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第39回 日本公認会計士協会研究大会
伝統の上に築くイノベーション

寄
稿

�〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜
■日時：2018年9月14日（金）■場所：アスティとくしま

2018年9月14日（金）、徳島にて「伝統の上に築くイノベーション〜人口減少社会を乗り越える新機軸〜」を

定例役員会

第39回 日本公認会計士協会研究大会
テーマに第39回日本公認会計士協会研究大会が開催されました。
第1部、第2部に分かれ各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。

【記念講演会

11:00〜11:30】

「神山プロジェクト

〜創造的過疎から考える地域の未来〜」

「神山プロジェクト

●研究発表

11:30〜12:30】

厚生部

【パネルディスカッション

【研 究 発 表

地区会

以下、その概要をご報告いたします。

〜創造的過疎から考える地域の未来〜」

13:30〜17:20】

第1部

13：30〜15：10
ー

マ

ご案内

テ
監査委員監査における「期待ギャップ」の考察

2

我が国における会計基礎教育の現状と今後の展望

3

ダイバーシティ経営の衝撃
〜ダイバーシティはイノベーションを創出するのか？人口減少を克服するのか？〜

4

仕訳データ活用にみる未来の展望

5

人口減少社会を乗り越えるための公会計（町田市の事例）とスポーツビジネス
第2部

15：40〜17：20
テ

ー

ＣＰＥ研修会

●研究発表

会長活動報告

1

マ

地域イノベーションにおける公認会計士の役割について

2

人口減少社会に立ち向かうための女性会計士活躍のあるべき姿について

3

AI技術の展開とビッグデータ環境下の会計・監査のイノベーション

4

第46回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
プラットフォーム企業のグローバル戦略 オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム

5

地場産業・イノベーション企業の成長促進剤としての公認会計士の役割
〜今こそ、地方からのIPOで、地域と日本の活性化を〜
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会員異動
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記念講演

11:00〜11:30

報

神山プロジェクト〜創造的過疎から考える地域の未来〜

告

講師

認定特定非営利活動法人グリーンバレー理事

本日は、『神山プロジェクト〜創造的過疎から考
える地域の未来』と題してお話をしたい。

大南信也氏
門家任せにするのではなく実行委員会自身が主導
し、住民が制作に訪れたアーティストの生活や活動

寄

を支援し、その結果として作品が残るという過程が

稿

１．神山プロジェクトの原点

特色である。

1990年4月、PTAの会合で訪れた神山町の神領

定例役員会
地区会

小学校で、1927年に日米友好のシンボルとして米

２．情報発信への取組み

国から贈られた国際親善人形（アリス）を目にし

2005年に光ファイバーが全戸に敷設された結

た。この人形に添えられていたパスポートに書かれ

果、神山のIT環境は飛躍的に向上した。このインフ

たペンシルバニア州ウィルキンスバーグという地名

ラを活用して新たな情報発信の取組みを進められな

を手掛かりに贈り主さがしを始めた。贈り主を突き

いかと考え、「イン神山」というサイトを作るため

止めて人形を米国に里帰りさせたら交流が生まれて

に、プランニング・ディレクターの西村佳哲氏とク

面白いのではないかと考えたのがきっかけだ。判明

リエーターのトム・ヴィンセント氏に相談した。

した贈り主のアリス・ジョンストンさんは既に他界
されていたが、ご親族は存命だった。

そこで生まれたのがワーク・イン・レジデンス（町
の将来にとって必要な働き手や起業者の誘致）のコン

厚生部

そこで親しい仲間に声をかけ1991年3月「アリス

セプトだった。町に仕事がないのなら、手に職を持っ

の里帰り推進委員会」を設立、同年8月に30名の住

ている移住者に来てもらえばよいという発想である。

民とともに里帰りを実現したところ、地元ウィルキ

その際に、グリーンバレーは移住者を選別する逆指名

ンスバーグ市の熱列な歓迎を受けた。

制度を採った。サイトに神山の古民家賃貸情報を入れ

ご案内

この成功を受け、メンバーは一層の国際交流を進

たところ神山に対する移住需要が顕在化してきたが、

めようと考えて、翌92年に「神山町国際交流協会」

そこにはパン屋やウェブデザイナーといった自営業者

を設立し、2004年にNPO法人グリーンバレーに改

が含まれていた。この人たちが神山に移り住み、ビス

組した。

トロ、カフェ、パン屋、オーダーメードの靴屋、惣菜

このなかで転機になったのは、1997年に徳島県

店などが神山に開業した。

会長活動報告

が策定した新長期計画で「とくしま文化村」をつく

一方、働き方を模索する都会の企業に空き家を貸

るという構想が発表されたことだった。これを受け

し出し、サテライトオフィスとして活動してもらう

て、私たちは「国際文化村委員会」を組織し、アド

取り組みも始めた。東京のクラウド名刺管理サービ

プト・プログラムと神山アーティスト・イン・レジ

スのSansan株式会社が嚆矢となり、神山にサテラ

デンスという活動を開始した。

イトオフィス「Sansan神山ラボ」を開設した。こ

ＣＰＥ研修会

アドプト・プログラムとは、沿線の住民が区間を

れに引き続いてIT、映像、デザインなど働く場所を

決めて道路の清掃などを手掛ける取り組みだ。米国

選ばない企業の誘致に成功した。現在16社がサテラ

の高速道路で「Adopt A Highway」という看板を

イトオフィスを設置。合計40数名の新規雇用を創出

掲げ、道路清掃を民間ボランティアに任せているこ

した。ここにはエンジニアやプログラマーだけでな

とからヒントを得た。

く営業部門（オンライン）も含まれている。

会員異動
事務局だより

神山アーティスト・イン・レジデンスは、神山町

さらに、グリーンバレーは神山塾という求職者支

に国内外のアーティストを招聘し、滞在期間中に作

援訓練による後継人材の育成を手掛けている。神山

品を制作してもらおうという活動である。異なる文

塾は2010年にスタートし、現在までに170名が修

化や環境に身を置き、現地の人々との交流を通して

了。約40％が移住し、約20名はサテライトオフィ

新しい発想やアイデアを得て作品を生み出していく

ス企業に就職した。また、塾生のなかからカップル

のが目的だ。アーティストを募集・選考する際に専

も生まれ、婚活にも役立っている。
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イン・レジデンス、サテライトオフィス、神山塾と

レーでは、文化・芸術という違う切り口から入り、

いう3つの柱から成っている。

それが新たな人の流れを生み出し、サービス産業を

報

起こし、さらには農業を育み始めたということだ。

告

そこで、今度はもう少し戦略的に有機農業者をワー

私は「創造的過疎」をコンセプトに神山プロジェ

ク・イン・レジデンスで呼び込んでくれば、地域内

クトを説明している。過疎地における人口減少は避

で農業とサービス業が循環する面白い場所ができる

けられない。そこで過疎化の現状を受け入れ、人口

のではないかと考えている。つまり、地方で採れた

ではなく過疎の内容を積極的に変えていこうとする

有機野菜がブランド化されて東京に出荷されると地

ものである。具体的には、外部から若者やクリエイ

域にカネが落ちてくる。これもよいけれども、一歩

ティブな人材を誘致することによって、人口構成の

進んで地方の中に地域内の循環を起こしてしまおう

健全化を図るとともに、ICTインフラ等を活用し、

ということだ。サービス産業や観光産業を地方のな

多様な働き方を実現できるビジネスの場としての価

かに起こして、都会の人々に神山のオーガニック

値を高め、持続可能な地域を目指すというものだ。

フードを食べるために神山に来てもらうというスタ

地域や過疎地における最大の課題は「雇用がない」

イルだ。サービス産業→農業→景観→観光→サービ

「仕事がない」ということだ。だから、移住者を呼

ス産業といった循環が生まれれば、地域経済の循環

び込めない、若者が故郷に帰ってこられない、地域

による自律的発展を伴った地域創生が可能となる。

を担う後継人材が育たないという悪循環が生じてい

好きな場所を好きなまま置いていても変化は生じ

た。これらの問題をワーク・イン・レジデンス、サ

ない。好きな日本をすてきな日本に変えるためには

テライトオフィス、神山塾という取り組みによって

私たちが行動を起こすことが大切だ。

定例役員会

３．創造的過疎

稿

攻めようとするからうまくいかない。グリーンバ

寄

現在の神山プロジェクトは、このようなワーク・

地区会

解決できると考えている。

一体の人形がきっかけになって，それから90年

神山で起こったことを振り返ると、まず芸術家の

後、現在の神山がある。これは人生のロマンだと思

招致から始まった。次に、ワーク・イン・レジデン

う。「すきな」日本を「すてきな」日本に変えるた

スとして職人さんをはじめとする力を持った自営業

めには手を加えることが必要だ。公認会計士の皆様

者が集まった。さらに、自営業者の移住だけでな

もすてきな日本を実現するために行動を起こすこと

く、ITとか映像とかデザインの会社がサテライトオ

が大切だ。公認会計士の皆様がまず一歩を踏み出し

フィスを置くようになった。

て多くの人がついてくるようになると、日本を変え
ることができる。

会長活動報告

こうして新しい人の流れができた結果、今まで神

ご案内

４．人材集積と地域内経済循環による地方創生モデル

厚生部

５．最後に

山では成立し得なかったサービス産業が生まれた。
たとえば、2013年にオープンしたビストロ「カ
フェ・オニヴァ」では、地元の有機野菜やジビエ、
県産魚をメインに用い、神山への移住者が焼いた有

ＣＰＥ研修会

機小麦のパンを提供している。地元の農産物を使っ
たピザ屋や宿泊施設も生まれた。そうすると地元の
人々も刺激を受け高品質の農産物を手掛けるように
なる。つまり、ビストロやピザ屋といったサービス
産業が軌道に乗り、そこで農産物が使われるので、
私は神山のような中山間地の産業の本丸は農業だ

（報告：安原

徹）

会員異動

地元で農業を育むことになった。
と思っている。行政による村おこしはこの本丸から
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パネルディスカッション

11:30〜12:30

報

神山プロジェクト〜創造的過疎から考える地域の未来〜

告

パネリスト

認定特定非営利活動法人グリーンバ
レー理事 大南信也氏

寄

徳島合同証券株式会社
社長 泊 健一氏

稿

女優 水野真紀氏
日本公認会計士協会
関根愛子氏

定例役員会

コーディネーター

代表取締役

外国の方が来てくれるというのは面白い。
（コーディネーター）ここ数年で神山町が変わってき
たと思うが、それを実感されたことはありますか。
（水野）神山町は昔いくつかの「村」だったところ

会長

第39回研究大会実行委員長
工藤誠介氏

が合併してできた町で範囲が広い。ぱっと見たと
ころの変化はあまりないが、立ち止まってよく見
ると古民家の中で大きな変化が起こっている。16
社ものサテライトオフィスがあり、在宅でできる
仕事が中心だ。これにはICT環境の整備が欠かせ
ない。町と民間の知恵がいい形で回っている。

地区会

（コーディネーター）取材等で全国各地に行かれる
と思うが、神山町と同じような「ここは！」と感
じる場所に遭遇されたことはありますか。
（水野）ドラマの撮影で全国を訪れるが、既に「あ
るもの」しか出てこない。あるものを活かしつつ

厚生部

新しいものをアピールするのが報道番組の役割だ
（コーディネーター）神山町のグリーンバレー構想
をお聞きになったことはありますか。

と思う。影響力が大きいのはテレビのキー局なの
で、日本全国を見て発信してほしい。

（水野）神山町にブロードバンドが整備されたとき
ご案内

「これは凄い」という話をしたことを覚えてい

（コーディネーター）神山プロジェクトの三つの柱

る。経験・知識・インフラが整えば変化は進んで

の一つ目であるワーク・イン・レジデンスは『町

いく。神山の場合、NHKの報道の影響も大きかっ

の将来にとって必要になる働き手や起業家を逆指

たが、このような変化に少しずつ気付いてきた。

名する』ということだが、こういった発想はどう

会長活動報告

（関根）NHKの報道により、神山がどういうとこ

やって生まれたのか。

ＣＰＥ研修会

ろで、ITを使っていろいろなことをしていると漠

（大南）先ほどお話しした西村さんと話していると

然とは知っていた。今日のお話を伺って、単にIT

き「仕事がないなら仕事を持っている人にきても

が使えるというだけではなく、「好きな日本をす

らえばよい」ということになった。しかし、単純

てきな日本に変える」という思いをもって取り組

にどんな仕事でも構わないとすると、リタイアし

んでおられることがわかった。

たUターン組ばかりになって町に変化は起こらな
い。そこで、ある程度セレクトして町の将来に必

（コーディネーター）ご自身でグリーンバレー構想
をどのように受け止めておられるか。

要となりそうな働き手とか起業家を逆指名するこ
とにした。

（泊）2013年に初めて神山を訪問した。Sansanの
会員異動

寺田さんやダンクソフトの星野さんに会い、それ
からは毎年のように訪れている。2016年には古

（コーディネーター）働き方改革についてご意見を
頂きたい。

民家改装のためのクラウドファンディングを相談

（関根）仕事があるのはいいことだ。いきいきと楽

された。囲炉裏のある古民家でお茶を点てる場に

しんでやらないといけない。人生100年と言われ

事務局だより
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るが60歳でリタイアすると、あと40年何をして過

（コーディネーター）関根会長から公認会計士の仕

ごすのだろう。80歳まで同じことをやり続けるの

事とはどういうものなのか簡単に説明してほしい。

も面白くない。一生懸命働いて、少し休んで転換

（関根）公認会計士制度は上場会社の監査から始まっ

報

していく。このように休みはしっかりとる、自分

た。上場会社に限らず世の中何かをするときにはお

告

や家族のことを考えることが本業にも役に立つ。

カネが動く。おカネについてのアドバイスをしたり
信頼を与えるための監査をすることが公認会計士の

（コーディネーター）神山プロジェクトの三つの柱

仕事だ。不特定多数の人からおカネを集めるという

であるサテライトオフィスについて、なぜベン

ことだが、これを継続的にするのであれば、公認会

寄

チャー企業はこの神山町を選んだと思われるか。

計士は信頼を与えることに役立てる。

稿

（大南）Sansanの寺田さんの話によると、神山で
（コーディネーター）神山プロジェクトの三つの柱

おねだりをするので「おカネをあげるから来てく

である神山塾はこのプロジェクトにどういった相

ださい」ということになる。だから神山では役所

乗効果を与えていると思われるか。

主導ではなく地元の民間人が中心となってどうし

（大南）新規採用のための試用期間のようなもの

たら住みやすい町にできるのかを楽しみながら考

だ。両方が相思相愛でなければ移住は進んでいか

えることができる。

ない。小さなビジネスだが50万円〜100万円のお
カネがいる。意欲のある若者が一歩を踏み出すた

イーズの隅田さんの話では、普通行政の人は「ぜひ

めにクラウドファンディングを活用し地域内経済

ウチへ来てください。」というのに対し、神山は

循環を進めていきたい。

地区会

また、「えんがわオフィス」を開設したプラット

定例役員会

は補助金に頼らないということだ。普通の企業は

「来たいのならどうぞ」という突き放した姿勢だっ
た。この緩さに惹かれたとのことだった。

（コーディネーター）グリーンバレーでITと教育を
（大南）県内のいろいろな学校から子供たちが神山

により多くの企業が進出してくれることを期待して

を見学に来る。子供たちはプログラミングに興味

いる。そこで問題となってくるのがお金、つまり資

がある。そこで、IOT、AI、ロボットを組み合わ

金調達の問題だ。その方法として金融機関からの間

せた学校ができないかと思っている。冷たいもの

接金融の他にどういった方法が考えられるか。

に温かさを与えるのがアートだ。デザインとアー
トを基軸にした5年制の高専を創りたい。日本に

このほかにはクラウドファンディングや株主コ

はクリエイティビティが足りない。クリエイティ

ミュニティ制度がある。

ビティを持った人材を神山から輩出したい。

クラウドファンディングとは、インターネット
経由で不特定多数の人に資金の協力を求めるも
の。起業しようかどうかで迷う人は、これを事業

（コーディネーター）ITを駆使した教育をどう考え
るか。
（関根）今の時代はITが生活の中に入っている。以

おカネが集まるだろうかと悩むものだが、クラウ

前は顔を見て話すのが中心だったが、現在はネッ

ドファンディングはこの両者を満たすものであ

トを使って双方向の通信ができる。子供たちの教

る。たとえば、ドキュメンタリー映画の製作など

育も、ITが特別なものではなく、ITとお友達に

ではおカネが集まりにくいので、クラウドファン

なりながら学んでいくようになると思う。

ディングが大きな力となっている。
場株式を特定の投資家に対して投資勧誘すること

（泊）あるところで日本舞踊の師匠がテレビ電話で
踊りを教えたいと言っていると聞いた。伝統とIT
を組み合わせることもできる。

会員異動

株主コミュニティとは、証券会社が国内の非上

ＣＰＥ研修会

化して世の中に受け入れられるだろうか、また、

会長活動報告

（泊）99.5％は金融機関からの借入による調達だ。

ご案内

（コーディネーター）これを機会にぜひとも神山町

厚生部

組み合わせた取り組みは考えられないか。

を認める制度。証券会社が取引所の代わりをする
ものだ。
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（コーディネーター）最後に人口減少社会を迎える

一つの方法だ。常に勉強をしなければならない。

今後の日本の理想的な将来像を聞かせてほしい。

どうやって人生の後半戦を生き抜いていくか自分

報

（大南）人数が少なくても変化を起こそうと思えば

告

起こすことができる。日本は過度に人口減少を恐

（泊）一人当たりGDPは頭打ちになるかもしれな

れすぎているのではないか。その割に新しいこと

いが、今までに日本人が蓄積してきたものは大き

には踏み出さない。他人に任せるのではなく、自

い。日本人が本来持っているものに自分の意見を

分が一歩踏み出さないと人口減少には対応できな

付加することが大切だ。私は、神山に温かいおカ
ネを与えるお手伝いをしていきたい。

で考えることが必要だ。

稿

「Just do it！」という気持ちでやっていきたい。

（関根）AIに仕事を奪われるという話もあるが、私

（水野）日本人の高齢化が進む中でなるだけ健康寿

はAIとお友達になって仕事をしていきたいと思っ

命を延ばすために何をすべきかが見えてきた。IT

ている。人口の在り方が変わっていろいろな働き方

と教育を組み合わせてビジネスを生み出すことも

が生まれ、いろいろな人生をおくることができる。

定例役員会

寄

い。私たちは、「やったらええんちゃうん」

（報告：安原

地区会

研究発表

第1部

徹）

13:30〜15:10

監査委員監査における「期待ギャップ」の考察
発

表

者

公認会計士

長地孝夫氏

の証憑を作成させたり、予算の流用のために費用項

厚生部

目を差し替えたり等が行われていた。ただし、その
ような状況にあっても公金の支払プロセスにおいて
命令と執行の職務分掌を明確に行うように内部統制
が整備・運用されていた地方公共団体では不適正経
理の件数が少なかったという調査結果もある。この

ご案内

ような地方公共団体の状況によって、監査委員監査
の必要性が高まった。
一方、監査委員の質的な問題も考えられる。例え

会長活動報告

監査委員が実施する監査には、合規性監査と業績

ば会計検査院の研修制度は、基礎研修から始まり、

監査とがある。このうち法令等のルールへの適合性

検査能力向上、検査技術充実や専門知識・技能の習

を検証する合規性監査が監査委員監査の業務のほと

得等充実した研修制度を整備している。それに比べ

んどを占めるが、それぞれにおいて期待ギャップが

ると監査委員の研修は質・量ともに十分ではなく、

存在するという仮説の検証を行った。

地方公共団体によっては研修を受講させる交通費等

ＣＰＥ研修会
会員異動

会計検査院が指摘した「不適正経理」の実態によ

の予算がなく、受講機会も限定されている場合があ

ると、地方公共団体における法治主義の不徹底と内

る。そのような状況にあっては、監査委員の専門能

部統制機能の欠如によって不適正経理が行われてき

力が欠如し、不適正経理を監査委員が発見できない

た。その手口として使用されるのが、事務費の中に

状況となる。したがって、監査委員の能力担保措置

ある庁費とくに需用費である。単年度予算を前提と

が必要となり、監査委員監査においても職業的懐疑

しているため、予算は使い切らなければならないと

心の保持が要求される。

事務局だより

いう意識があり、返還金が生じないように業者に預

現実問題として、法が期待している監査委員監査

け金として予算を消化していた。また、事務手続き

と、監査委員側が認識している責任範囲としての業

の省力化を図るために複数の納入を一括払いとして

務水準レベルに大きな期待ギャップが存在してい

処理することが横行し、それを利用して虚偽の内容

る。合規性監査において、法は行政全般に対する監

08
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申が平成28年3月16日に出され、適切な役割分担に

権限もなく、不正の摘発を目的とした監査を実施し

よるガバナンスが明確化された。つまり、首長は内

ているわけではないので、都市監査基準準則に定め

部統制を構築する責任を有し、監査委員はそれを

報

る監査手続を実施しておけば責任を果たしたと認識

チェックするということが基本的認識とされた。そ

告

している。したがって、地方公共団体の問題として

の認識のもと、監査の実効性を確保するためには統

は内部統制の欠如が、そして監査委員の問題として

一的な監査基準が必要であり、監査の独立性、専門

は専門能力の欠如があり、法の期待と監査委員の認

性を確保し、事務局の充実等適切な資源配分を行う

識とにギャップが生じてしまうのである。

ことが求められた。それをうけ、平成28年8月25日

寄

また、地方公共団体の施策等について経済性、効

に都市監査基準準則から都市監査基準へ改訂が行わ

稿

率性、有効性を検証する業績監査については、そも

れ、強制規範として遵守が必要となった。リスクア

そも実施している地方公共団体が少ない。業績監査

プローチの導入が明文化され、一般基準においては高

が導入されたのは、地方公共団体の財政難を背景と

潔な人格の維持、独立的かつ客観的な公正不偏の態度

して、最小の経費で最大の効果をあげたかどうかを

の保持、守秘義務、自己研鑽が求められている。
上記を踏まえ、監査委員監査に対する期待ギャッ

ことから業務実施範囲に制約があり、ガイドライン

プを解消するために検討すべきは、精神的独立性を

もなく、事務局の体制も脆弱であることに加え、監

確保するための要件、研修制度の充実、公認会計士

査委員に業績監査を実施する専門能力もないこと

の専門的能力の活用、外部監査の適用、内部統制評

が、実施している地方公共団体が少ない原因となっ

価報告書の審査、事務局の共通化等による監査委員

ている。

事務局の充実化等であり、公認会計士が果たす役割

このような状況を受け、第31次地方制度調査会答

地区会

検証するためであったが、政策評価は対象外である

定例役員会

視とチェックを期待している。一方、監査委員側は

も期待されている。
（報告：田中久美子）
厚生部

我が国における会計基礎教育の現状と今後の展望
パネリスト

関西大学大学院会計研究科教授
柴

１．日本公認会計士協会の取り組み

東京書籍株式会社 編集局社会編集
部 中学社会編集長 和田直久氏

JICPAでは2005年から小中学生向けの会計講座

（JICPA企画本部企画グループ長 永井穂氏）
「ハロー！会計」を実施している。ケーキの原価計

日本公認会計士協会常務理事、公認
会計士 佐藤裕紀氏

算など身近な事例を使い、受講者はのべ３万人に上

日本公認会計士協会企画本部
グループ長 永井 穂氏

蓄積している。2016年には会計教育推進会議を設

企画

り、全国共通コンテンツや教授法・運営ノウハウを

会長活動報告

東洋大学文学部教育学科教授
栗原 久氏

ご案内

コーディネーター

ディスカッションが行われた。

健次氏

置し、2017年には基本方針を打ち出し、学校教育
備した。基本方針では「会計リテラシーとは生きる
上で最低限必要な会計知識」を共通認識とした。

ＣＰＥ研修会

への働きかけを強化するなどJICPAの推進体制を整

２．会計基礎教育の必要性
柴健次教授）

JICPAの委託を受け「会計基礎教育に関する実態
等の調査報告書」を2018年３月に提出。その中で
は、会計基礎教育とは会計リテラシー教育を根底に

り、これに担当常務理事が加わった５人でのパネル

おくものとしている。これは学校教育においては算

17709
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最初に各分野4人からのプレゼンテーションがあ

