室を経験し、常
務取締役、監査役を歴任。足かけ42年間の勤務。退職後に公認会計士試験に合格（当時の最高年齢合格
者）。現在、公認会計士・税理士事務所を経営。

厚生部

1. はじめに

粋しますと、

組織内会計士委員会では、組織内会計士の資質の

１）ご自身の経歴

維持・向上を図るとともに、組織内会計士の組織化

・Ａ社

一部上場の自動車部品製造会社

各種の

ご案内

を推進し、会員及び準会員の活動領域の拡充を目的

自動車部品を幅広く生産

として、組織内会計士に関するセミナー、研修会・

入社・実習10ヶ月→経営企画室6年→情

交流会等を実施しております。

報システム部（最後は係長）6年→経理

今回の研修は、平成29年11月25日(土)、26日

部原価課（最後は次長）9年→S工場・原

(日)に、他地域会の組織内会計士との交流を深める
会長活動報告

べく、東海会組織内会計士小委員会と合同で、滋賀
県彦根市の研修センターにて宿泊研修を実施した際

価次長6ヶ月
・Ｂ社

Ａ社の100％子会社
Ｂ社となる

Ｓ工場が独立して

自動車部品単一ユニットの

ＣＰＥ研修会

に、東海会板倉組織内会計士小委員会委員長から、

生産

東海会での組織内会計士と若手会計士の交流会にて

資本金50億円

「サラリーマン時代をふり返って」という講演をさ

経理部・部長1年6ヶ月→調達部・部長4

れて好評を博した近藤英世氏をご紹介して頂いたこ

年→生産管理部・部長3年6ヶ月→経営企

とで実現しました。

画室、安全環境部・取締役部長1年→経

講師の近藤英世氏は、42年間と長い間、企業に勤

営企画室、海外事業室・取締役部長3年

務され、数々の貴重な経験をされたうえで、退職後に

→総務部、人材開発部、経理部担当・常

公認会計士の資格を得られた方で、企業勤務時の体験

務取締役3年→常勤監査役4年→退職

談をお聞きし、企業で働くことの意義および監査法人

２）ご担当した仕事でのエピソード（事例も交えて)

会員異動

との違いを感じていただければと企画しました。

講師のレジュメはこれを読むだけでも非常にわか

だきました。常務取締役や常勤監査役になられた

事務局だより

りやすくて参考になりましたので、そこから一部抜

方であるにもかかわらず、サラリーマン時代の若

個別企業の話となるので、詳細は参加した方だ
けの特典とし、ここには記載できませんが、以下

2. 研修概要

10
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の担当時代のエピソードを事例も交えてお話いた

17458

特
集

た後の態度が何よりも大切」）についてもざっくば

し込んだそうです。最初は合格ラインには程遠

らんにお話いただき、組織内会計士の参加者にとり

かったので、退職と同時に受験生活に突入して頑

組織内での処し方も参考になったかと思います。

張ったそうです。

告

試験に再度挑戦を決意し、予備校の通信教育を申

４）講師からのメッセージ

・Ａ社
①経営企画室時代（6年）：業務：ビジョン、
長期経営計画、会社方針等の策定

事例の中には、公認会計士試験に出てくるよう
なものが、色々とあったと思う。若い組織内会計

業務：経理

③経理部原価課時代（9年）：業務：月次損益
の作成、基準原価の作成、棚卸他

であると思う。私は、組織内会計士ではないが、
一般の若い社員よりは組織内会計士に近い存在で

稿

及び原価関係のシステム開発、維持

士の皆さんにとって、受験勉強で得た知識は宝物

寄

②情報システム部時代（6年）：

報

いときの大失敗談や後日談その後の対応（「失敗し

あったと思う。

・Ｂ社
私見：組織内会計士≠経理関係の仕事をする人。

計算、予算管理、原価管理（原価企画、原価

組織内会計士は所属する会社にとって、「改革

改善）

の担い手」であると思う。

定例役員会

①経理部部長（1年半）：経理部：主計、原価

②調達部部長（4年）
③生産管理部部長（3年半）新製品進行の旗振り
兼

海外事業室室

長他）（4年）
⑤常務取締役（3年）総務部、人材開発部、経
理部

担当

５）アンケート結果
アンケートを見ると参加者属性は事業会社勤務
（組織内会計士）が多いのは当然ですが、それ以
外に、監査法人勤務者、個人事務所経営、税理士

地区会

④取締役（経営企画室室長

事務所勤務、会社役員、社外役員も参加され、

⑥常勤監査役（4年）：最後の監査役会で、メ

「豊かな人生経験をお聞きするのは、有意義で大
変良かったです。また、企業内の普段触れること
のない内情を知れる機会は大変貴重でした。」と

査役会に出席させていただいて、監査役とい

いった満足度の高い感想を頂きました。

厚生部

ンバーであるＡ社のＦ副社長より、「私もあ
る会社の監査役を兼任しているが、４年間監
うのはこういうことを考えて、こういうこと
をやるのかと、大変参考になりました。近藤

3. 最後に
今回の研修の企画にご協力していただきました東海
会の板倉組織内会計士小委員会委員長、研修講師を引

だいたそうです。

き受けていただきました近藤氏に厚く御礼申し上げま

ご案内

さんが使ったツールや活動をそのまま使わせ
ていただきました。」とお褒めの言葉をいた

す。また、研修に参加いただきました会員の方々にあ
再会できることを楽しみにしております。
組織内会計士のキャリアについてのお話を伺う研
修会は定期的に開催したいと思いますので、今回ご
参加いただけなかった会員の方も、次の機会には是

ＣＰＥ研修会

非ご参加いただきたいと思っております。

会長活動報告

らためてお礼を申し上げます。そして、次回の研修で

３）公認会計士試験の受験について
監査役は最後の職務ゆえ、常務時代に比べると
残業や休日に仕事をすることも少なく、時間的に

会員異動

余裕ができてきた（①上場会社ではないため、株
主総会のプレッシャーが少ない。②監査役は自分
で仕事を企画・計画して自分で実施するのが基
本。）ので、膨大な余暇時間を「神様からのプレ

17459
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「大阪市立大学での女性会計士ゲスト講師による講義」
を終えて

稿

広報部

中川

美雪

定例役員会

はじめに

で堅苦しい、数字とだけ向き合うなどの偏見やイ

大阪市立大学商学部・経営学研究科 グローバルビ

メージがあった。しかし、今回の講義でガラッと

ジネス専攻(会計)の浅野信博准教授のディスクロー

変わり、非常に魅力的で楽しそうでカッコいい職

ジャー論の講義のゲスト講師として、日本公認会計

業なのだと感じた。

士協会近畿会に所属する女性公認会計士を各回1人
派遣し、5回にわたり講義を行いました。
地区会

「女性が活躍する社会」がわが国の喫緊の課題と
なるなか、さまざまなバックグラウンドを持つ女性

・講師のエピソードから、公認会計士は確かな意思
とプライドを持って監査に取り組んでいるという
ことがうかがえた。
⇒こちら側も嬉しくなるような感想ですね。

会計士がそれぞれの分野について自身の経験談を語
る企画として、昨年は、関西大学商学部で女性会計
厚生部

士11人による「会計プロフェッションのキャリアパ
ス」という寄付講座を実施しましたが、その続編に
なります。
いずれの講師にも、自分が活躍するフィールドで
のお話をしていただきました。これから社会に出る

