C.P.A.NEWS
発行日：2018年8月10日 第710号

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

08
2018 August

「大阪サクヤヒメ賞」を受賞して
日本公認会計士協会近畿会

第52回定期総会報告

第52回定期総会記念交流会報告
日本公認会計士協会定期総会レポート

特
集

C.P.A.NEWS 08 INDEX
報
告

有限責任 あずさ監査法人 柴崎美帆氏へのインタビュー
「大阪サクヤヒメ賞」を受賞して

会報部

3

和田林一毅

5

第52回定期総会記念交流会報告

安井

9

日本公認会計士協会定期総会レポート

安原

徹 10

組織内会計士委員会、中堅・若手会計士委員会共催セミナー
「ケース・スタディで学ぶ社内調査実務〜内部通報への対処事例〜」

藤枝

政雄 16

女性会計士委員会 2018年度（平成30年度）第１回子育てネットワーク夏の会 開催報告

駒井健二郎 18

日本公認会計士協会近畿会

第52回定期総会報告

康二

寄
稿
定例役員会

公認会計士のこだわり
第53事業年度

−第13弾−

星野

誠 20

第3回定例役員会報告

22

地区会

和歌山地区会 平成29年度 定期総会・研修会等関連行事 報告

宮本

富雄 25

みなと地区会 定期総会及び懇親会

藤原

学 26

開催報告

厚生部

大阪市南地区会

第18回定期総会・懇親会報告

岡田

健司 27

北部大阪地区会

定期総会実施報告

東浦

隆晴 29

西村

智子 30

南方

得男 31

第一回家族囲碁教室ご報告

廣田

壽俊 32

囲碁部だより

兼井

和夫 33

ハイキング部報告

髙野

文雄 35

河内地区会
泉地区会

ワタリガニを食べて来ました
定期総会開催報告

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

髙田篤会長活動報告

36

あなたの専門知識や経験を活かして見ませんか！〜国税審判官（特定任期付職員）の募集について〜

37

公認会計士協同組合INFORMATION

38

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きについてご案内

39

2018年度

40

近畿会開催CPE研修会2018年7月実績及び8月予定

会員異動

会員異動

42

事務局だより

43

編集後記

43

事務局だより

02

C.P.A.NEWS 2018.08 Vol.710

17578

特
集

特集 SPECIAL SECTION
報

有限責任 あずさ監査法人 柴崎美帆氏へのインタビュー

告

「大阪サクヤヒメ賞」を受賞して
スオオミカミ）の孫、邇邇芸命（ニニギノミコト）

稿

神の国、高天原からやってきた天照大神（アマテラ

寄

会報部
（問）サクヤヒメ表彰に応募されたきっかけは何で
すか。
（答）応募は自薦、他薦いずれでもかまいません。

す。この女性が人間の国の神（国津神）である木花咲

大企業からの推薦だけでなく、自ら起業する方

耶姫（コノハナノサクヤヒメ）でした。ニニギノミコ

が自薦で応募するケースもありました。私は勤

トとサクヤヒメは結ばれ、三柱の子（神）を産み、そ

務する監査法人から推薦していただきました。

定例役員会

は、九州の笠沙岬で可憐で清らかな女性に出会いま

の一人である火遠理命（ホオリノミコト）の孫が、初
（問）応募要件はどのようなものですか。
（答）大阪商工会議所のサクヤヒメのホームページ
に応募要項が記載されています。特に何かをし

阪サクヤヒメ表彰」とは、大阪商工

ていないと選考されないというものではなく、

会議所が「サクヤヒメのように社会

（ⅰ）業績、（ⅱ）人材育成・ワークライフバ

で輝く女性」との意をこめて、企業

ランス、（ⅲ）社会貢献・都市の魅力向上の3

活動や文化的活動で活躍

つの活動項目に基づき審査があります。多様な

する女性リーダーを表彰

分野において活躍されている女性が広く応募さ

するものです。2016年

れているようです。
まずは書面選考、推薦文等で絞られますが、

進する政策目標「2020

大賞になるかどうかの最終段階では面接もある

年に指導的地位に占め

ようです。

する」の実現の一助と

けとして積水ハウス株式会社の2人目の女性設

するため2020年まで5

計長へ昇進された方で、その後、ダイバーシ

年間の期間限定で実施

ティ推進室部長として社内外の女性の働き方改

されます。表彰の対象

革に向けて活躍されていることが高く評価され

となるのは、①大阪商工会議所の法人・団体会員に

ました。私の受賞理由は「女性割合が20％に満

属する女性役員または女性管理職・高度な専門職、

たない公認会計士にあって、仕事と子育てを両

②個人会員である女性個人事業者、③大阪に活動拠

立する監査法人女性パートナーの草分け的存在

点を持ち文化的活動に携わる女性などです。

として、監査業務はもとより、J-SOX導入支援
等新規分野でも成果を上げ、成長戦略プロジェ

認会計士業界から初の「大阪サクヤヒメ賞」を受賞

クトチームの責任者を務めたこと」また、「セ

された有限責任 あずさ監査法人の柴崎美帆さんを訪

ミナーや研修の企画・運営に携わり、社内外で

ね、応募したきっかけ、受賞に至る選考過程、受賞

女性リーダーの育成にも力を注いでいること」

して変化したこと、後輩に伝えたいことなどをイン

とされています。

会員異動

今回は、2017年の第2回大阪サクヤヒメ表彰で公

ＣＰＥ研修会

今回、大賞に選ばれた方は、リケジョの先駆
会長活動報告

る女性の割合を30％に

ご案内

に創設され、政府が推

厚生部

このサクヤヒメの名を冠する「大

地区会

代の天皇である神武天皇になるのです。

タビューしました。
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（問）サクヤヒメ賞を受賞されて何が変わりましたか。
（答）受賞した方たち30名ほどのネットワークがあ

（問）今後はサクヤヒメとしてどのようにご活躍さ
れるのでしょうか。

報

り、メーリングリスト（ML）で情報交換をし

（答）監査法人のなかの活動だけでなく、広く社会

告

ています。第1回と第2回受賞者合同のMLがあ

で活躍する女性に対して貢献できればと思いま

り、第2回だけのMLもあります。このMLを通

す。現在、財務経理にかかわる女性を応援する

じて、受賞された方の会社のロボットのデモを

「財務経理女性リーダー育成セミナー」を行っ

見学させてもらったり、社長からお話をお聞き

ています。京都、大阪からはじまり、今では東

寄

したりといった経験もできました。私は予定が

京、名古屋や福岡、広島、神戸、岡山でも開催

稿

合わず参加できませんでしたが、第1回の受賞

しています。セミナーの案内を出すと、すぐに

者にはOSKのトップスターの方もいらっしゃ

満席になるほどの人気です。

定例役員会
地区会

り、その方の公演を観劇するといった企画もあ

過去の参加者の方から、セミナーに参加して

りました。大阪商工会議所からは次回のサクヤ

管理職を目指すようになり、見事目標を達成し

ヒメ表彰に応募していただくため、大阪商工会

たという話を聞き、ずっとやってきてよかった

議所主催の「女性リーダー育成促進フォーラ

と思いました。セミナーに参加したことで気持

ム」への出演を依頼されました。今回の大賞受

ちが変わり、モチベーションとなったのです。

賞者と私ともう一人の計3人に、大学の先生が

セミナーでは、財務会計、管理会計、税務につ

加わって「女性管理職登用でイノベーションを

いて「おしゃべり」に花を咲かせつつケースス

起こす」をテーマにパネルディスカッションを

タディーを通じてディスカッションを行い、自

行いました。

分たちで学んでいきます。その時、女性ならで
はの「おしゃべり」がパワーを発揮します。
このセミナーの同窓会もあって懇親会など

厚生部

ネットワークの輪が広がっています。
（問）サクヤヒメとして一言
（答）会計士という職業は、自分が思っている以上

ご案内

に社会に役立つことができます。いろいろな会
社にお伺いしていますが、そこで幅広い知識や

会長活動報告

このように「サクヤヒメ賞」は受賞そのもの

経験を与えられています。それを法人や業界の

より、あとのネットワークに意味があると思い

中だけでなく、外向けに他の人々に還元するの

ます。いろいろなつながりができますが、それ

が私の役目だと考えています。

を仕事につなげるというのではなく、社会貢献
といった方向で何かできればいいなと考えてい
ます。具体的に大阪を盛り上げるためにどうし
たらよいか。国際女性会議WAW！に関係され

ＣＰＥ研修会

ている方が中心となり、自主的に大阪国際女性
会議「サクヤヒメ・フォーラム」をやろうとい
う話もあります。

会員異動
事務局だより
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報告 REPORT
報
告

日本公認会計士協会近畿会 第52回定期総会報告
会報部 和田林 一毅
る議決権を有する会員および2号準会員の5分の1以

ル大阪において、2018年6月22日（金）13:30定刻

上の出席があることから、本総会は有効に成立して

より開催されましたので、会員の皆様にその概要を

いる旨の報告があり、その後、総会で予定されてい

報告いたします。

る報告・審議が開始されました。

定例役員会

が、昨年度に引き続きザ・リッツ・カールトンホテ

Ⅰ. 定期総会（13:30〜15:45）

５．報告事項

司会進行は山添清昭総務部副部長が担当し、日本

（１）第52事業年度事業報告及び業務に関する報告の件

公認会計士協会の関根愛子会長もご臨席いただき、

各部委員会の第52事業年度の事業及び会務に関
する活動状況について、各部・委員会を担当する
副会長より適宜行われました。

１．開会宣言
後藤紳太郎副会長による第52回定期総会開会の宣
言が行われました。

・後藤紳太郎副会長
総務部、監査会計委員会、IT委員会、監査問題
特別委員会、公認会計士制度70周年記念事業準
厚生部

備特別委員会
２．国歌斉唱
議事に先立ち、出席者により国歌「君が代」の斉
唱が行われました。

地区会

式次第に従い実施されました。

稿

る総会出席者は790名であり、総会開催に必要とな

寄

第52回の日本公認会計士協会近畿会の定期総会

・安原徹副会長
会報部、地区会部、税制・税務委員会、中堅・
若手会計士委員会、公認会計士制度70周年記念
誌編纂特別委員会

2017年4月1日から定期総会当日までに逝去され
た会員・準会員、また、大阪北部地震で亡くなられ
た方々、被災された方々に対し、出席者全員による

会員業務推進部、国際委員会、経営委員会、組
織内会計士委員会
・北山久恵副会長
広報部、研究・CPE研修部、社会・公会計委員
会、女性会計士委員会

４．議長の指名及び定足数報告
総会議事に先立ち、髙田
16条の2第1項の規定に基
づき、議長に林紀美代会員

経理部、厚生部、非営利会計委員会、社会保障
委員会
議長より、上記の各報告に関連して質問を求めた
が、出席者による質問はありませんでした。

が指名されました。
また、近畿会規約第24条

ＣＰＥ研修会

篤会長より近畿会規約第

・廣田壽俊副会長

会長活動報告

黙祷が捧げられました。

・岩井正彦副会長

ご案内

３．物故者に黙祷

６．審議事項
審議に先立ち、林紀美代議長より、現時点で総会

名人に藤本勝美会員と岡本

出席者は本人出席者113名、既述の書面議決権提出

善英会員が指名されました。

者790名との合計903名であり、本日の議案は近畿
会規約第23条第1項により出席した会員及び2号準

し、近畿会規約第21条第2項及び第3項の規定によ

会員の過半数をもって決することになっている旨の

り、現時点で出席したとみなされる委任状提出によ

説明がなされました。

17581
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林紀美代議長より、議決権保有者3500名に対

会員異動

の規定に基づき、議事録署

特
集

第１号議案

第52事業年度

財務諸表承認等の件

は会計不祥事への対応コストにより会費が値上げさ

報
告

監事を代表して松山治幸監事より監査報告が行わ

れるような表現となっており、業務会費の値上げを

れ、業務並びに予算の執行は近畿会規約に従い、総

すべきではないかという御意見があるのは承知して

会並びに役員会の決議に基づき誠実に行われてお

いるが、実態としては会員数の増大等による人的要

り、また、第52事業年度の財務諸表等は本会の損益

因であり、普通会費で賄うべきコストを普通会費の

及び財産の状況を適切に示しているものと認める旨

値上げで行うという趣旨であるとの補足説明がなさ

の監査報告がなされた。

れました。

寄
稿
定例役員会

その後、大谷智英経理部長より、第52事業年度の

さらに、近畿会においては、近畿会財政の在り方

財務諸表等の概要についてスライドを用いて、前年

検討特別委員会を立ち上げ、活動することとしてい

との対比、予算との対比等について説明があり、当

るが、同委員会の目的は本部会費の値上げの是非に

期経常収支増減額は予算よりも損失額は少なかった

ついて議論する場ではなく、本部の方針を受けて、

ものの、前年度21百万円のプラスから7百万円のマ

これからの近畿会活動の方向性を提言することを目

イナスとなったこと、また、各部・委員会において

的としているとの説明がありました。

計画された事業活動の実施に努めた結果、予算執行

上記の質疑応答後、林紀美代議長は出席者に対し

率は前年度より改善し80.8％となった旨、報告がな

賛否に関する挙手を求め、書面決議による賛成者

されました。

768名（反対2名）と併せ、賛成多数により本議案

当議案に関する質疑応答は出席者からなく、林紀

が承認可決されました。

地区会

美代議長は出席者に対し賛否に関する挙手を求め、
書面決議による賛成者769名（反対4名）と併せ、

第４号議案

第53事業年度

正味財産増減に関する

賛成多数により本議案が承認可決されました。

予算書（案）及び資金調達、設備投資

第２号議案

の件

及び特定資産に係る予算書（案）承認
近畿会役員選挙規程の一部改正（案）

厚生部

大谷智英経理部長より正味財産増減に関する予算

承認の件
安井康二総務部長により、選挙規程改正の背景に
ついて、会員数の増加により現行制度による候補者

書（案）及び資金調達、設備投資及び特定資産に係
る予算書（案）に関する概要説明がありました。

ご案内

の選挙活動負担が増大していること、ＩＴ環境の整

当議案に関する質疑応答は出席者からなく、林紀

備・普及に関する環境の変化があり、同様の趣旨で

美代議長は出席者に対し賛否に関する挙手を求め、

本部選挙規程の改訂も予定されていること、また、

書面決議による賛成者766名（反対4名）と併せ、

改正内容は候補者、選挙人双方の利益になるため行

賛成多数により本議案が承認可決されました。

う規程改正である旨の説明が行われた。
当議案に関する質疑応答は出席者からなく、林紀
会長活動報告

美代議長は出席者に対し賛否に関する挙手を求め、

７．会員褒章
（１）近畿会褒章細則第2条第１項第一号による褒章

書面決議による賛成者777名（反対なし）と併せ、

（永年業務褒章）

賛成多数により本議案が承認可決されました。

公認会計士登録の期間が通算して30年以上であ
り、かつ満80歳以上にして公認会計士として近畿

第３号議案

第53事業年度 事業計画（案）承認の件

ＣＰＥ研修会

髙田篤会長より、第53事業年度の基本方針、重点

会の発展に貢献された8名の会員に対して、表彰
状と記念品が髙田篤会長より贈呈されました。

施策、各部委員会の事業計画について概要説明がな
池嶋

された。
当議案に関する質問として、「先日の本部会費の

豊光会員

五郎川

康会員

会員異動

値上げに関する新聞報道に関連して、近畿会として

谷垣

明生会員

検討するとともに、会員の意見を聞く機会を設けて

中川

德弘会員

ほしい」との質問がありました。

中村昭太郎会員

髙田会長から、8月8日（水）に本部の関根会長、

板東

卓一会員

山田副会長が近畿会で会員向けに会費に関する説明

森田

茂会員

会を実施するので、詳細についてはその場で確認し

山本

智三会員

事務局だより

てほしいとの説明がありました。また、新聞報道で

06

C.P.A.NEWS 2018.08 Vol.710

17582

特
集

（２）近畿会褒章細則第2条第１項第三号による褒章
近畿会の部・委員長（副部長・副委員長を含

・パートナーローテーション制度の効果の検証
アンケート結果（独立性の強化・新しい視点の導
入、ファームローテーション）

告

状と記念品が髙田篤会長より贈呈されました。

重要な不備の事例分析
報

む）に通算10年在任した5名の会員に対して感謝

・内部統制報告・監査制度の検討

・倫理規則等の改正

北山

久恵会員

違法行為への対応、ローテーション期間の見直し

大西

正祐会員

・CPE履修に係る指導監督の向上及び情報提供の充実

辻内

章会員

西村

幸平会員

稿

治幸会員

寄

松山

２．多様な領域での会計インフラへの貢献
・協議会を通じた業務支援

日本公認会計士協会

関根愛子会長より、「三つ

の柱＋基盤・発信」と題して、協会本部活動の報告
がありました。

・非営利分野の法定監査
社会福祉法人監査の拡大、農協、信用事業を行う
漁協への監査
・地方公会計・監査

定例役員会

Ⅱ．協会本部会務報告

・税務業務
研修義務化への対応、税制に関する提言
地区会

・中小企業
事業承継リーフレット
・組織内会計士
12月末で1600余名。ネットワークの整備（地方)