会員異動

（関西大学大学院会計研究科

特
集

数、家庭科、社会などに相当する。会計リテラシー

方」の理解を特徴として入れている。これは「分か

教育とは、アカウンタビリティに基づく報告を行う

る」から「できる」への進化と言える。

報

という会計哲学、会計機運と開示制度からなる会計

告

報告、会計情報を作る技術と読む技術から構成され
る。報告書では４つの提言がなされ、現在社会のリ

パネルディスカッション
「何を、誰に、どのように伝えていくか」

テラシーの中に会計が果たす役割の重要性を認識

4人のパネリストのうち永井氏をコーディネー

寄

し、基礎知識を教育課程に展開していく事を求めて

ターに、JICPA常務理事

佐藤裕紀氏を加えた5人

いる。

でパネルディスカッションが行われた。JICPAはこ

稿

の問題に取り組んでおり、柴教授をリーダーとする

３．今次の学習指導要領改訂
（東洋大学文学部教育学科

栗原久教授）

プロジェクトで研究を行い、この成果は来年JICPA
から出版される予定である。

定例役員会

学習指導要領とはほぼ10年ごとに改訂され、教科

今まで会計教育は、簿記を代表とする高等教育・専

書作成の基礎となるものである。2020〜22年に実

門教育として実施されており、義務教育の現場に入っ

施される小中高の指導要領では、公民の中に「企業

ていなかった。何を教えるかは緊急の検討課題であ

会計」や「会計情報」が盛り込まれた。簡単にまと

る。また高等教育においてさえ「会計は何のためにあ

めると、小３で「地域の生産と販売」、小４では

るのか」という会計哲学を習わないことも多い。

地区会
厚生部

「インフラ産業や廃棄物処理」、小５に「農水産物

会計は認識・測定・報告であるが、報告のない測

の価格や費用」、小６では「政治」で、予算・租

定は無いので、アカウンタビリティが基盤であると

税・納税である。中学高校になると「経済」とし

いえよう。情報の非対称性というテーマが消費者教

て、市場経済や金融、社会資本や財政になる。特に

育にあるが、これは会計教育でも同じだ。社会科は

経済活動の項目で「起業」や「金融」を取り扱うこ

社会を理解するための教科であり、企業会計を通し

ととされ、指導要領ガイドラインにおいて「企業会

て社会を理解してもらいたい。

ご案内

計の意味を考察」し「利害関係社への適正な会計情

これからの時代、会計リテラシーを学ぶことは重

報の提供と活用を通して社会の仕組みを理解する

要であるから、義務教育を含む高校まででどのよう

事」が求められている。これらは義務教育や高校の

に教えるかを考えなければならない。しかしなが

普通科での授業が想定されており、専門課程ではな

ら、教える立場の教師側の知識が必ずしも十分でな

い会計の授業が必要となる。現在は存在しない科目

いため、かなりの困難が予想される。社会科の先生

なので、関係する専門家や関係機関との連携・恊働

は、歴史や地理が専門であることが多く、公民を専

など今後の対応が求められる分野である。

攻し経済に興味のある先生は極めて少ないからだ。

会長活動報告

先生方にどうやって興味を持ってもらうかが鍵とな

４．中学校社会科における経済学習

ると思われる。

（東京書籍株式会社 編集局社会編集部 中学社会編集長 和田直久氏）
公民的分野には4分野あり、その１つが「経済」
だ。「経済」には更に①消費と家計、②資本主義経

ＣＰＥ研修会

済と企業、③貨幣と金融、④財政と租税、⑤その他
（グローバル経済、環境、持続可能性など）から成
る。現行の教科書においても②では株式会社の仕組
みや利潤の配分、CSR、アカウンタビリティの記述
が見られるが、更に次の指導要領では「見方・考え

会員異動

（報告：梨岡英理子）

事務局だより
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ダイバーシティ経営の衝撃
〜ダイバーシティはイノベーションを創出するのか？人口減少を克服するのか？〜
報

直面した会社等、必要に迫られて推進した会社はあ
るが、ほんの一握りであり、その他の会社はその効
果について半信半疑であり進んでいないのが現状で
ある。推進している経営者であっても女性推進活躍
法の影響で仕方なく行っている場合が多いと述べら
れた。業績の向上との結びつきの面では、企業の人
材の登用は価値観（誠実さ）、信念、能力、動機な
ど深層的、非統計的項目が大事であり、そういう人
材こそ企業の業績向上につながるが、いままでの企
業は年齢や性別、学歴や資格、雇用形態など表層
的、統計的事項によって選抜される場合が多い。ダ

て人材を活用する事であり、これにより企業の業績
向上につながる事になると話された。また日本企業
の現状の課題は、日本企業の多くは危機に直面して
おらず、人材の育成には多額の投資が必要であるが
女性は「腰かけ」という先入観念があるところであ

厚生部

立教大学経営学部教授、一般社団法
人ジャパンダイバーシティネット
ワーク ダイバーシティ・マネジメ
ントの論点整理研究会主催者
尾崎俊哉氏

地区会

イバーシティ・マネジメントの推進は真に価値観
（誠実さ）、信念、能力、動機などを判断基準とし

モデレーター

定例役員会

日本公認会計士協会東京会業務委員
会委員、日本公認会計士協会東京会
三多摩会幹事、一般社団法人ジャパ
ンダイバーシティネットワーク ダ
イバーシティ・マネジメントの論
点整理研究会 碇信一郎氏

会社は、日産、りそな、JALのような存亡の危機に

稿

日本公認会計士協会東京会女性会計
士活躍促進プロジェクトチーム、一
般社団法人ジャパンダイバーシティ
ネットワーク ダイバーシティ・マ
ネジメント研究会 角田朋子氏

現状ダイバーシティ・マネジメントを推進している

寄

株式会社日立製作所キャリアコンサ
ルタント、一般社団法人ジャパンダ
イバーシティネットワーク ダイ
バーシティ・マネジメントの論点整
理研究会 河田えり子氏

告

パネリスト

る。尾崎教授は企業にイノベーションを起こすため
には、異なる考え、価値観、規範を持つ人材からな
ご案内

る組織が必要であると述べられた。

３．21世紀の経営モデル
角田氏からは、ダイバーシティ・マネジメントの
プについて説明がされた。20世紀と21世紀の社会は

碇氏より今回の発表のきっかけとなった一般社団

社会環境、産業モデル、市場志向、マネジメントと

法人ジャパンダイバーシティネットワークの活動に

も変化しており、経営モデル自体を変革する必要が

ついての説明があり、続いて尾崎教授より、ダイ

あり、画一性マネジメントから多様性マネジメント

バーシティ・マネジメントの理解という題でディス

へ変化する必要がある。この処方箋がダイバーシ

カッションが始まった。

ティ・マネジメントの実現であり、推進の必要性が
あると話された。その実現のステップは、①経営理
念の策定をあげられ、多様な人材をまとめるために

尾崎教授は、1．人材の多様性をめぐる日本企業

は目指すべきビジョンを明らかにし、トップ自らが

の現状、2．業績向上との結びつきをどう理解する

経営理念を浸透させていく事が必要である。ステッ

か、3．日本企業の現状のなにが問題かの3つの切り

プ②は多様性活用体制の整備が必要であり、ここで

口で話された。

一番大事な事は権限委譲であり、変化する環境に迅

人材の多様性をめぐる日本企業の現在の話では、

会員異動

２．ダイバーシティ・マネジメントの理解

ＣＰＥ研修会

１．はじめに

会長活動報告

必要性と実現のための一つの例として4つのステッ

速に対応するためには、迅速に動ける組織体制が必
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特
集

要であると話された。ステップ③は多様性文化の醸成

用や女性管理職を出す事等のKPIの達成に終始し、

であり、そのためには異質の尊重、挑戦を奨励し失敗

本当の意味での多様性の追求は出来ていないとの結

報

から学んだことを評価することやオープンコラボレー

果が示されている旨を話された。

告

ションの尊重が重要である。ステップ④は多様性レベ
ルの向上で、女性管理職比率など間違った尺度ではな

５．最後に

く、本当の能力資産の量的増加や質的向上を評価して

最後に各パネリストより、日本企業の経営者の多

行く事が必要であると説明された。

くはダイバーシティ・マネジメントに本気度が少な

寄

く、危機感が少ないという意見があり、本気で経営
者がダイバーシティ・マネジメントを進める為に

河田氏からは関東の大手企業を中心に管理職やダ

は、経営者が本当の意味でのダイバーシティ、性別

イバーシティ担当者に対して行われた「ダイバーシ

や人種の多用性でなく能力の多用性が必要であるこ

定例役員会

ティ・マネジメント調査」の結果について話され

とを理解し、強い意志をもって推し進めて行く必要

た。経営トップの多くは「組織の多用性」の実現を

があるという話があった。

地区会

仕訳データ活用にみる未来の展望

稿

４．ダイバーシティ・マネジメントの現状と課題

経営上の課題ととらえているが、性別に関係ない登

発

表

者

公認会計士

前野高久氏

（報告：髙見勝文）

対１ではなく、複数の仕訳が合算されている。こ

厚生部

発表者の前野氏は

のため、これらの合算仕訳を勘定科目が１対１の

仕訳データを利用し

仕訳に変換する作業である。仕訳一行化により、

た分析システムを開

仕訳データの情報価値が大幅に向上する。

発した経験に基づ
き、仕訳データ活用

３．仕訳データの分析

についての研究発表

仕訳データの分析手法について、①ベンフォード分

ご案内

を行った。以下では、発表の項目に従い内容を記載

析及び②仕訳パターン分析について解説が行われた。

する。

①ベンフォード分析
ベンフォード分析とは、仕訳金額の最初の桁の

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

１．なぜ仕訳データなのか

数値が、ベンフォードの法則による出現確率より

一般的に、粉飾は取引データの改ざん等を伴って

もはるかに高い頻度で出現する場合に、人為的に

行われる。企業によって取引データの形式は様々で

作られた偏りのある仕訳群である可能性が高いと

あるが、財務諸表の作成プロセスを考えると、すべ

して認識する分析手法である。なお、ベンフォード

ての企業において必ず仕訳プロセスを通ることか

の法則とは、自然界に出てくる多くの（全てのでは

ら、仕訳データを対象に分析を行うことで、多様な

ない）数値の最初の桁の分布が、一様ではなく、あ

企業における粉飾の兆候を発見できる。

る特定の分布になっているという法則である。
②仕訳パターン分析

２．仕訳データ利用の準備
仕訳データを分析に利用するには、①データの定

仕訳パターン分析とは、異常な仕訳パターンを見
つける手法である。仕訳パターン分析の代表的な方

会員異動

型化、②仕訳一行化の作業が必要になる。

法は、仕訳データの分布をグラフ（散布図）で見る

①データの定型化は、異なる会計システムのデータ

方法がある。仕訳データの散布図を人の目で見て異

を同一の表形式に変換する作業であり、複数の企

常検知することは可能であるが、数多くの仕訳パ

業を同一の処理手順による分析が可能となる。

ターンにわたり異常データを抽出する作業は、機械

事務局だより

②仕訳一行化は、通常の仕訳データは勘定科目が１
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を利用することが業務の効率化になる。

特
集

とができる。確率密度から異常度のしきい値を設

なるモデルを作り、そのモデルから外れたデータ

定し、それを超える異常度をもつ仕訳データを異

を検知する技術によりなされる。異常検知モデル

常な仕訳として識別することが可能になる。

報

機械を利用した異常検知は、データから正常と

告

化は多くの手法が存在するが、発表では、最も分
かりやすいカーネル密度推定の手法についての説

４．最後に

明がなされた。

仕訳データ分析において、AIによる異常値の識別
を監査業務で利用するためには、監査人がなぜAIが

的なデータを、確率密度関数による連続的データ

この仕訳を異常値として識別したかどうかについて

寄

に変換してあらゆる範囲の値に対してもその発生

理解する必要がある。ITを駆使した監査業務の必要

稿

確率を算定できるようにする手法である。カーネ

性は高まっており、社会のニーズに応えるために

ル密度推定を利用することにより、あらゆる日

は、仕訳データ分析に関する知識のオープン化によ

付、金額の仕訳データに対して確率密度を得るこ

る成果の共有が必要である。
（報告：奥澤

望）

定例役員会

カーネル密度推定は、仕訳データのような離散

人口減少社会を乗り越えるための公会計（町田市の事例）とスポーツビジネス
１．新地方公会計と町田市における活用事例について
町田市は東京のベッドタウンとして人口が増加し
てきたが市外に転出する20代も目立ち、2020年を

日本公認会計士協会東京会公会計特
別委員会公会計小委員会副委員長
加藤暢一氏

ピークに減少が見込まれている。既に多くの自治体

町田市行政課担当係長 三宅紳平氏

ストとその効果を斟酌した満足度の向上が課題と

有限責任 あずさ監査法人スポーツビ
ジネスCenter of Excellence アシ
スタントマネージャー、公認会計士
得田進介氏

なっている。

日本公認会計士協会東京会業務委員
会委員 後藤康彦氏

ポーツ環境の整備（支える）という視点でスポーツ

は人口の減少により、現状の行政サービスを維持す
ることが困難な状況が生じつつあり、サービスのコ

厚生部

同市では「スポーツで人とまちが一つになる」を
テーマに基本理念を定め、①トップスポーツの支援
（見る）②市民スポーツの普及・推進（する）③ス

ご案内

コーディネーター

日本公認会計士協会東京会業務委員
会委員長、日本公認会計士協会東京
会豊島会会長 中嶋寿康氏

地区会

パネリスト

施策・事業が実施されている。
の作成等によりストック情報が作成され、減価償却
費や退職給付費用等のフルコスト情報が把握される

会長活動報告

新地方公会計では、従来とは異なり固定資産台帳

ことから、一般的な企業会計の概念に近くなってい

で、より住民、議会が理解しやすい環境が構築可能
となると考えられる。
同市では新公会計制度を積極的に導入してきてお
り、（１）各組織・事業におけるマネジメント（課

化が進んだ数十年後における日本の未来図でもあ

題認識と取組の明確化、目標設定）に活用し、併せ

る。セッションにおいては、新地方公会計制度とス

て職員の意識改革を図ること。（２）企業会計と同

ポーツビジネスが、人口減少社会で果たす役割の可

様に事業のフルコストを見える化し、市民への説明

能性について発表された。

責任を果たすことを目的として取り組まれている。

17713
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具体的には課別だけでなく、各課で実施している事

会員異動

首都圏一極集中による地方の過疎化は、少子高齢

ＣＰＥ研修会

る。当該情報を活用したマネジメントを行うこと

特
集
報

業別、すなわちセグメント別に行政評価シートを作

プロスポーツの活性化が経済効果だけでなく住民の

成し、得られる情報を活用して事業の継続、課題改

地域への愛着心の向上や、スポーツを起因とした交

善のマネジメントに取り組まれている。

流人口の増加により（地方の魅力と併せ）、定住化

告

スポーツ事業においても、行政評価シートが作成

につながる可能性も考えられる。

寄
稿

されており、観戦者数の増加や、体育館利用者の増

また、スポーツの新しいコンテンツとしてｅス

加と単位当たりコストの低減等の情報をベースに

ポーツ（オンライン対戦ゲーム等）の紹介があり、

PDCAサイクルが回されている。今後は参加してい

パリ五輪では正式種目になる可能性があるとの話も

る新公会計普及促進連絡会議等を通じて、他自治体

紹介された。ｅスポーツはその特性として年齢、男

との評価手法の意見交換、自治体間における類似事

女を問わず、地理的要因も関係ない極めてボーダレ

業との比較等、行政サービスの向上に努めていきた

スなスポーツであり、今後は新技術の導入や、バー

いとの事であった。

チャルとリアルがより融合した新たなエンターテイ

定例役員会

メントスポーツとして発展する可能性がある興味深

２．日本におけるスポーツビジネスと課題

い分野のようである。

官民戦略プロジェクトにおいて、スポーツの成長

地区会

産業化があげられており、2025年には15兆円を目

３．セッションの最後に

指すとされているが、例えばプロスポーツの収入規

日本の人口減少問題とは逆に、世界レベルでは人

模の比較で言えば１兆円を優に超すアメリカのNFL

口増加により、地球の生産力では食糧・エネルギー

と比べるとプロ野球やJリーグは足元に及ばない水

等が賄えない事態が予見される。経済学における市

準であり、スポーツ産業としてみるとまだまだ課題

場メカニズムが社会全体の幸福を導くという概念

が多い。

は、様々な格差問題や、先に進んだものと遅れてき

厚生部
ご案内

核となるスポーツの現場での共通課題、①ガバナン

たものとの対立の構図が生じつつあることを考える

ス（組織体制）、②コンプライアンス、③アカウンタ

と、考え直す時期に来ているのかもしれないという

ビリティー（予算管理、会計報告の信頼性、情報イン

話があった。地方は日本の経済成長から取り残され

フラの脆弱性等）の三つの問題点の克服が重要であ

た反面、昔からの日本の良いところが多く残ってい

り、今後はマネジメント能力の向上がスポーツの魅力

る。地方の魅力を再確認しながら地方活性化に取り

を向上させる重要なファクターとなるようだ。

組むことは、思っている以上に大事なことなのかも

スポーツによる地方の活性化という観点からは、

知れないと感じた。
（報告：和田林一毅）

会長活動報告

研究発表

第2部

15:40〜17:20

地域イノベーションにおける公認会計士の役割について
発

表

者

公認会計士

岡田育大氏

ＣＰＥ研修会

のままタイトル通りである。自己紹介が地域イノ
ベーションの事例となっていた。
日本では人口減少による経済の停滞が危惧されて
いるが、四国ではすでに1980年から人口が減少し
ており、国より先に危機を体験している。会計士に

会員異動

ついていえば、人口減少→労働力不足・後継者不足
→経済停滞→会計士不要という流れを経験し、これ
を覆すため、労働力不足を新規事業創出で、後継者

事務局だより

地元徳島を愛する会計士・岡田育大氏の半生がそ
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不足を事業継承で対応し、経済を向上させ地方にお

特
集

ける公認会計士の役割と存在を生み出しているとい

を生み出したり、既存事業を拡大したりするのであ

う事例を紹介した。

る。すべてが成功した訳ではなく、失敗事例もあ

事例は「事業承継」「事業創出」「既存事業の拡

る。だが何より「自分がやる」という思想で牽引す

報

大」の３つ。分かりやすい事例は、老舗の木材卸し

ることで、新しい空気が生まれそれが更にさまざま

告

企業を承継して社長となり、本業は集中と選択で維

な価値を生み出していることは間違いない。
門とする公認会計士は都市部にしか存在し難いが、

新規起業というもの。課題も多いがアクティブにク

地方の公認会計士は地域を知り地域経済の持続可能

リアしている（ただし林業は後に清算）。渋谷に徳

な発展を促すために非監査業務に従事することで、

島原産品のみを扱うレストランを開業する、お遍路

重要な存在意義を見いだすことができる。岡田氏の

のためのテンプルステイ事業を行うなど、郷土愛溢

まとめは「自ら代表となって事業を運営し、地域を

れる事業が人々を巻き込み、成功を促していくよう

良く知り地域に根ざして起業し、自分が主体となっ

に思える。

て伝統を活かすこと」であった。第三者である公認

すべては「地域おこし」がベースであり、「徳島
に誇りをもつ」ための活動が人材を育成し、ネット

会計士ではなく、主体的に活動する事業家としての
役割が求められると感じた。

ワークを築いていく。これらが熟成されて新規事業

（報告：梨岡英理子）
地区会

人口減少社会に立ち向かうための女性公認会計士活躍のあるべき姿について
パネリスト

名古屋大学大学院経済学研究科教授

女性会計士活躍促進協議会副専門委
員長、東海会女性会計士活躍促進
PTリーダー 淺井明紀子氏

コーディネーター

ダイバーシティ経営が、現在の日本で求められる
理由は、市場環境の不確実性の増大、グローバル競
争の激化、労働力供給構造・価値観の変化等に対応
していくためである。また、ダイバーシティ経営に
おいては、多くの場合において「女性の活躍」も求
められており、ESG投資やなでしこ銘柄など、資本
市場における評価にも関連する。

２．ダイバーシティ（経営）は価値創造に寄与するか
ダイバーシティ（経営）の効果として、まず以下
のような「組織活性化効果」があげられる。

会長活動報告

女性会計士活躍促進担当常務理事
林 敬子氏

ジティブな観点）から導入されたものである。

ご案内

公認会計士、東レ経営研究所ダイ
バーシティ＆ワークライフバランス
推進部上席シニアコンサルタント
塚越 学氏

問題（白人男性管理者優遇問題）の是正の観点（＝ポ
厚生部

角ヶ谷典幸氏

定例役員会

流で林業をM&A、下流に行ってバイオマス事業を

稿

資本主義経済の健全な発展に尽くす監査業務を専
寄

持、上流に行って木材チップ加工業を新設、更に上

・多様な人材からなるチームは、同質的なそれより
・役員会が多様な人種から構成されているとレピュ
テーションが高められ、業績が良い。
・多様な組織風土と職場定着率は正の相関にある。

「ダイバーシティ経営」とは「多様な人材を活か

・WLB推進型企業は生産・利益効率が高く付加価
値を生み出している。特に、育児介護支援成功型
であることと企業のパフォーマンスが強く相関し

し、その能力が最大限発揮できる機会を提供すること

ている。

で、イノベーションを生み出し、価値創造につなげて

また、「業績向上効果」という観点からの研究結
果もあげられている。

17715
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いく経営」であり、1960年代に、米国において人権