ご案内

学生にとって有意義なものだったと思います。毎回

講義後の有志による意見交換会

100名前後が受講され、質疑応答も活発に行われま

第２回テーマ「パブリック業務」

した。
会長活動報告

以下、講義の様子を簡単にご紹介します。写真

第2回講義は、常峰和子

は、プロ級の腕前を持つ大阪市立大学特任講師の方

会計士から、パブリック

他に撮影いただきました。自分の仕事について生き

セクター分野における監

生きと語る講師の表情も、ぜひご覧ください。

査等の業務について、大
阪市立大学の財務諸表や

ＣＰＥ研修会

第１回テーマ「監査・会計業務」

大阪市等の包括外部監査

講義のトップバッター

のお話も交え、お話いた

疋田鏡子会計士からは、
監査・会計業務につい

だきました。
“受講生の感想”

会員異動

て、現場での業務がイ

・下水処理業務に関する財務諸表を作ったら減価償

メージできるような、非

却費が凄まじい額になり、赤字となりそう。企業

常に具体的なお話をして

会計化は非効率性を解消する上でも重要。

いただきました。

⇒おっしゃるとおりです。

“受講生の感想”
・公認会計士にはまじめ
事務局だより
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特
集

第５回テーマ「組織内会計士/内部監査業務」

第3回講義は、吉川和美

第5回講義は、大阪市立

会計士から、ベンチャー

大学OGでもあり、大阪市

支援における公認会計士

での勤務経験のある原繭

の役割について、やりが

子会計士から、地方自治

いも含めてお話いただき

体の監査業務について、

ました。

お話いただきました。最

“受講生の感想”

後は講師からの感想をご

・日本は「大企業重視」

紹介します。

報

第３回テーマ「ベンチャー、IPO関係業務」

告
寄
稿

“講師の感想”

カ等と比べると、ベンチャーに対する投資金額に

・他の講師と異なるのは、市大の出身であり、会計

大きく差をあけられているのは残念。

士になるにも遠回り（いったん企業で就職）して

・公認会計士の資格を持つことで視野がこんなにも

いることだが、アンケートを読み、これは学生に

広がるのかとうらやましく思った。もし私が起業

とってインパクトがあることなのだとわかった。

をして女性社長になったら、女性起業家を応援し

・会計士＝監査法人だけでなく、いろいろな働き方

うと思う。

があることを伝えたい。
⇒運営側としても、やはりOB、OGというのは学生

⇒ぜひその日を心待ちにしています。

地区会

ているとおっしゃっていた吉川さんにお願いしよ

定例役員会

の風潮がある。アメリ

にとって特別な存在であることがわかり、参考に
なりました。

第４回テーマ「国際関係業務」

このような機会を作ってくださった浅野先生、そ

美会計士から、IFRS導

講師の皆様、毎回のように立ち会ってくださった広

入支援事例の話を中心に

報部の皆様、そして素晴らしい写真を撮ってくだ

公認会計士の国際関係業

さった井上先生、本当にありがとうございました。

務について、お話いただ

受講生の皆様にとって、この講義が少しでもお役に

きました。

立てば幸いです。

“受講生の感想”

ご案内

して手の込んだ資料を準備し、講義してくださった

厚生部

第4回講義は、内薗仁

・コンピュータに取って
会長活動報告

代わられる職業として
公認会計士が挙げられるが、これまでの国内での
業務に加え、国際業務やIFRSの導入などの公認
会計士に関連する業務にはまだまだ人の手が必要
ではないか。

ＣＰＥ研修会

・公認会計士の業務領域に驚きを隠せない。
⇒業務領域が広いことを知っていただけてよかった
です。

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

寄稿 CONTRIBUTION

公認会計士のこだわり −第１１弾−

報
告

田舎で暮らす公認会計士
伊賀 嘉則

寄
稿

15年前というと、ちょっとした一昔になるかと思
いますが、私は当時の公認会計士の二次試験に合格
して間もなく、結婚を機に、兵庫県の篠山市に移住

定例役員会

することを決意しました。
篠山市は兵庫県の中東部、大阪府と京都府の県境
に位置する人口約4万5千人の田舎町です。1999年
に市町村合併で、当時の多紀郡の篠山町・今田町・
丹南町・西紀町の4町が合併して篠山市になりまし

地区会

た。「丹波篠山」と言うとみなさん、丹波黒豆や丹
波栗、ぼたん鍋のイメージが出てくると思います。
大阪から電車で行くと宝塚を越え、三田市からも30
分ほどかかる、分水嶺の手前に位置します。

以下、篠山での田舎暮らしにおける「私のこだわ
り」を紹介します。

移住した目的はズバリ「田舎暮らし」。これが私
厚生部
ご案内

のこだわりです。人混みや渋滞の嫌いな私は都会で

こだわりその１〜春のタケノコ

の新居暮らしはイメージできず、田舎でひっそりと

寒くて長い冬が終わり、桜が咲くころ、雨が降り温

暮らしたいと思っていたのです。しかし、当時から

かい日が続くと山からニョキニョキ、筍が出てきま

勤務地は大阪市内。私の実家は兵庫県姫路市、妻は

す。普段はあまり踏み入れない山に入り、地面をカニ

大阪府堺市出身で、篠山市は親戚が1軒いた以外は

歩き、足で踏んでタケノコの頭を見つければ、スコッ

ほとんど縁も土地勘も無い地域でした。

プでうまく掘り、皮をむいてたき火で湯がくのが醍醐

会長活動報告

親戚の力を借り、住居として選んだのは、最寄り

味です。採りたては、やさしい甘さで、自然の風味

の篠山口駅から車で15分ほど、近隣に集落はあるも

たっぷり！野外で天ぷらしたり、メンマ、チンジャオ

のの、電気と上下水道を200メートルほど延長しな

ロースに混ぜて食べるとすごく美味しいです。

いといけない場所でした。高さ30mほどの小高い丘
のふもとで、周りには民家も少なく、ほぼ周りの借
景を独占できる絶好の場所を見つけることができま
した。

ＣＰＥ研修会

建築確認が下りると、最寄りの家から上水道と下
水道を自己負担で敷設され、電柱が5本ほど延長され
ました（これは自己負担なし）。家はマシンカット
のログハウスを選び、薪ストーブも設置しました。
一般的にはすごい田舎で、多少不便な点はありま
すが、携帯電話も通じますし、光ファイバーイン