厚生部

・公認会計士社外役員
社外役員ネットワーク
３．人材育成・魅力向上
１．会計士監査の信頼性向上
迅速な情報提供・審査プロセスの説明可能性向
上・自主規制の透明性の向上
・品質管理レビュー制度の充実・強化の検討
に遡って研究
・品質管理レビュー実施結果の開示拡充
積極的情報提供・可視性、会員・社会の理解・信
頼性の獲得

ネットワーキングイベントの開催、クリップ式会
員章作成
・会計基礎教育
次期学習指導要領で、初めて「会計」が取り扱わ
れることとなった。
・若年層向け認知度向上施策
ハロー！会計、公認会計士制度説明会（高校生
1,441名、大学生10,914名）

ＣＰＥ研修会

・四半期開示に関する検討

・女性会計士活躍促進

利害関係者の意見、中長期的な企業価値向上に資
する情報開示、深度ある監査
・監査報告書の透明化
公開草案に対するコメント、実務指針の作成
・監査事務所情報開示

４．プラットフォーム
・協会財政
会費未納者への対応、公開草案「持続可能な協会
財政の在り方に関する提言」

会員異動

・十分な期末監査期間の確保

会長活動報告

既存の枠組みにとらわれることなく、本来の意義

合格者数・合格率ともに上昇、就職状況も良好

ご案内

・自主規制制度の見直しの検討

・2017年公認会計士試験の結果

・本部・地域会強化

・開示・監査の一元化の検討（一体的開示）
５．情報発信

確保

・統合報告の取組

17583
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関係官庁の歩み寄りには一定の評価。監査時間の

特
集

会費が順調に伸長してきたことから、本来一般会

・透明性向上の取組

報

協会の2017年度アニュアルレポート、品質管理

費で賄うべきコストの一部について業務会費で賄

委員会年次報告書

うという収支構造となっているのが現状であり、

告
寄

・記者会見の実施

今回は一般会費の値上げを検討しているところで

・ウェブサイトの充実

あるが、これらの内容についてはプロジェクト

・新聞広告の掲載

チームを組成し、協会HPで「持続可能な公開財

・公認会計士制度70周年記念事業

政の在り方に関する提言」としてWEBで会員向

・未来へ向けた取組

けに公開している。今般の新聞報道で初めて知っ

稿

「持続可能な社会構築における協会の課題・取組

たという会員も多い点は情報伝達に再考の余地が

検討委員会」の設置

あると考えており、今後は、JICPAジャーナル
や、ニュースレターにもWEB開示を行っている

定例役員会

最後のまとめとして、公認会計士法が制定されて
から本年は70周年の節目を迎え、その使命はこれか

旨掲載する等、対応を考えていきたいとの回答で
した。

らも変わらないが、そのためには経済・社会構造の
変化や社会からの期待の変化に対応していくことも
重要であり、協会としても適応していく必要がある

地区会

と考えている。自主規制団体として、法律上与えら
れた職責をどのようにしっかり果たしていくか考え
ると共に、職業専門家団体として様々な社会的課題
の解決に関わっていかなければならないというお話
が関根会長からありました。

厚生部

Ⅲ．会員の声を聞く会
協会本部の会務報告を受け、安井康二総務部長の
司会進行により引き続き、会員の声を聞く会が開催
されました。その主な内容は以下のとおりです。

（２）協会決算について
本年度の協会決算については、管理費（訴訟費
用）が予算に対し大きく未達となっているが、本
部として対応すべき訴訟案件というものはそもそ
もどういう内容で構成されているのかという質問
がありました。
これに対して会長より、訴訟対応については綱
紀等による協会処分に対して協会会員が不服とし
て訴訟に及んだものに対応するものであるが、各
案件の計画時の見積もりに保守的な側面があった
かも知れないが、案件の進捗等の差異によるもの

ご案内

と考えているとの回答でした。
（１）協会本部会費に関して
協会本部会費の値上げに関する議論が出ている

（３）協会の情報管理について

会長活動報告

が、協会財政の収支改善策の十分性、業務会費で

協会の文書保管や情報公開請求に関する基本的

はなく一般会費の値上げとなった経緯と理由、協

な考え方、これらに関する規程の整備状況に関し

会会員への本部による趣旨説明の十分性について

て概略を教えて欲しいとの質問がありました。
これに対し会長より、各種規定については、屋

質問がありました。

ＣＰＥ研修会

これに対し、関根愛子会長（以下会長）より、

上屋を重ねて作成してきた歴史もあり、今一度見

見直すべき点は既に検討しているものの、公認会

直す必要性を感じており、PTを立ち上げて取り

計士を取り巻く環境変化により協会として対応す

組みを始めていきたいという回答でした。

べき課題が増加していること、会員数の増加もあ

会員異動

り、やるべき協会会務に対してマンパワーの絶対

他にも協会の研修制度、人事評価、協会運営に関

的な不足に陥りつつあり、残業規制等の働き方改

し、現状の単一会方式の見直しの必要性等の多岐に

革も協会として喫緊の課題となっていることか

わたる意見が発出される有意義な「会員の声を聞く

ら、本部人員の増加は避けられない状況である。

会」となり、第52回の総会は閉会となりました。

また、近年の監査業務の順調な拡大により、業務

事務局だより
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報告 REPORT
報

第52回定期総会記念交流会報告

告

近畿会 総務部長 安井 康二
続いて、株式会社大阪証券取
引所

代表取締役社長

総会記念交流会が開催されました。

己様より次のお言葉とともに、

稿

まで、ザ・リッツ・カールトン大阪にて第52回定期
今回の記念交流会の直前に発生した大阪北部を震

寄

2018年6月22日（金）午後6時15分から午後8時

山道裕

乾杯のご発声を頂きました。
定例役員会

「今年度、関西らしい個性的

い申し上げますとともに、亡くなられた方に謹んで

な3社が新規上場しており、順

哀悼の意を表します。また、こうした状況のなか、

調な経済活動を反映し、IPOは

ご来賓36名、会員・準会員217名の計253名と、多

好調である。ただし、IPOはゴールではなく通過点で

数の皆様をお迎えし無事開催することができまし

あり、ステークホルダーとの対話を通じて持続的に

た。お越しいただきました会員、準会員の皆様あり

成長し、中長期的な企業価値向上が必要である。取

がとうございました。

引所は会計士とともに企業の透明化、株式市場の魅
力向上、日本経済の成長に貢献していきたい。ま

おり開会の挨拶がありました。

た、今年は株式指数先物の創設30周年であり、将来

大手メーカーの事件以来、い

を見据えたイベントを予定している。関西の魅力的

ろいろな形で変革が求められて

な上場予備軍を適正に監査し、投資家の適切な判断

いる。一つのキーワードは「透

に役立てていただき、関西経済をともに盛り上げて

明化」であり、監査法人のガバ

いきたい。」
さらに、ご来賓の杉ひさたけ参議院議員からは、

書の透明化、品質管理レビューの結果の開示による透

「財務大臣政務官としての財政の中心での貴重な経

明化、といったことが社会から要請されている。一方

験をさせていただいた。引続きご指導賜りたい。」

で監査領域も拡大している状況である。また、ブロッ

とのお言葉をいただきました。
最後に、後藤紳太郎副会長から、次の閉会の挨拶を

は目覚ましいものがある。しかし、IBMのワトソン

もって盛況のうちに記念交流会は終了いたしました。

が、シャーロック・ホームズの助手の名前に由来する
「今回の地震にみられるように、我々の仕事にお

判断の主体は我々でありたいと思う。本年は、公認会

いてもリスク管理、安全対策をしていく必要があ

計士制度70周年であり、8月31日（金）の奈良での記

る。我々の役員としての任期も3年目の最終年度に

念式典にはぜひご参加いただきたい。

なるが、やり残しの無いように頑張り、明るい未来

ご来賓の方々からは、まず日本公認会計士協会

を創っていきたい。」

関根愛子会長より次のとおりご挨拶がありました。

ＣＰＥ研修会

ように、そうした情報技術に翻弄されるのではなく、

会長活動報告

クチェーン技術、AI等に代表される、情報技術の発達

ご案内

ナンス・コードによる組織運営の透明化、監査報告

厚生部

まず、髙田篤会長から次のと

地区会

源とする地震により被災された皆様に心よりお見舞

「本年、公認会計士制度70周年を迎えられたの
会員異動

は、先達の皆様、関係者の皆様のご尽力、ご協力のた
まものであり、大変感謝している。我々は国民経済の
発展に寄与するために会計監査の専門家として生まれ
た。様々な環境変化、期待の変化に応じて、その使命
を忘れず、身を引き締めてやっていきたい。」
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報
告

日本公認会計士協会定期総会レポート
本部理事 安原 徹

寄
稿

はじめに

議長・副議長の任命

2018年7月24日（火）に、帝国ホテル（東京都千

関根会長から会則第76条第1項により議長・副議

代田区内幸町）本館3階の富士の間にて日本公認会計

長を任命したい旨の提案があり、議長1名、副議長2

士協会の第52回定期総会が開催されました。その内

名が任命され議事が開始されました。

定例役員会

容をレポートいたします。なお、文中意見に関する
記載は私見であり、また、私の聞き漏れ、聞き違い

報告事項

等により正確性に欠ける記述があるかもしれません

海野正専務理事より、会則75条第2項に従い、報

地区会

が、ご容赦ください。なお、公式の総会報告につい

告事項として、「第52事業年度

てはJICPAニュースレターにより行われますので、

の件」の報告が基本方針と6つの重点施策にそって

そちらを御参照下さいますようお願い致します。

行われました。なお、詳細については、総会議案書

第52回定期総会は、総務担当の加藤達也常務理
事、北澄和也常務理事の2名の司会で、午後1時より
開催されました。冒頭、本定期総会が全国27会場に

厚生部

中継されている旨、司会者から報告されました。

事業及び会務報告

をご参照ください。
（第52事業年度事業計画の基本方針）
「情報開示や情報の信頼性担保を通じた組織運営
の透明性の確保の一翼を担う公認会計士の職業専門
家団体として、公認会計士の資質の維持・向上と業

開会の辞・会長挨拶

務に関する自主規制、さらに社会的な制度のあり方

来賓の入場後、髙田篤本部副会長の「開会の辞」

に対する提言を通じて、経済社会の発展に寄与して

に引き続き、関根愛子会長のご挨拶がありました。

いく。また、当協会は、透明性ある事業運営を進

ご案内

め、これを積極的に発信することにより、社会に対
する自らの説明責任の向上に向けた取組を進める。
加えて、持続可能で国際的かつ多様性のある社会の
実現へ向けた取組に対して、職業的専門家団体とし

会長活動報告

ての社会的責任を果していく。」
この基本方針に基づき次の6項目を重点施策に掲
げ事業活動を展開しました。

ＣＰＥ研修会

（重点施策について）

来賓挨拶

１．監査の品質及び透明性向上、監査環境の改善、

最初に、越智隆雄内閣府副大臣、続いて、清田瞭
株式会社日本取引所グループ取締役兼代表執行役グ
ループCEOからご挨拶を頂きました。

自主規制機能の強化に係る施策
（１）監査の品質及び透明性向上並びに監査環境
の改善

会員異動

①監査法人のガバナンス・コード

黙祷

2017年3月31日に金融庁より「監査法

来賓退席の後、淺井万富副会長により、物故会

人の組織的な運営に関する原則」（監査法

員・準会員141名への黙祷が出席者全員によって捧

人のガバナンス・コード）が公表され、本

げられました。

会も同日付で会長声明を発出した。

事務局だより
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これを受け、本会では、監査法人が取り組

い、「開示・監査制度一元化プロジェクト

んでいる実効的な組織運営について一般社会

チーム」による報告『事業報告等と有価証

の理解に資するために、ウェブサイトに「監

券報告書の一体的開示についての検討』」

報

査法人における実効的な組織運営に関する取

として公表した（2017年8月22日付）。

告

組の一覧」のページを設け、コードを適用し
ていない監査法人を含め、掲載を希望する監
査法人の取組を紹介している。

④監査人の独立性確保等
本会は、監査人のローテーション制度に関
して、現行のパートナー・ローテーションの
寄

監査事務所が、自らの品質管理のシステ

識などを把握するため、上場会社監査事務所

稿

ムの整備・運用状況の概要について、自主

部会に所属する監査法人の社員を対象とした

的かつ積極的に情報開示を充実・強化する

アンケートを実施し、本会としての意見のと

ことは、監査の品質及び透明性の向上に資

りまとめを行った（2018年4月6日付で「社

すると考えられることから、品質管理レ

員ローテーションに関するアンケート調査結

ビュー結果の概要を被監査会社等の監査役

果（中間報告）」を公表）。

定例役員会

メリット・デメリット、監査現場における認

②監査事務所の情報開示の充実

等以外の第三者に対して開示することを可
能とする品質管理委員会規則の一部変更案

本会は、自主規制の中核である品質管理
レビュー制度の在り方について、研究者・

項（KAM）」の導入に当たっての実務上

法律家などの有識者を主なメンバーとする

の課題を抽出するため関係方面の協力を得

「品質管理を中心とした自主規制の在り方

てKAMの試行を行うとともに、監査基準

研究会」を設置しているが、同研究会は品

委員会において、国内外の関係者との公開

質管理レビューに関する情報提供の充実や

討論などの周知活動、関連する国際監査基

現行制度の課題等をとりまとめ「品質管理

準（ISA）の検討及び海外における導入状

を中心とした自主規制の在り方研究会報告

況に関する調査・研究を行っている。

書」として公表した（2018年2月16日付) 。

厚生部

また、本会は、「監査上の主要な検討事

地区会

を本定期総会に上程している。

（２）自主規制機能の強化

さらに、監査人交代の理由等に関するア
（2017年6月30日付）。
このほか、在り方懇談会提言や監査法人

２−１．社会福祉法人、医療法人等に対する法定監
査の導入に係る会員支援及びその監査品質の維
持・向上に係る施策
2017年4月1日以降に開始する会計年度から

所の運営の透明性の向上、特に監査品質の

一定規模以上の社会福祉法人への公認会計士監

指標（AQI）等の監査事務所の情報開示の

査が導入され、また、2017年4月2日以降に開

充実に向けた検討を行っている。

始する事業年度から一定規模以上の医療法人に
ついても公認会計士監査が導入された。本会で
は、社会福祉法人や医療法人の監査導入に当

査時間の確保を要請してきたが、改めて期

たって、会員向けの研修会や各地域で所轄庁や

末監査期間の確保を要請するため、会長声

関係団体と連携した説明会を実施した。

明「十分な期末監査期間の確保について」

ＣＰＥ研修会

本会は、従前より会員に対して十分な監

を公表した（2017年12月8日付）。

会長活動報告

のガバナンス・コードを踏まえ、監査事務

③監査環境の改善

ご案内

ンケートを実施し、その結果を公表した

２−２．税務、中小企業支援などの業務に従事する
会員や組織内会計士、社外役員等としての知見

体的開示の観点から、会社法と金融商品取

を発揮する会員の支援及び資質の維持・向上に

引法に基づく開示書類の記載内容の共通

係る施策

化、開示のタイミングによる影響の考察及

本会は、公認会計士が税務分野で社会に貢献

び監査上の論点・留意点について検討を行

していくとともに、税の専門家として社会的な
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会員異動

また、事業報告等と有価証券報告書の一

特
集
報

プレゼンスを高めるためのより積極的な取組を

票、役員選挙における選挙運動について電

行っていくために、中長期的な税務業務支援施

子メールを含むインターネットの利用等に

策の検討に着手した。

よるコスト削減および選挙の公正の確保の

告

また、中小企業経営者の高齢化が進むなか
で、事業承継が深刻な問題になっており、事業

ため、会則および役員選出規則の変更案を
本定期総会に上程する。

承継の際に公認会計士がより一層貢献できるよ

5．当協会の意見や組織・活動への理解を国内外に

う、中小企業経営者向けリーフレット「事業承

浸透させるための情報の発信力向上に係る施策

寄

継は公認会計士にご相談ください」を公表した

本会の施策や活動状況を社会に対し発信し理

稿

（2017年10月）。

解を得るため、本事業年度については計6回の

定例役員会

一方、社外取締役等に就任する公認会計士も

記者会見を実施し、情報発信に努めた。あわせ

増加していることを踏まえ、社外役員等に向け

て、本会からの説明や発言の正確な理解に資す

た諸施策を効果的に実施するため昨年度の定期

るよう、記者会見での説明・発言の要旨をウェ

総会で「社外役員会計士協議会」を設置してお

ブサイトで公表した。

り、同協議会の「公認会計士社外役員ネット
ワーク」には893名が登録されている（2018

（会場からの質問）
・会費値上げの話があるが、監査の受益者に負担

年3月末現在）。
地区会

させるべき。監査の失敗があり、レビュー要員
３．女性公認会計士や国際的に活躍する公認会計士
をはじめとする多様な人材の育成による公認会
計士の魅力向上とその発信に係る施策
若年層向けの認知度向上の施策、公認会計士

