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アカウンティングスクールの挑戦
〜兵庫県立大学〜

寄

１. 理論と実務の架橋

研究科長

林

昌彦

２. 教育課程の特色

大学院会計研究

会計関係」「監査関係」に重点的に科目を配置する

科は、平成19年

とともに、それ以外の領域についてもバランスよく

(2007年）4月、

配置しています。また、学生は「基本科目」「発展

西日本の国公立

科目」「応用・実践科目」の順に履修することによ

大学で初めてと

り、理論教育の到達点の上に実務教育を受けるよう

なる会計専門職

にデザインされています。したがって、「応用・実

大学院として開設されました。

践科目」のうち、事例研究、現地調査などの教育方

ゆる経営体で会計情報の戦略的活用が重視されるよ

務の架橋を図る上で特に重要な科目です。具体的に

うになり、また、経済活動のグローバル化に伴い、

いうと、「財務会計ケーススタディ」「管理会計

会計基準や監査基準の国際的統一化も進展している

ケーススタディ」「監査ケーススタディ」「租税法

ことから、このような動きに対応できる専門的人材

ケーススタディ」「公会計ケーススタディ」「ビジ

に対するニーズが急速に高まったことがあります。

ネス・ケーススタディ」と6科目を配置していま

さらに兵庫県立大学の前身である神戸商科大学に

す。これほど実践的な教育を重視する大学院は他に
はなく、私どもの特色といえます。

計専門職業人を輩出してきたことを踏まえ、経済社

ご案内

法を採用する「ケーススタディ科目」は、理論と実
厚生部

その背景には、経済社会の動き、すなわち、あら

地区会

本研究科の教育課程は、「財務会計関係」「管理

定例役員会

兵庫県立大学

おいて、これまで公認会計士や税理士など多くの会

稿

兵庫県立大学大学院会計研究科

会計専門職業人

会において重要な役割を担うことが一層求められて
応用・実践科目

会長活動報告

いる高度で専門的な職業能力を有する会計専門職業

ケーススタディなどを通じて
最先端の専門的知識・技能を修得

人を育成することは、社会的にも大きな貢献を果た
すことになると考えたからです。

発展科目
より高度な専門的知識・技能を修得

その教育理念とされるのが「理論と実務の架橋」

基本科目

を得ることだと考えられています。知識は、体系化

学士課程レベルの知識・技能を確認するとともに
会計専門職業人に必要とされる基本的知識・技能を修得
統計関係

私法関係

経済関係

上手くいきません。なぜなら、往々にして本に書か

経営・ビジネス関係

公会計関係

租税法関係

監査関係

め、現実の問題にそのまま当てはめようとしても、

管理会計関係

用可能です。しかし、知識は一般化されているた

財務会計関係

された情報であり、特定の問題に限らず、広範に適

ＣＰＥ研修会

です。一般に学ぶとは、本を読むことによって知識

実践だけでは、どうしても視野が狭くなりがちで

３. 「生きた知識」とは何か

す。経験したことのない問題に直面したとき、その

会計専門職業人を育成する上で、「生きた知識」

解決に導くのは基礎理論です。したがって、基礎理

または「使える知識」とは何かということが問われ

論とその応用実践の両面を学ぶことが必要です。

ます。それは、事実の断片的な記憶ではないはずで
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れていなかった出来事に直面するからです。他方、

特
集

す。しかし、たくさんの事実を覚えること、すなわ

新たな知識を生み出すものだといえます。熟達者が

ち知識を修得することが大切であると考えている人

優れているのは、すぐに答えを見つけられなくて

報

が多いのではないでしょうか。長い間、知識量を競

も、自分が何をすべきかを既存の知識を使って探究

告

う試験を受け続けたことの影響は否定できません。

する想像力にあるのではないでしょうか。

寄
稿

組織学習理論で著名なドナルド・Ａ・ショーンは

このように考えるならば、知識を修得するだけで

『省察的実践とは何か―プロフェッショナルの行為

はなく、知識を用いる経験を重ねることが必要で

と思考―』という著書において、現代社会が抱える

す。これが「考えることのトレーニング」であり、

問題は複雑で、標準化された知識の適用では容易に

その機会を提供することが本研究科の役割であると

問題は解決できず、そのため専門家に対する信頼が

考えています。「ケーススタディ科目」は、このよ

揺らいでいると指摘しました。そして、自らの行為

うな考えを具現化したものなのです。

の中から知を生み出すとい
定例役員会

う「行為の中の知」という
概念を提唱しました。
ショーンが明らかにしたよ
うに、「生きた知識」は固
定的なものではなく、その

地区会

場その場で解釈される流動
的なもの、言い換えれば、

実務家教員が語る兵庫県立大学大学院会計研究科
厚生部
ご案内

「理論と実務の架橋」を教育理念とし、その具現

識・技能を修得するための「発展科目」、ケース

化として「ケーススタディ科目」を設置している兵

スタディなどを通して最先端の専門的知識・技能

庫県立大学大学院会計研究科の取組に実務家教員と

を取得するための「応用・実践科目」に分けたカ

して関与された松山康二公認会計士、林俊行公認会

リキュラムを配置しています。本研究科として独

計士に、2018年12月6日公認会計士協会兵庫会事

自色を出し差別化を図るために、「応用・実践科

務局にて、林昌彦研究科長立会いのもとインタ

目」に含まれるケーススタディを深掘りし、公認

ビューを実施いたしました。

会計士の資格取得前教育の重要ポイントとするべ
く、これまで複数名の実務家にご担当いただいて

会長活動報告

きました。
（松山公認会計士）ケーススタディは個別の会社
（事業体）に出かけていくことになります。しか

ＣＰＥ研修会

し、受入側としては非営利組織でも一般の事業会
社でも、最初はなかなか引受けてくれるところが
ありませんでした。仕事等を通じた個人的なつなが

会員異動

（林研究科長）兵庫県立大学大学院会計研究科は、

りでお願いして、ようやく受け入れていただいて

平成19年4月に西日本の国公立大学で初めてとな

も、時間と予算と人手をかける仕事外の業務が負担

る会計専門職大学院（アカウンティングスクー

になるという本音も聞こえてきました。会社側には

ル）を開設しました。授業では、「理論と実務の

自社のリクルートに役立つだろうと考えていたとこ

架橋」となる教育を行うことを基本とし、会計専

ろもあったようですが、結果的に採用に結びつかな

門職業人に必要とされる基礎的知識・技能を修得

かったようです。しかし、学生からは一番印象に

するための「基本科目」、より高度な専門的知

残ったのがケーススタディだったという声を聞き、

事務局だより

学生の満足度は高かったようです。
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を志望する学生のモチベーション向上につながっ