会員異動

ターネットもあり、コンビニ、スーパーも近くにあ
りますので普段の暮らしは都会とほぼ変わらず、快

こだわりその２〜夏の昆虫採集

適に15年間暮らし続けています。もう、都会暮らし

6月に川や水田に行くとホタルが見れ、7月から8

はできません（笑）。
事務局だより
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月はカブトムシ・クワガタ、タマムシが採れます。

17462

特
集

また、カエルやイモ

を調達して薪にするのはそれなりに大変です。

リ、サンショウウオ等

こだわりその５〜ペット編

います。真夏でも近所

田舎暮らしのペットの代表格と言えば、鶏とヤギ

の川で遊べば、水が冷

です。我が家では20羽ほどの鶏を飼っており、毎

たく、ちょっとした避

日、新鮮な卵を産んでくれます。日中は放し飼いに

暑地に行った気分にな

しており、砂浴びをし、虫や草を食べてのびのびし

れます。また、篠山で

ています。

省を兼ねて訪れます。2015年には日本遺産にも認

宝しますし、ヤギが反芻して休んでいる姿はいつ見

定され年々盛り上がっています。

ても癒されます。

こだわりその３〜秋の味覚狩り

定例役員会

は雑草との戦い！ヤギはこれを食べてくれるので重

稿

ショ祭り」という夏祭りが開催され、多くの人が帰

寄

また、ミニヤギを数頭飼っています。田舎暮らし

告

はお盆時期に「デカン

報

いろんな種類の生物が

篠山では10月中旬の丹波黒枝豆が有名で、市外県
外からも多くの人が買いに来られます。我が家では
地区会

近所の方から畑を借り、ホタルが出る6月中旬に種
を植えて、真夏の草抜き作業（これが超大変！）を
乗り切って、10月に鞘がパンパンに実ったものを収
穫します。この丹波黒枝豆が絶品！収穫時期が非常

厚生部

に短いため、都会にはほとんど流通されず、多くは
市内で消費されます。10月は毎週末に我が畑にて収

こだわりその６〜道具

穫祭を開催しており、多くの知人が参加するイベン

田舎暮らしの必須道具と言えば、軽トラック、ト

トとして喜んでもらっています。ちなみに畑の賃借

ラクター、草刈り機、チェーンソーです。共に本当

料は2反（約600坪）で年間1万6,000円です。

に必要な物ですが、保有することでご近所さんから
ご案内

も受入れられ、田舎者として認定されます(笑)。

会長活動報告

薪。クヌギや山桜などの広葉樹を葉っぱの無い冬に

が私の理想形。通勤は最寄駅から大阪まで福知山線

チェーンソーで伐採し、斧で割って薪を作り、薪棚

の快速で70分程度、本数は少ないですが、朝は座れ

で一年間乾燥させたものを使います。流行の太陽光

るのでさほど苦痛ではありません。お隣の三田市に

発電ではなく、植物の光合成を通じたエネルギー転

は多くの会計士が住んでおられると思いますが、い

換で感じるぬくもりは感動がひとしおです。ただ

つの日か篠山での会計士会（丹波地区会？）を発足

し、一冬で3トンから4トン程度の薪が必要で、これ

できればうれしく思います。

17463
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平日は都会で働き、休日は田舎で暮らすというの

会員異動

我が家のストーブの燃料は地元の山で調達した

ＣＰＥ研修会

こだわりその４〜冬の薪割り

特
集

定例役員会 REPORT

第52事業年度

報
告

第11回定例役員会報告
平成30年3月8日（木）18時〜19時25分

寄

場

所：近畿会

会議室

出席者：34名（役員数４2名）

稿

審議事項
第１号議案

公認会計士協会近畿会就業規程第36条第四号に

会費免除について

定例役員会

（提 案 者）経理部長

大谷

より表彰することとし、第37条により賞状の授
与並びに記念品を贈呈することと致したいとの提

智英

（提案説明）提案者より、以下の提案があった
１．会員等５名について、病気の為の会費免除
の申請があった。近畿会会費規程第8条第1
項第二号に該当するため、近畿会規約第13