厚生部

の魅力向上に関する施策、女性公認会計士の
ネットワークイベント、復職支援イベント等を

を増やし、そのコストを全会員に負担させるの
は本末転倒ではないか。
・品質管理レビューに対し「有意義だった」とい
う話を聞いたことがない。どういった方針でレ
ビューを行っているのか。
・藤沼元会長時代の組織改革から10年経っている
が、その意義を協会として検証すべき。

実施した。

・地域会がやるべき業務と本部がやるべき業務は
4．公認会計士の活動領域の拡大に対応した会員支
ご案内

援を全国的に実施していくための協会組織の充
実及び財政的基盤の確立に係る施策

峻別すべき。ところが東京会が肥大化して本部
がやるべき業務に関っているのではないか。
・数多くのPTから提言がなされているが、協会
は何を目指して提言を求めているのか、今後何

（１）協会組織の充実
会長活動報告

本部及び地域会において事務局の要員態

をしようとしているのかわかりにくい。

勢の充実に務めるとともに、本会全体を対

ＣＰＥ研修会

象に全国事務局連絡会議、地域会事務局職

審議事項

員研修会及び管理職職員研修会を実施する

議案の審議に当たって総会出席者の報告があり、

など、事務局間の共通の理解の向上に取り

議決権総数31,208個（前年30,086個）に対して、

組んだ。

本人出席が1,084名（前年1,008名）、委任状によ

（２）財政的基盤の確立
「協会財政の在り方検討プロジェクト

る出席者数7,519名（前年7,059名）、計8,603名
（前年8,416名）であることが報告されました。

チーム」において中長期にわたる協会財政
を見通した上で、持続可能な協会財政の在

第52事業年度財務諸表等承認の件

会員異動

り方について検討し、公開草案「持続可能

中村元彦常務理事により第1号議案の説明があ

な協会財政の在り方に関する提言」を公表

り、加えて会計監査人である八重洲監査法人から無

した（2018年2月23日付）。

限定適正意見の監査報告書が提出されている旨の報

（３）各種手続の電子化の推進
総会議決権行使、役員選挙における投
事務局だより
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告がありました。その後、和貝享介監事より会計監
査人の監査の方法及び結果は相当である旨、会務の

特
集

執行及び財務については、指摘すべき重大な事実は

のため、就任後第3回目の定期総会の終了の時を上

ない旨の監査報告があり、賛成多数により原案通り

限として任期を柔軟に設定することが可能となるよ

可決されました。

う変更を行うものであるとの説明がありました。本

報

議案に関しては、賛成多数により原案通り可決され

告

第２号議案

総会議決権行使における電子的方法の

ました。

導入に係る会則の一部変更案承認の件

第５号議案

加藤常務理事より、当議案は、現在、総会の招集

実務補習協議会の組織の変更に係る会
則の一部変更承認の件

加藤常務理事より、当議案は、実務補習協議会の

寄

ととされているところ、公認会計士業務の国際化・

委員は本会の会長が指名するものを充てるととも

稿

多様化に伴い海外に在留する会員等が増加している

に、必要があるときには常務理事会の議を経て学識

状況のなか、こうした会員等の議決権行使の機会を

経験者に委員を委嘱できることとするものとの説明

充実させるとともに、運営コストの削減を図るため

がありました。本議案に関し、書面による事前質

に、総会の議決権行使について電子的方法を導入す

問、会場からの質問等はなく、賛成多数により原案

ることとし、会則に所要の変更を行うものとの説明

通り可決されました。

定例役員会

通知や委任状による議決権行使は書面により行うこ

がありました。
続いて、会場からの質問に対して、次にとおり回

委員会規則の一部変更案承認の件

加藤常務理事から、当議案は、機関紙編集員会の
名称を常置委員会と合わせて機関紙編集委員会に改

（会場からの質問）

めるものであるとの説明がありました。本議案に関

（問）コスト削減の効果は如何

し、書面による事前質問、会場からの質問等はな

（答）完全に議決権行使を電子化すると総会1回で

く、賛成多数により原案通り可決されました。

厚生部

可決されました。

1,150万円の削減になる。紙の節減としては
390万枚、重さにして11.7トンとなる。

第７号議案

地区会

答、説明が行われ、その後賛成多数により原案通り

第６号議案

倫理規則の一部変更承認の件

加藤常務理事より、当議案は、国際会計士倫理基
第３号

加藤常務理事から、当議案は、役員選挙における

れ違法行為への対応に関する規定が新設されたこと

会員の選挙権行使の機会の充実及び運営コストの低

を受け、本会の倫理規則について所要の変更を行う

減を図るため、投票の方法を書面から電子投票に改

ものとの説明がありました、本議案に関し、書面に

めることとし、関連規定に所要の変更をおこなうも

よる事前質問、会場からの質問等はなく、賛成多数

のとの説明がありました。続いて、会場からの質問

により原案通り可決されました。

に対して、次にとおり回答、説明が行われ、その後
賛成多数により原案通り可決されました。
（会場からの質問）

第８号議案

品質管理委員会規則の一部変更案承認
の件

加藤常務理事より、当議案は、監査の品質及び透

（答）今回の改正は電子化についての方法論だけの

明性の向上に資するための社会への情報提供の充実

ものであり、ガバナンスの点は対象としてい

の観点から、監査事務所が、品質管理レビュー結果

ない。

の概要を自主的に第三者に開示することができる旨

ＣＰＥ研修会

（問）会長選挙は間接選挙のままで変わらないのか。

会長活動報告

準審議会（IESBA）が策定する倫理規定が改訂さ
ご案内

役員選出規則の一部変更案承認の件

を定めることとするものとの説明がありました。な
第４号議案

お、品質管理レビュー結果の概要として開示する事

案承認の件

項、開示の方法その他開示に関し必要な事項は細則

加藤常務理事より、現行の専務理事の任期は3年

で定めることとされます。本議案に関し、書面によ

固定であり、現状専務理事制度導入時の就任日を起

る事前質問、会場からの質問等はなく、賛成多数に

点として3年ごとに交代する運営となっている。そ

より原案通り可決されました。
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会員異動

専務理事の任期に係る会則の一部変更

特
集

第９号議案

法定監査関係書類等提出規則の一部変
更案承認の件

（答）数字と重点施策の関係がわかりにくいのは事
実。施策について毎年表現を変えているだけ

報

加藤常務理事より、当議案は、実施状況の報告対

との指摘があるが、地道にやっていくべき施

告

象とされていない保証業務及び合意された手続業務

策について目標は高く掲げるべきとの思いが

について、新たに実施報告書の提出を求めることと

ある。

するものとの説明がありました。本議案に関し、書
面による事前質問、会場からの質問等はなく、賛成

第11号議案

寄

多数により原案通り可決されました。

第53事業年度正味財産増減に係る予
算書案及び資金調達、設備投資及び

稿

特定資産に係る予算書案承認の件
第10号議案

第53事業年度事業計画案承認の件

中村常務理事より、正味財産増減に係る予算書

定例役員会

海野専務理事より、第53事業年度においては次の

案、資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書

事項に重点的に取り組んでいく旨説明がありました。

案について説明がありました。続いて、会場からの

（１）資本市場におけるインフラとしての監査に関

質問に対して、次にとおり回答、説明が行われ、そ

する諸課題の解決と開示充実への取組
（２）公認会計士の業務を通じた地域の経済・コ
ミュニティへの貢献、その他会計職業専門家

地区会

団体としての社会的な課題解決に向けた取組
（３）会計専門家として幅広く活躍する人材の育成
と公認会計士の魅力向上

の後賛成多数により原案通り可決されました。
（会場からの質問）
（問）9億円のマイナス予算を承認するよういわれ
ても直ちに受け入れるわけにはいかない。
（答）人件費等の増加161百万円が掲げられている
が、協会スタッフの労働状況の改善のために

厚生部

（４）公共の利益に貢献する公認会計士への理解促

も人件費増を考えている。会員からの収益増

進のための情報発信と協会活動の組織的・財

加も予定しているが、会員への利益に還元す

政的基盤の強化

るよう考えたい。

続いて、会場からの質問に対して、次のとおり回
答、説明が行われ、その後賛成多数により原案通り
可決されました。

第12号議案

会計監査人選任の件

石若保志監事より八重洲監査法人を会計監査人と

ご案内

（会場からの質問）

して選任する旨の議案の説明がなされました。続い

（問）これらのなかには地域会でやっているものも

て、会場からの質問に対して、次のとおり回答、説

含まれていないか。
（答）地域会は支部であり、本部で行うべき業務を

明が行われ、その後賛成多数により原案通り可決さ
れました。

会長活動報告

支部でやっていただく際には本部の予算を出

（会場からの質問）

すべき。ただ、東京会については、東京会の

（問）協会のガバナンスとしては監事監査がある

予算で業務に関連するツールを作成してもら

し、そもそも協会は専門家集団なのだから、

うこともあり、過去からの経緯もあって原則

会計監査人監査は不要ではないか。

ＣＰＥ研修会

どおりとはなっていない。

（答）利害対立の観点からは、「専門家だから監査は

（問）組織内会計士に対する協会の取組状況如何。

要らない」ということにはならない。独立した

（答）組織内会計士は昨今会員数が増加している

立場から監査をすることは有意義と考える。

が、そういう会員への支援がこれまで十分で
なかったとの認識しており、サポートを強化
したい。

学術賞審査委員会の小堀委員長から、選考の経過

会員異動

（問）重点施策というならどういうお金を使って、
結果としてどういう効果があったのかを知ら
せるべきではないか。

事務局だより
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と結果報告があり、以下の1名が学術賞に、1名が学
術賞MCS賞に選ばれました。

特
集

学術賞（著書１点）

・地方での公認会計士に対する期待は非常に大きい
ものがあるが、報酬水準が低くボランティアベー

池田孝典会員「持分の会計−負債・持分の区分およ

スの仕事が多い。この点協会としてはどう考えるか。
・第53事業年度の重点施策4に「公共の利益に貢献

学術賞MCS賞（著書１点）

する公認会計士」という文言があるが、「公共の

立本博文会員「プラットフォーム企業のグローバル

利益」はどのように定義されるのか。公認会計士

戦略−オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコ

法との整合性は取れているのか。
・監査報告書が長文化されたときに監査法人が横並
・内部統制（JSOX）と組織的な不正の関連がよく
わからない。JSOXが本来の趣旨を外れてルー

彰対象であることが報告され、受章者を代表して東

ティンで運用テストを行っているのではないか。

閉会の辞

・高齢のためCPE免除申請をしようと思っても小規
模な事業体の監査をしていると免除を受けられな

定例役員会

続いて会員表彰が行われ、合計488名の会員が表
京会の佐藤正典会員から挨拶がありました。

稿

びで同じような文章になってしまうのではないか。

会員表彰

寄

システム−」

告

び資本取引・損益取引の区分−」

報

学術賞（著書１点）

い。何らかの減免制度を考えられないか。

鈴木昌治副会長により閉会の辞が述べられ、定期
地区会

総会が終了しました。

会員の声
「会員の声」における主な質問・意見は次のとお
りです。
厚生部

（会場からの質問・意見）
・協会決算書の現預金と流動負債の額を比較する
と、非常に優良な財政状態である。値上げはおろ
か、むしろ値下げを検討してもよいのではないか。

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です
会費のお支払は、毎回の振込みが要らず振込手数料も不要な「預金口座自動振替制度」が便利です。是
非ご利用いただきますようお願い申し上げます。

会員異動

<本部経理グループ連絡先>
TEL：03-3515-1121、FAX：03-5226-3351、E-mail：keiri@jicpa.or.jp
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特
集
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組織内会計士委員会、中堅・若手会計士委員会共催セミナー
「ケース・スタディで学ぶ社内調査実務〜内部通報への対処事例〜」

稿

組織内会計士委員会 委員長 藤枝 政雄

定例役員会

日

時：2018年6月12日（火)

会

場：近畿会研修室

講

師：田谷

18:30〜20:30

直樹氏（公認会計士）

新日本有限責任監査法人

FIDS（不正対策・係争サポート）事業部

パートナー

地区会
厚生部

１. はじめに

２. 適切な調査の重要性と不正対応のフロー

近畿会組織内会計士委員会及び中堅・若手会計士

適切な調査を実施しなかった場合、中期的な影響

委員会では、組織内及び監査法人に勤務している中

として、すでに生じている類似の不正を発見でき

堅若手会員の資質の維持及び向上を図るとともに、

ず、将来時点で発覚する可能性があります。根本原

組織内会計士又は中堅若手会計士の組織化を推進

因を特定できず、有効な再発防止策を講じることが

し、会員及び準会員の活動領域の拡充を促進するこ

できなければ、不正が再発する可能性が高まりま

とを目的として、様々なセミナー、研修会・交流会

す。また、短期的な影響として、会計監査人から改

等を実施しています。

めて調査手続を実施させられる、もしくは会計監査

今回は、不正発生時の対応を習得する研修会を開
催いたしました。企業の不正対応は、公認会計士に

人が実施する調査手続への対応を求められるなど、
時間、労力の点からも負担が大きくなります。

ご案内
会長活動報告

とっては“永遠のテーマ”ともいえる重要なトピッ

一般的な不正対応のフローとしては、１. 会社の

クです。不正は、時として組織存続に関わるほど重

初動、２. 実態調査、３. 再発防止策の3つのフェー

大なインパクトをもたらします。企業に不正の可能

ズに分けられます。それぞれのフェーズにおけるア

性が判明した場合、限られた期間で、ステークホル

クションを事例に沿って検討していきました。事例

ダーから納得を得られるよう必要十分な調査を実施

の設問について、一部をご紹介いたします。

し、再発防止策の策定が求められます。この有事対
応の成否が、時として組織存続を左右するため、有

３. 事例で考える不正調査 (ケーススタディ)