ディをすることで学生とのコミュニケーションを

ているようです。しかし、兵庫県立大学大学院会

深めることができ、学生との距離が縮まったこと

計研究科は会計専門職業人を育成することが目的

は教える側としてよかったと思います。ケースス

なので公認会計士試験に合格するためだけの勉強

タディを通じて会社に往査にきている公認会計士

を中心に据えることはできません。会計研究科で

の話を聞かせてもらうこともあり、監査法人によ

の勉強は公認会計士試験に直結しないのですが、

る監査の様子や、会社がそれをどのように受けと

学生には優れた会計専門職業人として活躍できる

めているのか等を体験することは学生にとっても

ように長期的な視野にたって勉強してもらいたい

寄

非常に参考になったと思います。監査に来た公認

と思います。実際に、会計研究科出身の学生は監

稿

会計士とケーススタディで知り合った学生がその

査法人や事業会社に入っても非常に評判がいいと

後結婚に至ったこともありました。

聞いています。

持っています。インターンシップを受け入れてく

校ではないから、並行して専門学校に通ういわゆ

れる会社や事業体を見つけることはなかなか難し

るダブルスクールの学生もいます。したがって、

いですが、私は関与した自治体の包括外部監査人

経済的・時間的に負担が大きく、両立するのは非

にお願いしています。その他、NPO法人と社会

常に難しいと思います。この点は理想と現実の間

福祉法人の計3ヶ所で現在はインターンシップを

に矛盾があって、学生に負担をかけているのが現

行っています。公認会計士であっても触れる機会

状かもしれません。

が少ない公会計の現場に訪問することは学生に
地方公共団体は、守秘義務の問題もあり、監査
の現場に直接立ち会うことはできないので、包括

近時、監査にもAIなどデジタル技術の導入が進
みつつあり、監査人として必要なものとして何が
残るかを考えると、コミュニケーション能力と
リーダーシップではないかと思います。
今の監査はひたすらパソコンに向かって行われ

前年度の包括外部監査の報告を見せて、興味を

ており、監査先の会社とのコミュニケーションが

持ったところを議論してもらっています。こうし

希薄になっています。その点、会計専門職大学院

て包括外部監査人や補助者の公認会計士と話をす

はコミュニケーション能力を身につけることに寄

ることで学生に公認会計士業界について興味を

与していると思います。

インターンシップは１ヵ所に6〜7人で訪問する

（林公認会計士）こういったケーススタディをやっ

ので、少人数で緊密なコミュニケーションを取る

ているアカウンティングスクールが少ないので、

ことができます。学生にとっても座学よりも記憶

実務の現場を訪問し、実務を体験させる取組を

に残るようです。

行っていることは兵庫県立大学大学院会計研究科

の準備段階で会社と誓約書を交わすとともに、学

近は残念ですが公認会計士を目指す人が少なく
なっているようです。

ＣＰＥ研修会

の特色といえるのではないでしょうか。ただ、最

会長活動報告

持ってもらうことができていると思います。

ご案内

外部監査人に別途機会を設けてもらって、学生に

（林研究科長）守秘義務との関係については、事前

厚生部

とっても有意義だと思います。

地区会

（松山公認会計士）会計大学院は試験合格対策の学

定例役員会

を引き継いで「公会計ケーススタディ」を受け

告

（林公認会計士）私は、松山先生が退任されたあと

報

私はゼミを持っていなかったので、ケーススタ

生に対し会計士の職業倫理を教育したりして対応
しています。

（松山公認会計士）会計専門職大学院を修了すると

（林公認会計士）ケーススタディはインターンシッ

公認会計士志望者が減少し、半分くらいになって

プで実務の現場を訪問するため、参加すると学生

いると思います。大学院としては会計士試験を目

の実務に対する印象が変わるようで、公認会計士

指す人だけでなく、そうでない人に対してもどの
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会計士試験の短答式試験の免除を受けられるが、

特
集

ように折り合いをつけるかが問題になります。不

法人に入っても、一生をそこで終える人は少数で

動産業界の営業職に就いた学生がいましたが、顧

す。大学院で勉強した経験と幅広い知識は将来別の

報

客に対して相続対策を進めるうえで財務会計の知

形でも活かすことができると思います。

告

識が役に立ったと言っていました。
（林公認会計士）公認会計士を目指す人が増えてほ

寄
稿
定例役員会

（林研究科長）入試のときに面接して、兵庫県立大

しいと思いますが、各自の夢もそれぞれ異なるの

学は公認会計士試験につながる勉強のみを教える

で、自分のやりたい会計専門職についていろいろ

わけではないので、その心構えがあるかを尋ねる

な方面で活躍するようになってほしいと思いま

ことにしています。そのため学生は覚悟を持って

す。物事の本質を考える能力を身につけて、応用

入ってくると思います。学生に会社の現場を見せ

力を高めてほしいと思います。それが、「理論と

るように先生方にお願いしていますが、そこで得

実務の架橋」となることではないでしょうか。
（文責：安原徹、田中久美子）

られた経験を就職の際に自分の特色としてアピー
ルすることができると考えています。
（松山公認会計士）私が期待すること
は、公認会計士を目指す人はダブルス

地区会

クールの難しさを乗り越えてぜひ試験
を突破してほしいということです。大
学院で教育を受けた専門家としてのア
ドバンテージがあるはずですので、ぜ

厚生部

ひそのような形で成功してほしいと思
います。仮に公認会計士になって監査
（左から）田中久美子会報部長、鳥越明兵庫会広報部長、林俊行兵庫会会長
林昌彦兵庫県立大学大学院会計研究科長、松山康二兵庫会会員
安原徹副会長

ご案内

過去12年の兵庫県立大学からの実務補習所入所者数
（公認会計士試験論文式合格者数）

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

会計研究科

その他

兵庫県立大学計

平成19年度

2007年度

1

0

1

平成20年度

2008年度

5

2

7

平成21年度

2009年度

9

2

11

平成22年度

2010年度

8

2

10

平成23年度

2011年度

6

2

8

平成24年度

2012年度

10

4

14

平成25年度

2013年度

9

2

11

平成26年度

2014年度

7

1

8

平成27年度

2015年度

10

2

12

平成28年度

2016年度

5

4

9

平成29年度

2017年度

3

1

4

平成30年度

2018年度

会員異動

累計

4

5

9

77

27

104

（注）１．年度は合格発表（例年11月頃）の年度

２．会計研究科欄には、卒

業、在学、中退を含む。３．その他欄には、会計研究科進学者を除く、学
部卒業、学部在学、中退を含む。※上記の外、他大学の公認会計士試験合
格者1名が会計研究科に入学しており会計研究科出身の公認会計士試験合