案があり、審議の結果、原案通り承認された。

報告事項
第１号

会長報告

地区会

髙田

条第1項により会費免除もやむを得ないと

（報 告 者）会長

の提案があり、審議の結果、原案通り承認

（報告内容）3月の会長報告が以下のようにあった。

された。

篤

金融庁から発出された「会計監査の在り方に

厚生部

２．会員等21名について、出産・育児の為の会

関する懇談会」提言への対応の一つとして、日

費免除の申請があった。近畿会会費規程第

本公認会計士協会は、研究報告として「監査品

8条第1項第三号に該当するため、近畿会規

質の指標（AQI）に関する研究報告」を公開草

約第13条第1項により会費免除もやむを得

案とした。

ないとの提案があり、審議の結果、原案通
り承認された。

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
るものではない。今、世界各国で監査品質に関

ご案内

第２号議案 公認会計士制度80周年記念事業に係る
引当資産の新設について
（提 案 者）会長

髙田

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る
が、それ以外の国においてはその段階には至っ

篤

（提 案 説 明 ）近畿会では公認会計士法制定後、10

ていない。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

周年、25周年、30周年、40周年、50周年、60

もとよりAQIは、監査の品質そのものではな

周年に当たる年度に記念事業を実施しており、

く、また、定量情報のみではなく定性情報と併

本年8月31日には公認会計士制度70周年記念事

せて提供されることが重要であると言われてい

業を予定している。ついては、公認会計士法制

る。監査に関する透明性向上の一施策として実

定80周年となる2028年（平成40年度）にも記

施する意義はあるとしても、AQIの定量情報が

念事業を実施致したく、第53事業年度（平成

単純に比較され、却って監査の実態を枉げて表

30年度）より当該年度までの10年間で20百万

すことがないよう、公表する監査人側の十分な

円の引当を実施し、有効裡のうちに活用致した

説明と利用者側の理解が必要になるものと考え

いとの提案があり、審議の結果、原案通り承認

ている。

された。

また、近畿会では本年4月より、「近畿会財

会員異動

政の在り方検討特別委員会」を設置することと

第３号議案

事務局職員の永年勤続表彰について

（提 案 者）総務部長

安井

の一環として検討されている諸施策に関連し

康二
職員につ

て、近畿会でも財政という切り口から近畿会の

いて、永年勤続（10年）に該当するため、日本

将来的な在り方そのものについて検討、協議

（提案説明）近畿会事務局
事務局だより

16

した。これは、協会本部の財政に関する見直し

C.P.A.NEWS 2018.04 Vol.706

17464

井上

美雨

特
集

３．本会予算執行状況に関する件

報

し、ひとつの方向性を示したいという思いから

い、次期基幹システムの取得が翌期にな

を目指して検討したい。

告

当初の採用予定数を達成できていな

のものである。会員の皆様にとって良い近畿会

ることから、正味財産期末残高及び設備

第２号

理事会報告
廣田

壽俊

第３号

総務部報告

稿

（報告内容）2月15日開催の常務理事会及び2月16日

寄

（報 告 者）理事

投資が予算未達成である。

開催の理事会について、以下の報告があった。

（報 告 者）総務部長

安井

康二

【会長報告】

（報告内容）以下の報告があった。
１．日本公認会計士協会関西地区三会会長等と

と有価証券報告書の一体的開示のための

近畿財務局との意見交換会の実施結果につ

取組について』の公表について」の発出

いて

会員各位におかれましては、個々の会

（日

時）平成30年2月21日（水）

社における適切・適時な開示の在り方や

12:00〜14:00

株主総会日程・基準日の合理的な設定に

（場

向けて、平成30年3月期以降の開示書類

（テーマ）「最近の経済情勢等について」、

の記載内容の共通化について、会社とご

「開示行政に係る金融庁の最近の取

検討いただくようお願いしたい。

組み・課題について」、「公認会計

所）KKRホテル大阪 2階「琴の間」

士を巡る最近の動向について」
席）近畿会8名、京滋会2名、兵庫会3名
金融庁1名、近畿財務局6名

１．協会財政の在り方検討プロジェクトチー

２．日本公認会計士協会関西地区三会と公益社

ムからの公開草案「持続可能な協会財政

団法人日本監査役協会関西支部との定例情

の在り方に関する提言」について

報交換会の実施結果について

として公表する。
【理事会報告】

17:00〜18:00
（場

１．「社員ローテーションに関するアンケー

部 会議室
（テーマ）「最近の公認会計士協会の動き」、

＜結果概要＞
①独立性の強化に役割を果たしている。

所）公益社団法人日本監査役協会関西支

「最近の日本監査役協会の動き」
（出席者）近畿会12名、京滋会2名、兵庫会2名

②新しい視点の導入に役割を果たしてい

公益社団法人日本監査役協会関西支
部16名

る。

具体的項目に該当するとの回答は低い。
④監査法人の組織文化や風土は過去10年間
で大きな変化があった。

第４号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）「ハロー！会計」の実施結果について
（日

時）平成30年2月17日（土）
14:00〜15:00

チームからの公開草案「監査品質の指標

（場

所）大和高田市立図書館

（AQI）に関する研究報告」に関する件

（対

象）大和高田市の小学生1年〜6年生：

2月末に公開草案として3か月間意見募

会員異動

２．監査事務所情報開示検討プロジェクト

ＣＰＥ研修会

③知識や経験の蓄積に関して弊害があった
と考えられるが、その弊害と考えられる

会長活動報告

ト結果」（中間報告）に関する件

時）平成30年3月2日（金）

ご案内

（日

厚生部

（出

【常務理事会：審議事項】

理事会承認後、約6ヵ月間、公開草案

地区会

２．2017年度実務補習生の就職状況
監査法人への就職が90％以上である。

定例役員会

１．会長声明「関係省庁からの『事業報告等

35名（公募）

集、平成30年夏に確定版公表予定。
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特
集

第５号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

第８号
小松野

悟

報

（報告内容）以下の報告があった。

（報 告 者）社会・公会計委員会委員長 守谷 義広
（報告内容）地方公会計固定資産台帳・財務書類作

告

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
（日

社会・公会計委員会報告

成、活用担当職員向け「地方公会計実務研修」
の実施結果について、報告があった。

時）平成30年3月20日（火）

（日

時）平成30年2月16日（金）

寄

① 自由論題
◇午前の部

10:30〜12:00

◇午後の部

13:00〜14:00

１．講演『和光市の公会計制度について〜

② 統一論題の部 15:00〜17:15

新公会計対応の新機軸「予算仕訳」と

③ 懇親パーティ 17:30〜19:00

地方公会計標準ソフトウェアを活用

所）ナレッジキャピタル コングレコンベ

した「固定資産台帳の正本化」〜』

稿
定例役員会

（場

14:00〜17:00
（内

ンションセンター

容）

２．意見交換会

２．CPE協議会の開催結果について

（出席者）地方自治体職員38名、会員15名

３．CPE研修計画及び実施結果について
地区会

第９号
第６号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会委員長
荻窪

輝明

山本

憲吾

（報告内容）大阪弁護士会との共催研修会の実施結

（報告内容）会員への業務推薦状況について、以下
のとおり報告があった

果について、報告があった。
（日

時）平成30年3月7日（水）

厚生部

◇大阪府人事監察委員会委員の推薦

14:00〜17:00

◇地方独立行政法人奈良県立病院機構監事の推薦

（テーマ）「タイの企業法務・会計 〜進出日系

◇他7件

企業の落とし穴〜」
（出席者）会員等48名、弁護士17名

第７号

監査会計委員会報告

ご案内

（報 告 者）監査会計委員会委員長

疋田

鏡子

（報告内容）以下の報告があった。

第１０号

（報 告 者）近畿会財政の在り方検討特別委員会

１．日本公認会計士協会関西地区三会と公益社
会長活動報告

団法人日本監査役協会関西支部との共同研
究会の実施結果について
（日

委員長

廣田

壽俊

（報告内容）近畿会財政の在り方検討事項等につい
て、報告があった。

時）平成30年2月20日（火）
17:00〜19:00

（テーマ）「訂正内部統制報告書から見る不正
ＣＰＥ研修会

事例分析」
（出席者）近畿会11名、京滋会3名、兵庫会4名
公益社団法人日本監査役協会関西支
部16名
２．「KAMに関する調査アンケートの実施」

会員異動

について

事務局だより
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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）租税調査会 資産課税等専門部会
専門委員