ＣＰＥ研修会

事発生時には組織内会計士にも大きな期待が寄せら

上場会社P株式会社(親会社)の監査役宛てに一通

れ、また、監査に従事されている方にとっても、日

の内部通報が郵送によって届いた。内部通報の内容

頃の業務の参考となると考えられます。

は、P株式会社の子会社であるS株式会社に関する

講師の田谷先生は、不正調査、不正・不祥事対策
（発見・予防）などを長年にわたり従事され、数多

内容であった。
【設例1】調査の初動

会員異動

くの企業の不正防止プログラムの開発や企業の不祥

① 通報受領者のとるべきアクション

事リスクの棚卸、評価および改善業務をサポートさ

② 考えうるリスク要因

れている経歴をお持ちです。今回のセミナーは、豊

③ 社内調査委員会組成時の留意点

富な実務経験を基に、具体的な設例を準備していた
だき、これを検討しながら不正調査実務の説明・解
説を受けるケース・スタディ方式で実施されました。

事務局だより
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通報受領者の取るべきアクションとして、まず、
「通報を取り上げるべきか否か」があります。設例

特
集
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査する場合、膨大な数のメールを見ることはでき

ている場合と、2）具体的な記述がなく「…の噂が

ないため、キーワードで絞り込む（それでも大量

あるので調査してください」と1行だけの通報の場

のメール）。

合との2つのケースについて検討しました。

・レビュー：
キーワードによって絞り込まれたデータ群をレ

多数ある情報(内部通報)に対し、全てに対応するこ

ビューし、事案との関連から必要となるデータか

とは現実的には難しいところがあります。しかし、

否かの仕分けを行う。

地区会

2）のケースの場合、いわゆるガセネタも含めて

仮に何かあった場合に、会社が全くアクションを起
こしていなかったとすると、「通報したのに何も対

【設例3】不正発生の根本原因及び再発防止策
① 根本原因

のではないか」と捉えられる可能性があります。一

② 再発防止策

つの情報(内部通報)だけで判断するのではなく、他
の情報(他部署からも同様の情報がないか、数値面

根本原因については、表面的な追及で終わらせず、

からみておかしい点がないか等)と合わせて判断す

さらに突き詰めて検討することが必要です。不正調査

ることが必要です。

を行い、事実関係と根本原因、組織的な問題点を明ら

① スケジュール及び調査手続
② 本事例の調査対象範囲及びデジタル・フォレン

会的信用の回復を図ることができます。
再発防止策の内容は当該不正行為の根本原因に対
応した、個別具体的なものでなければなりません。

③ 類似不正の有無に関する調査手続

４. おわりに
不正調査において、デジタル・フォレンジック調査

今回の不正調査セミナーでの実務経験を積まれた
専門家としての講師の言葉に、感じるところが多々

・保全：

ありました。適切な調査を実施せず、または、根本

特定された対象者のPC及びサーバーデータ等の

原因を追究しなかったために、不正が再発するケー

複製を行う。デジタルデータは簡単に改ざん、消

スが散見されるという言葉には首肯せざるを得ませ

去可能であるため秘密裏に迅速に行うことが必

ん。

要。また、対象については、できるだけ幅広い範

ＣＰＥ研修会

は不可欠です。その際のポイントは以下の3点です。

会長活動報告

ジック調査

損害の拡大を防止でき、ステークホルダーの信頼や社

ご案内

かにし、必要な対応を行うことにより、不正の再発、

厚生部

応していなかった」、「会社が組織的に隠ぺいした

【設例2】実態調査

定例役員会

では、内部通報として、1）具体的詳細に述べられ

今回の研修では85名の多数の会員・準会員の方に
参加いただきましたが、不正調査実務の参考にして

・キーワードの設定：

いただけたのではないかと思います。今後もこのよ

特有の用語、一般的な不正行為に関連する用語を

うな研修会を企画してまいりますので、引き続き多

用いて、キーワードで検索。例えば、メールを調

数のご参加をお待ちしております。
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女性会計士委員会 2018年度（平成30年度）
第１回子育てネットワーク夏の会 開催報告

稿

女性会計士委員会 委員 駒井 健二郎
子育てネットワークの会、2018年度第1回は、6

「プラスを伝える」こと。

定例役員会

月17日（日）10時から11時30分、クレオ大阪中央

特に「よく聴く」ために必要なのは、子どもから

（大阪市立男女共同参画センター中央館）で開催さ

発せられる表面的なネガティブな言葉に反応するの

れました。 講師は女性ライフサイクル研究会副所長

ではなく、繰り返して聴いていくことと（リフレク

の津村薫氏、テーマは「子どものほめ方・叱り方」

ティブリスニング）、子どもの気持ちを言葉にする

でした。

こと（アクティブリスニング）。これらを通じて、

地区会

子育てネットワークの会は、新生児から小学生く

次第に子どもの感情が整理されていき、あるべき行

らいまでの子どもを育てている方を中心としつつ、

動を受け入れてもらえる状態にすることができると

将来子育てを検討している方や、今どきの子育てに

いうことでした。

興味のあるベテランの方に、子育てに関する情報を
厚生部

提供することを目指して活動しています。そのた
め、会計士協会の一般的な研修会とは異なり、会員
だけでなく会員の配偶者やお子さんも一緒に参加す
ることができます。今回は、会員の参加者が11名、
配偶者が8名、お子様が14名と前回よりも多くの方

ご案内

にご参加いただきました。
さて研修では、まず、子どもをよりよくほめる・
叱るには、子どもの発達への理解を深め、発達に応

会長活動報告

じた関わりをすることが大切であることが強調され

２. 自己コントロール

ました。発達の段階のうち、乳幼児期に培われるの

自己コントロールとは、自分で自分のことができ

が「基本的信頼」「自己コントロール」「自発性」

るようになること、自分で自分を律することができ

という3段階で、これらはその後の発達の土台とな

ることです。これをはぐくむためには、まず子ども

る点で最も重要となります。

が自分の状態を表現することを大事にし、その上

ＣＰＥ研修会

以下、それぞれの段階で何に留意すべきかが解説

で、親が子どもの状態・気持ちに共感しつつも、感
情と行動を区別してあるべき行動を、毅然とした態

されました。

度で繰り返し理性に訴えていくことが必要とのこと

会員異動

１. 基本的信頼

です。たとえば、「おもちゃを買ってほしい」とい

基本的信頼とは、自信をはぐくむこと、大切にさ

う感情には共感するが、「いつでも何でも買えるわ

れて「自分が大切」だと知ることです。子どもの体

けではない」という限界を繰り返し訴える、という

を大切に扱い、ありのままの子の個性を尊重し、子

具合です。

どもに肯定的なメッセージを伝える（ほめる）こと

我が子にカッとすることもありますが、それ自

などを通じて基本的信頼がはぐくまれていきます。

体、感じてはいけない感情ではありません。大事な

上手にほめるために必要なのは「よく見て聴いて」

のは、子どもに怒っているということを自覚できる

事務局だより
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かどうかです。自分が感情的になっているときに叱

に対処していくことを提案されました。

ると、目的がゆがむ恐れがあるので、一旦その現場
から出ていき、深呼吸して落ち着いてから叱るのが

われました。
Ｑ．子どもが自分の思い通りにならないと泣き続け

３. 自発性

る。どうすればよいか？
Ａ．将来の粘り強さにつながるのでは、などと、将

生きていこうとする力です。自発性は「時間的・体

来の強みにつながると考えたり、自分を表現し

力的なゆとり」「暇と退屈」の中から生まれるも

ているとポジティブにとらえたりするとよいの

の。子どもの「自分でしたい」「なぜ・どうして」

ではないか。
Ｑ．子どものウソにどのように対処すればよいか？

を尊重し、時には失敗する体験をすることもありま

Ａ．人がウソをつくこと自体は避けがたいものなの

すが、失敗から学ぶことを助けることが大切です。

で、基本的にとがめなくてもよい。ただ、辛い

最も大切なことは「遊ぶ」こと。こどものワクワ

目に遭っているのを隠している、というケース

クをふくらませることです。
子どもの「自分でやりたい」気持ちを尊重してい
ると、子どもが失敗し、その結果、親がイライラし

は心配すべきで、真実を話してもらった上で、

厚生部

という気持ちを大切にするとともに、子どもの選択

地区会

自発性とは、積極的に人生に取り組み、主体的に

定例役員会

おすすめとのことでした。

一通り講義が終わった後、事前質問への回答が行

「話してよかった」「信頼できる」という体験
の積み重ねが大切。
子育てネットワークの会は、子育て中で、普段、

のようなイライラを避けるために、何か工夫をして

研修やイベントなどに参加することが難しい、ある

（たとえばお盆の上で注がせる、など）、失敗して

いは参加をためらう方にこそご参加いただきたいと

もイライラしなくて済むような工夫をすることを提

考えています。今後も、「子育て中の会計士」の

案されていました。

方々の情報交換・気分転換の場を提供できるよう、
子連れで参加いただいても問題ないような環境を整
備して、より多くの方々の支えとなるよう活動を推

ＣＰＥ研修会

進してまいります。

会長活動報告

自分で注ごうとして、こぼしてしまう場合です。こ

ご案内

てしまうということがあります。たとえば、牛乳を

会員異動

まとめとして、以上のような発達に応じた関わり
のために、自分自身のメンテナンスを大切にし、ス

17595
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公認会計士のこだわり −第１３弾−

報
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お遍路の巡り方
星野 誠

寄
稿

お遍路とは

ので、ぜひ、ご参考にしてください。とくに山好き

お遍路とは弘法大師ゆかりの四国の八十八か所の

の方にはおすすめです。

定例役員会

お寺を巡礼することをいいます。お遍路は修行で
す。でも難しく考える必要はありません。あらかじ
め、少しだけ作法の知識を仕入れておいて、自分の

お遍路おすすめコース
1．1番霊山寺〜大麻山

地区会
厚生部

スタイルでお遍路を始めていいのです。お遍路の準

1番霊山寺。お遍路の始まりはここから。徳島県

備について少しふれておきます。お遍路用品は、事

の鳴門市大麻町にあり、関西、特に神戸からアクセ

前に購入しておかなくても、1番霊山寺の売店でそ

スしやすいところです。霊山寺の近くにこの町名の

ろえることができます。また、お参りの都度、少し

由来に関係する大麻山があります。霊山寺から8㎞

ずつそろえていくのもいいでしょう。とりあえず、

ほどのところに登山口があり、ここまで歩くには少

ご朱印をいただく場合、納経帳［下の写真］、ご朱

し遠いかもしれません。大麻山は、大麻比古神社の

印用白衣、納経軸（お軸）などは最初からそろえて

奥宮（峯）が祀られる信仰の山。登山口から2時間

おくといいでしょう。ご朱印はいらないという方は

30分ほどで往復でき、登山道も比較的わかりやすい

それでもかまいません。個人的な意見ですが、数

ので、登山初級の山です。霊山寺と大麻山とセット

珠、輪袈裟、経本（般若心経などのお経）はあった

で訪れるのもいいでしょう。もう一つ、この霊山寺

ほうがいいでしょう。

と大麻山の間に「ドイツ館」があります。大麻町に
はかつて「板東俘虜収容所」が存在しました。「板

ご案内

東俘虜収容所」は第1次世界大戦中の一時期、ドイ
ツ兵の捕虜を収容したところです。このドイツ兵に
より日本で初めてここ大麻町でベートーヴェンの
「交響曲第九番」全楽章が演奏されました。「ドイ

会長活動報告

ツ館」ではこうした歴史について紹介しています。
なお、ここ1番霊山寺から11番藤井寺の間は比較
的短い距離にお寺が集中しています。しかもアップ
ダウンも少なく、歩き遍路を試してみるのもいいで
しょう。

ＣＰＥ研修会

納経帳
数珠、輪袈裟は、法事などで普段使っているもの

2．11番藤井寺〜12番焼山寺〜焼山寺奥の院

でも構いません。（厳密には、宗派によって異なり

11番藤井寺から12番焼山寺まではお遍路最初の難

ますが。）そのほかには、線香、蝋燭、納め札など

所です。この難所のことを『遍路ころがし』といい

が必要です。

ます。藤井寺の近くで宿をとり、朝早く出立すると

会員異動

また、お遍路は必ずしも一気に全部巡る必要はあ

いいでしょう。焼山寺でお参りをすましたら、ぜひ

りません。ご自分の都合にあわせて一部分だけ巡る

焼山寺の奥の院まで足をのばしてみてください。意

ことをお勧めします。ここで、私が巡った中でお勧

外と時間がかかりますので、焼山寺到着の時間をみ

めのコースを紹介したいと思います。お寺だけでな

ての判断となります。途中、いわゆるやせ尾根（馬

く、あわせて訪れるといいところも紹介しています

の背）があり、ちょっとした登山感覚で歩けます。

事務局だより
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3．20番鶴林寺〜21番太龍寺

がりもみえてきます。

告

寺へはロープウェイがあり、通常これを利用しま

づけが伺えます。また、お遍路と石鎚山信仰のつな

報

20番鶴林寺から21番太龍寺に向かう場合、太龍

ます。石鎚山が御神体として信仰の山としての位置

横峰寺から61番香園寺に向かうのですが、その途

からの道が残されており、趣のある遍路道です。ぜ

中に香園寺奥の院・白瀧があります。ここで滝行の体

ひ、太龍寺まで歩き遍路を味わってください。

験ができます。冬でもできるようですが、石鎚山のふ

稿

もとですので、冬はかなり寒く覚悟が必要です。
4．23番薬王寺〜24番最御崎寺
23番薬王寺は阿波（徳島）最後のお寺です。ここ

寄

す。しかし、21番太龍寺までの遍路道は一部に古く

8．75番善通寺〜（善通寺）五岳山

では約75キロお寺がありません。土佐に入っていき

法大師ゆかりの山といわれています。香色山・筆ノ

なり、ただひたすら単調な道を歩くことになりま

山・我拝師山・中山・火上山の五山が並んでおり、善

す。3〜4日ほどかかります。土佐は、修行の道場と

通寺を起点にこの五岳山を縦走することができます。

いわれ、それがよくあらわれているところです。土

一部に鎖場があり、登山初級とはいえませんが、体力

佐には、37番札所岩本寺から38番札所金剛福寺ま

的にはそれほどハードではありません。ぜひ、弘法大

で最も長いお遍路区間（約80〜90キロ）がありま

師ゆかりの善通寺と五岳山をセットで。

地区会

弘法大師の出生の地といわれる善通寺。五岳山も弘

定例役員会

薬王寺から土佐（高知）最初のお寺24番最御崎寺ま

す。やはり土佐は修行の道場です。
9．84番屋島寺
5．27番神峯寺

屋島寺に向かうにはお遍路道や登山道が複数あ

21日間毎日お参りし、息子の開運（出世）を祈願し

のコースで歩いてみるのもいいでしょう。お遍路

たお寺といわれています。ここにはかなり急登があ

道・登山道は以下のホームページで地図をダウロー

ります。この急登は登山に慣れている人でもかなり

ドできますので、あらかじめ、用意しておくと良い

急だと感じるのではないでしょうか。いわゆる

でしょう。

「真っ縦」と呼ばれる難所（遍路ころがし）です。

http://www.yashima-navi.jp/course/pilgrimw
ay.php

6．32番禅師峰寺〜33番雪蹊寺
32番禅師峰寺から33番雪蹊寺まで歩いて行くに

http://www.yashima-navi.jp/course/mountai
ntrail.php
10．87番長尾寺〜88番大窪寺
87番長尾寺から88番大窪寺に向かうにはお遍路

あります。ここから渡船で対岸の長浜渡船場へ到着

道はいくつかありますが、一番有名なのは女体山越

します（運賃は無料、所要時間は約10分、運行間隔

えです。長尾寺からこの女体山を超えて大窪寺へ向

概ね1時間ごと）。この長浜渡船場から雪蹊寺まで

かう最後の難所です。女体山は登山ですが、少し登

はすぐです。

山の経験があると大丈夫です。道としては大窪寺の
お寺の中に遍路道の入口があり、逆に大窪寺から長

7．59番国分寺〜60番横峰寺〜横峰寺奥の院・星が森〜

ＣＰＥ研修会

の利用です。桂浜の6キロほど北側に種崎渡船場が

会長活動報告

はいくつかのルートがあります。いずれにしても浦
戸湾を渡る必要があります。その一つの方法が渡船

ご案内

り、比較的簡単なコースもありますので、いくつか

厚生部

27番神峯寺は、岩崎弥太郎の母が、急な坂道を

尾寺へ向かう方がわかりやすいかもしれません。
以上は、あくまで、私のお勧めです。このほかに

ろがし）で、登山に近いです。横峰寺のお参りのあ

いろいろな観点からお遍路とからめて訪れることが

と、さらに奥の院・星が森をめざすのもいいでしょ

できます。とにかく、ぜひお遍路を体験してみま

う。星が森から石鎚山を鳥居越しに拝むことができ

しょう。

17597
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60番横峰寺までの遍路道はかなりの難所（遍路こ