事務局だより

格者は78名
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近畿会 新年賀詞交歓会

告

総務部長

安井

康二
寄

カールトン大阪２階「ザ・グランド・ボールルー

予定者である北山久恵副会長より「組織横断的にイ

ム」において、2019年新年賀詞交歓会を開催いたし

ノベーションを推進する組織を立ち上げ業界を魅力

ました。今年は、ご来賓94名、会員・準会員261名

的にし、新たな研修体系等魅力的な人材を育成する

の計355名にお越しいただきました。ご来賓の皆

施策を実施し、また、広報活動により社会からの認

様、会員・準会員の皆様ありがとうございました。

知度をあげ優秀な人材を確保していきたい。」との

本年のオープニングアトラクションは、マイケル

決意表明のご挨拶がありました。
本年もご多忙のところ、多数のご来賓の方にご出

ジャクソンの人気曲を厳選したダンスパフォーマン

席をいただきました。始めに、参議院議員・公認会

スでした。マイケルの姉ラトーヤ・ジャクソンから

計士 杉 久武様からご挨拶を頂戴し、続いて昨年7月

も高く評価されたというMasakiさんの圧巻のパ

に就任された、財務省近畿財務局

フォーマンスの後、日本公認会計士協会近畿会 髙田

様からご挨拶を頂戴いたしました。また、日本公認

篤会長から、次のとおり新年の挨拶がありました。

会計士協会

関根愛子会長のご挨拶の後、株式会社

大阪取引所

代表取締役社

（きがい・つちのとい）であ

長

り、「己」は自分自身、つま

拶と乾杯のご発声により歓

り「おのれ」であり、「己を

談が始まりました。歓談中

正す」ことを意味している。

にはお越しいただいた45

「亥」は、植物が実となり、

名の現国会議員（代理の方

堅い「たね」となって、その

を含む）等の方々にご挨拶

「たね」の中にエネルギーが

をいただきました。

山道裕己様からのご挨

ご案内

凝縮している状態であり、亥に起爆性のエネルギーが

田島淳志

厚生部

「本年の干支は、己亥

局長

地区会

ダンスパフォーマーのMasakiさんによるマイケル・

定例役員会

ここで、髙田会長の紹介を受け、次期近畿会会長

稿

2019年1月9日（水）午後6時から、ザ・リッツ・

最後に、日本公認会計士協会近畿会

後藤紳太郎

副会長より、残りの任期をしっかり全うしていきた

る。本年、われわれも、自らを振り返り己を正し、道

いとの決意を述べ、ご来賓、会員・準会員に対し謝

筋をはっきり通した上で、地震や火山の噴火などの自

意を示し、閉会となりました。

然災害にも留意いただく年になるであろう。また、日

ＣＰＥ研修会

本公認会計士協会においても、引き続き「透明化」へ

会長活動報告

秘められていることに留意が必要な年といわれてい

の動きが続いており、監査法人運営についての「透明
化」である、監査法人のガバナンス・コードは3年目
を迎え、2021年3月期には、「監査報告書の透明化
（KAM)」の導入が予定されている。そして、日本
公認会計士協会が実施する品質管理レビュー結果の

会員異動

自主的公表といった「透明化」も進められている。
残りの任期まで半年であるが、役員一同、公認会計
士制度発展のため尽力し、次期役員に引き継いでい
きたい。」

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

07

事務局だより

17871

特
集

報告 REPORT
報
告

世界会計士会議（第20回）シドニー大会に参加して
公認会計士

中西

清

寄
稿

この度、世界会計士会議（WCOA）に参加した
私に執筆依頼があり、戸惑いましたが筆をとること

最近は世界遺産やワイナリー巡りなどの観光産業も
伸びているようです。

定例役員会

にいたしました。今回参加した動機はこれまでの大

また、日系企業の進出では、日立、富士通、キャ

会（ローマ大会、クアラルンプール大会、インスタ

ノン、ＮＣＲなどのメーカーや大手商社などが目

ンブル大会、香港大会などに参加）とは異なり、国

立っており、また、車についてはトヨタが断トツの

際会議とはどういうものなのか、雰囲気などを女房

ようで続いてマツダやスバルも人気があるようです

にも体験し味わってもらいたかったこと、またオプ

（なお、当国は車検が無いこと、売買手続が簡単な

ショナルツアーなどにも興味があったからです。そ

ことから中古車が多いとのこと）

ういうこともあり、どちらかと言うと会議自体の報
地区会

告よりも紀行文的なものになるかと思います。

製造業が少なく完成品は輸入品が多く、ウールと
いえども高級品は輸入品になるとのことです。

厚生部

オーストラリア（連邦）について

世界会計士会議について（2018年11月5日〜8日）

オーストラリア（連邦）についてはご存知の方も

プログラムとして多くのセッション（50以上の分

多いかと思いますが、簡単に概要についてお話しま

科会）と基調講演（6つ）が用意されており、どこ

すと、6つの州と2つ特別地域からになっており、国

を選択したらよいのか大変迷うところでした。ここ

土は日本の約20倍の広さ、人口は約2,500万人、南

では面白いと思われるワークショップを取り上げて

半球にあるため重力は日本と正反対になり、台風な

みますと、

どの渦巻きの方向は反対（時計回り）になります。
ご案内

民族としてはイギリス系やその他のヨーロッパ系と
自国民とで約３/4を占め、その他は最近は特に中国
系、インド系が増加しているようです。宗教はプロ
テスタントとカトリックとで約半分、その他は仏

会長活動報告

教、イスラム教、ヒンズー教などです。
歴史的には1770年に英王室による領有宣言がさ
れ、その後、流刑囚を、そして海兵隊などを上陸さ
せ白人による支配が始まりました。19世紀中ごろ金
が発見されたのをきっかけにゴールドラッシュが始

ＣＰＥ研修会

まり、移民により人口が一挙に増加しました。金を
めぐるトラブルが続発するなど各国による植民地支
配から脱却するため連邦結成への気運が高まり、
1901年、現在のような6つの州からなる連邦国家が

（１） セッション（分科会）のテーマとしては、
①積極的なイノベーションによる「つながる
ビジネス」の実現、②グローバル化する税逃
れ、税操作、税源侵食と利益移転、ボット、
③ブロックチェーンによる財務管理の効率
化、④サイバー犯罪からの防衛―データとデ

誕生しました。
会員異動

首都はキャンベラ（約40万人）で、最大の都市は
シドニー（約500万人）、続いてメルボルン（約

ジタル通貨のリスク

などがあります。

（２） また、基調講演の報告テーマとしては、

480万人）、ブリスベン（約236万人）となってい

①信頼の失墜―世界に衝撃を与えた不祥事、

ます。

②グローバルリスクと「未来の衝撃」、③将

事務局だより

産業としては、鉱山、不動産、畜産などですが、

来が保証された職業―トレンド、スキル、マ
インドセット、行動
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特
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ナイト」が開催されました。日本から参加した

から日本における2件の不正事件から得た個人

公認会計士やその家族、駐豪大使等や現地の駐

的体験等に基づいた当時のお話をされ、日本

在員（公認会計士や企業など）など約100名の

のカルチャーや取締役会の雰囲気などに関し

方が参加されました。夕食を兼ねた懇親パー

不適切な発表がありました。それに対し出席

ティーで、現地で活躍されている方からとって

者からCPA協会を代表し、誤った理解や参加

おきの情報や苦労話などのスピーチもあり、大

者に誤解を与えるような内容であり訂正をし

変興味深く、参考になりました。現地料理を賞

て欲しい旨を申し入れたとの一幕がありまし

味しながら合間、いたるところで記念写真を撮

寄

た。これらについて知らない方も多く「ジャ

られるなど和やかなムードで進められました。

稿

報

参考までに、（２）①の講演の中で発表者

告

パン・ナイト」で経過説明がありました。
最近のＷＣＯＡの傾向としては、私の印象になり
定例役員会

ますが、テーマ自体、会計や監査及び経営の範疇か
らかなり拡大し幅広くなってきたこと、（２）③な
どはまさにこれからの会計士に求める資質やスキル
として何が求められるかを問うており、会議中突
然、出席者に隣同士でアイ・コンタクトを促した