会員異動

１．ダイバーシティ経営とは

ＣＰＥ研修会

も複雑な作業をよりよくこなす。

特
集

・女性役員比率と企業の財務業績指標は正の相関関
係にある。

く受けており、コンテクストにより促進されること
も打ち消されることもあるという性質を有している。

報

・管理職／正社員の女性割合が増えると企業の生

告

産・利益効率が上昇する。

（「性別」×「コンテクスト」＝「ジェンダー」）
実際に、一般的な女性の特性としてあげられるリ

（ただし、必ずしもすべての分析で「女性の活用＝

スク回避的な態度は、経営管理者のサンプルについ

企業の利益効率上昇」という結果が得られている

ては当てはまらないという研究結果も存在する。ま

わけではなく、長期的な企業成長においては女性

た、女性によるイノベーションの潜在的可能性は組

寄

活用の影響は受けないという見解もある。）

織風土に影響されることもわかっており、女性活躍

稿

その他、女性役員が一人以上いる会社は訂正報告書

に際しては、女性が活躍できるような組織風土の醸

が公表される可能性が低い、女性役員の割合が高いほ
ど不正が少ないといった調査結果も存在している。

成が重要と考えられる。
なお、角ヶ谷教授は、「ジェンダー・ディファレ

定例役員会

ンスは存在するのか」について、日本の公認会計士

３．ダイバーシティ（経営）はイノベーションを促進させるのか

を対象とした研究についても実施している。

地区会

多様性（ダイバーシティ）がイノベーションを生

当該研究結果によれば、クライアントが連結外し

むという研究成果がある一方で、連携が取れなくな

を行いたいと考えている場合、平時であれば女性会

る、対立が高まるなどにより「多様性はイノベー

計士・男性会計士でその判断に差異はないが、有事

ションに結びつかない」と結論づける研究成果も多

の場合は、女性会計士は男性会計士に比べ、クライ

く存在する。

アントの連結外しを認めない傾向にあるとのことで

厚生部

これは、イノベーションの促進には、単に多様で

あった。（ただし、性別だけではなく、会計士自身

あれば良いということではなく、他人と違う考え・

の自己観が独立的か協調的かによっても異なる傾向

行動への寛容、リスクをとり新しいことを生み出す

がみられており、性差だけではなく、コンテクスト

ことへの肯定的評価など、イノベーションを促すた

に依存する面も大きいといえる。）

めの社会的な要因が文化・慣習として根付いている
ことが必要であるということを示唆している。
また一般に、創造的な活動を行う際には、男性は

５．パネルディスカッション・おわりに
これまでの説明を受け、以下のテーマによるパネ

ご案内

リスクを恐れない傾向、女性はリスクを回避する傾

ルディスカッションが行われた。

向にあるといわれている。では、女性のこのリスク

・組織のガバナンスについて

回避的な傾向は、イノベーションの促進を制約する

・働き方改革について

といえるだろうか？

・チームビルディングについて

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

イノベーションの促進においては、男性のリスク

いずれも、社会的・文化的コンテクストという観

選好的態度だけでなく、女性の現実適応能力（に基

点と関連した内容となっており、組織のガバナンス

づくリスク回避的態度）のバランス・補完関係が必

では、トップのメッセージに対し、身近な上司の発

要である。また、男性と女性が協働する環境が整っ

言が打ち消し効果を発揮していないか？ 働き方改革

ていれば女性のリスク回避的な態度はイノベーショ

では、組織風土の醸成という観点でトップがまず実

ン促進の制約とはならず、商品開発において女性を

践する必要があること、チームビルディングにおい

活用したプロダクトイノベーションがなされている

ても、人の関連性の質を上げる、つまりはコミュニ

事例等が存在している。

ケーションの向上が重要であることが話された。
最後に、ダイバーシティのルーツは現状打破・イ

会員異動

４．ジェンダー・ディファレンスは存在するのか

ノベーション・価値創造にあり、現在の環境はピン

前述のとおり、男性・女性の間には特性・判断力

チではなくチャンスとしてとらえるべきであるこ

などの傾向に差異がみられる。ただし、この差異

と、また、性別は生来のものだが、ジェンダーは

は、生来の性別に基づく一般的特性という性質だけ

（コンテクストに依存するため）変えることができ

ではなく、社会的・文化的コンテクストの影響を強

ると伝えられた。
（報告：小野寺和子）

事務局だより
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AI技術の展開とビッグデータ環境下の会計・監査のイノベーション

青山学院大学大学院会計プロフェッ
ション研究科教授 町田祥弘氏

田中 宗氏（早稲田大学高等研究所准教授
科学技術振興機構さきがけ研究者）
量子アニーリングとは、膨大な選択肢の中から、
最適な組合せを探索することを目的とした計算技術

早稲田大学高等研究所准教授、科学
技術振興機構さきがけ研究者
田中 宗氏

満たす解集合の中で、最もコスト関数が低くなる

早稲田大学商学学術院教授
薄井 彰氏

分野に対して、量子アニーリングの可能性を検討し

であり、組合せ最適化問題とは、与えられた制約を

稿

早稲田大学商学学術院教授
池田昌幸氏

寄

（利得関数が高くなる）解を求める問題である。世
界各地の大学、企業、国立研究所がそれぞれの得意
ている。

定例役員会

コーディネーター

２．量子アニーリングの現状と将来展望

告

公認会計士、元日本公認会計士協会
常務理事 高橋秀法氏

報

パネリスト

３．新たなIT環境下における監査のイノベーション

2016年3月8日の「会計監査の在り方に関する懇

地区会

町田祥弘氏（青山学院大学大学院会計プロ
フェッション研究科教授）

談会」において、「より多くの監査法人等において
ITの有効な活用に向けた検討が進められ、リスクに
協会が積極的な役割を果たして、監査におけるITの

薄井 彰氏（早稲田大学商学学術院教授）

される。」との提言があった。IT活用の方向性とし

効果的な活用に向けた取組を進めていくことが期待

キストデータ分析、SNS（social networking service)

の取引データの中から、不正等の端緒を把握しよう

データ分析、経営者の発言、株主総会や決算説明会

とする動向がある。ただしビッグデータとして、企

などの音声分析や映像分析にまで拡大している。ま

業の取引データのすべてを監査システムに取り込む

た、年次データや四半期の財務諸表データに加え

ためにも、被監査企業のデータの標準化が必要とな

て、日次やリアルタイムでの取引データの蓄積が進

る。アメリカではすでに、アメリカ公認会計士協会

んでいる。こうしたコンピュータ技術や情報システ

によって、2013年8月以降、XBRL技術を利用した

ムの発展によって、それらのビッグデータを解析す

「監査データ標準」（ADS）が公表されている。

ることが可能となる。Benedikt and Osborneのオッ

について、コンピュータ化の影響を受けやすい仕事を
推計したところ、「Accountants and Auditors」は

４．AI等を活用した監査実務の取組と
今後の展開・課題に関する考察

業務がコンピュータ化されるという結論が出た。①

企業活動の国際化やIT社会の進展に伴い、企業の

認知および操作タスク②創造的知性のタスク③社会

業務遂行においてもいろいろな局面で急速な変化が

的知性のタスクはコンピュータ化されにくい業務と

見受けられている。こうした中で会計監査業務に関

されており、これらに該当しない会計業務はコン

しても、網羅性や効率性、さらには監査品質の高度

ピュータ化される可能性が高い。

化の観点から、AI等を活用した監査手法の調査・研

会員異動

94%、「Auditing Clerks」は98％の確率で、その

高橋秀法氏（公認会計士、元日本公認会計士
協会常務理事）

ＣＰＥ研修会

クスフォード・レポートによると、米国の702の職種

会長活動報告

ては、ビッグデータの活用により、現在または過去
ご案内

現在、経営分析の領域は、数量分析だけでなく、テ

厚生部

応じたより深度ある監査の実施が可能となるよう、

１．AI技術とビッグデータが会計・監査制度
および会計プロフェッションに及ぼす影響

究・実践が進められているところであり、将来的に
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はAIに取って代わられる業務の代表例として取り上

公開情報を加工するのみの職業は淘汰される

げられたことも相俟って、AI活用の監査への関心が

可能性が高い。

報

（２）情報の正確性がブロックチェーンにより担保

高まっている。

告

こうした状況の下、AI等の活用に関する公認会計

されれば、投資家は監査報告書を待たずにリ

寄

士業界としての課題を以下のように考えている。

アルタイムに手元で財務諸表を作成可能。そ

（１）監査制度・監査基準等への影響

の他に、音声、画像、テキスト情報もAIに

（２）監査人材の在り方への影響

よって投資情報に利用可能となるが、これら

（３）会計士協会の今後の対応

が悪意をもった情報、虚偽情報でないことの

稿

①AI、ロボティクス等の進化するIT技術を活用

判断を行う業務のニーズが生まれる。
（３）強度効率性（当該企業に関する非公開情報も

した監査の在り方
②監査業務等におけるITの活用領域の識別と将来
定例役員会

的な公認会計士のスキルセット
③中小監査事務所によるIT利用促進のための支援

含む全情報（インサイド情報等））は依然と
して成立しないと予想される。監査人が監査
業務で知り得た情報は依然として内部情報。
ブロックチェーンにアクセス可能な投資家と

５．ファイナンス理論とFinTech
池田昌幸氏（早稲田大学商学学術院教授）

そうでない利害関係者で、内部情報の入手に
不公平が生じる問題が起きてくる。

地区会

（１）AI、ビッグデータ環境下では、熾烈な競争と

（４）長期のタイムホライゾンで資産形成を行う投

技術革新は結果として証券市場の弱度効率性

資家は、AI、ビッグデータ化の環境変化に動

（当該企業証券の市場取引に関する利用可能

ずることなく、ロボアドバイザーに従い、リ

な全情報（過去の株価等））及び半強度効率

スク許容度に応じて悠然と分散投資、ポート

性（当該企業に関するすべての利用可能な公

フォリオ運用を心がければよい。
（報告：常田英貴）

厚生部

開情報（財務諸表等））を飛躍的に高める。

第46回日本公認会計士協会学術賞受賞作品

ご案内

プラットフォーム企業のグローバル戦略
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム
発

表

者

筑波大学ビジネスサイエンス系教
授、博士［経済学］［東京大学］
立本 博文氏

業ネットワークの時代、2000年代ビジネス・エコ
システムの時代へ変遷してきた経過について紹介さ

会長活動報告

れ、今回の研究は、この中の企業ネットワークやビ

１．はじめに

ジネス・エコシステムがベースになっていることに

この研究発表は、日本公

ついて説明された。

認会計士協会2017年度

学

術賞を受賞された『プラッ

この研究のキーワードについては、次の通りである。

ＣＰＥ研修会
会員異動

トフォーム企業のグローバ

『プラットフォームビジネス』…ビジネスモデルや

ル戦略：オープン標準の戦

ビジネスモデルを支えている主たる製品・サービ

略的活用とビジネス・エコ

ス自体のことであり、また、それを提供している

システム』(有斐閣)についての報告である。この著

企業をプラットフォーム企業という。代表例とし

書は414項からなる大作であるが、それを分かりや

ては、アマゾン、アップル、Google、LINE、楽

すく解説された。

天などが挙げられる。

２．プラットフォーム企業の戦略を考える上での基礎情報

『ビジネス・エコシステム』…産業環境のことを意

事務局だより

はじめに、経営戦略論の歴史として、1950年代

味し、具体的には、自分を取り囲んでいる各種要

の完全垂直統合の時代から、1980年・90年代の企

因、ライバル企業、支援してくれる企業、ユーザー
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との関係、制度や商習慣などである。

また、産業構造への影響として、プラットフォー

フォーム企業が中心にあり、その周りでプラット

新興国産業のキャッチアップが促進され、国際的な

フォームビジネスが展開され、その展開している環

産業構造の転換を引き起こす。これは、現在、プ

境がビジネス・エコシステムという関係になる。

ラットフォーム企業は先進国企業に多いが、製品や

告

ム企業が自社のために①②③の戦略を実行すると、
報

プラットフォームとの関連としては、プラット

システムなどの大部分を他の企業に委託する。これ
『オープン標準』…プラットフォームビジネスを展

を受託している企業は先進国企業ではなく、発展途

開する中で、技術や情報を開発した1社で独占す

上国企業が担うことになる場合が多いことが要因で

寄

るのではなく、多くの企業で共有しビジネス展開

ある。これらの結果、既存の産業構造の強化ではな

稿

することをいう。このオープン標準化が進むと、

く、新しい産業構造の誕生が促進されることになる。

結果としては、プラットフォーム企業が台頭する。

これらをインテル社のチップセットとCPUビジネ

国際的なオープン標準が進展すると、プラット

４．新たなエコシステムの台頭
イギリスの経済雑誌『エコノミスト』でも取り挙

者の間では、約20年前から言われてきた。しかし、

げられている通り、今までは石油が重要な資源で

なぜこのようになるのかということにフォーカスし

あったが、今後はデータが重要な資源に代わってい

た研究は少なかった。そこで、この原因の究明と、

く。こうした中で、今後はデータでつながるエコシ

また、このようなプラットフォーム企業が台頭する

ステム（IoTエコシステム）の発展が見込まれる。

ことによる産業構造への影響について解き明かした
のが今回の研究である。

例えば、センサー付きLEDライト（通信機能付
き）の販売について、従来は、センサーに反応して
かし、今後は、人が近づいた、ライトが点灯した、

のような事項を意識的に行うことで、競争優位を得

といった情報を集めビックデータ化することが考え

ていることが分かった。

られる。その結果、これらのデータを原材料と見做

①プラットフォーム企業は、オープン標準形成に積

して、予測を作成しサービス化することができる。

極関与し、自社に有利なネットワーク効果を創出

例えば、人がオフィスに滞在する時間情報から、電

している。これは、一見フェアな対応を行ってい

力消費の予測を作成し、売電マーケットや損害保険

るように見えるが、プラットフォーム企業は、自

サービスなどに結び付けることができる。このよう

分に有利な仕組みを埋め込んでいる。

にライトの販売自体は単なる商品売買に過ぎない

（先進国と新興国）を媒介して競争優位を得てい

まれる。このような事案が各分野で生じ、その結
果、産業構造の変化が起きてくると考えられる。

る。プラットフォーム企業が成長する過程で、1

５．まとめ

持ち、仲介するポジションに位置することで競争

今まではパソコン、携帯電話など限られた製品・

力を得ている。

サービスの分野で、エコシステム型の産業構造が見
られた。エコシステム型の産業では、プラット
フォームビジネスを行う企業が主導的役割を演じて

マネジメントなど市場構造(エコシステム型の市

きた。今後、多くの産業がデータを介してつながる

場構造)に基づいた戦略を通じて、競争優位を得

IoTエコシステム型になると予測される。そのた

ている。従来の日本企業のように良い製品やサー

め、より多くの産業でプラットフォーム企業の影響

ビスを提供するということのみならず、プラット

力が拡大すると考えられる。

会員異動

③バンドリング戦略や二面市場戦略、企業間の関係

ＣＰＥ研修会

つの市場のみでは発展は得られず、複数の市場を

会長活動報告

が、ビックデータ化することで大きな広がりが見込

ご案内

研究の結果として、プラットフォーム企業は、次

厚生部

ライトが点灯するか否かが重要な要素であった。し

②取引ネットワークのハブに位置取りし、複数市場

地区会

フォーム企業が台頭するということを経営学の関係

定例役員会

スの事例などをもとに説明された。

３．プラットフォーム企業のオープン標準の戦略的活用について

（報告：植村達生）

フォーム企業は、マクロの戦略も意識した戦略を
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特
集

地場産業・イノベーション企業の成長促進剤としての公認会計士の役割
〜今こそ、地方からのIPOで地域と日本の活性化を〜
報
告

パネリスト

株式会社阿波銀行

常務取締役

三好敏之氏
三優監査法人
杉田 純氏

し、そのことがきっかけとなって反社会勢力と関
わりを持ってしまい、上場がご破算になることが

統括代表社員

寄
稿

樽見伸二公認会計士事務所代表、東
京会業務部 公認会計士によるIPO関
連業務支援プロジェクトチームメン
バー 樽見伸二氏

定例役員会

有限責任 あずさ監査法人パートナー、
東京会業務部 公認会計士によるIPO
関連業務支援プロジェクトチーム副
構成委員長 木下 洋氏

ある。こういったことを教えてくれる人が社内に
いないため歯止めが効かなくなる。55箇条に加
え、こういったことを指導することも大切だ。

３．経営者・起業家のメンターとしての役割
・ベンチャー企業の経営者は旺盛な成長意欲を持つ
とともに野心家であり、個性的な人が多い。米国
の投資ファンドはベンチャー投資をする際の条件
として経営学を学んだエリートの参画を挙げるこ
とが多い。だから米国でIPOした会社は崩れにく

モデレーター
地区会

新創監査法人 代表社員、東京会常
任理事（業務部担当）公認会計士に
よるIPO関連業務支援プロジェクト
チーム構成委員長 高橋克典氏

い。一方、日本では、経営者であり大株主である
のが通常だが、経営者が勉強不足になりがちだ。
経営者にとって大切なのは情報収集力だ。ベン
チャー企業の経営者に会うと、どのような勉強会

厚生部

１．はじめに

に顔を出しているか、友人・知人はどのような人

三好敏之氏（阿波銀行）および公認会計士の杉田

か、師と仰ぐ人はいるかといった点をまず尋ねる

純氏、木下洋氏、樽見伸二氏、高橋克典氏によるパ

ことにしている。意欲とファイトだけの社長では

ネルディスカッションが行われました。大会のパン

会社は成長できないからだ。

ご案内

フレットには「地場産業・イノベーション企業の成

・会社の管理体制等については規模に応じた組織の

長促進剤としての公認会計士の役割」と題されてい

在り方を提案することが大切だ。規模30名程度の

ますが、当日の配布資料には「IPOにおける会計監

ベンチャー企業に大会社並みの体制を要求しても

査以外での公認会計士の役割」と書かれており、ど

受け入れられない。規模に応じた体制の在り方が

ちらかといえば後者に則した意見交換が行われまし

あるのだから、若い経営者に対して拙速に改革を

た。概要以下のとおりです。

求めるのではなく、「当社もいずれは変わること

会長活動報告

が必要」と納得させることが必要。

２．中小企業の成長に活かす公認会計士の知見

・経営者は、いろいろなことで多方面から助言を受

ＣＰＥ研修会

・東京会IPO関連業務支援PTでは、平成27年以

けて迷うことも多いから、会計士だけでなく証券

来、新規上場会社の会計監査以外の分野でIPO企

会社やコンサルタント等の専門家が協力して統制

業に関わる公認会計士のために、会計監査人と

の取れたアドバイスをできるようにするべきだ。

Win-Winの関係で中小企業の発展、IPOの促進に

このように経営者・起業家のメンターとなること

向けて協力できる体制を研究してきた。この成果

が求められる。

としてIPO準備段階の企業に対して顧問会計士・

会員異動

税理士として提供可能なサービスメニューを網羅

４．TOKYO PRO Marketという選択肢

的に記載した「できる！顧問会計士の視点55箇

・TOKYO PRO Marketとは東京証券取引所が開設

条」を作成・公表した。会社経営者は孤独であ

するプロ投資家向け市場。 投資家は金融機関など

り、顧問会計士は必ずしも自分自身ができるかど

のプロ投資家に限られる（一定の金融資産を持つ

うかに拘らず相談できる人になってほしい。

個人投資家も含まれる）。 新規上場を希望する企

・上場を前にした経営者が、事業以外の娯楽に没頭
事務局だより
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業の審査は取引所が行わず、J-Adviserと呼ばれ

特
集

る証券会社・金融機関が実施する。関与する監査

行い、得られた研究・教育成果を迅速に事業化・

法人は大手以外も豊富な実績がある。

産業化し、社会に還元するため、「徳島大学産業

・この市場に上場するのは、マザーズやJASDAQ

院」という産学連携体制を創設した。これは地元

報

と比較して小規模の新興企業が多い。また、他の

の「ものづくり」中小企業を徳島大学が連携支援

告

市場と異なり株式の流通性に関する基準が求めら

し、大学の治験・技術を活かし中小企業の技術的

れないので、上場時にオーナーが保有株式の売出

な課題を解決しようとする。面談社数約130社、共

しをする必要がなく、現在のオーナーシップを維

同研究25件、企業内実用化は多数の実績がある。
寄

持したまま上場できるという特色がある。

５．近時のIPO環境と徳島の経済事情

稿

６．まとめ
・地方の公認会計士が税務顧問・社外役員等で中小
企業をサポートする例は多く、会社からは大きな

が、四国では1〜2社という状況。IPOは地域的に

信頼を得ている。そのなかで成長する会社がIPO

は東京に偏っており、7割が首都圏。地方にも有

すべきかどうかを判断できるのも会計士だ。実際

力な会社があるかもしれないのに機会を逸してい

にはIPOすべきでないのにしてしまう会社がある

るのではないか。

のも事実だ。地方の埋もれた会社にアドバイスす

ジャストシステム、東京本社だが徳島創業で徳島

し、すでに業務の量が多く会計士の絶対数も少な

本部を持つ大塚ホールディングス、青色LEDで有

いため、現在以上のサービスを提供することが難

名な日亜化学工業など有力な企業がある。徳島県

しい。IPOを支援しようとしても一人では無理。

の人口は全国44番目、県内総生産は43番目だ

そこで、都市圏で大手監査法人での勤務を経て独

が、一人当たり県民所得は18位、一人当たり銀行

立した会計士とのコラボレーションができればよ

預金残高は東京・大阪に次いで第3位だ。

いと思う。

銀は東京証券取引所と「四国アライアンス」と称

いう役割で公認会計士が会社と付き合うという目

する包括提携を結んで、起業家の発掘や事業化支

標を示すことができた。実力、知識、経験を持つ

援を目的にしたビジネスプランコンテストを開催

会計士はメンターという役割に適している。気を

した。平成30年度第1回コンテストでは、応募が

付けないといけないことは、自分一人で何でもや

あった12プランの中から最優秀賞に電脳交通（徳

ろうとするのではなく、自身のネットワークを

島市）の「クラウド型タクシー配車プラット

使って会社に適切な人材を紹介することも会計士

フォーム構想」が選ばれた。

の役割だ。このようなメンターとしての役割が会

・徳島大学は、大学組織として企業と密接に連携を

社の成長の役に立つ。
（報告：安原

徹）

会長活動報告

・本日のパネルディスカッションでは、メンターと

ご案内

・四国に所在する阿波、百十四、伊予、四国の４地

厚生部

ることが地方の公認会計士に期待される。ただ
地区会

・徳島には、特殊紙の阿波製紙、ソフトウェアの

定例役員会

・近時のIPO環境は年間100社弱で推移している

ＣＰＥ研修会
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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報
告

組織内会計士委員会 合同宿泊研修実施報告
組織内会計士委員会 委員長 藤枝 政雄

寄
稿

■日

時：2018年9月1日（土）〜2日（日）

■会

場：TKP京都四条烏丸会議室

■研

修：

定例役員会

第１日目 13:30〜15:30
15:30〜17:30
第２日目

9:30〜11:30
11:30〜11:45

会計不正とリスク管理
国際税務の実務
組織内会計士の倫理
組織内会計士協議会報告

地区会

１. はじめに
組織内会計士委員会では、組織内会計士の資質の
維持・向上を図るとともに、組織内会計士の組織化

②国際税務の実務

を推進し、会員及び準会員の活動領域の拡充を目的

（講師：組織内会計士

として、組織内会計士に関するセミナー、交流会等
厚生部

を実施しております。

松村隆志氏）

第2講目は、実際に事業会社で国際税務を担当
されている松村公認会計士に登壇いただきまし

ご案内

今回は、他地域会の組織内会計士との交流を深め

た。公認会計士であれば当然知っているものとし

るべく、東海会組織内会計士小委員会との合同宿泊

て、勤務先の上司や同僚から担当外の会計、税務

研修を2018年9月1日（土）、2日（日）に実施い

の話を聞かれることがあり、日頃から幅広く知識

たしました。昨年11月に続く合同宿泊研修であり、

を蓄える必要があります。国際税務については、

当日は30名の方にご参加いただきました。

担当業務でなければなかなか触れることがないの
ですが、実務に精通した講師により、国際税務の

会長活動報告

２. 研修概要

概要、OECDによるBEPSプロジェクト、その背

今回は、「監査の品質・不正リスク」、「税務」、

景である多国籍企業のタックス・プランニングの

「職業倫理」の3科目につき研修を実施しました。

事例、15の行動計画の概要その他、米国税制改

以下に概要を報告いたします。

正、海外取引に関する税務調査につき、実務的な

①会計不正とリスク管理

面からの考えも交えて講義いただきました。

（講師：東海会副会長

小川薫氏）

ＣＰＥ研修会

第1講目は、現在の企業に求められるリスク管
理についての研修です。組織内会計士として実際
に直面する場合を想定して、知っておくべき基礎
的な項目につき講義いただきました。近年の会計
不正、法令違反事案を振り返り、不正リスク管理
について説明を受け、最後は4〜5人に分かれてリ