会員異動

61番香園寺奥の院・白瀧

特
集

定例役員会 REPORT

第53事業年度

報
告

第3回定例役員会報告
2018年6月22日（月）11時30分〜13時

寄

場

所：ザ・リッツ・カールトン大阪

2階「ザ・グランド・ボールルーム」

稿

出席者：36名（役員数４2名）

審議事項
定例役員会

第１号議案

この件については、特段意見もなく協議を終

会員の褒賞について

（提 案 者）総務部長

安井

了した。

康二

（提案説明）提案者より、以下の2件について説明

第１号

があり、審議の結果承認された。
１．近畿会褒賞細則第2条第１項第一号に該当
地区会

する下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞
細則第3条により表彰状及び記念品を定期
総会において贈呈する。

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）6月報告
現執行部体制になって2回目の総会を迎え、
就任当初より大手電機メーカーの会計不正事件

記

を受けた対応を今現在も続けており、我々の業

厚生部

池嶋

豊光

五郎川

康

谷垣

明生

界には、「透明性」の向上に向けた対応が図ら

中川

德弘

中村昭太郎

板東

卓一

れている。

森田

茂

山本

智三

一つ目は、「監査法人のガンバナンス体制に

計8名（順不同、敬称略）

ついての透明化」であり、監査法人のガバナン

２．近畿会褒賞細則第2条第1項第三号に該当す

ス・コードへの対応を含め、協会としてもその

ご案内

る下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細
則第3条により感謝状及び記念品を定期総
会において贈呈する。

情報開示に努めている。
二つ目は、「監査報告書の透明化」（KAM)
の導入が平成33年3月期決算に係る監査報告書

記

について適用されることが、事実上決定した。

会長活動報告

松山

治幸（部･委員長30年）

とりわけ東証第1部上場企業を始めとした企業

北山

久恵（部･委員長20年）

には、早期適用が促されており、実務的な対応

大西

正祐（部･委員長10年）

準備にご留意頂きたい。

辻内

章（部･委員長10年）

三つ目が、「監査品質の透明化」の要請への

西村

幸平（部･委員長10年）

対応である。これまで協会が実施する品質管理

ＣＰＥ研修会

計5名（敬称略）

第１号議案

レビューの結果については、その概要の開示が
被監査会社の監査役等にしか許容されていな

協議事項

かったが、これを第三者に対しても開示するこ

平成30年度年間行事予定案について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

会員異動

（提 案 説 明 ）提案者より、平成30年度の年間行事
予定について、別紙「近畿会年間行事予定表
（案）」のとおり予定しているとの説明があ
り、協議に入った。

事務局だより
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とができるようになる。また、協会では現在、
品質管理レビューの実施方法の検討を行い、指
導と監督に当たってどのような方法が効果的か
を検討している。
他方、事案によっては監査業務審査会での調
査を経たうえで規律調査会、綱紀審査会と3つ

特
集

の調査会や審査会を経て判断していたプロセス

査・保証実務委員会実務指針93号「保証

を2つにし、より効率化・迅速化することや、

業務実務指針3000「監査レビュー業務以

これまで非開示としていた審査案件情報を事案

外の保証業務に関する実務指針」」の改

報

の社会的な影響度によっては、公表できること

訂』に関する件

告

にすることで協会としての自主規制機能をより
わかりやすく、迅速に理解頂けるよう検討を

■理事会審議事項
１．総務委員会からの意見具申に関する件
・専務理事の任期に係る会則の一部変更

行っている。

寄

について

これらの改正対応は、健全な資本市場を維持

・役員選挙における選挙運動の見直しに

割が重要であるが故に、社会から要請されてい

係る役員選出規則の一部変更について

稿

していく上で、我々公認会計士が果たすべき役
るものと考える。今後も、我々業界として意見

２．（報 告 者）理事

北山

久恵

（報告内容）6月14日開催の常務理事会及び6

ばならない。

月15日開催の理事会報告

第２号

理事会報告

１．（報 告 者）理事

■理事会
廣田

壽俊

会長報告

１．金融審議会の開催
２．コーポレートガバナンス・コードの改訂
・東証「改訂コーポレートガバナンス・

月25日開催の理事会報告
会長報告

コード」の公表（2018年6月1日）

１.「監査報告書の透明化」

・金融庁「投資家と企業の対話ガイドラ

■理事会

の情報価値を高める
・監査品質についての評価を可能にし、

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．総務担当常務理事からの意見具申「役員
選挙の投票に係る電子化及び選挙運動の

監査の信頼性が向上

見直しに関する選挙等事務取扱細則の一

・財務諸表利用者の理解及び経営者との

２．第52事業年度財務諸表等（最終案）に関
する件

効果的な監査の実施
２．「上場会社監査人・監査報酬実態調査報

■理事会協議事項
１．個別監査事業等の審査体制に係るプロジェ

・平均報酬は上がっているが中央値に変

クトチームからの報告案に関する件

わりはなく、ばらつきが拡大している
・監査人交代後の監査報酬は、平均値は
3．「会計基礎教育に関する実施等の調査報
告書の公表」
・協会ウェブサイトおよび会計・監査

広報部報告

（報 告 者）広報部長
１．摂南大学
（日

時）2018年5月22日（火）

基準の改訂について（公開草案）」に対
するコメント』に関する件
２．監査・保証実務委員会からの公開草案『監

13:20〜14:50
（参加者）経営学部 １回生等：131名
会員異動

１．監査基準委員会からの意見具申『「監査

ゆみこ

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

ジャーナル6月号で公表
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

種田

ＣＰＥ研修会

上がっているが中央値は減少している

第３号

会長活動報告

告書の公表」

ご案内

部変更要綱案」に関する件

対話の促進
・コーポレート・ガバナンスの強化や、

厚生部

イン」の策定（2018年6月1日）

・監査の透明化を向上させ、監査報告書

地区会

（報告内容）５月24日開催の常務理事会及び５

定例役員会

を主張しつつも、必要な対応はしていかなけれ

２．近畿大学
（日

時）2018年6月12日（火）
10:45〜12:15

（参加者）経営学部会計学科 1回生等：190名
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特
集

第６号

３．大阪経済法科大学
（日

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

時）2018年6月14日（木）

原

繭子

報
告

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

14:50〜16:20
（参加者）経済学部 1回生等：60名

１．ビジネスマナーセミナーの実施結果について
（日 時）2018年5月26日（土）

第４号

15:00〜17:00

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

寄

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

稿

１．CPE協議会の実施結果について
２．CPE研修計画及び実施結果について

（場 所）近畿会会議室
（テーマ）「ビジネスマナーについて（女性
向け）」
（参加者）会員13名
２．子育てネットワーク夏の会の開催について

定例役員会

第５号

（日 時）2018年6月17日（日）

会員業務推進部報告

（報 告 者）担当副会長

岩井

正彦

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
ついて報告があった。
東大阪市 指定管理予定候補者選定委員の推薦

地区会

門 真 市 弁天池公園指定管理者選定委員会委員
の推薦
他10件

厚生部
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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10:00〜12:00
（場 所）クレオ大阪中央
（テーマ）「子どものほめ方・叱り方」
（参加者）会員等20名

特
集

地区会 REPORT
報
告

和歌山地区会 平成29年度 定期総会・研修会等関連行事 報告
和歌山地区会 会長 宮本 富雄

寄

士31名・会計士補2名・公認会計士試験合格者15

年の申告では、収

名、計48名の地区会員の他に、和歌山県内に事務所

入が1億円以上の

を有する県外在住の賛助会員3名で活動しておりま

人が331人あった

す。ただ、会計士補・公認会計士試験合格者の方の

との新聞報道もあ

参加は未だ実現していませんが、今後参加してもら

り、参加者は当日

えるよう努力したいと思っております。

飛入り参加1名を

定例役員会

通貨に係る平成29

稿

和歌山地区会は和歌山県内に住所がある公認会計

加え、合計14名と
「安愚楽」において和歌山地区会の平成29年度定期
総会を開催いたしました。

なりました。
“おくりびと”ならぬ“億り人”である知り合い
についての具体的な話（税金を払うのが嫌なので海
外に逃亡した話等）や自分自身の投資（投機）経験

での親睦ゴルフ会、午後5時からは定期総会会場で

を踏まえた失敗（実は成功？）談等も聞くことがで

の研修会も開催しました。

き非常に興味深いものでした。
ただ、税務の面では仮想通貨の価格変動が激しい

当日は、 晴れ一時小雨のち曇り、大阪ゴルフクラ
ブを午前8時に第1組がスタートし、計2組での親睦

厚生部

定期総会に先立ち午前8時より大阪ゴルフクラブ

地区会

2018年6月8日（金）午後6時から、例年どおり

ので所得税での課税や相続税における財産評価上課
題も多いとのことでした。

ゴルフ会の開催となりました。最近は、年2回の親
定期総会では、昨年の沖縄の親睦旅行の参加者よ

ります。ただ、その分、和気藹々と、のんびり、楽

り、非常に楽しかったので本年も親睦旅行を企画し

しくプレイできています。そしてスコアを、天井無

てほしいとの要望があり、前向きに検討することと

しのダブルペリア方式で競いました。天候も多少荒

なりました。
総会終了後は懇親会となり、最高齢（93歳）の山

嫌なんや！」と言われながら淡々とプレイをされて

中静会員に代わり稲田稔彦会員が乾杯の音頭を取り

おられた稲田稔彦会員が、優勝と一番難しいショー

会食がはじまりました。仮想通貨の話に加え、最近

トホールでのニアピン賞をゲットされました。

起こった“紀州のドンファンの怪死事件“に関する

プレイ後に、レストランで簡単な表彰式を行い、

田辺市在住の植田

大いに盛り上がりましたが、次の研修会の会場に移

会員による現地情

動の際には、既に参加メンバーの皆さんは、真顔に

報など話しが弾

なっていました。（以上和中会員報告）

み、時間の経つの

ＣＰＥ研修会

るなか、以前からも、また当日も「このコースは、

会長活動報告

れ、強烈な芝目の高麗グリーンで大半が悪戦苦闘す

ご案内

睦ゴルフが定着し、メンバーもやや固定化しつつあ

も忘れ、予定より
区会部副部長をお迎えしての開催となりました。
研修会は「仮想通貨の仕組みと会計・税務」につ
いて地区会員の名倉会員より解説頂きました。仮想

会員異動

研修会・定期総会・懇親会は、近畿会の我那覇地

遅く午後9時、最
後も稲田稔彦会員
の締めのご挨拶で
閉会となりました。
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特
集

地区会 REPORT
報
告

みなと地区会 定期総会及び懇親会 開催報告
みなと地区会 会長 藤原 学

寄
稿
定例役員会

2018年6月15日（金）18時半より、神戸の御影

兵庫会の林会長は、毎回、みなと地区会の懇親会

の閑静な住宅街にある「ザ・ガーデン・プレイス・

にご来賓としてご参加いただいて、気さくなお話を

ソシュウエン(蘇州園)」にてみなと地区会定期総会

頂戴しており、いつも感謝しております。恒例の参

及び懇親会が開催されました。

加者全員による一言近況報告は、仕事の話はそこそ

地区会

ここ数年、定期総会及び懇親会は、三ノ宮「トア

こに、「近況といっても、前のイベントからあまり

ロード」の最北端に位置する神戸外国倶楽部にて実

変わってないんだけどな〜。」と言いながら、皆さ

施するのが恒例となっていましたが、今回は少し趣

ん、マイクを持つと一言では済まずに二言三言

向を変えて蘇州園にて実施し、20名の会員・準会員

と。。。オフィシャルな場では言いにくいはずの話

の方々にご参加いただきました。蘇州園は、1934

も何故か言えてしまうから不思議です。

年に旧財閥の別邸として建てられた三層からなる豪

懇親会の後は、同じ蘇州園内にあるバーで二次会

華絢爛な純和風建築をモダンコロニアルテイストに

を行いました。バーからは自慢の庭園に出ることが

リノベーションし、美しい庭園を持つ1600坪の広

でき、思い思いに庭園の散策や夜が更けるまで会話

大な敷地に、東

をはずませ楽しい時間でした。

厚生部
ご案内

アジアテイスト

みなと地区会は、世代を問わぬ参加者の拡大・定

も加え、レスト

着・同地域の会員相互の懇親を目的として、基本的

ラン事業、ブラ

に年3回、イベントを開催しています。具体的に

イダル事業を展

は、秋の家族参加型イベント、2月のCPE研修と冬

開しています。

の味覚を食す会、6月の総会の3回で、みなと地区会

定期総会の報

の地域的特性を生かして港・山での参加体験型の催

告事項および審議事項は下記のとおりで、審議事項

し、神戸ならではの雰囲気のお店めぐりを実施して

は異議なく承認可決されました。

います。

報告事項
会長活動報告

審議事項

・平成29年度

活動実績の件

・平成29年度

決算の件

らご家族、ご友人なども合わせて大勢の方のご参加

・平成30年度

事業計画案及び予算案

があり、若い方も多数参加されています。とても温

承認の件

みなと地区会の催しは、毎年、趣向を凝らしなが

かで活気のある楽しい会です。神戸ならではのイベ

ＣＰＥ研修会

予算は有効に使い切り、新規参加者を増やすとい

ントを企画していますので、まだ、来られたことの

うモットーのもと、平成29年度は予算の消化率も

ない方も、是非、お気楽にご参加頂ければと、執行

95%とほぼ目標と達成できたのではないかと思って

部一同思っています。

います。引き続き平成30年度もご家族も含めた会員
相互の懇親を深められるような魅力あるイベントを
企画し実行していきたいと考えています。
総会に引き続き懇親会は、ご来賓として兵庫会か

会員異動

ら林俊行会長、近畿会からは安原副会長をお迎え
し、旬の食材をふんだんに使用した美味しいイタリ
アンのコース料理と料理によくあうワインを含む飲
み放題の宴席で、会員相互の懇親を深めました。
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大阪市南地区会 第18回定期総会・懇親会報告
大阪市南地区会 副会長 岡田 健司