地区会

り、さらに発表者がパフォーマンスを披露するなど
爆笑ありで会場は多いに盛り上がり、なかなかの役
者振りでした。

（２）

ガライベント（シドニー・ナイト）が3日

目にありました。登録者は自由に参加でき、
まさしく国際色豊かなパーティーでした。私
言の英語で多くの外国人とコミュニケーショ

厚生部

達夫婦も参加し、バンド演奏が流れる中、片
ンをとりました。これこそ国際会議に参加し
たという実感が湧き参加して良かったと思い
ました。

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

また、参加国もアメリカやヨーロッパからよりも
アジヤやアフリカ（特にナイジエリアなど）からの
参加者が多くなってきているように思われました。

会員異動

公式行事、観光など
（１）

公式行事として、2日目にアーチ型のシド

ニー・ハーバーブリッジが見渡せるシドニー
湾に面した洒落たレストランで「ジャパン・
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特
集

また、ワイナリー巡りもしてきました。郊
外にあるオーストラリアを代表するワインの
報

名産地ハンターバレーにある家族経営のブ

告

ティック・ワイナリーをいくつか訪問し、ワ
インの飲み方のレクチャーを受け、試飲を何
種類もさせてもらいました。家族経営の雰囲
気といい、サービス満点の味わいをさせてい

寄

ただき、参加者一同満足しました。

稿

（３）

観光資源としてはまず世界遺産があります

定例役員会

が、シドニー近郊にあるものとしては、①シ
ドニー・オペラハウス、②ハンドパーク囚人
遺跡群、郊外には③ブルーマウンテンズがあ
ります。いずれも見学してきましたが、ここ
では③について触れてみたいと思います。
「ブルーマウンテンズ」と言いますとコー

地区会
厚生部

ヒー（ジャマイカ）を連想されるかもしれま

それから、ガイドさんからの情報ですが、

せん。オーストラリアと言えばコアラとユー

物価は比較的高いようで（アイスクリームは

カリの木が有名ですがユーカリの原種は500

AS$4.5、タクシーは初乗りAS$5など）不

種ぐらいで混合種も含めますと何と8〜900

動産価格においては中心部では東京都心並み

種類あるといわれています。長い山脈の中で

で、またローン金利も高い（12〜13％）と

ユーカリの森で埋め尽くされた広大な国立自

のことでした。

ご案内
会長活動報告

然公園の中、ユーカリの葉から揮発する油分

最後に、蛇足になりますが2000年のシド

が太陽に当たることで青く霞むことから付け

ニーオリンピックで金メダルを取った高橋尚

られたとのことです。一面青く霞んで見える

子さんが走ったマラソンコースでラストス

のは勿論天候次第によるのですが、当日は幸

タートを仕掛けたあのサングラスを投げ捨て

運にも青く霞む山々の眺望を見ることができ

た場所も見学してきました。“アー、ここ

ました。また、原住民アボリジニ伝説の「ス

だったのか”と。私としては充実したWCOA

リー・シスターズ」（尖塔のような岩が３つ

の参加でした。それではこれでもって筆を終

並ぶことから命名）の景観も眺めることがで

わらせていただきます。

き、参加者一同感動しました。

次回はムンバイ（インド）で開催されま
す。皆さん如何ですか。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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国際委員会

報

国際委員会ベトナム視察報告
ベトナム視察メンバー

寄

時：2018年11月28日（水）〜12月1日（土）

行

先：ベトナム社会主義共和国
ホーチミンシティー
富田国際副委員長ほか合計12名

１．フェアコンサルティング・ベトナムの概要
フェアコンサルティング・ベトナム（Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company）は、大
阪に本社を構えるコンサルティングファームである
株式会社フェアコンサルティング（代表は伴会員）

充実と、会員顧客の進出先地域に対する理解の促進

の子会社として2008年にハノイに設立された会社

を主たる目的として、2018年11月28日から12月1

で、今回訪問したホーチミンオフィスは2013年に

日にかけ3泊4日（うち機中1泊）での視察ツアーを

開設されました。現在はホーチミン、ハノイあわせ

実施するに至りましたので、その視察内容を報告い

て50名を超えるローカルスタッフを抱え、ベトナム

たします。

日系企業に対して記帳代行や税務申告を中心にサー
ビス提供されていますが、会計・税務業務に留まら

訪越中であった東海会が企画した勉強会に参加して

ず、グローバルな視点での戦略策定から現地での業

います。

務代行まで、さまざまな経営課題に対するソリュー

厚生部

なお、11月30日については、同じタイミングで

地区会

国際委員会では、会員の国際業務に対する支援の

定例役員会

参加者：岩井副会長、山本国際委員長

Ⅱ. フェアコンサルティング・ベトナム
ホーチミンオフィス訪問

稿

日

ションを提供されています。

Ⅰ. 全体スケジュール

計事務所と提携を行っているケースが多くみられま

朝

関西国際空港発

すが、フェアコンサルティンググループではベトナ

昼

タンソンニャット国際空港着

ムに限らず、世界14か国・22の拠点に直営の事務

夕方 フェアコンサルティング・ベトナム

所を設けるとともに日本人の専門家を配置されてい

11月29日（木）
午前 大和プラスチックベトナム訪問
午後 ベカメックス東急およびビンズン新都市訪問
11月30日（金）
午前 （東海会との共同勉強会）

ロスボーダーチームを組成するなど、直営ならでは
の対応を強みとされています。
なお、フェアコンサルティンググループは近畿会
国際委員会が毎年主催している「国際メッセ」にお
いても毎年講師を派遣頂いており、今回のベトナム
訪問にあたっても訪問先のご紹介等にご尽力いただ

の紹介
午後 （東海会との共同勉強会）

きました。

現地で活躍する会計士によるベトナムの会計・税務
実務の解説

ＣＰＥ研修会

JETROホーチミン事務所からのベトナム概況

ます。そのため、複数国に渡るプロジェクトでもク

会長活動報告

ホーチミンオフィス訪問

ご案内

11月28日（水）

また、一般的な日系の会計ファームは、現地の会

２．訪問の概要

（ハノイ・ノイバイ国際空港乗継）
12月1日（土）
早朝 関西国際空港着

フェアコンサルティング・ベトナムのマネー
ジャー須田会員、松本様より、ベトナムでのサービ
ス概要や、日頃どの様な活動を行っているのかなど

会員異動

夕方 タンソンニャット国際空港発

ご説明いただくとともに、ビジネス上でご苦労され

17875
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た話などを聞かせていただきました。特に税務調査