会員異動

スク管理部門として想定される不正リスクとその
防止策についてケーススタディを行いました。具
体的事例についての意見交換も含め活発に議論が
なされました。

事務局だより
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（講師：組織内会計士協議会担当常務理事

異なり、年齢、経歴も様々ですが、組織内会計士同
増田明

彦氏）

稿

③組織内会計士の倫理

士、それぞれの職場の話や意見交換など、話が尽き
ず、有意義な懇親会となりました。懇親会終盤には
雨も上がり、店のご厚意で場所を移動しデザートは

を行いました。「違法行為への対応」に関する規

床でいただくこともでき、楽しく時間を過ごすこと

定の新設など、倫理規則等の改正を踏まえ、職業

ができました。

定例役員会

第3講目は、組織内会計士の倫理について研修

倫理の規範体系、組織内会計士に適用される倫理
関係の規定につき、講義いただきました。
地区会

組織内会計士に適用される倫理関係の規定を中
心に講義は進みました。実際の業務で直面した場
合どう対応すべきか、各人それぞれが深く考えさ
せられる問題であり、組織内会計士間でも検討し

厚生部

ていくべき課題です。

４. 最後に
委員会との合同宿泊研修ですが、今年はさらに多く

ご案内

昨年11月に初めて実施した東海会組織内会計士小
の方々に参加いただきました。今回初めて参加され
た方も多いなか、個々にネットワークを築いていた
す機会がなかった方々とも名刺交換しながら会話が
④組織内会計士協議会の活動他

進みました。
今回の研修にあたり、ご多忙中の中、快く研修講

現在の活動状況、組織内会計士に関する協会本部

師を引き受けていただきました増田担当常務理事、

の動向、組織内会計士協議会としての方針などに

小川東海会副会長、松村公認会計士の皆様にはこの

つき、増田担当常務理事より解説いただきました。

場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、東海

その後、参加者それぞれの自己紹介、協会への

会のとりまとめをしていただきました東海会組織内

要望等活発な意見交換がありました。

ＣＰＥ研修会

第3講目の講義終了後、組織内会計士協議会の

会長活動報告

だいております。研修終了後、前日の懇親会では話

会計士小委員会の板倉委員長、会場手配等の実務面
すべてを手配いただきました事務局の皆様、そし
て、休日2日間にわたる長時間の研修にご参加いた

研修第1日目の夕食を兼ねた懇親会は、京都鴨川

だきました皆様に改めて御礼申し上げます

の納涼床の予定があいにくの小雨で屋内での開催と
なりました。所属する組織の業種や従事する業務も

会員異動

３. 懇親会

来期も引き続き宿泊研修を予定しておりますの
で、皆様の参加をお待ちしております。
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組織内会計士の集い in 四国 実施報告
組織内会計士委員会 委員長 藤枝 政雄

寄
稿

■日

時：2018年9月15日（土）12:00〜14:00

地域サポート専門委員長はじめ、委員の方々が各地

■場

所：ホテル千秋閣（徳島県徳島市）

域会を訪問し、各地域会の組織内会計士との意見交
流の他、組織内会計士への認知度向上のため活動を

定例役員会

１. はじめに

行っています。

今回は、9月14日（金）に行われました第39回研
究大会に合わせて、四国会の組織内会計士との意見

４. 組織内会計士の集い in 四国

交換及びネットワークを構築することを目的に開催

当日は、四国在住の組織内会計士(賛助会員であ

されました。

る組織内会計士ネットワーク登録者含む)4名の方々

地区会

と増田担当常務理事、村田組織内会計士協議会議

厚生部

２. 組織内会計士ネットワークとは

長、吉田地域サポート専門委員長をはじめ、東京

改めてですが、組織内会計士について少し説明さ

会、近畿会、東海会、北部九州会、千葉会からの組

せていただきます。「組織内会計士」とは、会社そ

織内会計士、総勢14名が参加いたしました。組織内

の他の法人(監査法人、税理士法人及びネットワー

会計士協議会を担当していただいている事務局の内

クファームに該当する法人を除く)又は行政機関に

藤さんの司会で、以下のとおり進行いたしました。

雇用等される者(役員に就任している者を含む)と規

①自己紹介

定されています。

組織内会計士になった経緯や、現在の業務内

組織内会計士協議会は、平成24年8月に設置され、
ご案内

組織内会計士を主な構成員として、組織内会計士で
ある会員・準会員を支援する施策を行っています。

容、組織内会計士の活動に期待することなど、そ
れぞれ自己紹介をいたしました。
②組織内会計士協議会の活動報告

会長活動報告

組織内会計士の組織化推進の一環として、組織内

増田担当常務理事より、現在の組織内会計士協

会計士ネットワークを構築しておりますが、当該組

議会、各専門委員会の活動について説明いただき

織内会計士ネットワークは、「正会員」と「賛助会

ました。

員」とで構成されています。「正会員」は「組織内
会計士である会員・準会員」、「賛助会員」は「組
織内会計士に関心のある会員・準会員」となってお
ります。従いまして、監査法人勤務の方で組織内会

ＣＰＥ研修会

計士ネットワークに登録されている方も多数いらっ
しゃいます。

③組織内会計士に関する各地域の活動について
近畿会、東海会、北部九州会での活動について
それぞれ報告いたしました。
④意見交換会
主に四国会の方との意見交換を行いました。組
織内会計士として、周囲に同じ公認会計士がいな
いことなど共通する悩みや、組織内会計士として

会員異動

３. 地域サポート専門委員会とは

協議会や地域会に対する要望等につき、活発に議

現在、組織内会計士協議会の下に「研修企画」、

論がされました。四国会だけではなく、地域会に

「ネットワーク構築」、「広報」、「地域サポート」

よっては平日夜に一か所に集まることが地理的に

の4つの専門委員会があります。このうち、地域サ

も難しい場合があり、北部九州会で実施されてい

ポート専門委員会は、地域に所属する組織内会計士

るコミュニティ機能を促進するコミュニケーショ

のサポートを目的として、増田担当常務理事、吉田

ンツール（Typetalk）も話題となりました。

事務局だより
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５. 最後に

な活動を行ってまいります。組織内会計士である方

会議終了後も、名刺交換しながらの会話が尽きず、

はもちろん、組織内会計士に関心のある方々の参加
をお待ちしております。

報

予定の時間を大幅に超過して会場を後にしました。

告

組織内会計士の集まりでは、初対面であっても、
お互いの仕事の話から、将来やりたい仕事など会話
は多方面に展開していきます。公認会計士というこ
とを除けば、仕事の業種も担当する業務も異なる

寄

「異業種交流会」なのですが、参加することで、公

稿

認会計士という根っこの部分を再認識できるからか
もしれません。
近畿会組織内会計士委員会でも、組織内会計士間

定例役員会

のネットワーク構築、横の繋がりを築くべく、様々

地区会

（2018年11月15日〜2018年12月14日）

近畿会および各部各委員会行事予定

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
12. 2（日）
研修室10:00〜16:30

11.18（日）
第2回

関西地区三会クリスマスパーティ

ヒルトン大阪11:30〜14:00

12. 3（月）
BERONICA14:30〜20:00

Music Festival

11.19（月）

第２回選挙管理委員会

会議室18:00〜20:00

12. 4（火）

研修室18:30〜20:30

本部税務業務部会共催DVD研修会

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

12. 5（水）

冬季全国研修会

11.20（火）

研修室13:00〜15:00

監査会計委員会研修会

研修室10:00〜16:40

12. 6（木）

研修室10:00〜16:40

研修室13:00〜17:00

中堅・若手会計士委員会

会議室18:30〜20:30

非営利会計委員会 公益法人小委員会 大阪府との意見交換会

会議室14:00〜16:00

12. 7（金）

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会長室16:30〜18:30

冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

経営委員会

会議室18:00〜20:00

組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜21:00

11.22（木）

12. 9（日）
研修室14:00〜16:00

女性会計士委員会 子育てネットワーク冬の会

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

12.10（月）
税制・税務委員会

11.28（水）
医療法人小委員会

会議室18:30〜20:30

正副会長会

会長室16:00〜18:00

第２回IFRSセミナー
職業倫理研修会

研修室13:00〜17:00

租税相談事例研修会

社会・公会計委員会

研修室18:30〜20:30

12.14（金）

近畿C.P.A.ゴルフ選手権

泉ヶ丘カントリークラブ 9:20〜

研修室10:00〜11:40
研修室13:30〜16:30

会員業務推進部研修会

研修室15:00〜17:00

組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:00

非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会議室18:30〜20:00
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会員異動

協会本部・会計教育研修機構共催IFRSセミナー

12. 1（土）

研修室13:30〜16:30

12.13（木）
本部主催

11.30（金）

会議室18:00〜20:00

12.11（火）
国際委員会

11.29（木）

クレオ大阪中央10:30〜12:00

ＣＰＥ研修会

経営委員会研修会

会長活動報告

冬季全国研修会

中小監査事務所連絡協議会研修会

11.21（水）

ご案内

行事予定

研修室13:30〜16:40

中堅・若手会計士委員会研修会

社会保障委員会

厚生部

11.15（木）
本部税務業務部会共催DVD研修会

特
集

報告 REPORT
報
告
寄

日本監査役協会関西支部と日本公認会計士協会関西地区三会との
共同研究会合宿報告 2018年9月9日〜10日

稿

監査会計委員会

委員

藤村

允実

定例役員会

共同研究会の開催
今回のテーマは①「監査報告書の透明化（KAM）」
②「監査役等と監査人との連携について」の２本立て
です。まずは、①「監査報告書の透明化（KAM）」につ
き、近畿会監査会計委員会の田中知幸副委員長より

地区会

報告がありました。2018年7月5日に監査基準が改訂
され、監査上の主要な検討事項（以下、KAM）が日本
でも導入されることとなりました。KAMは監査人が
監査役等と協議した事項の中から、特に重要である

厚生部
ご案内

今回の勉強会は、関西電力㈱の黒部ダム及び黒部

と判断した事項を監査報告書に記載することとなり

第四発電所、黒部川電気記念館の視察を兼ねた合宿

ます。当共同研究会では、監査基準に従ってKAMの

研修であり、関西電力㈱の田村監査役に多大なご支

概要や導入の経緯等の基本を再確認いたしました。

援を得て実現したものです。監査役協会・日本公認会
計士協会それぞれの事務局含めて総勢18名の参加と

KAMは右表の 監査上の主要な検討事項の決定プロセス
通り、監査人は監

なりました。

査の過程で監査役

会長活動報告

9月9日（日）に宿泊先であるRoyal Hotel長野にて

等と協議した事項

共同研究会を開催し、翌日10日（月）の視察会では扇

の中から、特に注

沢から黒部峡谷鉄道宇奈月駅までの間を関西電力㈱

意を払った事項を

の社客として待遇いただきました。特に途中の黒部

決定し、当該決定

ダムから欅平駅までの区間は一般の方が入れない経

事項の中からさら

路でご案内いただき、非常に貴重な経験をさせてい

に、当年度の財務

ただきました。

諸表監査において

監査の過程で監査役等と
協議した事項

特に注意を
払った事項
特に重要で
あると判断
した
事項

監査上の主要な
検討事項（KAM）

ＣＰＥ研修会

職業的専門家とし
て特に重要である
と判断した事項を絞り込み、KAMとして決定するこ
ととなります。
この様に決定されたKAMは、監査報告書に『監査

会員異動

上の主要な検討事項』の区分を設け、関連する財務諸
表における開示がある場合には当該開示への参照を
付した上で必要事項を記載することとなります。
続いて、②「監査役等と監査人との連携について」

事務局だより

につき、近畿会監査会計委員会の山添清昭副委員長
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の対応やリスク情報の把握の重要性等を、2018年１

あります。今回は長野県から入り黒部ダム・黒部川第

月25日公表の「監査役等と監査人との連携に関する

四発電所を視察し、富山県に抜けるという特別ルー

共同研究報告」や2018年８月17日公表の改正版「会

トでご案内いただきました。

計監査人との連携に関する実務指針」の改正点を中

告

岳国立公園内を横断する立山黒部アルペンルートに

報

より報告がありました。子会社等を取り巻く不正へ

扇沢駅から、電気で走るトロリーバスに乗り黒部

る不祥事が目立ってきており、企業集団の観点から

ます。トロリー

コーポレート・ガバナンスの考え方が重要となって

バスとは、写真

きております。監査役等と監査人の連携を考えるう

では確認が困難

えにおいても、企業集団の観点は重要であるといえ

かもしれません

ます。

が、屋根につい

稿

ダム駅に向かい
寄

心に解説がなされました。近年では子会社等におけ

定例役員会

ているトロリー
ポールで架線か
ら電気エネル
ギーを集電し走行する電車の仲間です。
黒部ダムは国立公園内にあり環境に配慮した乗り
スでの旅客運送が決定され、黒部ダム完成の翌年の

地区会

物をという考えから排気ガスを出さないトロリーバ
1964年８月から運行を開始しています。これまで累
計6,000万人以上を運んだとのことですが、今期で運
行を終了し、2019年４月からは新しく電気バスが運

ですと監査計画の策定時においては監査上の課題と

行を開始します。バスの車窓からは、黒部ダム建設で

して、特別な検討を必要とするリスクの状況とその

最も困難を極めた「大破砕帯」を見ることができます。

厚生部

連携の時期・ポイントは多岐にわたりますが、一例

対応が新設されています。事業がグローバルかつ複
雑化した今日、リスク・アプローチによりリスクが識
ご案内

別される領域を中心に監査を行う場合が多いため、
監査計画時はもとよりその後も適宜リスクを識別す
るために監査人と情報交換・意見交換を行うべきで
ある旨の記載が追加されています。
は、監査役協会メンバーからKAMの具体的な判断基
準が個別具体的に明確でない点や意見表明直前に
なってはじめてKAMとして監査報告書に記載する

黒部ダムの見どころで人気なのが、観光放水です。
実際にこの放水で発電はされませんが、毎秒10t以上

事態に陥らないためにはどうすべきか等の質問が挙

の水が日本一の高さから噴き上げる放水は大迫力で

がり、上記２テーマに沿って、監査役等と監査人の間

す。観光放水は眺める角度を変えるとハート形にも

のコミュニケーションや経営者と監査人との間の議

見え、晴れた日には放水にきれいな虹がかかります。

題をさらに充実させることを通じてより効果的な監

我々が訪れた日は天候に恵まれず霧が出てうまく写

査が実施されるよう議論が交わされました。

真に収めることができませんでしたが、冒頭の写真

黒部ダム、黒部第四発電所、黒部川電気記念館の視察
2日目は視察です。黒部ダムは3,000m級の山々が
連なる富山県立山町で長野県との県境近く、中部山

です。

会員異動

は今年の夏に私の先輩が訪れた際に撮影された写真

ＣＰＥ研修会

旨が監査人からクライアントに報告されるといった

会長活動報告

これら２テーマを通した最後の質疑応答の際に

ここからは先は特別ルートです。
まずバス乗車後、発電所に荷物を運搬するために
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作られたインクラインに乗車し黒部トンネルから黒

その後、竪坑エレベーターを利用して標高差200m

部第四発電所へ移動しました。両地点の高低差は大

を昇降し、欅平駅から黒部鉄道に乗車し各発電所を眺

きく傾斜角度34°・斜距離815mとなっており、この

めながら宇奈月駅へたどり着きました。駅前にある黒

建設工事は急傾斜の長大斜坑を掘削するという点

部川電気記念館を自由見学し、解散となりました。

で、世界にも例を見ないものでした。

今回の特別ルートでは非常に多くの移動手段を利
用させていただきました。なぜこのような移動手段

電所は昭和38年

が用意されているかというと、例えば最後に利用し

寄

に 建 設 さ れ 、当

た竪坑エレベーターは河川勾配・標高差が非常に急

稿

時の電力不足に

であり川沿いに鉄道を伸ばすことができなかったこ

大きく貢献しま

とから、山の中腹に垂直に貫き開削されたものです。

し た 。発 電 所 は

また非常に多くのトンネルを通過しましたが、時に

国立公園内とい

寒く（トンネル内８℃！）、時に暑く（当時の160℃は

うこともあり、自

ありませんが現在岩盤温度が40℃台）、人を寄せつけ

然環境を大切に

ない自然環境を体感し、さらに戦後日本経済復興に

するためすべて地下式となっています。

伴う電力不足への偉大なる挑戦に感動しました。

定例役員会

黒部川第四発

地区会

その後、黒部川第三発電所の取水口である仙人谷

最後に改めまして、関西電力株式会社の田村監査

ダム建設のために作られた輸送ルートである上部専

役をはじめ多くの関係各位にこの場をお借りして感

用鉄道に乗り移動します。移動途中に硫黄の匂いが

謝申し上げます。

し ま す 。当 時 、鉄 道 ト ン ネ ル 掘 削 工 事 の 途 中 で 約
500mにわたり岩盤温度160℃以上に達する高熱地
帯に遭遇し、自然の脅威に挑んだトンネル工事史上に
厚生部

残る難工事の様子を思い浮かべました。

ご案内
会長活動報告

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い
協会本部役員及び近畿会役員の選挙運動に関する規定の改正により、次期役員選挙から、従来の郵便
はがきによる選挙運動が禁止され、電子メールを利用した選挙運動が行われることとなりました。
また、近畿会では、研修会や厚生行事、地区会行事等の開催案内について、電子メールでの案内を

ＣＰＥ研修会

行っております。
まだ、メールアドレスの利用設定を行っていない方は、早々に設定いただけますようお願いします。
既に利用されている方についても、転送先の設定など登録状況に変更がないかどうか、改めてご確認
いただけますようお願いします。
なお、現在の登録状況の確認・設定は、日本公認会計士協会ウェブサイトの会員マイページから可能

会員異動

です。
ご不明な点がございましたら、
【日本公認会計士協会 会員登録グループ】までお問い合わせください。

TEL：03-3515-1122

事務局だより
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審査員

関根愛子会長が本選の審査員と
して参加。

特別賞の授与

公認会計士に求められる「チー
ムワーク」「着眼力」「推察

events/koshien/）

力」に秀でたチームに対して

対象とした公認会計士の魅力向上策として数学甲子

「特別賞：日本公認会計士協会

園（全国数学選手権大会）に協力しました。

賞」を授与。
CPAカフェ

本選会場と同じ2階にあるテラ
スルームにて「CPAカフェ」

予選は7月〜8月頭にかけて全国主要都市14会場

を展開し、公認会計士の魅力や

において行われ、今年は過去最高の280校、639

協会の活動についての様々な情

チーム、2,595人が参加しました。そのうち、36校

報発信を行う。

厚生部

大会の概要

記念品

地区会

日本公認会計士協会は昨年に引き続き、高校生を

が9月16日の本選（東京）に進出しました。

定例役員会

協会の参加

高生が団体戦で数学の力を競う大会です。
（※数学甲子園公式サイト https://www.su-gaku.net/

知幸

稿

数学甲子園は今年で11回目の開催となる全国の中

田中

寄

今年も、数学甲子園が開催されました。

副部長

告

広報部

報

「数学のチカラを社会のチカラに！」
〜数学甲子園応援レポート！

記念品としてタオルを配布。
ご案内

→これが、後述の表彰式の出来

本選では、午前に数学の難問（なんと英語による問

事につながります。

題も！）にチームで挑戦しました（Math Battle)。中
高生が大学で学ぶ数学にチャレンジする問題や参加

予選の様子

る問題ばかりでした。

関西（大阪・京都・神戸）では、記録的な猛暑の

午後はプレゼンテーションで競い合いました。本

7月31日に予選が開催されました。
予選は、20問の問題を60分で解答します。

1日（土））与えられた課題に沿って問題と模範解

会場は大学入試や公認会計士試験の試験会場のよ

答をチームで創作し（Math Create)、午前のMath

うな雰囲気で、大阪・奈良・和歌山から約270人、

Battleの得点の上位6チームがこれをプレゼンテー

近畿地区から約500人も集まりました。

ションしました（Math Live）。残りのチームはその

予選はまさに試験会場ですが、広報部の目線から

プレゼンテーションに対する質疑応答をし、その内

すれば、優秀な中高生500人やその引率の先生等と

容が評価されました。

接点を持てる絶好のチャンスです。当日の参加者等
には、会計士業界を紹介するパンフレットなどを配

力」「チームワーク力」「創作力」「プレゼンテー

布し、情報を発信しました。予選の現場に訪れて、

ション力」などの総合力が問われました。

情報発信の仕方についての気づきもあり、本部に積

会員異動

数学の問題を解く力だけではなく、「問題解決

ＣＰＥ研修会

選に出場するチームは、予め（8月30日（木）〜9月

会長活動報告

者の正答率が10％を切るような難問もあり、苦戦す

極的に提案しながらより効果的なアプローチを探り
たいと思います。例えば予選は毎年夏真っ盛りの時
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告