寄

会員を有する、近畿会のなかで最も会員数が多い地

美味しいクエと日本酒に舌鼓を打ちながら懇親を深

区会です。2018年6月26日（火）に第18回定期総

めることができましたし、恒例となりました春の懇

会を開催しましたので、大阪市南地区会の平成29年

親会「大相撲三月場所とお鍋」では、迫力の三月場

度の活動報告も含め、定期総会の様子を報告させて

所の観戦のあと、ちゃんこ鍋をいただきながら、大

いただきます。

相撲話で盛り上がることができました。
あと、忘れてはならない大阪市南地区会の一大イ

くださいました2名の役員を含め、計20名の方にご

ベントとして「平成29年度公認会計士試験合格者歓

参加いただきました。大変お忙しいなかご参加いた

迎会」を大阪市北地区会と共催で開催いたしまし

だきました、近畿会役員の後藤副会長及び髙見地区

た。今年は、総勢38名の会員及び準会員（公認会計

会部長、並びに会員及び準会員の皆様には役員一同

士試験合格者）の皆様にご参加いただきましたが、

御礼申し上げます。

日程の関係もあって、公認会計士試験合格者が12名

に挨拶を行い、阪広久副会長より、平成29年度に実

は我々公認会計士業界の新たな仲間となる公認会計

施した事業と収支計算書及び財産目録について報

士試験合格者をお迎えする歓迎会を毎年開催してお

告、収支計算書及び財産目録についての報告に際し

ります。私も過去に公認会計士試験合格者歓迎会に

ては、本地区会の監事の洪誠悟先生から監事監査の結

参加し、諸先輩方にお祝いをしていただいた身です

果についてもご報告いただきました。

が、いまではお祝いする側として、公認会計士試験
後もずっと継続していきたいと考えております。ま

懇親を深めることができました。大阪市南地区会の

た、できるだけ多くの会員及び準会員の皆様に継続

イベントは、「美味しいものが食べられる」と巷で

してご参加いただけるよう、今後も「楽しくて」

は有名で、代々の役員も、会員及び準会員の皆様に

「美味しい」場所で開催したいと考えております。

「楽しくて」「美味しい」イベントを提供できるよ

平成29年度の参加者が例年よりも少なかった反省

う常々意識して、新しいお店や食事の開拓に努めて

を踏まえ、平成30年度は開催日や開催場所を改めて

まいりました。なかでも平成29年度は、大阪市南地

再考したうえで企画を進めてまいります。会員及び

区会では初めて親睦日帰り旅行「観光特急『しまか

準会員の皆様におかれましては、新たに公認会計士

ぜ』で行く伊勢志摩」を企画し、平成28年伊勢志摩

業界の我々の仲間となる公認会計士試験合格者のお

サミットでも有名となった「志摩観光ホテル

ザク

祝いの場に、ぜひともかけつけて出迎えていただき

ラシック」のレストラン「ラ・メール」で大変美味

たいと考えております。どうぞよろしくお願い申し

しい食事をいただきました。手配した30名分の『し

上げます。なお、平成30年度の公認会計士試験合格

まかぜ』の往復特急席分のご参加を賜り、非常にい

者歓迎会は2019年1月中旬頃の開催を予定しており

いお天気のなかご参加いただいた会員及びそのご家

ます。

族の皆様には喜んでもらえたものと役員一同嬉しく

会員異動

実施し、総勢延べ185名の皆様にご参加いただき、

ＣＰＥ研修会

合格者歓迎会は大阪市南地区会の伝統行事として今

会長活動報告

平成29年度は定期総会も含め計7回のイベントを

ご案内

の参加に留まってしまいました。大阪市南地区会で
厚生部

まず、本地区会の柴原啓司会長より開会の辞ととも

地区会

第18回定期総会には、近畿会からご来賓でお越し

定例役員会

また、秋の懇親会「クエと日本酒の夕べ」では、

稿

大阪市南地区会は2018年3月末現在で約650名の

思っております。
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定例役員会

平成29年度の事業報告等のあと、平成30年度の

畑下先生、力強いお言葉をいただき、改めて本当

事業計画と収支予算書について無事にご承認いただ

にありがとうございました。私たちは、畑下先生と

き、定期総会を無事終了しましたあとは、引き続き

同じ南地区会に所属していることを誇りに思い、先

大阪中之島・フェスティバルプラザ「マーノエマー

輩たちが作ってくださった日本公認会計士協会近畿

ノ」で懇親会を開催いたしました。

会のよい伝統を守って、公認会計士業界の発展に力

懇親会の乾杯のご発声をいただきましたのは、今

を合せて取り組んでいくことを誓います。次回以降

年90歳を迎えられた近畿会元会長、畑下辰典会員。

のイベントもお待ちしておりますので、またどうぞ

乾杯のご発声に併せて、畑下会員のご近況について

お越しください。

地区会
厚生部

お話しいただきました。畑下会員は、公認会計士二

乾杯のご発声のあとも、時折畑下会員から懐かし

次試験合格後、即登録開業をされ、これまで税理士

いお話をいただきながら、あっという間の2時間の

としてもご活躍されてきましたが、この6月30日に

懇親会を終えました。畑下会員も最後まで懇親会に

税理士登録をご返上され、後進の方に事務所をお譲

ご参加くださいまして、同氏を囲んで記念写真を何

りになられたということです。また、公認会計士と

枚か撮影しましたので、その写真も掲載させていた

しては登録を維持され、できるだけ長く公認会計士

だきます。

としての活動を継続していきたいとの力強いお言葉
をいただきました。近畿会元会長として、日本公認
会計士協会及び公認会計士業界に多大なる足跡を残

ご案内

され、私たちがいま公認会計士として活躍できる礎
を作っていただいた畑下会員の大きな転機に接する
ことができ、大変光栄に感じました。

会長活動報告

大阪市南地区会では、平成30年度もたくさん「楽
しくて」「美味しい」イベントを実施してまいりま
すので、会員及び準会員の皆様におかれましては、

ＣＰＥ研修会

今後とも大阪市南地区会の活動にご支援、ご協力賜
りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

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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北部大阪地区会 定期総会実施報告
北部大阪地区会 会長 東浦 隆晴

寄

島本町長訪問を実施し、近畿会及び地区会の概要と活

する会員及び準会員にて構成しており、定期的にイベ

動状況を紹介するとともに、社会福祉法人・医療法人

ントを実施することで、相互交流を図っています。

への会計監査制度導入、地方自治法の改正等の説明と
ディスカッションを行いました。定期的な訪問を通じ

ラン「godai」にて定期総会を実施しましたので、

て積極的な情報発信を行っていくため、新年度におい

以下の通りご報告いたします。

ても継続することとなりました。

では、特に当地区会のエリアに大きな被害があり、

廣田壽俊副会長に来賓としてご出席いただき、冒頭

小学生を含む４名の方が亡くなり、400名を超える方

に会務報告と乾杯のご挨拶をいただきました。その

が負傷されました。ガス・水道などのインフラも大

後は鉄板焼フルコースを楽しみながら、総会初参加

きな被害を受け、予定通り総会が実施できるか心配

の方からの自己紹介や、地区会員の近況報告を行

しましたが、会場のレストランは総会の直前に営業

い、和やかで楽しい時間を過ごすことができまし

を再開し、総勢27名の出席者にて実施することがで

た。当地区会では、ベテラン、中堅、若手と幅広い

きました。総会の冒頭において、今回の地震で亡く

層から参加いただいているため、勤務形態や世代を

なられた方を悼み、全員で黙祷を行いました。

越えて交流し、さらに連携を強化していきたいと考

厚生部

総会終了後は懇親会に移ります。今年は近畿会の
地区会

定期総会の前週6月18日に発生した大阪府北部地震

定例役員会

2018年6月27日に、地元高槻市の鉄板焼レスト

稿

北部大阪地区会は、茨木市、高槻市、島本町に在住

えています。
総会では、平成29年度の事業報告及び決算報告を
いて審議の上、承認を受けました。
当地区会は以下を基本方針として、ベテランの先
生から若手会計士までが協力しながら、積極的に活
・地区会に所属する会員及び準会員が、監査法人、
個人事務所、一般企業などの勤務形態を越えて幅

は以下の通りです。
・懇親ゴルフ会 2018年11月10日（土）
ベニーカントリー倶楽部
・ファミリーイベント 2018年12月1日（土）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
・冬季イベント 2019年1月〜2月
地区会活動の一層の活性化を図るべく、地区会員

互のコミュニケーションの充実を図る。また、会

及び準会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしてい

員及び準会員がご家族で参加できるファミリーイ

ます。

ＣＰＥ研修会

広く交流できる機会を創出し、会員及び準会員相

会長活動報告

動を行っています。

新年度の北部大阪地区会のイベントスケジュール

ご案内

行うとともに、平成30年度の事業計画及び予算につ

ベントを企画する。
・地域自治体の首長訪問を通じて、公認会計士の認
知度向上と地区会員及び準会員の業務遂行を支援
する。

会員異動

上記方針に従い、懇親ゴルフ会、ファミリーイベン
ト、冬季イベントをベースとしており、特にファミ
リーイベントは、例年ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パンにおいて50名を超える参加者で盛況に実施して

17605
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河内地区会
ワタリガニを食べて来ました

稿

河内地区会 会長 西村 智子

定例役員会

河内地区会の総会の時期は6月か7月。冬のグルメ

かタラバか毛ガニだと思っていたが、ワタリガニも

は松葉蟹にフグにクエにと事欠かないが、夏のグル

負けてはいない。特に焼き蟹と蟹ご飯が美味しかっ

メを探すのには苦労している。去年は鱧を食べに淡

た。お店の方に聞くと、今回は食べていない刺身も

路島まで出かけた。美味しかったけど2年連続は芸

相当美味しいらしい。次回、来ることがあれば、是

がない。そういうわけで、何年か前、泉南でワタリ

非、注文してみたいものである。

ガニを食べさせるお店があると聞いていたのを思い
地区会

出し、今回の企画が実現した。

そして、今回の総会で、今年度の河内地区会のイ
ベントが、ほぼ決定した。9月28日の第1回目のゴ

厚生部

場所は、泉佐野の割烹松屋さん。実は、前日まで

ルフコンペ、10月20日〜21日の新三大グルメ

大雨のせいでJRも南海電車も運休しており、開催が

（鰻、伊勢えび、松阪牛）を味わう伊勢旅行、12月

あやぶまれていた。どちらも動かないと行けなかっ

1日の河内ワインさんでの忘年会である。いずれも

たのであるが、当日、なんとか南海電車が動いてく

担当幹事が練りに練ったイベントであり、私自身、

れたので決行した次第である。前日、「JRも南海も

大変楽しみにしている。

ご案内

動かなかったらキャンセルします。明日の早朝、決

今回の参加者は、大人20名、子供2名の計22名で

行するかどうか連絡入れます。メールがいいです

あった。年齢的には30代から60代までと幅広く、

か？電話にしますか？」と参加者全員に連絡を入

独立開業組や大手監査法人勤務者までバリエーショ

れ、当日の朝も全員に決行の旨の連絡を入れること

ンに富むメンバーであった。特定の年齢に偏った

になり、直前、非常にバタバタした。今回のイベン

り、特定の法人に偏っていないので、誰が来ても楽

トは総会も含まれていたので、もし、この企画が流

しめる会になっているのではないかと思う。是非、

れたら総会の日程を再設定しなくてはならず、当

皆様の御参加をお待ちしております。

会長活動報告

日、南海電車が動いていることがわかった時は本当
に安堵した。
初めての
ワタリガニ

ＣＰＥ研修会

料理は、期
待どおり非
常に美味し
かった。甘
くて味が濃

会員異動

い。蟹とい
えば、松葉
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泉地区会 定期総会開催報告

告

泉地区会 会長 南方 得男
寄

「料亭 天王殿」で近畿会の廣田壽俊副会長と石原佳

りの空間が評

和地区会部副部長のご出席をいただき総勢17名、会

判になった。

計の宮本 繁幹事に受付を、白樫英宏副会長に司会を

その後料亭と

お願いして泉地区会の第18回定期総会を始めました。

なり、平成24

定例役員会

園と数寄屋造

稿

平成30年7月17日（火）18:30天王寺動物園の北西

年には全面リ
ニューアル…
ここが通天閣やハルカスがそびえ、都会の真ん中で

目で見ながら、親睦ゴルフ会、真田めぐり、河内長

地区会

あることを忘れてしまう。」とあります。庭園を横

野市長訪問そしてUSJツアーと平成29年度実績報告
をし、泉佐野市長訪問、親睦ゴルフ会、金剛三昧院

成30年度計画のご承認を頂きました。
その後、廣田副会長から協会及び近畿会の話題が

部で地震があり、乗車していた列車がJR三国ケ丘駅

提供されたあと、懇親会の場となりました。6月18

近くで停車してしまいました。まもなく列車はホー

日にご予定いただいていた会員で欠席された方も多

ムまで移動したものの、11:30まで待ちましたが、

かったのですが、地区会として身近に見覚えある皆

主な交通機関に動く気配がないなか、泉地区会会員

さんとの会話で時間は過ぎてしまいました。
私ども幹事及び監事の残す任期1年後の定期総会

桂真理子幹事と相談して定期総会を開催する状況で

会場は、飛田新地南端「鯛よし百番」か天王殿を考

はないと考え、髙田 篤近畿会会長の了解を得たうえ

えています。

会長活動報告

の方々には大きな被害はないだろうと思いつつも、

ご案内

当初予定日の6月18日（月）午前8時ごろ大阪北

厚生部

宿坊ツアーそして和歌山マリーナシティツアーと平

で、延会を決定しました。その後、出席予定
の皆さんに電話しつつ、近畿会事務局に連絡
を取って、繋がらなかった出席予定会員への

ＣＰＥ研修会

連絡をお願いしました。
その後も西日本豪雨による災害を見聞き
し、暑さの厳しいなか、なるべく早いタイミ
ングを選んで主たるメンバーの日程を調整
し、ようやく訪れた本日でした。

会員異動

書物によると「昭和23年、天王寺区の住友
家由来の地でホテルとして創業した天王殿
は、高島屋より結婚式場を譲渡され、関西初
の総合結婚式場として営業を開始。美しい庭
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特
集

関西地区三会共催

厚生部 REPORT
報
告

第一回家族囲碁教室ご報告
近畿会副会長 廣田 壽俊

寄
稿

関西には３つの地域会があります。会員の方の相互の
親睦・家族含めての福利厚生を図る意図で3つの地域会
で厚生行事を共催する企画があります。フットサル大会
やボウリング大会、クリスマスパーティなどです。

定例役員会

本年度は、兵庫会肝いりの家族囲碁教室を近畿会、

いきます。2回ほど対
局して休憩。
最後は、会員同士で
はなく、インストラク
ターの先生と対戦です。

京滋会の会員も対象に関西地区三会企画として次の要

対戦の要領として、1人のインストラクターの先生

領で開催してもらいました。ご家族連れ3組含めて24

は、2人1組の会員が組んだ3〜4組と同時に対局しま

人の参加がありました。

す。各所で同時に対局が始まり、3人のインストラク

日時：2018年6月30日（土）13時〜17時

ターの先生がそれを裁いていきます。

場所：近畿会会議室

まずはハンデなし、で勝負しました。見事に敗戦で

地区会

す。次は2目置かせてもらって勝負しますが、やはり

厚生部

囲碁のインストラ

敗戦です。会員同士で対局するときは、自分の打つ手

クターには兵庫会の

だけを考えて攻めていきましたが、インストラクター

囲碁部で実績のある

はこちらの手を見ながら、どう打ってくるかを予想し

橋本朱莉先生と下川

てその後の手まで考えて最善の手を打ってきます。だ

諒子先生、神戸みほろ先生の3人をお呼びして、指

から、後から考えれば、自分の考えが及ばなかった

導・解説してもらいました。3人ともお若い女性で明

「あの1手」で局面が大きく変わった時が思い起こさ

るい雰囲気で、こちらの打った手を「いい手ですね」

れて、反省しきりとなりますが、後悔先に立たず。

と褒めながらも、しっかり勝っていきます。

なお、会議室の別のスペースでは趣味の会の囲碁部
のメンバーとインストラクターの先生が19路盤を使っ

最初は、碁のルールの解説です。ホワイトボードを

て、本格的に対局していました。

ご案内

バックにインストラクターの先生が「碁がいかに簡潔
なルールで運用されているか」を的確に説明していか

私はこの日は会員同士で２回、インストラクターの

会長活動報告

れます。ルールは次のような簡単なものです。

先生と２回対局しました。厚生行事担当の副会長とし

１．黒、白、順番に打つ。

て、ファミリー向けやスポーツ系の行事に多く同席し

２．陣地の多い方が勝ち。ダメを埋めて、境界線を

てきましたが、普段使わない頭を使ったのでしょう、

はっきりさせて、取った石を相手陣地に埋める。

今回の囲碁大会はちょっと違う疲れ方でありました。

そのうえで陣地の多い方が勝ち。

ご家族連れの方にはお子さんに伝統ある日本のボー

３．相手の石の道をふさげば取れる。

ドゲームを紹介できたのではないでしょうか。これを

４．石を打てないところ、打てるところがある。石か

きっかけにおうちの中でお父さんお母さんとお子さん

ら道が出ていないところには打てない。

と囲碁対決の機会があれば、企画サイドは光栄に思い

ＣＰＥ研修会

ます。
次は、実際に対局です。盤は本格的な19路盤（19本
の縦横の線で区切られた格子を盤とするもの）もあり
ますが、初心者向けには9路盤という小型の盤があ
り、それを主に使いました。会議室で隣どうしに座っ
た会員で、恐る恐る対局を開始します。