特
集

の対応においては、論理的でないと感じられる場面

にベトナム進出初期の苦労話や人材育成に関する話

やレベルが低いと感じる場面に直面されるケースが

を伺うとともに、工場施設の見学を行いました。大

報

多くあるとのことでした。また、ベトナムでは会計

変丁寧にご説明いただくとともに、参加者からの矢

告

用と税務用で決算数値が大きく異なるようなケース

継ぎ早の質問にも一つ一つ親切にお答えいただきま

も多くあるとのことで、日本では考えられないこと

した。

がまだまだ沢山あると感じられました。

現在、ホーチミン工場には、336名のベトナム人
スタッフおよび管理者が働いているとのことです

寄

が、日本人は上東様１名という点は大変驚きまし

稿

た。当初10年程度は日本から多くの駐在員が来てい
たそうですが、現在ではベトナム人管理職が育って
きており、現地スタッフでほぼすべてが回るように

定例役員会

なっているとのことでした（工場長もベトナム人の
方でした）。工場内は、非常に整理整頓されてお
り、勤勉なベトナム人の国民性と日頃の社員教育が
しっかりなされているとの印象をもちました。

Ⅲ. 大和プラスチックベトナム訪問
地区会

１．大和プラスチックベトナムの概要
大和プラスチックベトナム（DAIWA PLASTICS
VIETNAM Co., Ltd）は、大阪府堺市に本社を構え
る大和合成株式会社のベトナム製造子会社です。親
会社の大和合成株式会社は昭和14年の創業当時から

厚生部

合成樹脂の成型を行っている歴史ある企業で、バイ
ク・自動車部品、家庭用電気ブレーカー部品、化粧
品容器等の様々な工業用プラスチックの成型を行っ

ご案内

ておられます。日本国内には、本社のある堺市と宮

Ⅳ. ベカメックス東急およびビンズン新都市訪問

崎県に製造拠点があり、海外では今回訪問させてい

１．ベカメックス東急およびビンズン新都市の概要

会長活動報告

ただいたホーチミンのほかに、ハノイにも製造子会

ベカメックス東急（BECAMEX TOKYU CO., LTD)

社（大和合成タンロン）があります。また、ホーチ

は、日本の東京急行電鉄株式会社（東急）と、現地の

ミン工場は1995年、ハノイ工場は1997年の設置と

デベロッパーで工業団地・住宅地・都市交通インフラ

比較的早い時期にベトナムへ進出されています。い

などを整備してきたBECAMEX IDC CORPORATION

ずれも、製品供給先の日系企業にあわせての進出と

の合弁会社として、2012年3月に設立された会社で

のことでした。

す。また、同社はホーチミン市内から北東へ約40
㎞、バスで1時間半ほど、ビンズン省中心部に位置
している「ビンズン新都市」の開発を手掛けられて

ＣＰＥ研修会

います。ビンズン省は2020年には政府の「中央直
轄市」に格上げされる予定になっており、省の行政
機能が移転・集積されつつあります。この新都市開
発計画は、全体規模が1,000haにもおよび、2020
年ごろには約12万人が居住し40万人が働く街にな

会員異動

り、2038年完了目標とされているそうです。
同社はこのうち高層マンションと商業施設からな

２．訪問の概要
ホーチミン工場唯一の日本人駐在者であるジェネ
ラルディレクターの上東様より、会社の概要ならび

事務局だより
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る「SORA gardens」、中層低層マンションや戸建

特
集

都ハノイとホーチミンの2か所にあり、他のJETRO

ORI PARK」、日本流バス事業の「KAZE BUS」

海外事務所同様に、日本企業に対する現地での会社

といった事業を手掛けておられます。

設立、投資などの支援・進出した日系企業の支援・

告

日系企業向けのセミナー・現地調査などの活動をさ

報

等と居住者用サービス施設などで構成される「MID-

れています。
東海会との共同勉強会ということで、ご担当の近
藤様にホーチミン市内のホテルまでお越しいただ
き、ベトナムの経済状況や制度等について幅広くレ

寄

クチャーいただきました。ホーチミン市の地政学的

稿

特性や現在の経済の状況、行政組織の構造、政治体
制の状況といった話から、輸出入・労働環境・日本
ビンズン新都市の入り口付近にある、ベカメック

企業の進出状況など、多岐にわたるお話を伺うこと
ができました。

ス東急販売ギャラリー（新都市の全体像を表す模型

定例役員会

２．訪問の概要

や事業の概要を示す展示があるほか、同社が手掛け
るマンション等の販売が行われています）を訪問
地区会

し、新都市開発計画の概要等についてベカメックス
東急の永橋様、根本様よりご説明をいただいた後、
「SORA gardens」の視察と、すでに運用されてい
る新省庁舎などのその他のエリアについての車窓見
学を行いました。
２．現地で活躍する会計士によるベトナムの会計・
税務実務の解説