期なので、協会のホームページのQRコードを印字
したうちわを配布することも検討したいと思います。

②日本公認会計士協会賞
本部広報委員会
の委員の意見で、
チームワークと質

稿

本選のCPAカフェ

問内容やその方法

には、大勢の参加選

を高く評価された

手の中高生や引率の

甲陽学院高等学校

先生・父兄の皆様に

チームgauss （兵

お越し頂きました。

庫県）に与えられ

予選からの広報の効

ました。思わぬ公

果もあり、公認会計

認会計士協会から

士という名前は知っ

の受賞に参加者ご

ているという反応は多く聞かれました。ただ、その

本人も驚きながら

名前の認知に留まっていることが多く思えたため、

喜んで頂きました。

定例役員会

寄

CPAカフェの様子と反応

地区会

私は用意されていたパンフレットを利用して、これ
までの協会の活動（ハロー！会計や制度説明会）を
紹介しながら、情報を提供しました。
厚生部

先生の中には、協会が学校へ出向く活動に関心を示
す先生もおられました。そのような先生が自校に戻る

なお、優勝は本選
でバランスよく得点
した栄光学園高等学校

数学界のTouristチーム

（神奈川県）に与えられました。

とその先生が自校で説明するのですが、その際に説明
しやすいよう行き届いた説明を心掛けました。

この活動の意義と今後の協会活動について

ご案内

一見、数学甲子園と公認会計士と直接つながりが

本選の結果

見えないように思えますが、会計・監査の対象は数

①林家久蔵賞

字であり、数的センスが求められています。さらに

会長活動報告

西大和学園 しゅ

会計帳簿の電子化が進み、ビックデータを扱うよう

らばチーム（奈良

になると、ますますその分析力が問われ、基礎的な

県）に、司会者で

素養として統計学等の数学の素養も求められてきて

ある林家久蔵氏か

います。

ＣＰＥ研修会

らの特別賞（林家

業界全体としてこうしたニーズにこたえるには、

久蔵賞）が与えら

我々会員自体の底上げも必要ですが、こうした素養

れました。実は、

を備えた人材の確保も求められています。

同チームは前述した協会作成のタオルを一日中頭
に巻きながら問題に取り組んでくれており、その

業界の発展のためにも、こうした優秀な人材の確
保や業界自体の認知度向上は必要です。

会員異動

参加賞を大切に活用した姿に司会者の心が惹か

せっかくの数学甲子園という接点ができているの

れ、またその姿が会場内でひと際目立っていたこ

で、それを有意義に活用できるよう、近畿会広報部

とから受賞に至りました。もちろん我々協会とし

としても広報活動を努めてまいりたいと思います。

ても協会作成のタオルを通じた受賞で大変喜ばし
い受賞でした。しかも、近畿会の管轄区域からの
チームの受賞で、私の喜びもひとしおでした。

事務局だより
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今回も富士通エフ・オー・エム株式会社で情報処

パスワードの使いまわし
「最近では、IDがメールアドレスとなっており、

策の事例にあたられている堀健太郎氏をお招きし、

かつ、パスワードが使いまわされているものが多い

最近の情報セキュリティ事例を実演を交えながらお

ため、フィッシング詐欺などでどこかのサイトのID

話いただきました。

とパスワードがわかると、目星のつく複数のサイト

今回の研修では、会員個人で情報セキュリティ対
策を行う際に留意すべきメッセージが多く含まれて
た点をいくつか紹介させていただきます。
今後の各会員の情報セキュリティ向上にお役立て
いただければと思います。

にアクセスされてしまう」事例がでているというこ
とでした。
機密性もさることながら、パスワードを忘れてし
まうというリスクも否定できないため、パスワード
を使いまわす運用をされる方も多くいらっしゃるか
と思います。
しかし、気づかないうちに、「守るべき情報資
産」についてパスワード（かつ、ID）が同一である

堀氏からは冒頭に「情報資産を洗い出し、守るべ

運用になり、情報資産の管理が脆弱になっているこ

き情報資産に関所が設けられているのかどうか」と

出すことが必要になります。

とが生じていないでしょうか。
研修会後、気になったので、私個人で、IDとパス
ワードでアクセスできる対象がいくつあるのかを調
べたところ約50個対象がありました。パスワードの
バリエーションはかなり多く持ち合わせているとい

難しいため、優先順位の高い情報資産を明らかに

う意識ではありましたが、「守るべき情報資産」に

し、相応の情報セキュリティ対策を講じることとな

ついてパスワードを使いまわしている対象もいくつ

ります。

かあり、相応の対策を行わなければならないと実感

要するに「守るべき情報資産が常に特定できてい

しております。

る」「守るべき情報資産には相応の情報セキュリ

一度、IDとパスワードを要求されている対象を洗

ティ対策が施されている」状態を確保するというこ

い出し、「守るべき情報資産」についてパスワード

とが重要となります。

が同一となり脆弱となっていないかどうかを棚卸さ

公認会計士業務では、決算や取引などの顧客情

れてはいかがでしょうか。
会員異動

報、インターネットバンクや通販サイトなど金銭の
授受に関連する情報などが守るべき情報資産という

無線アクセスポイントの通信

ことになると想定されますので、まずはこれらの所

無線アクセスポイントにおける危険性も研修では

在を洗い出し、パスワードやウィルス対策ソフトや

ＣＰＥ研修会

すべての情報資産に同レベルの対策を施すことは

会長活動報告

まずは情報資産がどれだけあるのかどうかを洗い

ご案内

冒頭のメッセージ

いうメッセージをいただきました。

厚生部

おりましたので、私見ではございますが印象に残っ

地区会

理安全確保支援士として多くの情報セキュリティ対

定例役員会

必要があります。

置」を実施しましたので、その内容を報告いたします。

稿

情報セキュリティ研修「主体的な情報資産の保護措

バックアップなどの対策が十分かどうかを検討する

寄

2018年9月18日（火）に、近畿会IT委員会主催で

告

IT委員会 委員 我那覇 篤司

報

2018年度情報セキュリティ研修
「主体的な情報資産の保護措置」研修報告

ご説明いただきました。
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最近ではカフェやホテルにおいて、無料のWi-Fi
を開放している事例が多くあります。

行う場合は、契約前に約款を十分に確認し、リスク
の把握を行い、必要な対策（バックアップ等）を打

報

しかし、研修では、こういった無料のWi-Fiは通

つことが必要となります。

告

信の暗号化が十分でなく、通信を傍受された場合、
通信内容を窃取されてしまう恐れが生じる旨のご説

研修に関するアンケート結果

明をいただきました。

研修の最後にアンケートを実施しました。

寄

通信内容の窃取リスクを考慮し、重要なデータの

アンケート内容を拝見すると、参加者からは良かっ

やり取りを行う場合は、暗号化のされていない（設

たとの意見をいただいており、来年度以降もIT委員会

稿

定画面で鍵マークのない）無料のWi-Fiは避けるべ

では情報セキュリティ意識を啓発するための研修会等

きであります。

の実施を継続するべきとの結論に至りました。
自由記述の意見として以下のものがありました。

定例役員会

クラウドサービスのデータ消失リスク

（評価いただいた意見として）

昨今は多くの場面でクラウドサービスの利用が行

・小規模事務所や個人事務所の事業運営に不可欠な

われており、会計の分野でも例外ではありません。
しかし、クラウドサービスでデータの消失事例も
生じており、裁判となっている事例も見られます。
ここで伝えていただいたメッセージとしては、

知識であり有難かった。
・自分の事務所だけでなく、顧問先に情報提供して
も有用な研修である。
・トレンドにあった事例を紹介いただけた。

地区会

「必ずしもクラウドベンダーにのみ責任があるとは

・有用なサイトの紹介は参考になった。

認定されず、ユーザ側にも一定の責任が認められ

・実例があるのがわかりやすい。

る」ということです。

・書籍よりタイムリーな情報が厳選して得られるこ

例えば、約款で、バックアップ主体がユーザ側に

とは大変役立つ。

厚生部

委ねられると定められている場合や、クラウドベン

（今後の研修実施上の検討課題として）

ダー側に重過失がなければ免責される規程がある場

・カタカナの言葉が多く理解しづらかった。

合や、損害賠償上限額が定められている場合は、必

・実際に個人でどこまで対策できるのかという疑問

ずしもユーザ側はクラウドベンダーに必要な補償の

は残った。
・スマホやIoTなどの研修もしてほしい。

すべてを求められません。
そのため、情報資産の保管をクラウドサービスで
ご案内
会長活動報告

1．研修は実務に役立つ内容でしたか？

4．研修の時間はいかがでしたか？

1．大変役に立つ

16名

1．長い

2．役に立つ

16名

3．どちらともいえない

0名

4．あまり役に立たない

0名

大変
役に立つ 役に立つ
50%
50%

2．研修の内容について、理解度はいかがですか？
あまり理解

16名 できなかった
3%
だいたい
2．だいたい理解できた 15名
1．理解できた

ＣＰＥ研修会

3．あまり理解できなかった

1名

理解
理解 できた
できた 50%
47%

3．教材は講演会終了後も実務に役立ちますか？

3．短い

0名
32名
0名
ちょうど良い
100%

5．講師の説明方法や質問対応はいかがでしたか？
1．良い

32名

2．どちらともいえない

0名

3．悪い

0名
良い
100%

6．今後も同様のテーマの研修会が必要と感じますか？
1．感じる

2．どちらともいえない

どちらとも
いえない
9%
3名

2．どちらともいえない

0名

3．あまり役に立たない

0名

3．感じない

0名

会員異動

1．役立つ

29名

役立つ
91%

事務局だより
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感じる
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寄

毅保

稿

志倉

告

広報部サポーター

報

ハロー！会計開催報告
in 和歌山大学教育学部附属中学校
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

競い合うゲームを2回実施しました。売上個数をた

山県で初開催となるハロー！会計を和歌山大学教育

だ増やすだけでは利益が出にくいということを体験

学部附属中学校2年生4クラス140名を対象に行いま

してもらい、何が大切か子供たちに気づかせること

した。

がポイントの一つでした。実際に生徒達だけで、そ

定例役員会

2018年9月20日（木）、近畿会広報部では和歌

のことに気づくのは難しいのではないかと不安も
そのことに自分達で気づいて、何パターンも計算
し、何が最善なのかを考えていました。

地区会

あったのですが、私が受け持ったチームの生徒達は

ゲーム時には賑やかな雰囲気だった生徒達です
が、解説講義が始まると、メイン講師の解説に耳を
午後の各チームで雰囲気は違う部分もありました

厚生部

傾け、興味を持って講義を受けていました。午前と
が、どの生徒も真剣に取り組んでいたのが、印象的
でした。
同校は昭和22年4月1日、和歌山師範学校附属中

ご案内

学校として開校した伝統ある学校です。現校舎は、
平成元年3月より和歌山市吹上1丁目に竣工された校
舎で、和歌山城を仰ぎ見る和歌山市の中心に位置

会長活動報告

し、県立博物館・美術館という文化的な施設と接す
る緑豊かな場所にあります。同校の教育目標とし
て、「一人ひとりの個性を伸ばし、豊かな心とやり
ぬく力」、「国際社会で生きていくための基礎的な
資質や能力」を育むことがあげられています。
当日参加された講師の皆さんの感想です。

りますが、同校においてハロー！会計を実施するの

わ 若者に公認会計士の魅力を伝えたい！：有本 昌虎講師

すが、先生方の温かい出迎えにその緊張も緩和され

今回のハロー！会計で初めてのメイン講師を担当

ていき、生徒達と出会う頃には、リラックスした状

いたしました。私はこれまで社会人の方へ簿記の授

態で接することができました。

業等はすることはありましたが、今回初めての中学
生の生徒達への授業となりました。多感な年ごろの

した内容です。まずは生徒達を午前と午後の2クラ

子供たちにどんなお話をすれば公認会計士の魅力が

スに分け、7名ごとのチームを組成し、各チームで

伝わるのか、授業をするまで悩んでおりましたが、

たこ焼き屋さんの商売に取り組み、2日間の利益を

その悩んでいるときに、自分の仕事はどんなものか

17733
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講義は、会計や監査を知ってもらうことを目的に

会員異動

は初めてとのことで、少し緊張しておりました。で

ＣＰＥ研修会

私は今回で、ハロー！会計には二度目の参加とな

特
集

や やはり地元貢献は大事！：藪上 研亮講師

広さややりがいの大きさに気付くことができまし

今回のハロー！

報

た。自分自身学ぶことが多いハロー！会計となり、

会計が地元和歌山

告

貴重な体験ができたことがとても嬉しいです。実際

での初開催という

の授業では、中学生の生徒たちはとても熱心に授業

ことで、縁あって

に取り組んでくれ、私の説明にも一所懸命に聞いて

講師として参加さ

くれた姿がとても印象的でした。中学生の皆さん

せていただきまし

に、少しでも公認会計士の仕事の魅力が伝わればこ

た。コンテンツが

れ以上に幸せなことはないと思います。今回の貴重

とても面白く、メ

な経験を積ませていただいた中学校関係者の皆様な

イン講師のテンポも抜群で、生徒のみなさんがにぎや

らびに協会の皆様に感謝致します。

かに、かつ真剣に授業に取り組んでくれていたのがと

寄

を振り返ることができ、改めて公認会計士の領域の

稿
定例役員会

ても印象的でした。かつて自分も生徒として通った学
校という場に、社会人として・会計士としてお邪魔さ
せていただくという経験は新鮮なもので（授業間の
10分休憩はとても短く感じられ先生方の大変さが身
に沁みました）、良い経験をさせていただきました。

地区会

小中学生のお子さんがおられる会員の方などは特に、
ぜひ一度講師をされてみることをお勧めします。

ま まだまだハロー！会計を極めたい！：桂 真理子講師
厚生部

か 会計士の存在を知ってもらいたい！：忌部 澪講師

夏のハロー！会計に続いて、戦略ゲームのメイン

ご案内

近畿会広報部主催のハロー！会計は、大阪と奈良

講師を今回も務めましたが、何度やってもハロー！

では行われていましたが、和歌山での開催はありま

会計は楽しくて、新しい気づきがあり、私自身とて

せんでした。大阪と奈良では、会場を借りて子供た

も勉強になります。と同時に私自身が、会計基礎教

ちを募集する形式でしたが、今回は和歌山大学教育

育の哲学って何だろう？って領域に踏み込みつつあ

学部付属中学校に訪問させてもらう形式でした。希

ります。

会長活動報告

望者のみが参加する今までとは違い、会計に全く興

中学生と会話していくと、生徒たちが会計や監査

味のない人へもハロー！会計ができることに、この

のイメージを形成していく様子を肌で感じられるの

企画の本来のあるべき姿では？と深く考える機会に

で、ハロー！会計やっててよかったなといつも思い

なりました。

ます。「あの時のハロー！会計がきっかけで公認会
計士になりました」という人に会える日もそう遠く
はないかもと思っています。

ＣＰＥ研修会
会員異動

私はハロー！会計を通して会計士の存在を知って
もらい、子供たちが将来を考える機会になればいい
なと思い、活動に取り組んでいます。参加理由は問

事務局だより

いませんので、子供たちとワクワクしたい方、ぜひ

おわりに

一緒に活動してみませんか。

中学2年生は、ちょうどこの時期に、数学で一次

34

C.P.A.NEWS 2018.11 Vol.713

17734

特
集

関数を習う頃だそうで、ゲームの最後には、各選択

係が築けます。一度、広報部サポー

肢の内容から一次関数のグラフが描けるということ

ター登録をなさってみて下さい。

日には、生徒達はそれぞれが、興味のある地元の企

最後になりましたが、和歌山大学

告

【広報部サポーター登録へのQRコード】

報

を学べる内容でした。また、このハロー！会計の後
業などに職場体験に参加するということで、会計や

教育学部附属中学校副校長福田修武様、第2学年主

監査を知って頂くには、ちょうど良い時期だったの

任谷口英治先生、和歌山開催のきっかけを作ってく

ではないかと思います。

ださった同校教育後援会監査役廣井久道様及び近畿

日本公認会計士協会近畿会が担当する大阪府、奈

会泉地区会長南方得男さん、当日の講師を務めてく

寄

良県、和歌山県にある中学校や高校のお知り合いの

ださった皆様、事務局山部賢さんにこの場を借りて

稿

方がおられましたら、ハロー！会計というイベント

厚く御礼申し上げます。

を話のネタに、お話なさってみてください。また、
定例役員会

学校での開催にご興味を持たれるようでしたら、広
報部まで、お知らせくださればと思います。
また、子供と接するということに少しでも興味が
ある方は、是非このハロー！会計を通じて、生徒と
接する機会をお持ちになっていただけたらと思いま

地区会

す。メンバーには、男女はもちろん、会計士試験合
格者からベテラン会計士という幅広い世代が登録し
ていますので、縦や横の関係だけでなく、斜めの関

上段左より：南方、志倉、平野、田中、藪上
下段左より：忌部、有本、桂、種田、川上（敬称略）

厚生部
ご案内

災害見舞金の申請について
2018年６月18日の大阪府北部を震源とする地震、2018年9月4日の台風21号で被災された会員・準会員の
方々に対して日本公認会計士協会近畿会の慶弔細則により「お見舞金」をお贈りさせていただいております。
会まで申請をお願いいたします。
１．提出書類

会長活動報告

被災されました会員・準会員におかれましては災害見舞金申請書に「罹災証明書」を添付していただき、近畿

①災害見舞金申請書
（法人勤務者用、非勤務者用がございますのでご注意ください。）
※また、本部への提出については近畿会にご提出いただいた書類を近畿会事務局から本部へ副申致します。
②罹災証明書（写し）

ＣＰＥ研修会

日本公認会計士協会近畿会 会員専用ページ、各種届出書類よりダウンロードしてください。

２．提 出 方 法：ご郵送
出

先：〒541-0056

大阪市中央区久太郎町2-4-11

会員異動

３．提

クラボウアネックスビル2階

日本公認会計士協会近畿会
４．お問い合わせ：日本公認会計士協会近畿会
TEL：06-6271-0400

E-mail：kinki@jicpa.or.jp
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第20回 各士業女性合同研修会 開催報告
女性会計士委員会

委員

吉田

由佳

寄
稿

本年より女性会計士委員会の委員として参加致し
ました吉田由佳と申します。第20回各士業女性合同
定例役員会

研修会の開催報告をさせて頂きます。

研修会第2部
「3時間で学ぶ債権法改正〜民法（債権関係）
改正の経緯と改正の概要」

地区会
厚生部

毎年秋に開催される恒例の「各士業女性合同研修

第2部は、堂島法律事務所の弁護士である中井康

会」、今年は9月29日に大阪弁護士会館にて開催さ

之先生による民法（債権関係）改正についての講義

れました。本年は弁護士会が開催担当であり、なお

でした。中井先生は民法改正の法制審議会委員を務

かつ、第20回という節目でもありました。そこで、

められたご経験も踏まえ、民法改正について、明治

今回は第１部に当研修会の20年のあゆみを振り返る

期に制定された民法の現状、改正の必要性、そして

プログラムを設け、第２部に120年ぶりの大改正を

具体的な改正内容をわかりやすく丁寧に説明してく

迎える「民法（債権法）」の研修会を行いました。

ださいました。民法自体は120年前の明治時代より

民法改正という全士業に影響する重要なテーマとい

大幅な改正はなく、現代の変化の激しい経済環境、

うこともあり、女性だけではなく男性士業の参加者

グローバル化に対応することが難しくなっているこ

も含めて、総勢224名の方々にお越し頂きました。

とが問題となっていました。そこで今回の改正の方
向性には、「社会・経済の変化に対応する」、「わ

ご案内

研修会第1部
「各士業女性合同研修会を振り返って」

かりやすいものとする」という2点に主眼が置か

第1部は、各女性士業を代表したパネリストの方々

に渡り会議を開催し議論された上で、2017年5月国

から各士業女性合同研修会の成立の経緯、開催の趣

会にて成立、2020年4月1日より施行されることが

旨、そして各士業の社会的使命を踏まえた話が紹介

決定しています。

れ、法制審議会民法（債権関係）部会だけでも99回

されました。発足当初は、女性士業は男性士業に比
会長活動報告

較すると現在以上にごく少数派でしたので、当初は
女性だけで集まること自体に意味があり、さらに他
士業交流を兼ねて本業に活かしていくことを目的と
していました。時代とともに士業の入れ替わりはあ
るものの、今年度より大阪府社会保険労務士会 社会

ＣＰＥ研修会

貢献推進委員会の先生方にも幹事会に参画頂くこと
になり、益々多様性に富む研修会となっています。
我々公認会計士にとって、特に影響が大きいと考
えたのは、「法定利率の改正」、「約款規制の新

会員異動

設」、「債権譲渡—譲渡禁止特約」です。「法定利
率の改正」については、損害賠償金額算定に用いる
割引率の改訂、保険会社による保険料の改訂といっ
た影響が考えられます。「約款規制の新設」では、

事務局だより

不当条項や不意打ち条項と呼ばれる、相手方へ一方
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的に不利益を与える条項がないかを見直す必要があ
ります。そして「債権譲渡—譲渡禁止特約」とは、
売掛金債権の流動化促進を目的に債権譲渡禁止特約

定例役員会

の効果を見直す改正であることから、今後は売掛金
を担保にした資金調達がより円滑になることが考え
られます。この債権流動化については、監査上の論
点になりやすいことから、公認会計士も改正の実務
的な影響に留意する必要があります。

受講を終えて
この度、初めての各士業女性合同研修会を通じ

か」を具体的かつどの士業の立場でも理解できる言

て、公認会計士以外の女性士業の方と出会い、話題

葉で終始ご説明頂きました。改正法の施行に備え

の民法改正について最新の貴重なお話を拝聴するこ

て、検討・準備すべきこととして、定型約款の見直

とができました。それと同時に、公認会計士の専門

し、債権禁止特約の見直し等、リストアップしてく

業務である会計、監査業務のみならず他の専門分野

ださり、2020年の施行まで準備すべきことが明確

からも学び続け、自己研鑽することの重要性を再認

になったことが大変有意義でした。

識致しました。

厚生部

解にとどまらず、「実務上どのような影響があるの

地区会

中井先生の講義内容は弁護士としての専門的な見

第20回という節目に参加して実感したことは、過
研修会終了後には、毎回懇親会を開催していま

らっしゃったおかげであると感じました。北山近畿

す。今年度は、阪急グランドビルの白楽天で素敵な

会副会長、女性会計士委員会・原委員長をはじめと

夜景と一緒に士業を越えて交流を楽しみました。講

し、委員の方々のおかげでスムーズに参加すること

師の中井先生にも同席いただき、開会の挨拶を今年

ができました。研修会に参加させて頂いたこと、開

度から参画した大阪府社会保険労務士会の飯田政信

催報告を執筆させて頂きましたことに心から感謝致

会長にいただきました。

しまして、筆を置かせて頂きます。

会長活動報告

去からこの研修会に尽力してくださった先輩方がい

ご案内

懇親会

ＣＰＥ研修会
会員異動
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寄稿 CONTRIBUTION

報
告

翔る！ニッポンの公認会計士〜北京編〜
森口

吉平

寄
稿
定例役員会
地区会

はじめに

て、この点を最も心配していましたが、実際暮らし

大家好（みなさんこんにちは）。私はKPMG中国

てみてどうかというと、『思っていたより全然マ

の北京事務所に2017年8月より駐在しています。北

シ』というのが正直なところです。米国大使館が測

京に来てから1年が過ぎ、2度目の厳しい冬を迎えよ

定・公表している大気汚染度の数値があるのです

うとしているこのタイミングでこのような寄稿の機

が、その数値を見ても、また体感としても、中国政

会を頂き、嬉しく思います。昨今日本を訪れる中国

府の努力もあってか、年々改善しているようです。

人観光客が増加している中、政治の面でも経済の面

私も実際最近では外に出る時にマスクをすることは

でも、何かと話題になることの多い中国ですが、本

ほとんど無くなりました（慣れてしまっただけかも

稿において私

しれませんが）。

厚生部

が肌で感じた

生活面で驚いたのは、少し大げさかもしれません

リアルな現在

が、『スマホがあれば何でもできる』ということで

の中国を感じ

す。生活する中で、あらゆる支払決済はスマホでで

て頂ければ幸

きますし、タクシーを呼ぶのも、自転車（街中に止

いです。

まっているシェアサイクル）に乗るのも、出前を取
るのも買い物も、（中国語がほとんどできなくて

ご案内

中国・北京について

も）スマホで簡単にできます。スマホの充電さえ切

北京市は、世界一の人口を有する中華人民共和国

らさなければ、本当に便利に生活ができるので、駐

（中国）の首都であり、中国北部に位置していま

在当初から大きな困難なく、生活ができていると思

す。北京市といっても日本の市町村の“市”とはイ

います。

メージが異なり、面積は日本の四国に相当するほど

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

広く、人口も約2,000万人を有する中国の政治・文

中国・北京での仕事について

化の中心です。中国の歴

私は、赴任前はあずさ監査法人の大阪事務所で、

史上、元、明、清といっ

主に担当クライアントの監査チームの中で、監査マ

た国家の首都として繁栄

ネジャーとして働いていましたが、現在のKPMG中

し、今も歴史的な建造物

国（KPMG Huazhen LLP）での仕事は、監査マ

を多く残しており、万里

ネジャーとしての仕事は2〜3割で、残りは日系企業

の長城、故宮（紫禁

様に対するコーディネーション（リエゾン）業務と

城）、頤和園、天壇と

マーケティング活動がメインになっています。担当

いった数々の世界遺産を

エリアは北京が主になりますが、いわゆる華北エリ

有しています。

ア全体を同僚と二人でカバーしており、私は北京の

北京に住んでいます、と日本の方に言えば必ず聞
会員異動

かれるのが『北京の空気ってどうなの？』という点

他に、大連、青島等における日系企業様のサポート
を担当しています。

です。かつて日本の報道等でもPM2.5等に汚染さ

監査マネジャーとしての仕事については、KPMG

れ、数メートル先も見えない真っ白な世界の映像が

の監査ツールは基本的に全世界共通のものですの

流れていましたので、その印象が強烈に残っている

で、監査業務については言語が英語・中国語に変わ

方も多くおられると思います。私も駐在するにあたっ

るだけで、やる事は同じかと思っていましたが、や

事務局だより
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は、日本であればあうんの呼吸で済ませられる場面