会員異動

相手の顔色を見ながら、こう打ってよいのだろうか
と考えながら、一手一手進めていきます。インストラ
クターの先生はその間、いろいろな場所で進行してい
る対局を順繰りに歩いてその進捗を確認しながら、時
折、歩みを止めてルールと盤面のポイントを解説して
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次年度も家族囲碁教室を企画しますので、興味を持
たれた方は参加してみてはいかがでしょうか。

特
集

東西対抗親睦囲碁大会

厚生部 REPORT

報

囲碁部だより

告

兼井 和夫
寄

１. 東西対抗親睦囲碁大会

稿

2018年度（平成30年度）の東西対抗親睦囲碁大会は西側当番にて2018年7月8日（日）から9日（月）京都市の
聖護院御殿荘光淳に於いて開催しました。参加者は東軍9名、西軍9名（近畿会4名、京滋会3名、兵庫会2名）合計
18名です。前日まで、3日間にわたり、西日本を中心に、豪雨に見舞われましたが、8日（日）には、すっかり雨

団体戦：東軍18勝西軍23勝で、西軍優勝
個人戦：優

古川

大輔

３段

5戦5勝（東軍）

準優勝

田中

耕造

５段

5戦4勝（西軍）

３

位

松山

治幸

初段

5戦4勝（西軍）

４

位

安井

勝孝

６段

5戦3勝（東軍）

５

位

虫明

孝義

３段

5戦3勝（東軍）

地区会

勝

定例役員会

もあがり、初夏のさわやかな気候の中、囲碁大会が開催されました。各人5局の対戦結果は下記のとおりでした。

厚生部

今回、優勝した古川大輔3段は、5戦5勝であり、大会規定により、次回から、4段手合いとなりました。
右の写真は、聖護院御殿荘 光淳における8日（日）午後7時から開催されました懇親会の模様です。
賞品・参加賞等の授与
今回の東西対抗囲碁大会は、参加者全員に琵琶湖の幸を届ける「鮎屋」の「佃煮詰め合わせ」が授与されまし
「佃煮」セットが授与されました。

ご案内

た。これに加えて、優勝、準優勝、3位、4位、5位の入賞者には、鮎屋の「鮎の姿煮」が詰めあわされた豪華な

開催場所：聖護院御殿荘光淳について
修験道の寺、山伏の寺でもあります。その境内には、重要文化財である書院、光格天皇ゆかりの「一夜造りの御
学問所」「お茶屋」などが当時のおもかげをそのまま残しており、その一郭を宿泊施設として解放されたのが
「聖護院御殿荘」です。

会長活動報告

史跡旧仮皇居聖護院御殿荘光淳は、平安神宮の北、京都大学の南に位置し、閑静な住宅街にある門跡寺院で、

境内一面には、苔や様々な樹木が植えられた広い和風庭園が広がります。大会参加者は囲碁会場から、静澄な
光格天皇は、江戸時代の安永9年（1780年）即位、文化14年（1817年）に仁孝天皇に譲位されるまで、約37
年間の長きにわたり、天皇として在位されました。天明2年（1782年）、天明の大火により、京都御所が焼失し
たのち、御所が再建されるまでの3年間、光格天皇は聖護院を仮御所とされました。その折、急遽建築されたの

ＣＰＥ研修会

美麗極まりない庭を眺めながらの対局となりました。

が、「一夜づくりの御学問所」です。9日午前中に、囲碁大会終了後、聖護院御殿荘光淳の足立憲史副支配人に
ることができ、参加者一同、大変感動した次第です。

C.P.A.NEWS 2018.08 Vol.710

33

事務局だより

17609

会員異動

「一夜づくりの御学問所」を案内して頂き、その風格ある御学問所の内部を見学し、歴史的な由来の説明を受け

特
集
報
告
寄
稿
定例役員会

２. 平成30年度行事実績

３. 平成30年度行事予定

（１）関西地区三会親睦囲碁会

（１）関西地区三会親睦囲碁会

2018年4月14日（土）近畿会当番

近畿会会議室

2018年9月8日（土）京滋会当番

（２）東西対抗親睦囲碁会

（２）関西地区三会親睦忘年囲碁会

2018年7月8日（日）〜9日（月）
西側当番

「聖護院

御殿荘

2018年12月8日（土）兵庫会当番

光淳」

地区会

東西対抗親睦囲碁大会 対局表

2018年7月8日（日）9日（月） 於：聖護院 御殿荘 光淳

順
位

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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対戦相手の勝数

ご案内

西 軍

6段 6段 5段 4段 4段 3段 3段 初段 初段 9段 7段 5段 4段 4段 4段 3段 初段 初段

智雄

6段

×○××○

安井 勝孝

6段

××○○

久保田 博

5段

下川 芳史

4段

瀬川 泰由

4段

古川 大輔

3段

虫明 孝義

3段

小林 豊

初段

川村 寿文

初段

坂井 俊介

9段

○代○××

福永 武郎

7段

×○

田中 耕造

5段

近藤 一郎

2

2

3

3

2

2

× 2

2

2

2

○○ 4

5

優勝

× 1

3

12 5位

××××× 0

0

○×○ 2

2

3

3

10

3

3

12

○×○○○

4

4

11 準優勝

4段

○×××○

2

2

鳥井 達夫

4段

×

堀村不器雄

4段

中野 淑夫

3段

松山 治幸

初段

兼井 和夫

初段

泉

東 軍

段位

個 人 戦 勝 数

厚生部

氏 名

所属会

東西対抗戦勝数

相手名

兼井 和夫
松山 治幸
中野 淑夫
堀村不器雄
鳥井 達夫
近藤 一郎
田中 耕造
福永 武郎
坂井 俊介
川村 寿文
小林 豊
虫明 孝義
古川 大輔
瀬川 泰由
下川 芳史
久保田 博
安井 勝孝
泉
智雄

個人勝数 2 3 2 2 2 5 3 0 2 3 3 4 2 2 1 1 4 3
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×

×○○

×

代

○

○××○
代×

○○××

代

○○

○

×

×
○
○

○×

×
×

○○

2

2

×

○

1

1

×○×

1

1

○○

4

4

11 3位

×○○×

3

3

12

○×
○

×

×
×

○

○

×

○

○

13 4位

特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

髙野 文雄
寄
稿

2018年7月14日（土）

松尾山ハイキング （参加者会員12名、非会員2名)
が照りつける中、しばらく歩いて桂川に到着しまし

の京都でのハイ

たが、7月6日の大雨で川の水はまだ濁っており、名

キングで心配で

物の観光ボートも全て上げられていました。

したが、山に入

その後、中国語や英語の飛び交う「渡月橋」を渡

ると木陰の中、

り、昼食会場の料亭「湯どうふ

快適に進むこと

の効いた部屋に案内され、ようやく一息つくことが

ができました。

できました。しばらくして、湯豆腐の鍋に火が点け
鈴虫寺にて

られると、再度部屋の中は熱気が漂ってきました。
しかし、美味しい

「冬の間」、「春の間」、「夏の間」を経て「秋の

料理に舌鼓を打

間」で1年中鈴虫の鳴き声が聞けるようにしている

ち、楽しい昼食で

ようです。「秋の間」の鈴虫の数は、およそ4,500

した。昼食会場前

匹〜5,000匹とのことです。この「秋の間」にて約

で記念撮影した

30分の法話があり、その後庭の散策をしました。

後、各自解散とな

厚生部

15分程で鈴虫寺に到着。ここでは、鈴虫の卵から

鈴虫寺を後にし、松尾山登山へ。当初の案内で

嵯峨野」へ。冷房
地区会

阪急上桂駅から

定例役員会

今回は、灼熱

りました。

湯豆腐 嵯峨野にて昼食

ご案内

は、「約200mの高低差で初心者向け」とのことで
安心していましたが、一旦登り始めると大変きつ
い・ハードな登り下りがあり、参加者14名中、11
名は20分ほど遅れる状況でした。中には大変バテて

会長活動報告

いた人もあり、
結局頂上までは
行かずに途中で
下山しました。
湯豆腐 嵯峨野にて

ハードな坂で、
やはり遅れるメ

急な坂を登ってひと休み

ンバーもありま

今回も期待と外れてハードな登山でしたが、楽し
い1日でした。

した。

次回は、8月5日（日）嵐山・千代の古道ハイキン

山を下りきっ

グで、平坦な家族向けコースとのことです。
以上

温38度5分の嵐

ビギナー向けに標高と距離には注意したのですが

山平地に到着。

暑さには勝てなかったということでしょうか。（企
松尾山山頂の手前にて

会員異動

たところで、気

ジリジリと太陽

ＣＰＥ研修会

下りもそこそこ

画者よりひと言）
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特
集

髙田篤会長活動報告

2018年度

報

TOPICS

会務報告

告

近畿においては、6月18日に大阪府北部を震源とする地震が発生し、また、その後西日本全般に亘って豪雨に見舞われ、被
害に遭われた方々には、謹んでお悔やみとお見舞いを申し上げます。さらに豪雨が去ったかと思えば、強烈な暑さが続き、会
員・準会員の皆様におかれましては、無理をせず、お身体をご自愛頂きたく存じます。
さて、2018年7月5日、金融庁は企業会計審議会総会を開催し、「監査基準の改訂に関する意見書」をとりまとめ、翌6日に

寄

公表しました。「監査上の主要な検討事項（KAM）」記載への対応が主な改訂内容で公開草案から大きな変更はありません。

稿

この改訂監査基準の内、「監査上の主要な検討事項（KAM）」は2021年（平成33年）3月期決算に係る財務諸表の監査か
ら適用されますが、東証1部上場企業などについては早期適用が推奨されており、事実上、来年の監査契約の締結時期には、早
期適用するか否かについて決定されていることが必要であり、今年中に各被監査会社と摺合せをすることになりそうです。

定例役員会

但し、もとより金融庁、日本公認会計士協会は共に早期適用する会社の数を増やすことを望んでいる訳ではなく、「良い先
行事例」を出したいと考えております。「監査上の主要な検討事項（KAM）」という監査報告書における情報提供機能を活か
すことが肝要であり、ボイラープレート化は避けたいところです。
最後に、去る6月22日に近畿会の定期総会が無事終了しました。また、協会本部の定期総会も7月24日に帝国ホテル（東京）
にて開催され、いよいよ本部、近畿会も現執行部の最終年度となります。引き続き、役職員一同尽力いたしますので、ご支
援、ご協力をお願い申し上げます。

地区会

日

付

厚生部

6月22日

曜日

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜11:30

正副会長会

ザ・リッツ・カールトン大阪

11:30〜13:30

定例役員会

ザ・リッツ・カールトン大阪

13:30〜18:00

第52回定期総会

ザ・リッツ・カールトン大阪

18:15〜20:00

第52回定期総会記念交流会

ザ・リッツ・カールトン大阪

金

ご案内

月

15:00〜17:00

大手法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

7月2日

月

13:30〜15:30

中規模法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

11:00〜13:00

相談役会

日本公認会計士協会

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

会長活動報告

6月25日

7月3日

火

水

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

7月5日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

7月8日

日

12:30〜15:30

7月12日

木

16:00〜18:00

会務運営諮問会議

日本公認会計士協会

7月19日

木

14:30〜17:30

正副会長会

日本公認会計士協会

ＣＰＥ研修会

7月4日

「公認会計士の日」記念セミナー

ブリーゼプラザ

会員異動

(作成月日:2018年7月19日)

事務局だより
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特
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ご案内
報

あなたの専門知識や経験を活かしてみませんか！

告

〜 国税審判官（特定任期付職員）の募集について〜

寄

（特定任期付職員）として募集しています。

稿

国税不服審判所では、弁護士、税理士、公認会計士などの高度な専門的知識や経験等を有する方を国税審判官

１．職務内容
定例役員会

国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理及び議決書の作成等

２．応募条件
（１）弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授又は准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識
経験を有すること

３．募集の概要
（１） 採用形態

地区会

（２）職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下、「任期付職員法」）に基づき、
常勤職員の国家公務員として採用
15名程度（予定）

（３） 採 用 日

平成31年（2019年）7月10日（予定）

（４） 任用期間

採用日から2年間又は3年間（更新の可能性があります。）

（５） 勤 務 地

全国の国税不服審判所の支部又は支所のいずれかに配属

（６） 給

任期付職員法に基づき支給（年収840万円程度から1,000万円程度を予定）

与

厚生部

（２） 採用人数

ご案内

４．応募方法等 ※応募期限は、平成30年10月26日（金）(必着）です。
（１）応募方法

国税不服審判所ホームページ（http://www.kfs.go.jp）から所定の履歴書をダウンロードし、所
要の事項を記入の上、下記の宛先に提出してください。なお、資格証明書類も添付してください。
会長活動報告

（２）選考方法

書類選考※1及び面接試験※2により選考します。
※１

書類選考の結果は、平成30年11月中旬頃に連絡します。

※２

面接試験は、平成31年１月15日（火）、16日（水）に実施する予定です。

【国税不服審判所とは】
ＣＰＥ研修会

国税不服審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じ
て、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命と
し、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。
国税不服審判所ホームページ（http://www.kfs.go.jp）の「採用情報」ページに職務内容、

会員異動

応募条件など募集に当たっての詳細な内容、現職の国税審判官（特定任期付職員）からのメッ
セージなどを掲載しています。是非、一度ご覧ください。
≪書類の提出先・お問い合わせ先≫ 国税不服審判所
〒100-8978

東京都千代田区霞が関3-1-1

管理室総務係

担当

德永・松永

TEL03-3581-4101（内3901・3923）
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INFORMATION

公認会計士協同組合
報

新刊書販売のご案内

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

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

寄

中小企業M&Aにおける財務デューデリジェンスのすべて

稿

久米雅彦

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

新版

会計法規集

著

金融財政事情研究会

URL

刊

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

第10版

中央経済社

編

中央経済社

刊

定価2,000円+税

定価2,100円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

定例役員会

いまや日本の課題ともいえる中小企業

原則として平成30年6月10日までに公

の事業承継において、M&Aは最有力の

表された会計に関する基準・法令等を体

選択肢といえます。本書は、長年、中小

系的に整理し、利用しやすいように収録

地区会

企業Ｍ&Aの財務デューデリジェンスを

しています。また、読者の参考のために

専門的に手がけてきた著者が、豊富な現場経験をもとにその

企業会計基準の最終改定日および適用日等については一覧を

ノウハウのすべてを明かし、成功の秘訣や具体的な事例も紹

収録しています。「税効果会計に係る会計基準」の一部改

介しています。

正、財務諸表等規則等の改正などに対応しています。

医療法人会計基準に基づく
医療法人の経理規程

監査役監査の実務と対応
高橋

均

第6版

著

松田紘一郎

著

同文舘出版

中央経済社

刊

定価3,800円＋税
組合員特価

厚生部

定価4,000円+税

刊
定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

監査役監査の実務に携わる監査役ス

本書は、著者が行った講座の講義資料

タッフを対象に、監査役監査業務につい

を元に書籍化したものです。監査義務化

て、法的論点を押さえつつ実務上のポイ

組合員特価

ご案内

法人や、社会医療法人、一人医師医療法

ントをわかりやすく解説。第6版では、

人などに幅広く使えるモデル「経理規

会社機関設計別に7つのパターンを明示するなど、会社形態

程」と各条項の逐条解説を収録。経理規程の細則・マニュア

に合わせた読み方ができるよう構成を工夫するとともに、様

ル・チェックリスト、関連諸規程等も網羅しています。

式や事例も豊富に掲載しています。

希望者グループ保険加入のおすすめ
会長活動報告

公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施してお
ります。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
平成29年12月1日現在70歳6カ月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者
800万円、お子様300万円です。

ＣＰＥ研修会

また、この制度は1年毎の収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金としてご加入者に還元することとなっております。
当協同組合では特別に保険金額150万円コースも設定しており、このコースですと毎月の掛金は、33歳の男性は178円、女
性は127円、53歳の男性は549円、女性は394円と一層加入しやすい保険料となっています。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求下さい。（組合に未加入の方
は、組合にご加入していただくことが条件となります。）
【引受保険会社】日本生命保険相互会社・第一生命保険株式会社