気ですが、一方でビンズン省は外国からの投資がホー

ホーチミンのクロサワコンサルティングベトナム

チミンに次いで２番目に大きい省であり、税制優遇は

で所長代理をされている森田会員からベトナム進出

ないにも関わらず、開発に携わる外国法人や投資運営

の概要について、Ernst&Youngホーチミン事務所

会社により、マンション第１期の売れ行きはほぼ完

に駐在中の浅野会員からベトナムの税務についてレ

売、第２期の販売価格も第１期に比べ上昇しているそ

クチャーをいただきました。
森田会員からは、日本企業のベトナム進出を多数

う話を聞くにつけ、同計画の今後の進展について長期

サポートされてきた経験からの成功事例と失敗事例

にわたり注目していきたいと思いました。

について、要点を絞りつつも具体的な内容をお話し
いただきました。特にベトナムにおいては、会計用
と税務用で決算数値が大きく異なるようなケースも

会長活動報告

うです。もとはゴムの木が生い茂る荒野であったとい

ご案内

30％程度とのことで、まだまだ開発途上という雰囲

厚生部

訪問した「ビンズン新都市」計画の全体進捗はまだ

多くある環境下とのことですので、日本企業がベト
理解して対策を考えておくことが重要であることを
実感しました。
また浅野会員からも、ベトナムの税務調査につい

ＣＰＥ研修会

ナム法人を買収する際には、その点についてもよく

て、担当者の理解度や対応に差があることから、現

Ⅴ. 東海会との共同勉強会
１．JETROホーチミン事務所からのベトナム概況
の紹介
JETROのベトナムにおける出先機関としては、首

に準拠した対応を行うことが肝要である、といった
話をいただきました。

会員異動

状の税法に準拠した合理的な対応と、普段から制度

いずれも参加した会員各位が今後顧客へのアドバ
イス等を行っていく上で示唆に富んだ話を伺うこと

17877
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ができ、大変有意義であったと思います。

特
集

Ⅵ. まとめ

サービスや商品の最終消費地としても非常に魅力の

一昨年の秋ごろから「現地の状況を知ることで、

ある国であることを、今回のツアーを通して改めて

報

会員サポートのための新たな気付きがあるのではな

実感することができました。また、大和プラスチッ

告

いか」という考えに基づいてこの企画をスタートさ

クベトナムでも感じましたが、比較的勤勉で手先の

せました。昨年の視察ツアーについては国際委員会

器用なところは日本人にも通じるところがあり、親

のメンバーが中心でしたが、今回の視察ツアーでは

日的な印象である点も、大変好感を持てる理由の一

広く一般会員の方に参加を募ったところ、年齢・

つかもしれません。

寄
稿
定例役員会

バックグラウンドともに様々な8名の方にご応募い

近畿会国際委員会では、昨年度も視察ツアーを実

ただき、総勢12名のツアーになりました。参加会員

施しており、今年度・昨年度の2回のツアー実施を

の皆さまには、帰国後すぐに参加報告書をご提出い

通じて、委員会としてもコネクションやノウハウが

ただいていますが、一様に「非常に有意義であっ

溜まったように思います。次期執行部では視察ツ

た」「今後、顧客にアドバイスする際に紹介できる

アーの是非から再検討される可能性もあるかと思い

方々と知り合えて有用であった」「ベトナムの会計

ますが、上述したような開催の趣旨も踏まえていた

や税務制度について理解が深まった」といった概ね

だき、継続して実施いただければ企画メンバーの一

ポジティブなコメントをいただいています。また今

員として嬉しく思います。

回、ベトナム人の方と直接コミュニケーションをと
地区会

る機会は多くありませんでしたが、現地の雰囲気を

最後になりましたが、今回の視察ツアー実施にあた

間近に感じるだけでも「百聞は一見に如かず」で、

り、現地での受け入れをご快諾いただいた株式会社

参加いただいた会員の皆さまにとっても、貴重な経

フェアコンサルティングの伴社長、訪問先候補の提案

験だったのではないかと思います。

などアレンジに多大なご助力を頂いた大和合成株式会

厚生部

私たちにとっては、距離的なこともあって中国

社の奥野社長ならびに株式会社フェアコンサルティン

（台湾）や韓国といった東アジアの国々の方が何か

グの平谷様、共同勉強会を調整くださった東海会国際

と身近に感じられがちですが、ベトナムは約1億人

業務委員会の氏原委員長、そのほか現地でご歓待頂き

いる人口全体の平均年齢も29歳とまだまだ若く、今

丁寧な説明をしてくださったすべての関係者の皆様

後10年・20年を見据えた場合、製造拠点としても

に、この場を借りて心より御礼申しあげます。

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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E-mail：kaiin@jicpa.or.jp
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報告 REPORT
報

広報部 和歌山大学訪問

告

南方

得男
寄

科を経済学科１つとし、プロッフェッショナルを育

と、監査法人では監査はもちろん系列の税理士

てるべく「企業分析・評価」「サスティナブル・エ

法人での税務業務やデューデリジェンスなども

コノミー」「地域公共政策・公益事業」「ビジネス

経験することができたこと。

デザイン」「グローバル・ビジネス＆エコノミー」
「企業会計・税法」6つのプログラムを設けてい

４．同席した税理士である卒業生とともに監査と税
務の違いについて説明があった。
５．来る2月に監査法人を退職して、先にお世話に

ます。今回は同学部１回生に将来のキャリアを考え

なった和歌山市の税理士法人に就職する予定で

てもらう講義に参加することとなりました。

あり、これまでの知見を活かすことができると
考えていること。

2018年12月6日（木）13:10〜14:40の講義のた
シーで5分、和泉山脈から和歌山市街と和歌山港を

歌山大学教育学部附属中学校の「ハロー！会計」に

望む学舎へ向かいました。経済学部１回生約300名

続いて、大学で職業紹介する機会を得ました。今回

を前に、「キャリア・デザイン入門Ⅱ」の「第2回

は、筆者の和歌山大学後輩である同校職員の紹介で

地元をフィールドとして働く社会人の卒業生

藤永博経済学部長らに面談した後、本庄助教の講座

（OB・OG）から学ぶ」と題するが開催されまし

に登壇することができました。１回生に将来のキャ

た。パネラーのひとりとして同校卒業生で監査法人

リアを考えてもらうため、公認会計士を紹介できた

勤務の玉置康仁会員が、他の3名の卒業生、すなわ

ことは有意義であったと思います。今後も両校と近

ち和歌山県内のIT企業、電動ハイブリッドバイク企

畿会の関係を継続して活動したいと思います。

ご案内

2018年度近畿会広報部は和歌山県で初めて、和
厚生部

め、南海本線 和歌山大学前駅から和歌山大学へタク

地区会

て、最近連続して公認会計士試験合格者を輩出して

定例役員会

３．監査法人就職前は個人事務所を経験したこと

稿

和歌山大学経済学部では、2016年度から3つの学

業勤務の卒業生と県内の税理士法人を経営する卒業
会長活動報告

生とともに登壇しました。事前に提出されていた学
生からの質問に対する回答を織り込んで、キャリア
教育担当

本庄麻美子助教のコーディネートにより

自己紹介とパネルディスカッションが進められまし
た。玉置会員からは下記のコメントがありました。

ＣＰＥ研修会

１．自らの転職経験の功罪について述べられ、わか
らないながらも就職先は最初からしっかりと検
討するべきであること。
２．実家は職業会計人とは無関係な環境であった
うという気持ちになったこと。

認会計士試験合格者で本校卒業生の岩壺稜太（いわつぼ
りょうた）さんと筆者です。
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会員異動

が、専門家としての公認会計士試験を勉強しよ

講義終了後に記念撮影をしました。右から、種田ゆみ
こ広報部長、玉置康仁会員、本庄麻美子助教、2018年公

特
集

報告 REPORT
報
告

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）の受講報告
川喜多

由博

寄
稿

日

時：2018年12月7日（金）18:30〜20:10

会

場：近畿会研修室

投資目的と資産の形態、負債の時価評価差額、

テーマ：「現代会計の危機」
定例役員会

講

３．現行会計における意見対立の概観
投資意思決定と利益概念、他

師： 山栄子（早稲田大学名誉教授、公認会計士)