せられる機会が多くありますが、これも自分や自社

でも、しっかりとこちらの意見や要求を具体的に伝

の強みと向き合い、見つめ直すことのできる良い機

えなければ物事がうまく進まないこともあり、最初

会になっているように感じます。

告

ので、日本にいた時よりも競合他社の存在を意識さ

報

はり今までやってきた環境とは異なる環境の中で

のうちは苦労した面もありました。
次にコーディネーション（リエゾン）業務です

終わりに
中国で仕事・生活をしていて思うのは、とにかく

構成される監査チームの双方をサポートするため、

変化のスピードが速いということです。こちらで

寄

監査チームとクライアント（特に日本人マネジメン

は、多少見切り発車であってもまずやってみて、失

稿

ト）との間の調整、親会社監査チーム（あずさ監査

敗してもやりながら少しづつ改善していくというの

法人）との間の調整など、当地におけるKPMGの日

がこの国のスタイルなのだと思います。変化し続け

本人窓口として、幅広く仕事を行っています。具体

るこの刺激的な国で、妻と2歳半の息子と共に刺激

的には、会計の難しい論点を監査チームとクライア

的な毎日を送る

ントの間に入って調整するような会計士らしい仕事

ことができてい

もありますが、税務や法務、労務に関するアドバイ

ることに感謝し

スを求められることも多くありますし、日本から出

つつ、残りの駐

張に来られた方のアテンドのようなこともしていま

在期間を楽しみ

すので、日本時代と比較すると仕事の内容は多様で

たいと思いま

すが、チャレンジングで勉強になることも多く、

す。最後までお

日々刺激を受けています。

読み頂きありが
とうございまし
た。再见！

厚生部

日本人会の活動や銀行に顔を出したり、日本人向け

地区会

マーケティング活動については、定期的に現地の

定例役員会

が、監査クライアントである日系企業様と中国人で

のセミナーを開催するなどして、KPMGのサービス
を売り込むというようなことをしています。これは
当然ながら競合他社も同様のことをしておられます

ご案内

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

EUROPE

アメリカ合衆国
イリノイ州
カリフォルニア州
テキサス州
ニューヨーク州

カナダ
メキシコ

ＣＰＥ研修会

ASIA

会長活動報告

AMERICAS

イギリス
オランダ
ドイツ
チェコ共和国
ハンガリー
ポーランド
ロシア

会員異動

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

OCEANIA
オーストラリア
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特

集

第 回 リレー随筆

監査の業務を行っていても本質的に求められるべ

考える。

うことを再度確認すべき時が来たのではないかと

Better late than never
公認会計士の業界に足を踏み入れて、もうすぐ

き判断という仕事を行う上では無駄になることは

公認会計士が監査の専門家というだけであれば、

９年目に入ろうかとしており、この会報が手元に
ないだろう。

であることをさまざまな場面で謳い、我々の飯の食

歳になっている。

今回このリレー随筆を執筆するにあたり、どの

い扶持を確保する必要があるのかもしれない。しか

届くころには

試験合格当時は前年までの売り手市場が嘘のよう

ような寄稿をするのがよいかと考えたが、過去の

監査を受けることの価値を高め、監査が社会で必要

な買い手市場になり、公認会計士試験に合格をした

おかげである。正しくは夢から覚めたというより

そのきっかけも、試験合格当時に夢から覚めた

ぬまで消費を続けると捉えた時には、人の生き死

の世に生を受けた瞬間から何かを消費し始め、死

価値を保存することが出来るようになり、人はこ

る。会計が生まれ貨幣経済になった今、すべての

も幻を追いかけることを止めたという方が正しい

にまで含めすべて会計で表示することが出来るの

うことを寄稿しようと考えた。

会計の持つポテンシャルは凄まじいものであ

し一方で、我々は会計の専門家でもある。

歳でその夢から覚めること

かったので、こんな世の中になれば面白いなとい

自分の体験や感動を語っても個人的には面白くな

だが今となっては

のかもしれない。

置くことが出来るのできっと楽な道なのかもしれ

門分野の中に取りこむことが出来るのであれば、

会計で表すことが出来るものはすべて我々の専

ではないだろうか。

監査法人に入り、大半の公認会計士が行ってい

ないが、楽を追いかけると楽しくないという性分

幻を追いかけていると、覚めない夢の中に身を

る一般的な監査を未だ経験していないことは、ハ

現在我々が行っている仕事は我々の出来ることの

告

寄

稿

定例役員会

公認会計士は公認会計士法の第１条において

まず我々が何を出来るのかを改めて認識し、時

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

な責務をどのような形で社会に対して提供するか

代の潮流に合わせて公認会計士が担うべき社会的

地区会

認会計士は決して監査の専門家だけではないとい

﹁監査及び会計の専門家﹂と記載されており、公

中で、極々限られた範囲での仕事である。

なもので困ったものである。

むしろ、業界に入ってすぐの時から自分自身で

キャップになるかはわからない。

らの時代を考えた時にいつまでそれがハンディ

ンディキャップになる時もあるだろうが、これか

意味では得をしていると感じている。

が出来たのは、他人より早期に機会を得たという

21

が、その夢から覚めた瞬間である。

高く、よい生活が出来るものだと夢想していた

合格したら監査法人に入り、同世代よりも年収も

公認会計士試験を受験していた当時は、試験に

ものの就職の時点で足を止める必要があった。

30

の判断を求められる仕事をこなしてきたことは、

報

17740
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113

特

集

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

をベストとするのではなく、まだまだ改良の余地

務についての基礎知識が標準化されているのであ

そのような世の中になった時に、これから大人

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

事務局だより

リレー随筆

報

を考えることも我々の重要な役割になっていくと
があるものと考えるとどうだろうか。

日本公認会計士協会近畿会の会務では、中堅・

れば、雇用という形にこだわる必要もないと個人

考える。

若手会計士委員会と会員業務推進部に参加させて

的には考えているが、品質管理の面からはなかな

個人系の独立公認会計士の戯言でしかないのか

何が一番利益に繋がるのかを第一に考える必要が

になる世代に対して公認会計士っていう仕事は楽

41
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公認会計士のように手に職をもち、ある程度業

頂いているが、それもまた、今の時代に何をすべ
か簡単な問題ではないのだろう。

とが出来れば公認会計士を取り巻く環境を激変さ

しかし、逆に考えるとその問題だけ解決するこ

きかということを考えると当然の帰結なのかもし
れない。
勤めている時や独立して１年目は空いた時間に

あまり積極的に活動が出来ていたとは言えない。

もしれないが、品質管理とはつまるところ専門家

せることは可能なのではないだろうか。

やはり、自身の中で何がしかの目的や理想を

としての倫理の問題であり、専門家ではなく公認

は参加をするという感覚で参加をしていたので、

もって参加するようになれば、時間を当初から空

会計士の知識と資格を有している会社員が増えて

士としての能力の本質が活きる社会になっていく

会計士が一丸となって行うことで、より公認会計

チャンスと捉えて、仕事を楽しくする努力を公認

ていくと言われているが、これはピンチではなく

公認会計士の仕事はこれからの世の中で変わっ

いることも一つの問題なのかもしれない。

けることもできるようになる。
その目的や理想の実現に向けて今回の会務と仕
事はどちらを優先すべきかということも考えるこ
とが出来るようになるので、自分で優先順位を決
めることが出来るようになるのだ。
しかし、この感覚は独立した者独特なのかもし
れない。
勤めていた時の自分を思い返してみると、やは

あり、会務という自身の為の活動を平日の日中等

しいよ、目指すのがお勧めだよと言える世の中に

ではないかと考える。

に優先することは難しく、活発に活動するには自

していくのが、今公認会計士の業界にいる我々の

り勤務時間内での自身の動きとして会社にとって

身の裁量である程度仕事を調整できるようになる

洸太

役目ではないだろうか。

中谷

必要がある。
この点についても、現在の公認会計士の働き方

第113回

特
集

定例役員会 REPORT

第53事業年度

報
告

第6回定例役員会報告
2018年10月4日（木）18時〜19時40分

寄

場

所：近畿会会議室

稿

出席者：26名（役員数４2名）

審議事項
定例役員会

第１号議案

において「近畿会役員選挙規程の一部改正

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。
１．会員2名について、診断書を添付の上、病
気の為の会費免除の申請があった。近畿会

地区会

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条第1項によりやむを
得ないとの説明があり、審議の結果承認さ

（案）」をご承認いただいたところである。こ
れを受けて、近畿会役員選挙規程第25条第5号
に基づき、新たに「役員選挙細則（案）」を制
定致したいとの説明があり審議に入った。
この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

報告事項
第１号

れた。
２．会員3名について、勤務者においては勤務
厚生部

先への休暇届（写）、非勤務者においては

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）10月報告

ご案内

母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出

9月14日に第39回日本公認会計士協会研究大

産・育児の為の会費免除の申請があった。

会が四国会の徳島市において開催された。「伝

近畿会会費規程第8条第1項第三号に該当す

統の上に築くイノベーション〜人口減少社会を

るため、近畿会規約第13条第1項によりや

乗り越える新機軸〜」というメインテーマのも

むを得ないとの説明があり、審議の結果承

と、様々な研究発表がなされ、1,000人を超え

認された。

る会員の参加を得て盛大に開催された。
テーマにも掲げられているように、現在の日

第２号議案

台風21号による被災に係る見舞金について

会長活動報告

（提 案 者）総務部長

安井

康二

本の出生率を前提にすると、日本の人口は、
2050年には1億人を切り、生産年齢人口も現在
の約70％にまで減少する。更に人口は、2100

方に上陸した台風21号により被災された会員・

年には6,400万人、3,300年には「3人」にまで

準会員に対して、慶弔細則第7条第三号によ

減少するようである。もっともこのような状況

り、見舞金として各々3万円をお贈りすること

に至る前に何らかの対応策や変化が生じると思

と致したいとの説明と、見舞金の贈呈にあたっ

うが、中期的なスパンで考えた場合、間違いな

ては、「災害見舞金申請書」及び「罹災証明

く日本は、人口減少による国力の低下と社会や

書」（若しくは類する証明書）を提出していた

経済構造の変化に直面することは間違いない。

だくこととするとの説明があり審議に入った。

我々は、「茹でガエル」にならないように、

ＣＰＥ研修会

（提案説明）提案者より、2018年9月4日に近畿地

この提案については、審議の結果、原案通り
会員異動

承認された。

しっかりとした対応を考えたいものである。
9月の常務理事会では、監査基準委員会報告書
701「独立監査人の監査報告書における監査上

第３号議案

役員選挙細則の制定（案）について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

事務局だより

（提案説明）提案者より、近畿会第52回定期総会

の主要な検討事項の報告」についての公開草案
が承認され、公表された。KAM以外の改正点も
含め、ご留意頂きたい事項が盛り込まれている
ので、お目通し頂き、ご意見を頂戴したい。
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第２号

理事会報告

（報 告 者）理事

北山

（日
久恵

時）2018年10月1日（月）
18:30〜20:10
所）ハービスPLAZA「禅園」

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等に

■会長報告

ついて」

１．CPE履修に係る情報提供の充実

（出席者）大手監査法人大阪事務所長4名

・協会ウェブサイト「公認会計士検索シス

正副会長等7名
寄

テム」内で開示開始（2018年8月24日
・直近事業年度の履修結果に応じて、「義
務達成/義務不履行/研修の免除」のいず

厚生部報告

（報 告 者）厚生部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「第11回フットサル大会 2018（三会共催)」

２．国際会計人材ネットワークの登録

の実施結果について

（2017/8/1現在）日本公認会計士協会 642

（日

時）2018年9月8日（土）

（2018/8/1現在）日本公認会計士協会 781

（場

所）MAG’
S FUTSAL STADIUM

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

（参加者）14チーム：196名

第５号

地区会

１．監査基準委員会からの公開草案『監査基
準委員会報告書701「独立監査人の監査

広報部報告

報告における監査上の主要な検討事項の

（報 告 者）広報部長

報告」』に関する件

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

・改訂監査基準中、「監査上の主要な検討

種田

ゆみこ

「ハロー！会計」の実施結果について
（日

時）2018年9月20日（木）

厚生部

事項」については、2021年（平成33年)

9:00〜15:30

3月決算に係る財務諸表の監査から適用す
る。ただし、それ以前の決算に係る財務諸

（学校名）和歌山大学教育学部附属中学校

表の監査から適用することを妨げない。

（参加者）2年生：140名（4クラス）
※ 2クラス１グループとして、

・改訂監査基準中、報告基準に関わるその

2回実施

ご案内

午前・午後

他改訂事項については、2020年（平成
32年）3月決算に係る財務諸表の監査か

第６号

ら適用する。
■理事会審議事項

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

会運営細則の一部変更」に関する件

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

会長活動報告

１．総務委員会からの意見具申「公会計協議

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

総務部報告

（報 告 者）総務部長

安井

康二

１．相談役会の実施結果について
（日

時）2018年９月20日（木）
18:30〜21:00

（場

所）北新地「味吉野」

第７号

（報 告 者）会員業務推進部長

２．大手監査法人との意見交換会の実施結果に
ついて

輝明

１．「社外役員に関する講演と情報交換会」の
実施結果について
（日

時）2018年9月18日（火）
15:00〜17:00

（場

所）近畿会研修室

（内

容）第1部：講演会「会計士出身の社

会員異動

（出席者）相談役３名、正副会長等７名

荻窪

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（テーマ）「公認会計士業界における当面の
課題について」

会員業務推進部報告
ＣＰＥ研修会

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

定例役員会

れかが表示

第４号

稿

付けでウェブサイトにお知らせを掲載）

第３号

告

報告

（場

報

（報告内容）9月13日開催の常務理事会及び理事会

外役員（取締役・監査役）に求め
られるものは？」
（出席者）会員等28名、一般12名
17743
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第2部：意見交換会

特
集

第10号

２．会員への業務推薦状況について
大阪府
報
告

大阪府

消費生活協同組合の立入検査の同

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

行者の推薦

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

大阪府日本万国博覧会記念講演活
性化事業者選定委員会委員候補者
の推薦

和泉市

女性会計士委員会報告

１.「子育てネットワーク

秋の会」の実施結果

時）2018年9月9日（日）

和泉市公の施設の指定管理者の指

寄
稿

他4件

繭子

について
（日

定に係る選定委員会委員の推薦

原

10:30〜12:00
（場

所）クレオ大阪中央 3階

（テーマ）「子育て観を共有しよう」
（出席者）会員等6名、その他9名

第８号

監査会計委員会報告

定例役員会

（報 告 者）担当副会長

後藤

２．第20回各士業女性合同研修会の実施結果に
紳太郎

ついて

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（日

１．関西地区三会と（公社）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

地区会

（日

時）2018年9月9日（日）〜10日（月)

（場

所）ROYAL

HOTEL

長野

（テーマ）「監査報告書の透明化（KAM）

13:00〜16:30
（会

場）大阪弁護士会館

（内

容）第1部：パネルディスカッション
「各士業女性合同研修会20年の
歩み」

について」、「監査役等と監査人

第2部：研修会「3時間で学ぶ民

との連携について」

法（債権法）改正」
（出席者）公認会計

（出席者）関西地区三会9名

34名

弁護士

41名

社会保険労務士

68名

るアンケート調査へのご協力のお願いにつ

司法書士

20名

いて

税理士

45名

厚生部

（公社）日本監査役協会関西支部9名
２．「監査上の主要な検討事項」の利用に関す

ご案内

第９号

経営委員会報告

（報 告 者）経営委員会委員長

吉永

徳好

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
三会（日本公認会計士協会近畿会・大阪弁護士
会長活動報告

会・日本弁理士会近畿支部）協働事業「H30年
度ベンチャーを支援する人材育成セミナー」の
実施結果について
（日

時）2018年9月26日（水）

ＣＰＥ研修会

18:00〜20:00
（場

所）近畿会研修室

（テーマ）「IPOを実現した社長による上場体
験談〜三士業との関わりと今後期待
すること〜」
（出席者）近畿会38名、大阪弁護士会37名

会員異動

日本弁理士会近畿支部19名

事務局だより
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行政書士

8名

弁理士

8名

特
集

地区会 REPORT
報
告

「あれから35年」〜近畿実務補習所第29期生同期会の開催報告〜
近畿実務補習所第29期 宮 直史

寄

第29期生の同期会を開催しました。
35年前の1983年（昭和58年）9月22日に2次試

ネットで過去の月齢や天気を確認すると、35年前の
1983年９月22日の月齢は15.0の満月、大阪の夜の
お天気は晴れだったようです。
公認会計士制度70周年の節目の年に、2次試験合格

学んだ我われにとって記念すべき日に、互いの「あれ

35周年を同期の仲間と共に祝えたことに心から感謝

から35年」を語り合い、積もる話を肴に盃をかわし

です。引き続きのご指導よろしくお願いいたします。

ました。
入所は34名。このうち２名は58年以前に合格され

（追記）
今年8月に補習所21期生から30期生を対象に合同
同期会が開催され、総勢33名（一期平均3.3名）の

途中から近畿実務補習所に入所された２名がおられ

参加があったようです（近畿C.P.A.ニュース10月

るので、同期合格の補習所同期生は34名。このうち

号）。合同同期会に比べて単独で同期会を開催する

６名は公認会計士協会の名簿上は業務廃止扱いのた

のは手間がかかって面倒ですが、それを上回るメ

め差し引いて28名に近畿会を通じてメールで案内を

リットがあります。
１．開催日を自分たち同期の記念日に設定できる

にも個別に連絡をとりました。

２．開催場所を自分たちの好みで決められる

り（82.3％）、うち9名が参加。そして当時、近畿
会の職員として近畿実務補習所をご担当いただいた
35周年の祝賀会を開催することができました。
会場は大阪なんばのABENO HUB（アベノ・ハブ)。

中で退所した同期にも連絡できる
４．会計士協会名簿に登録されていない退会した
同期にも案内できる
５．同期会に参加できない同期から届いた近況報
告を参加したみんなで共有できる
６．活動補助金を活用して、関西地区三会に所属

一階にあり、オーガニック素材にこだわった心づく

する同期も、そうでない同期も、会費を同額に

しのお料理とお酒を美味しく味わえるお店です。当

できる

日は中谷先生の奥様にもおもてなしいただいてお店

７．メーリングリストを立ち上げたので同期会の

のアットホームな雰囲気がとても心地よく、懐かし

後もいつでも連絡を取り合える（現在のメン

い友との久しぶりの再会に話は尽きず、会計を終え

バーは同期21名と中村邦彦さんの合計22名）

ＣＰＥ研修会

て参加者全員で中谷洋一先生の奥様を囲んで撮った

会長活動報告

近畿会の会長をされた中谷洋一先生の事務所ビルの

ご案内

中村邦彦さんにもご参加いただいて、２次試験合格

３．近畿実務補習所に途中から入所した同期や途

厚生部

送るとともに、協会名簿の登録から外れている６名

地区会

ているので今回の案内から外し、逆に、同期合格で

結果、最終的に34名中28名から返事の連絡があ

定例役員会

験の合格発表、そして近畿実務補習所に入所して共に

近畿実務補習所に入所した際の名簿によると同期

稿

2018年9月22日（土）18時から近畿実務補習所

記念の集合写真の撮影時間は21時43分。みんなの
格別の笑顔が同期会をたっぷり楽しんだ何よりの証
です。
ご機嫌な気分で自宅に戻
る途中、お月さんもまんま

会員異動

るでご機嫌よく、35年前
の合格発表の日も夜空を仰
ぎ見ながら自宅に戻ったの
を思い出して思わず月に向
かって手を合わせました。
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特
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地区会 REPORT
報
告

泉地区会報告「和歌山マリーナシティ de ファミリーレジャー」ご報告
泉地区会 会長 南方 得男

寄
稿

2018年9月22日（土）午前11時、和歌山マリー

る子供さんやご家族の姿が見えてきました。食事を

ナシティのポルトヨーロッパ、東側エントランスに

済まされた方から和歌山マリーナシティを楽しんで

泉地区会会員とご家族併せて39名が集まりました。

流れ解散としました。

定例役員会

小雨がちらつく中、桂真理子幹事からポルトヨー
ロッパのアトラクションのスタンダードパス・リス
トバンド、天然紀州黒潮温泉のチケットと和歌山マ
リーナシティガイドブックが配布されました。
東側エントランスからポルトヨーロッパを抜け

地区会

て、反対側の黒潮市場からシーサイドバーベキュー
の会場（海床）に向かいました。アトラクションに
参加するときは別としてポルトヨーロッパは入場無
料です。途中、記念撮影をしましたが、約15分で会
場に到着しました。

黒潮市場の海産物や紀ノ國フルーツ村の梅などの

厚生部
ご案内

個人の場合はバーベキュー会場で席を確保した

農産物、ポルトヨーロッパの建造物や建物内のお土

後、黒潮市場で食材を購入するのですが、今回は団

産品を見たり、VRやARなどアトラクションに参加

体なので大人用と子供用に、帆立、海老、蛸、い

したり、大道芸人ジャグラービット氏のジャグリン

か、鮪串刺し、牛肉、ウィンナー、キャベツ、玉

グショーを見たり、迷路遊びをしたり、それぞれポ

葱、ピーマン、とうもろこし、おにぎりなど各人に

ルトヨーロッパを楽しみました。道路を隔てた紀州

セットされた食材が用意されていました。

黒潮温泉は思いのほか大きな施設で2階にある露天
風呂からは章魚頭姿山（高津子山・たこずし山）を
背した和歌浦港を望みヨットハーバーが目の前に見

会長活動報告

えます。お天気も良くなり、やや温度が低めの湯船
でゆったりした気分を味わえました。
家族連れでお越しになったある会員は、点検中の
アトラクションや台風第21号で運休中のアトラク
ションがありましたが、マリーナシティのその他全