会員異動

印刷物販売のご案内
当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。価格等は、当
組合のホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロードできます。また、サ
ンプルをご希望の方はご連絡ください。（電話03-3515-8960）
※組合員以外の方もご利用いただけます。

事務局だより
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

ご案内

告

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイ
トの会員マイページにログイン後、「会員情報の確
認・変更」画面から閲覧することができます。

寄

登録事項などに変更を生じているのに、変更手続を行
わないときは、公認会計士法違反に該当し行政処分の
対象となり、また、本会の会長による懲戒の対象とも
なりますのでご注意ください。
（常務理事 加藤 達也）

稿

会員及び準会員の皆様は、登録事項（下記1）及び
届出事項（下記2）に変更を生じたときは、変更登録
申請書の提出や変更届出を行っていただく必要があ
ります（変更手続きは無料です）。
公認会計士・会計士補・特定社員のための様式「変
更登録申請書」
「会員変更届出書」
「電話番号等変更届出」
は、協会ウェブサイト（本文中の案内をご参照）から
ダウンロードできます。変更を生じたときは、遅滞な
く、必要な変更手続をお願いいたします。

報

会員情報の変更手続についてご案内

定例役員会

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定社員は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ち
に本会に対し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第14
条、変更手続きは無料です。）。
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったときは、遅滞なく本会に変更届
出をしてください（会則第37条、変更手続きは無料です。）。

地区会

３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。
４．「変更登録申請書(JICPAニュースレター2017年９月号に様式を掲載)」及び「変更届出書」等の提出・手続
（１）変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、協会ウェブサイト
http://www.jicpa.or.jp

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）

厚生部

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

ご案内

協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

関係】画面から、各種様式がPDF形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。変更手続きは無料です。
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点

会長活動報告

（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）「登録証明書」及び「ID・パスワード通知書」の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされ
ても手続が直ちに行えないことがあります。

会員情報確認のお願い
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

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

会員異動

なお、過去に既に確認いただいている方も再度ご

ＣＰＥ研修会

会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員

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)

「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。
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近畿会開催CPE研修会 2018年7月実績及び8月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

告
7 月 2 日 18:30〜20:30

コンサル
ティング

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部/組織内
会計士委員会）

2

「会計専門家によるビジネスコンサルティングの未来」
公認会計士の日記念セミナー（広報部）

寄

7 月 8 日 13:30〜15:30 倫理等「教える力〜心の才能を伸ばす〜」

2

（会場:ブリーゼプラザ）

師

弓削一幸氏（株式会社Corporate Solution
Management代表取締役、公認会計士）
井村雅代氏（アーティスティックスイミング日
本代表ヘッドコーチ）

稿

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー（第1回）」

山田善隆氏（PwC京都監査法人）、鷺谷佑梨子

7 月 1 0 日 13:30〜16:30 会 計 〜IFRSの適用状況とIASB基準開発プロジェクト

3

のアップデート〜

氏（PwC京都監査法人）、富田真史氏（PｗCあら
た有限責任監査法人）

定例役員会

〜のれんと減損のプロジェクトの検討状況〜
13:30〜14:55
7月23日

15:25〜16:30

倫理等

本部公認会計士制度70周年記念式典

1

本部公認会計士制度70周年記念講演

1

7 月 2 4 日 13:00〜17:00 倫理等 第52回本部定期総会

柳井正氏（株式会社ファーストリテイリング代
表取締役会長兼社長）

4

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
8 月 2 日 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

小松野悟氏（近畿会研究・CPE研修部長）

に対する措置を中心に〜」

地区会

神岡康之氏（近畿経済産業局

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
14:00〜16:00 税 務「起業家と投資家の夢をつなぎます〜エンジェル
8 月 8 日

経営支援課

2

工労働部

税制の概要と手続について〜」
17:00〜18:30 倫理等

業課

協会財政の在り方検討プロジェクトチームからの

2

公開草案に関する説明会

厚生部

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監 査「監査提言集の解説〜
「グループ監査」、
「専門家の

商業・サービス産

山田治彦氏（本部副会長）

鈴木智佳子氏（公認会計士、本部業種別委員会

2

仮想通貨対応専門部会専門部会長）

題）その1」
夏季全国研修会

ご案内

15:00〜16:40 監 査「仮想通貨交換業者に係る監査対応等について
（仮

中小企業支援室

副主査）

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

夏季全国研修会
8 月 9 日 13:00〜14:40 監 査「仮想通貨交換業者に係る監査対応等について
（仮

創業・

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）

2
不正
事例

業務の利用」及び「仕訳テスト」〜」

産業部

総括係長）、川村祐介氏（大阪府商

菅谷圭子氏（公認会計士、本部業種別委員会仮

2

想通貨対応専門部会専門委員）

題）その2」
夏季全国研修会
10:00〜11:40 税 務「現在の税制上の課題と今後の展望〜平成31年度

佐藤正樹氏（公認会計士、税理士）

2

税制改正意見・要望書の解説〜」
村瀬進吾氏（ASBJ専門研究員、公認会計士）、藤

夏季全国研修会

会長活動報告

8 月 1 0 日 13:00〜14:40 会 計「企業会計基準第28号
「「税効果会計に係る会計基

2

本貴子氏（会計制度委員会協力理事、ASBJ税効
果会計専門委員）

準」の一部改正」等の概要（仮題）」
夏季全国研修会

志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

15:00〜16:40 倫 理「改正倫理規則等の概要について〜違法行為への 2

対応、ローテーション等〜」
8 月 2 0 日 15:00〜17:00

組 織 関西地区三会共催研修会
（会員業務推進部）

2

ＣＰＥ研修会

環 境「社外監査役の責任と役割〜経験からの気付き」

東誠一郎氏（公認会計士、新日鐵住金株式会社
社外監査役、関西ペイント株式会社 社外監査役）

関西地区三会共催研修会（学校法人小委員会）
8 月 2 2 日 10:00〜11:40 監 査「学校法人監査における監査調書様式例及び記載

舩越啓仁氏（公認会計士）

2

例について」
夏季全国研修会
河原万千子氏（経済産業省

「認定経営革新等支援機関のための事業承継研修
10:00〜11:40 税 務 会〜事業承継税制の改正と特例承継計画・事業承

援専門部会 部会長）

継補助金等について認定支援機関としての指導助

会員異動

言のポイント」

8月23日

夏季全国研修会
13:00〜14:40 監 査「監査・保証実務委員会研究報告第32号
「内部統制

村上淳氏（本部監査・保証実務委員会

2

15:00〜16:40 会 計

夏季全国研修会

「国の公会計の取組みについて」

事務局だより
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内部統

制監査専門委員会専門委員長、公認会計士）

報告制度の運用の実効性の確保について」の解説」

40

中小企業政策審議

会委員、本部中小企業施策調査会 事業承継支

2

2

財務省主計局法規課公会計室

担当官

特
集

平成30年度

時

間

分野

報

実施月日

単位

研修会テーマ

岩 瀬 高 志 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会

2

夏季全国研修会
夏季全国研修会

理事）
住田清芽氏（本部監査・品質管理基準担当常務

稿

2

「監査報告書の長文化に向けた動向（その2）」

寄

15:00〜16:40 監 査

住田清芽氏（本部監査・品質管理基準担当常務

2

「監査報告書の長文化に向けた動向（その1）」

主席レ

ビューアー）

レビューの方針）」
13:00〜14:40 監 査

師

告

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監 査「品質管理レビュー制度（平成30年度の品質管理
8月24日

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

理事）

関西地区三会共催研修会（NPO法人小委員会）
8 月 2 5 日 14:00〜16:00

コンサル「NPO経営セミナー〜中期計画〜」

2

ティング（会場:ドーンセンター
（大阪府立男女共同参画・青

川口加奈氏（認定NPO法人Homedoor理事長）

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会）
「新しい働き方WAA〜ダイバーシティがもたら

8 月 2 6 日 14:00〜15:30 スキル

2

す価値〜」

島田由香氏（ユニリーバ・ジャパン・ホールディ
ングス株式会社

取締役

人事総務本部長）

（会場:ホテルグランヴィア大阪）

定例役員会

少年センター））

公認会計士制度70周年記念講演会
「多様な現代社会の中でどのように心を持つべき

8 月 3 1 日 14:00〜16:45 倫理等

2

か」
（仮）

北河原公敬氏（華厳宗大本山東大寺

長老）

地区会

（会場:奈良春日野国際フォーラム）

厚生部

（2018年8月20日〜2018年9月6日）

近畿会および各部各委員会行事予定

ご案内

※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。
8.20 （月）

8.29 （水）
研修室15:00〜17:00

経営委員会

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

8.31 （金）
公認会計士制度70周年記念講演会

8.22 （水）
非営利会計委員会 学校法人小委員会研修会

研修室10:00〜11:40

奈良春日野国際フォーラム 甍 〜Ｉ・RA・KA〜14:00〜16:45
公認会計士制度70周年記念パーティ

8.23 （木）
夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

正副会長会

会長室16:00〜18:00

夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

8.25 （土）
非営利会計委員会 NPO法人小委員会研修会

ドーンセンター14:00〜16:00

ホテル日航奈良18:00〜20:30

9. 3 （月）
監査会計委員会研修会

研修室13:00〜15:00

近畿会財政の在り方検討特別委員会

会議室18:30〜20:00

中堅・若手会計士委員会

会議室18:30〜20:00

9. 4 （火）
会員業務推進部研修会

8.26 （日）
女性会計士委員会研修会

ホテルグランヴィア大阪14:00〜15:30

研修室15:00〜18:00

9. 5 （水）

組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

8.28 （火）
医療法人小委員会

研修室18:30〜20:30

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会議室18:30〜20:30

会議室16:00〜17:30

9. 6 （木）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00
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会員異動

非営利会計委員会 NPO法人小委員会 意見交換会

8.27 （月）

ＣＰＥ研修会

8.24 （金）

社会保障委員会

会議室18:00〜20:00

会長活動報告

会員業務推進部研修会

特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

【事務所・自宅】

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,464

35

3,499

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

36

828

計

合計

877

4,376

（2018年6月30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）
6月20日付
池田

進也

入会者
地区会

6月20日付
林
直樹 （会

員）

6月4日〜28日
【事務所】

厚生部
ご案内

西田
原
藤本
水野
米澤
岩堀
北村
本
森井
笠井
山西

会長活動報告

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

和倫
卓朗
裕人
勝成
弘剛
雅彦
圭子
紘司
信
拓真
智大

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

【自宅】

ＣＰＥ研修会

大倉
藤原
志智
深井
市川
江角
金涌
髙山
山本

有加里（会
匡将 （会
浩
（会
真吾 （会
宏輔 （会
篤人 （会
貴志 （会
祐未 （会
久史 （会

達也 （会

員）

吉田

愛

（会

員）

転入者
6月4日〜28日
麻田 祐司 （会
員）
西村 敏史 （会
員）
員）
髙矢 佳宏 （会
中川 雅之 （会
員）
小池 賢司 （会
員）
寺田 宏 （会
員）
野村 格 （四号準会員）
小野 好聡 （四号準会員）
川端 晶子 （四号準会員）

東
京
京
京
兵
東
東
東
京

京
滋
滋
滋
庫
海
京
海
滋

会
会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り

転出者

会員名簿記載事項の変更

田中 隆之 （会
長谷川 史世（会
村山 晋平 （会
新田 人史治（会
樋口 和寿 （会
樋口 秀和 （会
井上 達彦 （会
植田 有祐 （会
大橋 誠一 （会
上林 恵里奈（会
小村 佳正 （会
髙木 真一郎（会

上野

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

伊藤
岸本
中田
野坂
久田
宮坂
志倉
田中
田村

竜生 （四号準会員）
勁志 （四号準会員）
江美 （四号準会員）
宇内 （四号準会員）
亜伊子（四号準会員）
菜摘 （四号準会員）
毅保 （四号準会員）
照章 （四号準会員）
大督 （四号準会員）

6月4日〜28日
池北 祐磨 （会
員）
川瀬 雄也 （会
員）
嶽
達之 （会
員）
粟野 清仁 （会
員）
日下部友理子
（会
員）
谷澤 実佐子
（会
員）
牧野 大 （会
員）
松本 光弘 （会
員）
松田 太一 （会
員）
宮本 佳憲 （会
員）
奥本 健 （四号準会員）
酒井 亨 （四号準会員）
中島 克哉 （四号準会員）
元橋 翔 （四号準会員）

東
東
兵
京
東
兵
東
東
京
東
東
京
中
東

京
京
庫
滋
京
庫
京
京
滋
京
京
滋
国
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
山下
刈谷
三澤
坂巻

進
敏彦
英世
彰悟

（会
員） 5 月 2 日 付
（会
員） 6 月 2 0 日 付
（会
員） 6 月 2 0 日 付
（四号準会員） 6 月 2 5 日 付

死
業
業
退

務
務

廃
廃

監査法人の変更
9月1日付
聖徳公認会計士共同監査事務所

ビル名称変更

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。

事務局だより
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亡
止
止
会

特

集

事務局だより

報

稿

■会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す
宝印刷株式会社

寄

者

磯村
発

行

日本公認会計士協会出版局

デロイトトーマツ合同会社

弥永
発

行

日本公認会計士協会出版局

基本編

一般財団法人 新日本法規財団

ご案内

宝印刷株式会社

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

今月号の特集は、２０１７年度第２回大阪サクヤ

ヒメ賞を受賞された、柴崎美帆会員へのインタ

ビューを掲載しています。﹁大阪サクヤヒメ表彰﹂

は、大阪の地域活性化の原動力である企業文化や文

化的活動において、中心的役割を担う女性役員や管

理職などの方々をたたえるために、大阪商工会議所

によって２０１６年に創設されました。神話に登場

するサクヤヒメの人物像が持つ﹁強く美しい﹂女性

のイメージをもとに、今後のさらなる活躍が期待さ

れ、後進のロールモデルとして社会で活躍する女性

大阪商工会議所では、この事業を通して、企業活

を対象としたものです。

動において中心的役割を担う女性役員、管理職、お

よび専門性が高い職業に従事している女性の一層の

名、活躍賞

名

常田英貴

事務局だより
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厚生部

留意事項編

行
平成30年版第１四半期提出用

活躍を応援するとともに、受賞者を対象とした勉強

会や交流会を開催して、多種他業種の女性のリー

ダーの方々とのネットワーク構築の機会を提供する

ほか、女性活躍やワークライフバランス関連のセミ

ナー等へロールモデルとして参画されることで、大

阪における女性活躍の機運をさらに盛り上げていこ

名の応募を受け、大阪サク

ヒメ大賞１名、大阪サクヤヒメ賞

回定期総会および協

月７日にその表彰式が行われました。

18

回定期総会の報告記事も掲載しておりま

また、今月号には近畿会第

を選出し、

11

す。総会の概要 要(旨 を)報告しておりますので、そち
らも是非ご一読ください。

会本部第

52

︵会報部

)

16

うとしています。

日までに

第２回大阪サクヤヒメ表彰は、２０１７年６月
日から７月

62

ヤヒメ表彰選定委員会での審査を経て、大阪サクヤ

31

12

52

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。

平成30年版第１四半期提出用
■四半期報告書記載例

一般財団法人 新日本法規財団
発

者

■四半期報告書記載例

日本公認会計士協会
者
■デロイト トーマツ50年史

贈
寄

地区会

行

真生

者
著

贈

日本公認会計士協会

定例役員会

著
作成要領

平成30年版

者

寄

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

株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
編集・発行

和人
新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）

連結なし

■戦略モデルをデザインする
■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）

贈
寄
平成30年版
連結あり
作成要領

・会 員 久松 岳史氏のご母堂 芳子様
2018年6月29日ご逝去 満64歳
・会 員 久松 洋介氏のご母堂 芳子様
2018年6月29日ご逝去 満64歳
満92歳
・会 員 山田 榮一氏
2018年7月13日ご逝去

■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成29年度 第7回
有限責任監査法人トーマツ

発

者
贈
寄

宝印刷株式会社
者
贈
寄

告

【弔事】

【寄贈図書】
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

発行人：髙田

篤

kinki@jicpa.or.jp

44

C.P.A.NEWS 2018.08 Vol.710

17620

編集人：田中 久美子