４．現代会計の混迷
評価の視点の逆転現象、会計処理における2種

１. はじめに

の見積り、段階取得株式の時価評価損益の利益

「現代会計の危機」という漠然とは感じつつも、

算入、変質するROE（分母はストックモデル、

自分の頭では整理できていないテーマであり、研修
地区会

開催日の数日前に発売された月刊誌「企業会計」に
おいても「現代会計の危機

分子はフローモデル）、他
５．総括と展望

混迷を深める共通言

会計情報の本来の意義、伝統的な会計モデルに

語」のテーマで特集が組まれていましたので、興味

備わっていた固有の意義を再確認する必要性、

本位で本研修を受講したところ、年末の金曜日の夜

フローとストックの規定関係、他

にもかかわらず、合計約60名（関西地区三会の会員

６．質疑応答

厚生部

以外の一般事業会社勤務者や大学教授の方々10名弱
を含む）が受講していました。
以下、講演の概要と雑感を記載します。

２. 講演の概要
ご案内

１．問題の所在
会計思考に対する世界的なコンセンサスが欠如
したままでの基準の設定、他

会長活動報告

２．会計測定の構図
現代会計における対立軸、他
視点

対立軸

３. 雑感（報告者個人の感想です）
「会計測定の構図」では、「取得原価主義vs公正

ＣＰＥ研修会
会員異動

① 視点を当てる資源 フロー

ストック

② 測定のアンカー

現金収支

公正価値（時価）

価値主義」のような１つの視点から優越を論じるの

③ 利益観

収益費用観

資産負債観

ではなく、左表のような対立軸全体を意識するとい

④ 同上

損益法

財産法

う視点（例えば、⑥の取得原価主義は、⑧の当期純

⑤ 貸借対照表観

動態論

静態論

利益の計算につながるものであり、⑧の包括利益は

⑥ 資産評価基準

取得原価主義

公正価値（時価）主義

⑥の公正価値評価額の結果として生じるものであ

⑦ 損益認識基準

取得原価主義

公正価値（時価）主義

る。)や利益概念と資産評価の規定関係を類型化し

⑧ 業績指標

当期純利益

包括利益

た表が頭の整理に役立ちました。また、（仮に）時

⑨ 企業に関する前提 継続企業

清算企業

⑩ 株主資本価値

純資産価値

正味将来CFの
現在価値

（のれんを除く）

（のれんを含む）
事務局だより
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価情報に意味があったとしても、時価の変動情報に
も意味はあるかという問いが印象に残りました。
「現代会計の混迷」については、２種の異なる見
積り (「実際の収支に基づく、原価配分に関わる見

特
集
報
告
寄

４. おわりに

額（負債評価）に関わる金額の予測を含む見積り」)

研修会後の有志での懇親会の場においても、本研

では、「見積りの重み」が異なるという部分がとて

修テーマに引き続き、会計基準の話題から学生・若

も印象に残りました。

手会計士への教育の話題まで、ややアカデミックな
山

内容で盛り上がりました。
今回の研修では、「写像」や「B/SはP/Lの連結

危機感があり、会計士にも、おかしいものにはおか

環」というキーワードに懐かしさを感じるなど、久

しいと言って欲しい旨（のエール？）が述べられて

しぶりに会計に触れたような気がして、楽しい時間

おり、多くの受講者が共感なさっているように見受

を過ごせました。また、会計基準の動向を理解し、

けられました。仮に、現段階では、現代会計のどこ

議論する前提として、会計史の把握も必要だと感じ

がおかしいのか、自信を持って問題提起できないと

ました。

しても（私自身は勉強不足で全くできません）、現
代会計の動向について、漠然とした違和感を持って

地区会

先生から、現代会計の動向について、学会には強い

定例役員会

「総括と展望」や「質疑応答」の場面では、

稿

積り」と「将来のCF（資産評価）と現在の決済可能

組織内会計士委員会の皆様に、今後もこのような
研修を企画していただけると幸いです。
厚生部

いる会計士は多いと思いますので、本研修をきっか
けに、近畿会等で会計基準・会計思考について議論
する場があればいいなと思いました。
本研修全体としては、

山先生の講演はとても力

場面では、事前に

ご案内

強く、危機感が伝わってきました。「質疑応答」の
山先生の近著を読まれた上で質

問する方もいらっしゃったりして、白熱した研修会
であり、途中休憩なしの90分研修でしたが、あっと

会長活動報告

いう間に感じました。

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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女性会計士委員会 2018年度 第３回子育てネットワーク冬の会 開催報告
女性会計士委員会 委員長 原 繭子

寄
稿
定例役員会

2018年12月９日（土）、クレオ大阪中央にて、

という解説がありました。これはほんの一例です

子育てネットワーク冬の会を開催しました。講師は

が、子どもの病気やケガの対応に関しては、子ども

甲南女子大学看護リハビリテーション学部教授で看

の成長度合いに合わせて何をすべきかを適切に選択

護師の友田尋子氏、テーマは「よくある子どもの病

する必要がある、という話を詳細にわたりうかがう

気とケガの対応について」でした。

ことができました。

子育てネットワークの会は、2017年度に発足

この場を借りまして、友田氏にお礼申し上げます。

し、新生児から小学生くらいまでの子どもを育てて

地区会

いる方を中心としつつ、将来子育てを検討している

さて皆様もご存知の通り、来年度から執行部の体

方や、最近の子育てに興味のあるベテランの方に、

制が刷新されます。そのため、現在の女性会計士委

子育てに関する情報を提供することを目指して活動

員会が主催する子育てネットワークの会はひとまず

しています。そのため、日本公認会計士協会の一般

今年度の冬の会で終了することにいたしました。

的な研修会とは異なり、会員だけでなく会員の配偶

2017年度から女性会計士委員会にて発足した子育

者やお子様も一緒に参加することができます。今回

てネットワークの会は、実は2016年度に試験的に

は、会員5名、配偶者2名、お子様3名の方がご参加

取組んだ経緯がございます。

厚生部

くださいました。

『家事育児を夫婦協働している男性会計士に学ぶ

友田氏からは、看護師の経験そして子育ての経験

「共働き世帯の子育て術〜うちのパパの家事・育児

ご案内

を活かして、病気や怪我をした子どもに対しどのよ

〜」』−近畿C.P.A.ニュース平成29年1月号参照−

うなことをすべきか、緊急時の観察ポイントや判

その時の参加者のご意見も反映しながらこの２年間

断、そして病院や行政サービスへのアクセス方法、

継続することができました。この場を借りまして、

さらにはその予防法についても、具体的にかつ細部

すべての関係各位にお礼申し上げます。またここ1

にわたり丁寧にご紹介いただきました。

年強は一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生

＊感染症（麻疹や食あたりなど）、発熱、下痢、痙

協会のご協力で進めてまいりました、ご協力どうも

攣、嘔吐、脱水、誤飲、事故（火傷、外傷など）

ありがとうございました。

会長活動報告

また今後このような会を開催する時には、会員の

への対応
＊救急車の呼び方、救急車を呼ぶ前に相談できる救

皆様のご協力をいただくことになろうかと思いま

急安心センター（♯7119）、病院に行くまでの

す。今後とも、女性会計士委員会の活動へのご理解

間、痛みや熱がある子どもへの接し方

ご協力をよろしくお願いいたします。

また、上記の話を通して、子どもは大人と違って体
ＣＰＥ研修会

が小さく、新生児から小学生の間でも体の成長度合い
が異なるため、年齢や月齢などその子どもに応じた対
応が必要である、ということも強調されました。
例を挙げると、新生児にAEDを使う場合には
・子ども用のパッドを使うこと（AEDのケースに
は大人用と子ども用の両方がセットされている）