織田

成人

（報告内容）資産課税等専門部会の審議状況等につ
いて、報告があった。

特
集

地区会 REPORT
報

近畿実務補習所
第32期同期会開催報告

告
寄

かえって減少してしまいました。急な業務の都合で

に入所しました。その前年と比較すると合格率が高

欠席となった方が出ましたが、前回の1月下旬の開

く、同期の人数が多かったと思います。あれから30

催より今回は税務業務の繁忙期に近かったこと、イ

年余りの時が経過し、今や関西地区三会に所属する

ンフルエンザ流行時期が例年より早く開催日前後が

者は当初の2/3の約60人となっています。それでも

ピーク時期になっていたことが主因と思われます。

私たちの先輩方よりは比較的多くの同期が身近にい

さて、参加した6人は同期会の常連のメンバーと

るわけですが、実際によく会うのは限られた者同士

なりました。監査法人所属の者と独立した者が半々

だけではないでしょうか。私たちの同期会の開催は

といった状況です。和食のコース料理と飲み放題の

1年に一度ですが、かつて補習所で学んだ同期生が

お酒を楽しみながら、それぞれ仕事のこと、家族の

旧交を温めつつ昨今の会計士業界にまつわる情報共

こと、自身の健康のことを話し合いました。みんな

有を図ることができるよい機会ですので奮ってご参

年齢は50歳半ばを超えているので食べ過ぎ、飲み過

加いただければと思います。

ぎには注意すべきですが、あまり気にせず飲み食い

さて、この度私は三代目の第32期補習所同期会の

厚生部

士試験第二次試験に合格し約90人が近畿実務補習所

地区会

しかしながら、結果的に今回の参加人数は6名と

定例役員会

私たち第32期生は、1986年（昭和61年）に会計

稿

第32期生 世話人 橘髙 英治

してしまいました。2次会は有志5人で北新地に行き、
興味深い話もあり、とても有意義な1日となりまし

です。出席者は初回から前回までで、21人、14

た。来年はもっと出席者を増やして盛大にやりたい

人、12人、12人と推移していました。今回は初回

ので同期生の皆様、奮ってご参加をお願いします。

ご案内

世話人となりました。同期会の開催は今回で5回目

並みの20人の出席を目標とすべく次のことを考えま
会長活動報告

した。
・仕事のあとに参加しやすい→金曜日の夕方を開催
日時とする
・大阪市内の新しい場所→中之島フェスティバルタ
ワー（朝日新聞ビルを立替）

ＣＰＥ研修会

検討の結果、日時・場所は次のとおりとなりました。
日

時：平成30年2月2日（金）19:00〜21:00

場

所：響

中之島フェスティバルプラザ店

会員異動
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特
集

地区会 REPORT
報
告
寄

奈良地区会
「平成29年度末講演会と懇親会」開催報告

稿

奈良地区会 会長 東口 喜代一

定例役員会

平成30年2月9日（金）17時より、猿沢池南
300M「もちいどセンター街」にある水乃江

だきました。山添清昭先生には、日頃から奈良地区

しも

会の副会長として、地区会事業につきましても、常

みかど店さんにて、奈良地区会の年度末講演会及び

に積極的に協力していただき、この場をお借りしま

懇親会を開催いたしました。今回は13名の会員の方

して改めて御礼を申し上げます。

地区会

並びに近畿会から後藤紳太郎副会長のご出席を頂き

講演会に続き、懇親会においても私たち奈良地区

ました。懇親会前の講演会では「不正会計の実例分

会の大先輩であります、樋口秀和先生に参加してい

析と監査の着眼点」という演題で、近畿会幹事の山

ただきました。若い会員はもちろん、もっと多くの

添清昭先生にご講演していただきました。

シニアの会員の方々にも、昔話に花を咲かせること

厚生部
ご案内
会長活動報告

講演は17時から18時30分の予定でありました

ができ、先輩たちの経験談を聞かせていただいたり

が、時間を延長していただき、出席されました会員

して、実りのある奈良地区会を開催できますように

の方から好評を頂きました。不正とは、粉飾と横領

心がけて提案していかせていただければと考えてお

があり、意図的なものであるという本質と、さらに

ります。奈良地区会会員にとり、ますます魅力的な

不正の手口につきましても、会計不正の手口と資産

地区会として活動すべく会員の皆様方の協力と、会

横領の手口に分けて教えていただきました。不正を

の行事へのご参加をお願い申し上げます。最後にな

類型別に発生要因を分け、その上で直近に発生しま

りましたが、奈良地区会は奈良県でひとつの地区会

した実際の不正事例を用いて不正の手口の内容や不

であるという特徴を持っております。公認会計士制

正発生の原因、不正に対する会社の再発防止策につ

度70周年記念事業が平城京遷都1008年の古都であ

いて詳しく解説をしていただきました。解説の途

る奈良市で開催される予定であります。奈良の特

中、その都度「ここに星印を入れてください」、

長、奈良ではの良さをお伝えさせていただくお手伝

「ここは非常に大切ですから、○で囲んでくださ

いを、させていただければと思っておりますので、

い」、「ここは、かっぱらいと書いてください」

会員の皆様方からのご意見をお寄せいただければと

「これは、赤信号皆で渡れば怖くないという意味で

考えております。よろしくお願い申し上げます。

す」などという生々しい表現で解説をしていただ
ＣＰＥ研修会

き、大変に理解がしやすく、最後まで興味を持って
受講することができました。このような不正が発覚
する大きなひとつの要因は、不正をしようとしてい
る、又はしている人の周りの方の「自分の仕事への
こだわり」であることに改めて気付かせていただき

会員異動

ました。最後に、監査人としての心構えと最新の情
報（監査役等と監査人との連携に関する共同研究報
告の改正・平成30年1月25日）についてご指導いた

事務局だより
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特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

鈴木 邦明
寄
稿

平成30年3月18日（日）

月ヶ瀬梅渓 （参加者会員８名、非会員１名）
いている）を

といつもお天気を心配しないといけない、そんな

ゆっくりゴー

「雨男」になっていましたが、やっとその汚名を返

ルの八幡橋ま

上することができました。そう、快晴の梅林散策を

で散策です。

十分楽しみました。奈良から9時40分ごろのバスに

歩いた距離は

乗って1時間15分、一路月ヶ瀬梅林へ。車の多いこ

6Kmくらい。

と多いこと。予定より少し遅れて到着。観梅経路

無事、2時半の

は、吉野の桜見学並みの混み方。最初に出会ったの

バスで奈良へ

が、写真にある「しだれ梅」。紅梅で素晴らしくき

の帰路につき

れいで梅の花の香りがほんわかとただよい何とも言

ましたが、帰

えない風情。さらに、観梅道を登って行って、12時

りのバスも超

前梅林公園の堤に上がって昼食タイム。梅の香に添

満員で1時間

えて村田先生持参のお酒も入り、近くに広がる梅林

20分ほどのバスの中を立ちっぱなしでした。歩いた

と、はるか下の月ヶ瀬ダムの貯水湖を眺めながら花

疲れよりバスで立っている方が疲れたかな。

地区会
厚生部

見弁当をひろげてにぎやかに昼食を楽しみました。

定例役員会

“なんとまあ、やっと晴れた！”私が企画をする

梅の色と香り、ダム湖の景色、美味しかったお酒と
でした。そして、お天気は晴れ、絶好の花日和！

ご案内

花見弁当、混み合ったバスすべてが思い出に残る1日

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

昼食後は、このままで終わっては、ハイキング部
がピクニック部に変わりそうなので、梅林の遊歩道

会員異動

（「花鳥風月の小道」なんてかわいらしい名前がつ
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特
集
平成29年度