ＣＰＥ研修会

乗り物を制覇したとのことです。他の会員のご家族
の子供たちと意気投合した結果、午後6時の閉園ま
バーベキュー会場をバックに記念撮影の後、各人

で一緒に遊び、温泉に入って1階の食堂で晩ごはん

希望の飲み物で乾杯。大きく開かれた窓越しに、防

を囲み、ようやく帰路につかれ、午後9時に堺市の

波堤で囲まれた港と海と空を眺めながら、テーブル

自宅にご帰宅されたようです。

会員異動

席でバーベキューを楽しみました。屋根はあったも

皆さん一日、事故無くとっても楽しんでいただけ

ののお天気が気になっていたのですが、食事が終わ

たようでした。泉地区会ご参加の皆さん、ありがと

るころには日が差し始め気分も高まってきました。

うございました。

食事を終えて会場や湾岸を駆けたり散歩したりす
事務局だより
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親睦ゴルフ会のご報告

告

泉地区会 会員 脇山 侑典
寄

睦ゴルフ会を天野山カントリークラブで開催いたし
ました。当日は4組16名の参加でした。

グラウンドからグリーンまで見通せる爽快なコース

稿

2018年10月8日（月）体育の日に、泉地区会親

でした。
コンペの結果は、ニアピン・ドラコンを獲られた

式が行われました。狙い通りの見事なショットで
コールの沸く中、午前9時45分北コース（後半西
コース）でスタートいたしました。

日根野谷先生がグロス90、ネット72のスコアで優
勝されました。
私自身は、ハンディキャップには恵まれず、グロ

定例役員会

清々しい秋日和の中、髙田近畿会会長による始球

スの順当な結果となりブービー賞を戴きました。賞

前半北コースは、林に囲まれており、自然の地形

みたいと思います。

地区会

を生かした打ち上げ、打ち下ろしと変化に富んだ面

品のトレーニング器具で体幹を鍛えてリベンジに臨

白いコースでした。後半西コースは、フラットで幅
も広い豪快なホールが続き、各ホール全てがティー

このたびは企画及び運営をしていただいた南方地区
会長はじめ幹事の皆様方に
厚く感謝申し上げます。
厚生部

泉地区会親睦ゴルフは、
毎年天野山カントリーク
ラブで開催されています。
ルフ場で、大阪湾を眼下
に打ち下ろすホールなど

ご案内

雄大な自然に囲まれたゴ

気持ちの良いホールばか
のご参加をお待ちしてお
ります。

順位

氏名

北

会長活動報告

りです。是非、多くの方々

西 GROSS HDCP NET
90

18.0

72.0

2位

南方 得男

53 56

109

36.0

73.0

3位

小田 利昭

46 42

88

10.8

77.2

髙田 篤（グロス 87）

ニアピン

日根野谷 正人、 髙田 篤

ドラコン

日根野谷 正人、 桂真理子

会員異動

ベストグロス

ＣＰＥ研修会

優勝 日根野谷 正人 44 46
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豊能地区会 丹波篠山観光のご報告
豊能地区会 会長 織田 三津雄

寄
稿
定例役員会
地区会

2018年9月29日（土）に、吹田・摂津、北摂、豊

丹波篠山デカンショ館）に行こうと思ったのです

能の3地区会合同で今回、初めての行事である「丹波

が、ブリキの玩具製作所の案内板に目が留まり、そ

篠山観光ツアー」が開催されました。本来は恒例行

こに行きました。そこは昭和レトロをテーマにした

事である「栗拾い」の開催を予定していたのです

ブリキ玩具の展示場です。奥に広い敷地があり、昭

が、台風21号や大雨により、栗拾いをしている小林

和の電化製品や什器備品が展示されており、入口近

観光農園の栗にも影響がありました。今年は例年に

くには非常に大きなブリキの機械が数台置いてあ

比べ栗が大変少ないとの連絡を受け、栗拾いが満足

り、お店のシンボルとなっています。また製作所で

にできない事情に鑑みて、止む無く中止にしました。

は、ブリキのミニカーを制作できるイベントをやっ

しかし、このままイベント自体をなしにするのは

ており、10名程度までは参加できるそうです。時間

残念なので、他のイベントを企画いたしました。そ
れが、「丹波篠山観光ツアー」です。昼食は例年通
り「牛副」で食べました。

があれば、参加したいと思います。
今回、事前の天気予報は、当日は強い雨、次の日
は台風が直撃する天候に恵まれない中、事前キャン

厚生部
ご案内

丹波篠山観光ツアーは、歴史四館めぐりの一つで

セルはあったものの、他地区会（泉やみなと等）か

ある篠山城大書院に全員で行き、シアター室でビデ

らの応募もいただき、予想に反して29名の方々に参

オを見た後、大書院の案内をしてもらいました。大

加いただきました。地区会のイベントの趣旨は、会

書院は慶長14年（1609年）の篠山城築城と同時に

員相互の親睦を深めることですので、雨が降る日の

建てられました。昭和19年（1944年）1月6日夜に

方がかえって、仲良くなり、最高のイベント日和で

焼失してしまいましたが、篠山市民の熱い願いと尊

あると思いました。来年もぜひ企画をしていきたい

い寄付によって平成12年（2000年）3月再建され

と思います。

ました。大書院の特徴は木造住宅建築としては非常
に規模が大きく、現存する同様の建物の中では京都

会長活動報告

二条城の二の丸御殿遠侍に匹敵する建物です。二条
城の御殿は将軍が上洛したときの宿所となった第一
級の建物ということから、大書院は一大名の書院と
しては破格の規模と古式の建築様式を備えたものと
いえます。

ＣＰＥ研修会

大書院の後は、各自、バスの乗る時間まで自由時
間になります。私は歴史四館めぐりの残り3つ（歴
史美術館、武家屋敷の安間家史料館、青山歴史村の

会員異動
事務局だより
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会長

中川

告

みやこ地区会

報

みやこ地区会 イベント開催のご報告
雅之

寄

酒蔵見学

稿

私どもみやこ地区会は、2018年10月6日（土）

山本本家は、全国に名高い酒処伏見において1677

ました。一時は台風25号の影響により開催が危ぶま

年に創業された老舗の酒蔵です。当日は社長の十一

れましたが、小雨程度にとどまり、無事開催するこ

代 山本源兵衛様のご案内のもと、通常は公開されて

とが出来ました。

いない酒造りの工程を見学しました。なぜ伏見が酒
処となったのか等の興味深いお話を色々と伺いまし

トを企画することが多いのですが、今回のイベント

たが、中でも、現在では先端技術による機械が多く

では、三十石船と山本本家の酒蔵見学、隣接する

の作業を担っているも

「鳥せい」でのランチという、いつものみやこ地区

のの、蔵人の卓越した

会のイベントと比較するとやや大人向けの内容でし

経験と技術による細や

た。（が、蓋を開けてみれば小さなお子様連れご家

かな調整は欠かせな

族が約半数でした！）

い、とのお話には、今

地区会

普段はみやこ地区会ではファミリー向けのイベン

定例役員会

に「歴史を感じる酒蔵見学ツアー♪」を開催いたし

後AI等の活用が見込
まれる監査業界にも共

まずは宇治川派流と濠川を下る三十石船で、京都

通するテーマとして、

の歴史的風情を楽しみながらゆったりとした時間を

気が引き締まる思いで

過ごしました。この三十石船は、江戸時代に伏見・

した。

厚生部

三十石船

もので、坂本竜馬が妻のおりょうとともに薩摩へ向

ランチ

かった「日本最初の新婚旅行」もこの三十石船がス

酒蔵見学の後、山本本家直営の鶏料理店「鳥せい」
にて、鴨ロースや焼き鳥等の多彩な鳥料理を味わえ

は台風の影響による強風のため運航を中止されたと

るコース料理と、料理を引き立てる食中酒の飲み比

のことで、どなたか強運の持ち主がいらっしゃった

べを楽しみました。今回は大人向けイベントのつも

のかと思います。（そ

りではありましたが、年齢の近いお子さんがあっと

もそも台風が来ていた

いう間に仲良くなって一緒に遊んでいる微笑ましい

ことはさておき。）

様子も見られ、運営する立場としては安堵するばか

くに「寺田屋」があ
り、この後酒蔵見学さ

りでした。
さらに最後にはお酒のお土産もいただき、無事解
散と相成りました。

れないご家族には寺田

次回イベント

ました。

詳細未定ですが、来年の3月ごろに次回イベント
を開催予定ですので、皆様のご参加をお待ちしてお
ります。（みやこ地区会員が優先ではございますが)
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会員異動

屋を見学していただき

ＣＰＥ研修会

なお乗船場のすぐ近

会長活動報告

タートと言われています。ちなみに、当日午後から

ご案内

大阪を結ぶ交通機関として旅客輸送に使われていた

特
集

厚生部 REPORT
報
告

第11回フットサル大会 開催報告
厚生部サポーター 野山 貴世

寄
稿

9月8日（土）に近畿会、京滋会、兵庫会の3会共催で第11回フットサル大会が大阪市住之江区にあるマグ・
フットサルスタジアムにて開催されました。天気はあいにくの雨模様でしたが、全ての試合を屋内コートで実施
定例役員会

できたことや、気温がだいぶ下がっていたので、プレーしやすかったと思います。また、今年は2018FIFAワー
ルドカップで日本がベスト16まで勝ち残り、国全体で盛り上がった余韻からか、どのチームも例年に比べ、やる
気に満ちていたように感じました。
今年も親睦リーグと経験者リーグの2リーグに分かれてチームを
募集したところ、親睦リーグには9チーム、経験者リーグには5

地区会

チームの申し込みがあり、ご家族や応援者を含め、約200名もの
方々にご参加いただきました。
まず、試合前には、お子様、女性向けに、見事標的に当てると景
品をGETできるキックターゲットのコーナーを設け、楽しんでい
ただきました。

厚生部

会場のマグ・フットサルコートは屋内に3面のコートがあって、ゲームをすることができます。その3面コート
を使って、親睦リーグの試合と経験者リーグの試合が並行してスタートしました。
親睦リーグでは、女性が選手として参加した場合には1点の得点が付与されることやゴールを入れた場合には3
点が付与されるという本大会独自のルールがあります。さまざまなメンバーがワイワイ楽しみながらゲームを楽
しまれており、リーグの名前の通り、いろんな垣根を越えて親睦を図られていたと思います。

ご案内

経験者リーグはドリブルやパス回しなどの技術のレベルが高かったことや、経験者ならではの激しい試合で
ゴール・シュート数も多く、応援者の声援の後押しもあり、白熱した試合が繰り広げられていました。
そんな中、親睦リーグの優勝は「チームTNM」、準優勝は「TENMA」、経験者リーグの優勝は「トーマツフッ
トサル部」、準優勝は「Nakanishi Takamasa」という試合結果となりました。各リーグの優勝・準優勝チームに

会長活動報告

は賞品が贈呈され、さらに、「トーマツフットサル部」には昨年の優勝に引き続き、今年もトロフィーが授与さ
れました。
選手の皆様、応援者の方々、大会にご参加及びご協力いただきありがとうございました。次回の開催も気温の
落ち着く9月頃を予定しております。少しでも興味のある方は選手としても応援者としても、ぜひ参加してみてく
ださい。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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特
集

トーマツ フットサル部

谷口

滉季

報

関西大会2連覇と東京大会出場を目指して

告

今後は、練習量を増やしていく中で合宿等の実施

西大会で優勝して関西での2連覇を果たすとともに

も検討しており、チーム内の各個人の技術力の向上

東京大会への出場を目指して今大会に臨みました。

はもちろんのこと、チーム内の総合力をさらに高め

経験者リーグでの参加チーム数は前回大会と同様の

ていきたいと考えております。

寄

トーマツフットサル部は、前回大会に引き続き関

最後になりましたが、フットサル大会運営に携

しい試合が続く中で1試合1試合気持ちを引き締めて

わって頂きました皆様、また多くの声援を下さいま

チーム一丸となって取り組みました。

した皆様には感謝しております。ありがとうござい
ました。

定例役員会

結果としましては、関西大会で優勝し、関西大会

稿

5チームでしたが、強豪チームが集まっており、苦

での2連覇と東京大会への出場という当初の目標を
達成することができました。勝利の喜びをチーム内
の仲間と分かち合うとともに、関西大会での反省点
を洗い出し、東京大会に向けての意気込みを共有し
ました。

地区会

東京大会出場が決まった現在は、1試合でも多く
の勝利をおさめて、前回大会の東京チームに惨敗し
たリベンジを果たし、胸を張って関西に帰ってくる
という気持ちで東京大会当日までの日々を過ごして

関西

1位

11th FUTSAL TOURNAMENT
Nakanishi Takamasa

中村

ご案内

フットサル大会を終えて

厚生部

います。

祐太

勝目がかかった2回戦では先制するも、その後相手

のフットサル大会が9月に開催されました。私たち

の猛攻を受け結果逆転負けとなりましたが、前回大

は前年の関西大会で目標の優勝には程遠い内容及び

会ではあまり感じられなかった自分たちの成長を感

結果となってしまった反省から、今回は練習から攻

じられました。今後も今大会で得られた経験を糧

め方・守り方を意思統一し、応援団も含めた一体感

に、来年の大会では優勝できるようチーム一丸と

をもって大会に臨みました。その結果関西大会で準

なって努力していきたいと思います。
ＣＰＥ研修会

優勝の成績を収め、2年前に続いて東京大会に出場

会長活動報告

毎年恒例となっております、公認会計士協会主催

する権利を得ることができました。2年前の東京大
会では関西勢初となる1勝を挙げたこともあり、今
回の目標はそれを上回る成績を収めることでした。
当日は悪天候やそれに伴うスケジュールの前倒し

会員異動

などのハプニングもありましたが、私たちは関西大
会で準優勝を収めた時のような一体感をもって試合
に臨みました。初戦は到着早々の試合となり準備不
足の中で劣勢ではありましたが、全員一丸となって

17751
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1点を守り切り勝利することができました。念願の2

特
集

厚生部 REPORT
報
告

ハイキング部報告
橋本 なつき

寄
稿

2018年10月8日（月）

摩耶山ハイキング （参加者会員15名、京滋会会員1名、非会員4名)

定例役員会
地区会

2018年10月8日（月）、今回は六甲山を経由し

神戸の景色は

て摩耶山にハイキングとバーベキューに行きまし

格別で、会員

た。当日は、体育の日にふさわしい秋晴れのハイキ

の方々とお話

ング日和となりました。まずはJR六甲道駅で集合

しながらとて

し、バスで六甲ケーブルに向かい、ケーブルカーに

も楽しいひと

乗り込みます。ケーブルカーに乗ること10分で、

時を過ごしま

標高737.5ｍの六甲山上駅に着くと少しひんやりと

した。
2時間ほど

感じます。

厚生部
ご案内

六甲山上駅で、麓から歩いてこられた方と合流し

バーベキュー

て、ハイキングコースを歩き摩耶山ロープウェー星

を楽しんだ後

の駅へ向かいます。摩耶山ロープウェー星の駅への

は、摩耶山

道は、最初はなだらかな道で、周りの豊かな自然や

ロープウェー

ときおり見える神戸の山上からの景色を楽しめま

で下山し解散

す。日差しは強かったですが、山の中ということで

です。今回、

涼しく、みんなでお話しながら快適にハイキングが

初めて参加させていただきましたが、初級者用の

できました。

コースだったのでなんとか登りきることができ、と

摩耶山ロープウェー星の駅に向かう最後の地点で
険しい山道があり、途中何度も休憩をとりながら登

会長活動報告

りきると、今回の目的地の摩耶山ガーデンテラスに
到着です。最後の山道を登るのが大変だったことも
あり、たどり着いたときには、とても達
成感がありました。
摩耶山ガーデンテラスで全員集合し

ＣＰＥ研修会

て、席について乾杯し、待ちに待った
バーベキューの開始です。2時間半ほど山
道を歩いておなかがすいていたので、す
きっ腹で食べるお肉は格別においしかっ
たです。また、会員の方々が各自でお肉や

会員異動

果物、おにぎり等も持ち寄ってくださり、
とても豪華なバーベキューとなりました。
昼からビールを飲んで見る摩耶山上からの

事務局だより
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ても楽しい経験でした。
次回のハイキング部は、11月17日（土）の二上
山の予定です。

特
集
報
告

鈴木 邦明
寄

藤原京コスモス畑から今井町へ （参加者会員７名

稿

2018年10月14日（日）
非会員２名)

西600ｍ、南北310ｍのほぼ長方形の区画に江戸時

耶山山上バーベキューに続いて、14日に9月に雨で

代から残る富豪商人の屋敷がずらりと軒を並べてい

流れた藤原京のコスモス畑と今井町へ再チャレンジ

る様は、「すごい」の一言です。当日も解放されて

しました。曇り時々晴れの絶好のハイキング日和で

いる何軒かの屋敷内を見させていただきました。中

した。

でも、今西家は惣年寄の筆頭の家で当時の面影をよ
く残している屋敷でした。「百聞は一見にしかず」

される710年のたった16年間の間の都でしたが、

とにかく行かれたことのない人は是非行ってみてく

その規模は平城京に劣らない規模で造営されたよう

ださい。私は、4回目でしたが毎回新しい発見があ

です。いまだに発

り、何度行っても見どころのある町です。次回は、雪

掘され新しい史跡

の今井町を見たいと思っています。
地元出身の村田会員に昼食場所を手配いただき、

す。その都の跡に

予想外の和食幕の内弁当をいただくことができまし

300万本というコ

た。ありがとうございました。
近鉄の事故による遅れがありましたが、全員無事

盛期で咲き誇り秋

コスモス畑で合流でき、秋らしいお天気の中のんび

を彩っていまし

り散策し、16:00八木西口駅（誰かさん、大和八木

た。その藤原京か

駅西口ではないですよ）で解散しました。

ご案内

スモス、今が、最

厚生部

が見つかっていま

地区会

藤原京は、7世紀末の持統天皇から平城京へ遷都

定例役員会

10月は、8日の六甲山から摩耶山ハイキングと摩

次回は、11月に「二上山」、12月1日（土曜日）

ら歩いて小1時間

に奈良の紅葉狩りで有名な「正暦寺」へ行く予定で

的地「今井町」へ

す。乞うご期待！

と向かいました。
今井町は16世紀

会長活動報告

ほどでの第2の目

中ごろ（戦国時代
ＣＰＥ研修会

の末）称念寺とい
う一向宗の寺内町
として開かれ、一

町屋模型

旦は織田信長の軍
門に屈しました

会員異動

が、その団結力を
認め以後信長の庇
護を受け、発展し
てきた町です。東

今西家屋敷の蔵前座敷
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特
集

近畿CPAゴルフ会

厚生部 REPORT
報
告

ゴルフ部開催報告
山田 拓幸

寄

近畿CPAゴルフ会の第295回例会が、平成30年10月10日（水）に田辺カントリー倶楽部（山本陽市会員と比

稿

佐禎史会員が倶楽部のメンバー）にて開催されました。参加者は14名（このほか配偶者枠で2名参加）でした。
今回の優勝者は吉川雅偉会員でした。NETでは、山本会員、比佐会員、吉川会員の順で接戦でした。さすがに地
主さんのお二人が上位を占めたのですが、連続出場の優勝要件から、吉川会員が繰り上がりの優勝となりました。

定例役員会

前回8月の開催時には優勝で、今回はBBである筆者は、平成26年9月に開催の第270回例会に引き続いての再
度のBBで執筆担当となりました。優勝した前回８月開催のゴルフ部会からたった2ヶ月の間に何が災いしたので
しょうか？「練習はショットの確率（確度）を上げるためのもの」との格言がありますが、あまり練習しない、
罰当たりの私にはピッタリでした。しかしながら、12月1日に開催の「第9回

近畿CPAゴルフ選手権」ではBB

は回避したいものです。
地区会

さて、次回、本年最終は12月4日（火）に鳴尾ゴルフ倶楽部で恒例のすき焼き忘年会付きです。ゴルフが不本
意な結果であっても、すき焼きと飲み物は参加者全員が平等に楽しむことができます。ぜひ、皆様の御参加をお
待ちしております。忘年会のみの参加も、この際OKです。
特に性格の好ましい人で、BB候補の初心者や永年初心者の方及び配偶者を含む女性の方々は、ゴルフ会として
も個人的にも大歓迎です。

厚生部

上位入賞者と今後の当面の開催予定は次のとおりです。
（上位入賞者のみなさん）
名

（敬称略）

ご案内
会長活動報告

順

位

氏

優

勝

吉川

雅偉

91

13

78

2

位

山本

陽市

91

18

73

3

位

比佐

禎史

93

17

76

4

位

樋口

秀和

97

19

78

5

位

西田

俊幸

112

34

78

6

位

小川

泰彦

87

8

79

GROSS

HDCP

NET

今後の開催予定

ＣＰＥ研修会

2018年 12月 4日（火） 鳴尾ゴルフ倶楽部
2019年

2月

未定（城陽カントリー倶楽部？）

4月 4日（木） 宝塚ゴルフ倶楽部

会員異動
事務局だより
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特
集

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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特
集

ご案内
報
告

第40回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 「会計・監査
〈開

寄

〈会

催

〜公認会計士と地域との共創〜」

新時代

日〉 2019年9月18日（水）
場〉 幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

稿

日本公認会計士協会の第40回目となる節目の研究大会を千

金融庁の「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言を受け

葉会において開催させていただきます。2016年4月に地域会

て、監査法人もガバナンスの強化に取り組み、監査報告書の透

設立した千葉会として初めての開催となります。

明化・長文化等が議論されています。

定例役員会

このような時代において、地域会には地元から大きな期待が
今、時代が大きく変化しています。2020年には56年ぶりに

寄せられています。地域貢献が地域会の大きな役割となってお

東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。また、

り、公認会計士が活躍の場を広げて地域の発展に貢献すること

2019年５月に、平成の時代から新しい元号に変わります。さら

が大きな使命となっています。

地区会

に、公認会計士制度についていえば、2018年に制度創設70周

これらの要請に応えるため、日本公認会計士協会本部のこれ

年を迎えました。千葉県に目を向けると、はからずも、地軸の変

までの知見や国・自治体の各機関等の支援制度等を活用しなが

化の国際的な標準として千葉県市原の地層が認定され、地球の

ら、公認会計士が地域と新しい関係を共に創り上げ、地域のさ

歴史のうち77万年〜12万年前を「チバニアン（千葉時代）」と命

らなる発展に貢献していきたいと考えます。今回の研究大会が

名される見込みです。

公認会計士による地域貢献への一助となることを目指します。

会計、監査の環境も変革の時を迎えています。社会福祉法人、

厚生部

医療法人、農業協同組合が順次、法定監査の対象とされていま

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパ

す。国の施策でもある中小企業の事業承継に対する支援も始

ネルディスカッション、特定のテーマについて会場内の出席者

まっています。また、地方公共団体においても新地方公会計制

も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を問い

度（統一的な基準）や内部統制制度が導入され、監査委員監査に

ません。

おいて監査基準の制定が要求されています。さらに、AIの発達
が会計・監査の環境に大きな影響を与えています。

募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募
をお待ちしています。

ご案内

研究発表募集要領
１．応募資格

び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発

会員・準会員及び一般有志

表者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

会長活動報告

②パネルディスカッション形式による発表

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「会計・監査

新時代

〜公認

会計士と地域との共創〜」に関連するテーマとします。

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大
会当日、その内容についてパネリスト間でディスカッショ
ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッショ

３．募集内容
ＣＰＥ研修会

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ
ネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表

を記載）を作成し、選考結果の送付先となる住所を明記の

していただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフト

上、電子データをメールに添付してお送りください。

ウェアを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送

・A4判の5頁程度

付先となる住所を明記の上、電子データをメールに添付し

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料
(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ

会員異動

てお送りください。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

きます。

事務局だより

・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

・人数はパネリスト及びコーディネーター含め5名以内（厳守)

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象

（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及

公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている

56

C.P.A.NEWS 2018.11 Vol.713

17756

特
集

内容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマに

６．発表予定テーマ数
今大会（第40回研究大会）では、10テーマの発表を予定し

マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ

ており、うち２テーマは、研究大会開催地域会である千葉会

選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する

に割り当てる予定です。

継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわし

告

者のリストを添えてお送りください。

報

ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー

いものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

コーディネーター等発表者を選定します。
※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の
ださい。

2019年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡

稿

します。

寄

上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く

７．研究発表の決定

なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承

４．応募及び推薦締切日

の上ご応募ください。

2019年2月28日（木）（必着）

定例役員会

８．送付先及び問合せ先
５．選考

〒102-8264

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマと

日本公認会計士協会

してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。
また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形
式、フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し

東京都千代田区九段南4-4-1
総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）/ FAX 050-3737-6397
E-Mail

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

地区会

選考いたします。

千葉会研究大会実行委員会

ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第39回研究大会）

テーマ1
テーマ2

厚生部

【 研究発表 ① 】
【論文発表】
監査委員監査における「期待ギャップ」の考察
【パネルディスカッション】
我が国における会計基礎教育の現状と今後の展望
【パネルディスカッション】

ご案内

テーマ3

ダイバーシティ経営の衝撃
〜ダイバーシティはイノベーションを創出するのか？人口減少を克服するのか？〜

テーマ4

仕訳データ活用にみる未来の展望
【パネルディスカッション】

会長活動報告

テーマ5

【論文発表】

人口減少社会を乗り越えるための公会計（町田市の事例）とスポーツビジネス

【 研究発表 ② 】
テーマ1

テーマ3

地域イノベーションにおける公認会計士の役割について

ＣＰＥ研修会

テーマ2

【論文発表】
【パネルディスカッション】
人口減少社会に立ち向かうための女性会計士活躍のあるべき姿について
【パネルディスカッション】
AI技術の展開とビッグデータ環境下の会計・監査のイノベーション
【論文発表】
第46回日本公認会計士協会学術賞受賞作品

会員異動

テーマ4

プラットフォーム企業のグローバル戦略
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム
【パネルディスカッション】

テーマ5

地場産業・イノベーション企業の成長促進剤としての公認会計士の役割
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〜今こそ、地方からのIPOで、地域と日本の活性化を〜

特
集

ご案内
報
告

継続的専門研修制度協議会からのお知らせ

寄
稿
定例役員会
地区会
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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特

集

報

告

寄

稿

定例役員会

地区会

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

59

C.P.A.NEWS 2018.11 Vol.713

17759

特

集

報

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動
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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

最近、やっと秋を感じられるようになってまいりました。やはり、暑くもなく寒くもない季節が過ごしやすいですね。
さて、9月26日に金融庁は、「変革期における金融サービスの向上に向けて〜金融行政のこれまでの実践と今後の方針〜
（平成30年事務年度）」を公表しました。これは従来の「金融行政方針」と「金融レポート」を統合したものです。
この中では、下記のような事項が記載されており、今後の金融庁の動向を理解する上で参考になると考えますので抜粋して

寄

ご紹介します。

稿

・有価証券報告書と事業報告等の一体的開示の取組みの支援と課題等の検討。
・「監査法人ガバナンス・コード」の実効性についての検証。
・通常と異なる監査意見が表明された場合等の情報提供のあり方の検討。

定例役員会

・監査法人の独立性の確保。
・監査品質向上のためのトップの姿勢を含む経営層の認識及び具体的施策の検証。
・日本公認会計士協会の品質管理レビュー等の実効性向上の進捗を踏まえ、公認会計士・監査審査会とのモニタリングでの実
効的な連携。
一方で、我々日本公認会計士協会では、上記にも記載されている品質管理レビュー制度等について検討するプロジェクト
チームを組成し、現在の品質管理レビュー制度についての改正案をまとめました。近々、会員の皆様のご意見を伺うべく公表

地区会

を行いたいと考えております。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

厚生部

9月27日

木

13:00〜18:00

地域会活動評価（第一次評価）

日本公認会計士協会東海会

10月1日

月

18:30〜20:30

大手監査法人との意見交換会

懐石「禅園

11:30〜14:00

協会財政の在り方検討P.T.

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

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

13:30〜15:30

中規模監査法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会

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

10:00〜13:00

地域会会長会議

宮崎観光ホテル

13:30〜17:30

西日本連合総会

10月2日

ご案内

10月3日

会長活動報告

10月4日

10月12日

西梅田」

火

水

木

金
宮崎大会

宮崎観光ホテル

ＣＰＥ研修会
会員異動

10月15日

月

14:00〜15:00

近畿会監事監査

日本公認会計士協会近畿会

10月16日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10月17日

水

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

10月18日

木

10:00〜15:00

理事会

日本公認会計士協会

10月19日

金

11:00〜11:30

財務省近畿財務局局長就任挨拶

財務省近畿財務局
(作成月日:2018年10月20日)

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

FAX

フローチャート印紙税 図解による印紙税課否判定
内川毅彦 著

著

税務経理協会

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

稿

岩波一泰

URL

法令出版 刊

刊

定価3,400円＋税

定価2,800円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

印紙税の課否判定の手引書。課税物件表

て支援業務を行う公認会計士、税理士に

に掲載された文書の形態に着目し、各課税

向け、「財務会計に関する事務処理体制

文書のポイントを絞り込むために必要な判
断過程を示したフローチャートで、日常の

に係る支援項目リスト」の各項目につい

作成文書の課否判定を分かりやすく解説しています。

の税務等についても触れています。

図解でスッキリ
仮想通貨の会計とブロックチェーンのしくみ

内部監査人のためのIT監査とITガバナンス
一般社団法人日本内部監査協会

編

EY新日本有限責任監査法人

刊

中央経済社

刊

定価2,800円＋税

定価2,400円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

編

定価より15％引き（送料別）

「図解」「専門用語少なめ」「キャラ

行うとき、効果的・効率的な内部監査を

クター」の3大特徴で、楽しく学べる会

行えるよう、フレームワークの考え方の

計本です。仮想通貨やブロックチェーン

理論と実務上の重要ポイントを解説して

のしくみ、リスク、会計・監査の規則や

います。「情報システム管理基準」などの改訂に対応してい

所得税の取り扱いなどを、見開き1テーマでわかりやすく図

ます。

解しています。

ご案内

手帳販売のご案内
税務手帳2019
編集

日本税理士会連合会
中央経済社 刊
定価838円＋税

編集

特別価格（組合員・非組合員）750円（税込・送

特別価格（組合員・非組合員）760円（税込・送

料別）

料別）

会長活動報告

日本公認会計士協会東京会
中央経済社 刊
定価838円＋税

厚生部

業務監査を行う内部監査人がIT監査を

会計手帳2019

地区会

て解説しています。また、社会福祉法人制度、社会福祉法人

定例役員会

社会福祉法人や、社会福祉法人に対し

同文舘出版

寄

社会福祉法人の事務処理体制の向上支援業務

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

マンションの購入に提携割引をご利用ください！

「紹介状」はモデルルームに行かれる前にご請求ください。
電話（03-3515-8960）、FAX（03-5226-3505）、e-mail
（cpa-cos@mbr.sphere.ne.jp）

ＣＰＥ研修会

組合員の方が、当組合と提携している不動産会社のマンションを購入される際には、提携割引が適用されます。割引を受けるには、
当組合が発行する「紹介状」が必要です。

★提携会社イチオシのマンションです！
ローレルスクエア健都ザ・レジデンス
シティテラス京橋
プレミスト梅田
パークリュクス大阪天満

販売価格から１％割引
販売価格から0.5％割引
販売価格から１％割引
販売価格から0.5％割引

会員異動

近鉄不動産
住友不動産
大和ハウス工業
三井不動産レジデンシャル
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★他にもおすすめ物件が多数ございます。
また、当組合の提携不動産会社につきましてはホームページでご確認ください。→ http://cpacos.or.jp
※紹介状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いただければすぐに発行いたします。

特
集
2018年度

近畿会開催CPE研修会 2018年10月実績及び11月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

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
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
税制・税務委員会研修会
「国税不服審判所の概要と役割」
務「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」
「現役任期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執
務とは？〜」
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

11:00〜12:00 監 査
1 0 月 5 日 13:00〜15:40 監

寄

16:00〜17:00 倫

稿
10月10日 13:30〜16:00 税

定例役員会

11:00〜12:00 監
10月11日 13:00〜15:40 監
16:00〜17:00 倫

地区会
厚生部

16:00〜17:00 倫
18:00〜19:00 監
10月17日
19:10〜20:10 倫

ご案内

10月18日 15:00〜17:00 監

10月19日 18:00〜20:40 監

会長活動報告

13:00〜14:40 税
10月22日
15:00〜16:40 税

1

池田一彦氏（大阪国税不服審判所 次席審判
官）、白井孝幸氏（大阪国税不服審判所 部長審
判官）、川喜多由博氏（大阪国税不服審判所 国
税審判官）、浅井一宏氏（大阪国税不服審判所
国税審判官）

3

1

3

1

2

3

1

1

1

ＣＰＥ研修会

秋季全国研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表について」

3

2

2

廣本敏郎氏（公認会計士・監査審査会会長）、秋
山俊夫氏（公認会計士・監査審査会主任公認会
計士監査検査官）

2

秋季全国研修会

会員異動

10:00〜11:40 監

13:00〜14:40 会
15:00〜16:40 会

事務局だより
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菊地 哲氏（公認会計士、本部非営利法人委員
会 医療法人専門委員会 専門委員）

2

13:00〜14:40 倫 理「公認会計士の職業倫理について〜最近の相談事 2

15:00〜16:40 監

10月25日

渡邊勇教氏（公認会計士、税理士、NPO法人グッ
ド・エイジング・エールズ）、綾瀬しゅう氏（岡山
大学病院ジェンダークリニック受診者と家族
の会 幹事）

1

10:00〜11:40 監 査

10月24日

高津靖史氏（本部自主規制・業務本部長）、小粥
純子氏（本部自主規制・業務本部 調査・相談グ
ループ長）

3

11:00〜12:00 監 査
10月15日 13:00〜15:40 監

師

1

関西地区三会共催研修会（女性会計士委員会）
10月13日 14:00〜15:30 スキル
「7.6%のLGBTセミナー〜人の数だけ性がある〜」
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「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
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 医療
査 法人小委員会）
「医療法人の会計監査における実務上の留意点」
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
本部税務業務部会共催DVD研修会
「開業支援ツール研修会（2018年度版）」
務
（2018年7月27日 本部税務業務部会主催開業す
るなら知っておきたい税務実務研修会（第17回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「税理士職業賠償責任保険のポイントと賠償事例」
務
（2018年8月8日 本部税務業務部会主催開業す
るなら知っておきたい税務実務研修会（第18回））

講
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例等を踏まえて〜」
秋季全国研修会
査
「医療法人監査のための基礎知識」
秋季全国研修会
査「監査の品質管理の実務
（監査業務における品質管
理に係る改善勧告事例）」
秋季全国研修会
計
「IFRS第9号「金融商品」
（その1）」
秋季全国研修会
計
「IFRS第9号「金融商品」
（その2）」

17764

北川哲雄氏（本部倫理委員会副委員長）
西田大介氏（本部非営利法人委員会 医療法人
専門委員会 専門委員）
松田玲子氏（本部品質管理委員会 副主席レ
ビューアー）、望月威秀氏（本部品質管理委員会
レビューアー）

2

2

2

田野雄一氏（公認会計士）

2

田野雄一氏（公認会計士）

特
集

時

間

分野

研修会テーマ

単位

師

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

2
不正
事例

2

村田貴宏氏（公認会計士）

寄

鶴田泰三氏（本部租税調査会
門委員会 専門委員）

2

井上浩一氏（公認会計士、本部常務理事）、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））
木村雄治氏（ポラリス・キャピタル・グループ株
式会社 代表取締役社長）、松見良三氏（ポラリ
ス・キャピタル・グループ株式会社 マネージ
ング・ディレクター）

定例役員会

2

堀切泰孝氏（税理士、準会員）

地区会

2

桑本慎一郎氏（公認会計士、株式会社PCP代表
取締役）

3

コンサル 関西地区三会共催研修会
（経営委員会）

3

ティング「事業承継におけるバイアウト・ファンドの活用」

租税政策検討専

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
1 1 月 9 日 18:30〜20:00 会 計「ベトナム企業との業務・資本提携やM&Aを成功

10:00〜11:40

13:00〜16:30

11月19日 18:30〜20:30

11月21日 13:00〜17:00

コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修
（経営委員会）
ティング「事業計画策定の概要」
他

不正
事例

山添清昭氏、渡部靖彦氏、柴原啓司氏、奥村孝司氏、
松本尚哲氏、上田耕治氏（近畿会監査会計委員会）

2

新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

2

廣本敏郎氏（公認会計士・監査審査会会長）他

2

2

「IFRSを巡る最新動向〜基準の新たな局面〜」

4

ＣＰＥ研修会

本部・会計教育研修機構共催IFRSセミナー（LIVE
11月30日 13:00〜17:00 会 計 中継）

豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会プロ
ジェクトマネージャー）、好本行輝氏（大阪府中
小企業再生支援協議会サブマネージャー、公認
会計士）、中井史郎氏（大阪府中小企業再生支援
協議会サブマネジャー、公認会計士）
D a r r e l S c o t t 氏（ I A S B 理 事 ）、鶯 地 隆 継 氏
（IASB理事）、坂口和宏氏（富士通㈱ 財務経理
本部経理部財務企画部 マネージャー）、 野菜
摘氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ イ
ンベストメントリサーチ部 シニアアナリス
ト）、長谷川義晃氏（有限責任 あずさ監査法人
IFRSアドバイザリー室長 パートナー）

会長活動報告

11月22日 14:00〜16:00

3

ご案内

11月20日 13:00〜15:00

2

厚生部

11月15日

させるための留意点と実務」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・
税 務 所得拡大促進税制の概要」
（2018年7月30日 本部税務業務部会主催研修会
（第57回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「株式・公社債・投資信託などによる所得の課税関係」
税 務
（2018年9月3日 本部税務業務部会主催研修会
（第59回））
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
スキル「キャリアデザイン・ワークショップ2018
（第1回）
〜会計士の履歴書〜」
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
監 査
「訂正内部統制報告書から見る不正事例分析」
中小監査事務所連絡協議会研修会
「監査基準の改訂等、昨今の監査関係の動向を中心
監 査 とした解説」
中小監査事務所連絡協議会研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表について」

稿

秋季全国研修会
「監査提言集の解説〜「会計上の見積りの監査」ほか〜」
秋季全国研修会
13:00〜14:40 会 計「企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基
10月26日
準」等の概要」
（仮題）
秋季全国研修会
15:00〜16:40 税 務「収益認識に係る新会計基準と法人税法改正への
実務対応」
社会・公会計委員会研修会
「政治資金の管理及び報告についての提言」
「地方公共団体における内部統制・監査に関する議
10月29日 13:30〜17:00 監 査
論の状況」
「地方議員のための、自治体財務書類・固定資産台
帳の活用法」

講

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

10:00〜11:40 監 査

1 1 月 5 日 14:00〜16:40

報

実施月日

会員異動
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特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,566

36

3,602

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

36

708

計

合計

755

4,357

（2018年9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）

地区会
厚生部

鬼塚
鹿嶋
岸本
木村
小山
雜賀
左納
式森
嶋﨑
清水
杉田

ご案内

渉
倫敦
勁志
有紀子
真左人
雄司
有香
千賀
諒
健志
健
大一郎
久美子
千穂子
照章
史明
尚久

瀨藤
髙橋
高橋
田中
田伏
田村

冨田 直斗
豊田 尚孝
中尾 裕磨
永平 真子
沼間 直也
野田 裕利恵
橋爪 貴耶
長谷川 道也
花棚 公太
原田 俊平
藤木 寿樹
三宅 優美
矢倉 志保
彌武 洋志
山根 健史
吉岡 伸晃
吉廣 兼治

入会者

会長活動報告

9月21日付
島袋 央人 （会
員）
久保田 雄一
（四号準会員）

髙島
図所

浩介 （四号準会員）
愛子 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
9月4日〜27日
【事務所】

ＣＰＥ研修会
会員異動

浅井
佐伯
春田
森
吉持
石川
奥田
中村
羽原
原田

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

安陵
木村
根岸
尾藤
圓尾
身野
山西
大好
亀村
川口

正和 （会
員）
祥司 （会
員）
健太郎（会
員）
健
（会
員）
紀憲 （会
員）
将之 （会
員）
賢宏 （会
員）
慧
（会
員）
悠真 （四号準会員）
喜大 （四号準会員）

員）
員）

豊嶋
松井

佑輔 （会
雄 （会

一宏 （会
直毅 （会
健
（会
芙美子（会
梢恵 （会
明彦 （会
剛士 （会
雄太 （会
伊久雄（会
礼造 （会

【自宅】

事務局だより

秋好
大塚

和紀 （会
祐介 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

善積
雜賀
田中
野田
樋渡
山本
植次

達朗 （会
員）
雄司 （四号準会員）
賢也 （四号準会員）
裕利恵（四号準会員）
健太 （四号準会員）
猛雄 （四号準会員）
賢太 （四号準会員）

員）
員）
員）

島田
前川
安野

嘉人 （会
健
（会
勝哉 （会

【事務所・自宅】
近藤
田島
吉田

孝次 （会
賢二 （会
憲史 （会

員）
員）
員）

転入者

9月21日付
安
未央
秋山 健太
生野 徳彦
磯部 祥文
伊藤 良子
稲森 浩平
井上 雄太
入來 誉
大佐古 凌
大嶋 力也
大田 真吾
岡﨑 由樹
岡田 純一
岡本 航太
奥野 揚行
奥村 加奈子
奥山 将吾

木下 昌久 （会
立石 亮太 （会
丸岡 理恵 （会
山本 悠貴 （会
小豆澤 弘人（会
新名 貴則 （会
山岡 裕子 （会

員）
員）

9月4日〜26日
藤本 真也 （会
員）
北村 吉孝 （会
員）
員）
岩﨑 勝彦 （会
風間 亜弓 （四号準会員）
鈴江 達哉 （四号準会員）
町田 晋太郎
（四号準会員）
善波 敬之 （四号準会員）
村中 英樹 （四号準会員）

中
中
東
東
兵
東
東
東

国
国
京
京
庫
京
京
京

会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り

転出者
9月4日〜26日
糸田 寛人 （会
員）
勝見 陽子 （会
員）
中村 貴之 （会
員）
宮宇地 晃久
（会
員）
大西 洋平 （会
員）
稲本 憲暁 （会
員）
坂井 城史 （会
員）
前田 樹 （会
員）
丸岡 知樹 （会
員）
安野 智彦 （会
員）
山本 憲治 （会
員）
渡邊 拓 （会
員）
藤本 祐子 （一号準会員）
中村 尚平 （四号準会員）
野原 文音 （四号準会員）
小川 貴裕 （四号準会員）
清原 大嗣 （四号準会員）

埼
京
四
兵
京
兵
兵
東
京
兵
東
兵
東
北
京
兵
京

玉
滋
国
庫
滋
庫
庫
京
滋
庫
京
庫
京
陸
滋
庫
滋

会
会
会
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
へ
へ
へ

退会者
小田
近藤
佐藤
大嶋
中森

久和
誠宏
美貴
力也
有香

（会
員） 9 月 2 1 日 付
（会
員） 9 月 2 1 日 付
（会
員） 9 月 2 1 日 付
（四号準会員） 9 月 2 1 日 付
（四号準会員） 9 月 2 1 日 付

業
業
業
退
退

務
務
務

廃
廃
廃

止
止
止
会
会

監査法人の変更
くすのき監査法人

大阪事務所

8月1日付 新

設

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

田中

孝之

告

・会

報

【慶事】
【弔事】
・会 員 南 幸治氏のご母堂 三子様
2018年10月21日ご逝去 満87歳
・会 員 森本 哲也氏のご尊父 静波様
2018年10月21日ご逝去 満79歳
・会 員 垂谷 保明氏のご母堂 光子様
2018年10月22日ご逝去 満95歳

満90歳

稿

・会 員 丸井 裕司氏のご尊父 健司様
2018年9月27日ご逝去 満85歳

寄

・会 員 畑下 辰典氏
2018年10月23日ご逝去

■会計監査六法
寄

贈

Lite版

平成30年

定例役員会

【寄贈図書】
■日本取引所金融商品取引法研究第11号・第12号

者

日本公認会計士協会

共

編

日本公認会計士協会

発

行

日本公認会計士協会出版局

寄
企業会計基準委員会

贈

発

者

株式会社日本取引所グループ

行

株式会社日本取引所グループ

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

大阪事務所

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）
業 務 内 容

ご案内

)

仰星監査法人

厚生部

ようやく過ごしやすい秋の季節になってまいりま

した。秋といえば﹁食欲の秋﹂、﹁読書の秋﹂など

に代表される﹁〇〇の秋﹂とよく言われます。皆様

はどのような秋をお過ごしになられていますか。毎

年この季節になると、過ごしやすい季節なので、何

か新しいことに取り組もうと思うもののあっという

間に、冬を迎えているような気がします。今年は息

子がマラソン大会に出場するので、これを機に私も

日に徳島県で開催され

マラソンの練習をし﹁スポーツの秋﹂を満喫したと

月号では、９月

回日本公認会計士研究大会２０１８の報

14

言えるようにしたいと思います。

さて、

ました第

告を掲載しています。少子高齢化社会による過疎化

の進行が叫ばれる中、﹁創造的過疎から考える地域

の未来﹂と題し、今注目されている﹁神山プロジェ

クト﹂について、認定特定非営利活動法人グリーン

バレー理事である大南信也様による記念講演があり

ました。このプロジェクトは非常に画期的な取り組

みであり興味深いお話になっています。その他に

も、公認会計士としての基礎をなす﹁期待ギャッ

プ﹂の考察や、会計基礎教育をテーマにした研究、

また、ＡＩ技術といった最新分野の研究まで幅広く

報告がなされています。ぜひご覧ください。

植村達生

これからますます朝夕の冷え込みが厳しくなって

︵会報部

きます。皆様、どうかご自愛くださいますようにお

願い申し上げます。

39 11

地区会

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。

①法定監査
会員異動

②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング
実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

担当：池上

TEL：06-6265-8461

E-mail：recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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事務局だより

応 募 資 格
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日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

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

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