近畿会開催CPE研修会平成30年3月実績
報
実施月日

時

間

告
13:00〜14:40

寄

3 月 2 日

稿

14:50〜16:30

定例役員会

3 月 5 日 13:30〜16:30

3 月 7 日 14:00〜17:00

地区会

3 月 1 3 日 13:30〜15:30

3 月 1 6 日 18:30〜21:00

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

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
公認会計士社外役員ネットワークDVD研修会
コンサル「三種類の統治形態と社外役員の役割・責任」
ティング（平成30年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）
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「組織内会計士のための法律知識と実務」

師

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）

2

中西和幸氏（弁護士）

3

女性会計士委員会研修会

厚生部

3 月 1 7 日 13:00〜15:00

講

コンサル
「上場経験者が語る、ベンチャー企業成長の秘訣」
ティング

2

（会場：グランフロント大阪）

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）
嶋田敬子氏（公認会計士、株式会社ユーザベー
ス常勤監査役）、奥山成美氏（公認会計士、株式
会社エルテス常勤監査役）、原繭子氏（公認会計
士、女性会計士委員会委員長）

DVD研修会
10:00〜11:40 税 務「法人税法22条4項の公正処理基準と企業会計の基準」

ご案内

（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
13:00〜14:40 倫 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
3月19日
「監査提言集の解説〜「会計基準の理解」と「グルー
15:00〜16:40 監 査
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）

2

2
不正
事例

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内

会長活動報告

コンサル
会計士委員会）
18:30〜20:30
ティング

2

「PEファンドの投資戦略と会計士との協業」

ＣＰＥ研修会
会員異動

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
10:30〜12:00
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
3 月 2 0 日 13:00〜14:30
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）
「会計の国際標準化と我が国の監査の信頼性確保」
15:00〜17:15 監 査
（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）
13:00〜14:40 倫 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〜」

3月22日

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
〜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〜」

18:30〜20:30 その他

事務局だより

22

C.P.A.NEWS 2018.04 Vol.706

17470

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）

2

2

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）

2

小松野悟氏（近畿会研究・CPE研修部長）

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）

特
集

実施月日

時

間

13:00〜14:40

3 月 3 0 日 14:30〜17:00

3

富永潤一氏（内閣府公益認定等委員会事務局
監督専門官）、岸弘氏（内閣府公益認定等委員会
事務局 審査監督調査官）

3

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）

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）

平成30年度

時

間

分野

研修会テーマ

11:00〜12:00 監 査
4 月 3 日 13:00〜15:40 監
16:00〜17:00 倫
11:00〜12:00 監

16:00〜17:00 倫
11:00〜12:00 監
4 月 9 日 13:00〜15:40 監

18:00〜19:00 監
4月11日
19:10〜20:10 倫
4 月 1 3 日 18:00〜20:40 監

本部自主規制・業務本部
担当者

3

調査・相談グループ

1

1

3

1

1

3

1

1

1

3

2

山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員長）

17471
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4 月 1 9 日 13:30〜15:30 会

1

会員異動

16:00〜17:00 倫

師

ＣＰＥ研修会

4 月 6 日 13:00〜15:40 監

講

会長活動報告

監査事例研修会（監査会計委員会）
「最近の照会事項」社会福祉法人会計
監査事例研修会（監査会計委員会）
査
「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
監査事例研修会（監査会計委員会）
理
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
理
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
理
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
理
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
査
「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
計「平成30年3月期の会計・監査上の主な改正点と開
示上の留意点」

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

ご案内

近畿会開催CPE研修会平成30年4月予定
実施月日

厚生部

15:00〜16:40

3

地区会

3月29日

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））

定例役員会

10:00〜11:40

師

稿

3 月 2 8 日 13:30〜16:30

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（非営利会計委員会 公
益法人小委員会）
「行政から見た公益法人の現状と具体的な諸課題
会 計
について」
「公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理に
ついて（公益法人の会計に関する研究会）」
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」

講

寄

3 月 2 7 日 13:30〜16:30

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

告

3 月 2 6 日 13:30〜16:30

研修会テーマ

報

3 月 2 3 日 13:30〜17:00

分野

特
集

髙田篤会長活動報告

平成29年度

報

TOPICS

会務報告

告

暑さ寒さも彼岸までと言われますが、お彼岸を過ぎても地方によっては降雪に見舞われたりと、不安定な春を迎えました。
とはいえ、世の中では卒業式や入学式等の行事が行われ、桜の開花や新入社員らしき人の姿を見るにつけ、春の雰囲気を感じ
るようになって参りました。
平成30年3月20日、第49回中日本五会研究大会がグランフロントのナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターで

寄

開催されました。近畿会からも多くの委員会や会員の方々の発表があり、盛況裡に開催されました。今回の自由論題のテーマ

稿

を拝見すると、近年毎年のように出てくる「不正」のテーマや「パブリック関係」のテーマに加え、「仮想通貨」、「近未来
ビジネスの監査」、「ワークライフバランス関連」といった社会の進化や状況変化に伴うテーマが出てきていることが一つ目
の特徴として挙げられます。また、自由論題、統一論題とも、国際的な監査や会計の標準化、統一化、厳格化の流れに沿った
テーマも目立ったことが二つ目の特徴ではないかと感じております。

定例役員会

私自身、中日本五会研究大会に参加し、協会の役員として日頃の協会会務活動を通じて会員の皆様に研究成果等を発信する
ことの重要性を改めて認識するとともに、会務活動に精励されている皆様に感謝申し上げる次第です。
また、確定申告シーズンが過ぎ、今後更なる業界の繁忙期を迎えますが、時節柄会員の皆様方におかれましては体調管理に
ご留意頂ければ幸いです。

日

付

地区会

3月2日

3月5日

厚生部

3月8日

3月14日
ご案内

3月15日

曜日

金

時

間

会務の内容

場

所

17:00〜20:00

日本監査役協会関西支部との意見交換会＆懇親会

日本監査役協会関西支部

10:00〜12:30

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

14:00〜17:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

月

木

水

木

15:00〜17:30

理事会

日本公認会計士協会

火

10:30〜19:00

第49回中日本五会研究大会

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

15:00〜16:00

予算委員会

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

3月20日

ＣＰＥ研修会

金

会長活動報告

3月16日

3月27日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

3月28日

水

16:00〜18:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

3月26日

月

(作成月日:平成30年3月28日)

会員異動
事務局だより
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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

中央経済社

URL

宗教法人会計のすべて

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

第３版

稿

あずさ監査法人

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

寄

社会福祉法人会計の実務ガイド 第３版

FAX

田中義幸・神山敏夫・繁田勝男

編

神山敏蔵

刊

著

定価3,400円+税

税務経理協会

組合員特価

定価3,400円+税

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

むよう、社会福祉法人会計を平易かつ簡

「宗教法人会計の指針」を丁寧にひも

明に解説しています。各施設における日

解きながら、基本的な考え方とともに、
会計処理・税務処理といった実務上の留

置いた豊富な仕訳実例やチェックリストも掲載。最新の会計

意点まで詳細に解説。計算書類の記載例も収録しています。

基準や厚労省通知等をフォローしています。

本版では、財務運営の適正性という観点から監査について追

新版 税理士/公認会計士必携 NPO法人実務ハンドブック

補しています。

認定特定非営利活動法人NPO会計税務
専門家ネットワーク
清文社

編著

学校法人会計要覧 平成30年版
学校経理研究会
霞出版社

刊

編集・発行

発売元

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）

会計・税務の基本的な考え方から、よく

本書は昭和54年創刊以来39年の実績

ある事例、判断に迷うケースまで、NPO

を持つロングセラーです。本版では平成

にたずさわる実務家に必要不可欠な知識を

30年2月1日までに公表された資料のな

もれなく解説。Q&Aも豊富に収録しています。NPO法人会計基

かから、会計処理並びに監査に必要な資

準改正等の最新情報を盛り込み、大幅に改定した新版です。

料を編集・収録。学校法人会計実務書の決定版です。

ご案内

CPAパーソナルローンのご案内
金利据え置き

1.60％

厚生部

定価3,000円+税
定価より15％引き（送料別）

地区会

常的な経理実務や期末決算実務を念頭に

定例役員会

組合員特価

経理業務に携わらない人でも理解が進

刊

(平成30年9月実行分まで)

＜CPAパーソナルローン概要のご紹介＞

17473
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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）
※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

《高島屋お買物優待券》のご案内

ＣＰＥ研修会

利 ： 1.60％（保証料込、固定金利）
※毎年4月と10月に直近の長期プライムレートを参考に利率が変更されます。
お 使 い み ち ： 教育、リフォーム、ブライダル、旅行、家具・電化製品などの購入、介護費用など幅広くご利用いただけます。
担保、保証人 ： 原則として不要です。
特
長 ： 教育ローンは融資希望日の1か月前より申し込みが可能です。また、教育ローンに限り支払い済み3か月以内のものも
ローンの対象になります。（その他の目的ローンは支払い済み1か月以内）
ご 留 意 点 ： 「CPAパーソナルローン」は目的ローンですので、資金使途を裏付ける見積書、注文書、契約書、領収書等（いずれ
も写し可）の添付が必要です。（事業用資金、投資・投機用資金、自動車購入資金にはご利用いただけません。）
※本ローンは組合員を対象としております。未加入の方は当組合にご加入いただきますとご利用が可能です。
※お問合せ、申込用紙のご請求は公認会計士協同組合（03-3515-8960）まで。
金

会長活動報告

公認会計士協同組合では、損害保険ジャパン日本興亜株式会社ならびに三井住友海上火災保険株式会社と提携し、組合員の皆様に
「CPAパーソナルローン」をご紹介しております。「CPAパーソナルローン」の利率は、平成30年9月中の実行分まで1.60％と大変
低利率となっております。加えて、最長７年までの借入期間中1.60％が維持されます。
また、お子様の教育ローンをはじめとして、さまざまな資金使途にご利用いただけます。

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 2018.04 Vol.706

27

事務局だより

17475

特
集

本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）
会員情報の変更手続についてご案内
報
告

会員及び準会員の皆様は、登録事項（下記1）及び

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイ

届出事項（下記2）に変更を生じたときは、変更登録

トの会員マイページにログイン後、「会員情報の確

申請書の提出や変更届出を行っていただく必要があ

認・変更」画面から閲覧することができます。

ります（変更手続きは無料です）。

寄
稿

公認会計士・会計士補・特定社員のための様式「変

登録事項などに変更を生じているのに、変更手続を行

更登録申請書」
「会員変更届出書」
「電話番号等変更届出」

わないときは、公認会計士法違反に該当し行政処分の

は、協会ウェブサイト（本文中の案内をご参照）から

対象となり、また、本会の会長による懲戒の対象とも

ダウンロードできます。変更を生じたときは、遅滞な

なりますのでご注意ください。
（常務理事

く、必要な変更手続をお願いいたします。

加藤

達也）

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定社員は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ち

定例役員会

に本会に対し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第14
条、変更手続きは無料です。）。
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったときは、遅滞なく本会に変更届
出をしてください（会則第37条、変更手続きは無料です。）。
３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。

地区会

４．「変更登録申請書(JICPAニュースレター2017年９月号に様式を掲載)」及び「変更届出書」等の提出・手続
（１）変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、協会ウェブサイト
http://www.jicpa.or.jp

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）
ログイン後、画面左上にて、〝会員情報の確認・変更″をクリックしますと、

厚生部

「会員情報の確認・変更手続の流れ」画面が表示されます。
ご自身の現在登録されている事項を確認しながら、変更登録申請書（特定社員
の方は、特定社員登録規則第5条第１項に定める様式になります。）の作成又は
変更届出の手続が行えますので、是非ともご活用ください。
（２）会員マイページID及びPWを失念して上記(1)のログインが困難な方
協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

ご案内

関係】画面から、各種様式がPDF形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。変更手続きは無料です。
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点
（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）「登録証明書」及び「ID・パスワード通知書」の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされ

会長活動報告

ても手続が直ちに行えないことがあります。

会員情報確認のお願い
会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員

ＣＰＥ研修会

情報は協会本部・地域会からの書類送達や連絡等の
基礎となる重要な情報です。
会員マイページにログインし、「会員情報の確認・

１．協会HP (http://www.hp.jicpa.or.jp/) 画面から会員ロ
グインボタンをクリック
２．ID及びPWを入力しログイン
３．
「会員情報の確認・変更」をクリック

変更」画面から会員情報に変更がないかどうかを次

４．ID及びPW入力

の要領にてご確認いただきますようお願いいたしま

５．
「会員情報の確認・変更へ」をクリック

す。

６．登録事項及び届出事項がともに変更がないことを確

なお、過去に既に確認いただいている方も再度ご

会員異動

確認いただきますようお願いいたします。

認後、
「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボ

タンをクリック
７．
「登録事項・届出事項ともに変更なし」がグレーになり、

【問合せ先】会員登録グループ
(Tel : 03-3515-1122 E-mail : kaiin@jicpa.or.jp)

事務局だより
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「最終確認日＝ボタンをクリックした日付」が表示され
れば終了です。ご協力ありがとうございました。

特
集

会員異動
会 員

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
13

37

861

計

合計

911

4,424

（平成30年2月28日現在）

小池
武澤

秀昌
千斐呂

野村

篤史

山野

賢一

入会者
山下

竜一郎
（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
3月7日〜22日
石畑
井上
川勝
曽川
美藤

裕太 （会
誠次郎
（会
達弘 （会
俊洋 （会
直人 （会

芙美子
（会
康裕 （会
拓也 （会
佑樹 （会

員）
員）
員）
員）
員）

武澤 千斐呂
（四号準会員）
前田 佑樹 （四号準会員）
長谷川 佑太
（四号準会員）
平田 遥海 （四号準会員）
森田 大晴 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）

【自宅】
河野
齊藤
谷口
谷口
古橋

勇輝
剛一
浩二
純一
明彦

（会
（会
（会
（会
（会

【事務所・自宅】
村田

幸雄 （会

員）

3月7日〜8日
四方 秀典 （会
員） 兵 庫 会 よ り
大山 晨 （四号準会員） 東 海 会 よ り

平成29年9月6日付

アルテ監査法人 大阪事務所
【旧住所】〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西2丁目2番1号
東梅田八千代ビル10階
塚本公認会計士事務所内
TEL 06-6585-0846
【新住所】〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町18番3号
オオツジ堂山ビル4階
TEL 06-6360-4326

ＣＰＥ研修会

転入者

監査法人移転
会長活動報告

森
大塚
久保
矢野

ご案内

員）
員）
員）
員）
員）

厚生部

【事務所】

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

地区会

3月20日付
小島 素直 （四号準会員）

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

定例役員会

3月20日付

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

稿

資格変更（準会員から会員へ）

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

寄

（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）

3月7日〜22日
久保 力也 （会
員）
員）
成樹 （会
髙
瀬尾 泰洋 （会
員）
員）
德山 馨一 （会
荒川 浩詞 （四号準会員）
池田 ひなた
（四号準会員）
伊藤 知晃 （四号準会員）
小畑 雅幸 （四号準会員）
川澄 里紗 （四号準会員）
（四号準会員）
木田 珠太郎
木村 愛梨 （四号準会員）
清重 皓平 （四号準会員）
小林 謙太 （四号準会員）
小林 遥佳 （四号準会員）
段林 翔希 （四号準会員）
中石 航平 （四号準会員）
中村 由佳 （四号準会員）
西村 芳裕 （四号準会員）
服部 光佐子
（四号準会員）
濱﨑 夏実 （四号準会員）
引田 健 （四号準会員）
平山 直樹 （四号準会員）
細山 哲平 （四号準会員）
南
樹央 （四号準会員）
安田 有騎 （四号準会員）
山上 晋平 （四号準会員）
山口 悠平 （四号準会員）
橋本 侑也 （四号準会員）
松尾 圭祐 （四号準会員）

告

転出者

準 会 員

公 認
会計士

報

会 員 数
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会員異動

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より可能です。

特
集

事務局だより
報

【慶事】

告

・会
・会

員
員

西岡
田中

宏樹
賢也

【弔事】
寄
稿

・会 員
村 太喜雄氏
平成30年3月11日ご逝去
・会 員 土山 忠治氏
平成30年3月22日ご逝去

満77歳
満93歳

・会 員 高田 和也氏（京滋会）
平成30年2月26日ご逝去 満39歳
・会 員 小森 瞭一氏（京滋会）
平成30年3月6日ご逝去 満81歳

定例役員会

・会 員 竹内 義幸氏のご母堂 一美様
平成30年3月10日ご逝去 満73歳
・会 員 山田 清志氏のご尊父 敏夫様
平成30年3月14日ご逝去 満89歳

地区会

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

厚生部

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。

ご案内

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

東京都千代田区九段南4-4-1

会長活動報告

TEL：03（3261）0817

ＣＰＥ研修会
会員異動
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

【寄贈図書】

編

集

日本公認会計士協会

発

行

日本公認会計士協会出版局

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

会計プロフェッション研究センター

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。

会長室16:00〜18:00

会議室18:00〜20:00

会員異動

会長室16:00〜18:00

定例役員会

ＣＰＥ研修会

※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。

会長活動報告

いよいよ多くの公認会計士とって、最も忙しくなる４月を迎
私も従事しましたが、私が公認会計士二

えました。３月末に実査や棚卸立会に従事された方も多いので
はないでしょうか？

年前には、実査や棚卸立合は、極めて重要

事務局だより
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次試験に合格した

近畿会監事監査

な手続という印象がありました。それが今でも重要ではありま

会議室18:00〜20:00

すが、上場会社の株式は既にペーパレス化され、受取手形も電

5.10 （木）

定例役員会

子記録債権の拡大により減少してきており、現金についても最

会長室16:00〜18:00

近話題のブロックチェーン技術の進展により、今後保有高が減

回中日本五会研究大会に参

)

本部会計監査人監査

正副会長会

会議室10:00〜17:00

会長室15:00〜16:00

少していくかもしれません。このような状況の変化により、特
日に開催された第

に実査の重要性も変化してきているように改めて感じました。
また、３月

弾まで進

多彩なご活躍をされておられる方のお話や、仕事以外のこだわ

す。同じ公認会計士という基盤を持ちつつ、分野が違う領域で

んでまいりました﹁公認会計士のこだわり﹂を掲載しておりま

ビュー﹂として小川裕子氏へのインタビューや、第

さて、今月号では、第２回目の﹁異色の公認会計士インタ

いう思いを新たにさせていただきました。

つ、何事にも前向きにチャレンジしていくことが大事であると

このような時代の流れに対応できるように、変化を楽しみつ

報告の掲載を予定しています︶

させていただく良い機会になりました。︵５月号に研究大会の

されており、時代はめまぐるしく変わってきていることを考え

環境の変化や近未来の監査にフォーカスしたテーマの発表もな

を考える﹂や﹁監査におけるデー分析﹂など、最近のビジネス

加させていただきました。そこでは、﹁近未来ビジネスの監査

49

会議室 9:30〜17:00

予算特別委員会

15

りの話は、多彩な活動や普段目に触れない知識を知る機会にし

植村達生

5.15 （火）

4.19 （木）

20

ていただけるかと思います。ぜひ、ご一読いただければと思い
ます。

︵会報部

5. 7 （月）

4.16 （月）

正副会長会

研修室13:30〜15:30

監査会計委員会研修会

4.26 （木）

4.13 （金）

（平成30年4月13日〜平成30年5月15日）

近畿会および各部各委員会行事予定

正副会長会

研修室18:00〜20:40

監査事例ＤＶＤ研修会

11

稿

日本公認会計士協会

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究学会

寄

者
贈
寄

平成30年版
■学校法人会計監査六法

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科
行

贈
寄

告

日本公認会計士協会出版局

者
発
平成30年版
■非営利法人会計監査六法

報

日本公認会計士協会 企業会計基準委員会
行

贈
寄

第13号
■会計プロフェッション
編

関西大学大学院会計研究科
発

関西大学大学院会計研究科
共

者
日本公認会計士協会

編集・発行
者
贈
寄

平成30年版
■金融会計監査六法

第12号
■現代社会と会計
平成30年版
■会計監査六法
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