会員異動

・心臓マッサージは手のひらではなく指２本程度で
押し、大人よりも早いテンポ（例えば1分間に
120回、なお回数は体の大きさにもよります）で
行うこと

事務局だより
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有限責任監査法人トーマツ

報

第53事業年度 IFRS研修会 第2回実施報告
貴大

寄

2018年12月11日（火）に近畿会国際委員会の企

②借手が使用期間全体を通じて資産の使用から生じる
経済的便益のほとんどすべてを得る権利があるか
次に、借手が使用期間全体を通じて、資産の使

IFRS第16号「リース」をテーマとし、基準の概要

用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る

及び先行事例の紹介、開示の取扱いなどについて解

権利を有しているかどうか検討します。例えば、

説しました。

契約上、資産の使用の方法や範囲、量に対し制限

ASBJ）が2018年1月1日からIFRS第16号「リー

が課されている場合、制限が課された範囲の中で
生じる経済的便益が検討の対象となります。

容などを紹介しました。

③借手が資産の使用方法及び使用目的を指図する権
利があるか

地区会

ス」を早期適用した企業の開示を紹介した「IFRS
第16号早期適用企業の財務諸表への影響分析」の内

定例役員会

画 に よ る 第 2回 I F RS セミナーを実施しました。

先行事例の紹介では、企業会計基準委員会（以下

稿

１. はじめに

上記①及び②を満たす場合に、借手に資産の使
用方法及び使用目的を指図する権利があるかどう

IFRS第16号「リース」では現行基準IAS第17号

かを検討します。この権利の判定には、資産の使

と比較し、①リースの識別、②リースの分類、③

用用途、時期、場所、使用量などを決定できるか

リース期間、の3点が主要な差異であり、当セミナー

どうかが含まれます。
借手が当該権利を有すると判断された場合には、

Webinarのリース期間に関するQ&Aを交えながら、

契約にリースが含まれると判定されます。一方で、

現行基準との差異の部分を重点的に解説しました。

貸手が当該権利を有すると判断された場合には、契
約にリースが含まれないと判定されます。

ご案内

では、論点毎にIFRS第16号の設例や、IASBの

厚生部

２. IFRS第16号「リース」基準の概要

２.1. リースの識別
２.2. リースの分類
識別されたリースのうち、IFRS第16号では借手

産があるか、②借手が使用期間全体を通じて資産の

におけるリース取引は、ファイナンスリースとオペ

使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る

レーティングリースの分類がなく、原則としてすべ

権利があるか、③借手が資産の使用方法及び使用目

てのリース取引を財務諸表にオンバランスすること

的を指図する権利があるか、の3点を満たすかどう

になります。貸手におけるリース取引は、現行基準

かとなります。

と同様にファイナンスリースとオペレーティング

①特定された資産があるか

リースに分類され、ファイナンスリースは財務諸表
にオンバランスし、オペレーティングリースはリー

かを検討します。但し、資産が特定されている場

ス料を原則として定額法により収益として認識する

合であっても、貸手が使用期間全体を通じて資産

ことになります。

会員異動

まず、契約により資産が特定されているかどう

ＣＰＥ研修会

どうかを判定する主なポイントは、①特定された資

会長活動報告

IFRS第16号において契約にリースが含まれるか

を入れ替える実質的な権利を有している場合に
は、借手が特定された資産を使用する権利を有し

２.3. リース期間

ていることにはならないため、留意が必要です。

IFRS第16号では、借手が原資産を使用する権利
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を有する「解約不能期間」に、行使が「合理的に確

Air France-KLM S.A.及びDeutsche Post DHL

実」に見込まれる「延長オプション」または、不行

AGにおいては、IFRS第16号の適用による財務諸

使が「合理的に確実」に見込まれる「解約オプショ

表への影響が大きく、特に使用権資産及びリース負

ン」を考慮した期間を「リース期間」として定めて

債が多額に増加し、BSへ大きく影響しています。

います。

一方で、Nestle S.A.及びASML Holding N.V.に
おいては、IFRS第16号の適用による財務諸表への

２.4. その他

影響は上記2社と比較し軽微といえます。

現行基準との主要な差異の他に、借手の使用権資
地区会

産及びリース負債の当初認識・当初測定・事後測定

４. 開示の取扱い

の方法、リース負債の見直しの方法、リースの条件

IFRS第16号の開示要求のうち、実務的に関心が

変更に係る会計処理、貸手のリースの会計処理につ

高いと思われる借手の開示項目について、具体的に

いて解説しました。

どのような開示項目が求められているか、について

また、IAS第17号からIFRS第16号への移行時の経

解説しました。

厚生部

過措置の内容について解説しました。なお、初めて

また、IFRS第16号では、開示の目的を満たすた

IFRSを適用する企業がIFRS第16号を適用する場合

めに、定性的・定量的情報について、必要に応じて

は、IFRS第16号の経過措置は使用できず、IFRS第1

追加で情報を開示することが求められている点も補

号「国際財務報告基準の初度適用」で定められる免

足しました。

ご案内

除規定を適用することになることを補足しました。

５. おわりに
３. 先行事例の紹介

IFRS第16号を2018年1月1日から早期適用して

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

ASBJがIFRS第16号を早期適用する企業について

いる企業は世界で数十社程度であり、その多くの企

調査した「IFRS第16号早期適用企業の財務諸表への

業が中間報告として公表している状況です。IFRS

影響分析」を元に、2018年1月1日からIFRS第16号

第16号に完全に準拠した開示事例は現時点ではまだ

を早期適用したAir France-KLM S.A.及びDeutsche

ありません。しかし、強制適用は目前に迫ってお

Post DHL AG、Nestle S.A.の3社におけるIFRS第16

り、適用に当たっては多くの検討が必要になろうか

号を適用したことによる影響に加え、ASML Holding

と思います。当セミナーが今後の検討の一助となれ

N.V.における影響について、主に会計方針・会計処

ば幸いです。

理及びBS、PL、CFなどの財務諸表への影響の２つ
の視点で解説しました。

当日お越しいただき、ご傾聴くださった受講者の
皆様に、感謝申し上げます。

会員異動
事務局だより
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平成30年度 近畿実務補習所入所式
幸裕

寄

大阪にて近畿実務補習所入所式が執り行われまし

期2015年期生

た。今年は全国で1,305名が試験合格を果たし、近

は12月15日、

畿財務局では288名が我々の新たな仲間として加わ

16日に実施さ

りました。

れる修了考査に
向けて鋭意勉強

り定刻どおり開始されました。最初に来賓としてお

中でありますの

招きしました財務省近畿財務局理財部長

樽川流

で、その合格、

松本智美氏、

また、一人前の

日本公認会計士協会会長・会計教育研修機構理事長

会計士として、

関根愛子氏、日本公認会計士協会常務理事・会計教

今後おおいに活

育研修機構運営委員

津田良洋氏、会計教育研修機

躍することを期

新井武広氏が大きな拍手のな

待して拍手をお

氏、財務省近畿財務局理財第一課長

構理事・事務局長

くりました。最

続いて髙田近畿会会長、木田京滋会会長、林兵庫

後に、入所生代

会会長が順に紹介され、樫本副委員長が開式の宣言

表として松井大

を行いました。

輔さんが答辞を

ご来賓よりの祝辞と

終了しました。

続き、2015年期生の

引続き、関西

表彰に移りました。

地区三会の共催

考査部門

で合格祝賀会が
入所生代表

松井大輔さん

開催されました。

ん、出席部門の精勤

厳粛な雰囲気の中執り行われた入所式よりも雰囲気

賞として加藤靖雄さ

は柔らかいものとなり、近畿・京滋・兵庫の会長の

んが小川所長より優

挨拶も新しい仲間を迎える温かいものになりまし

秀生表彰を受けまし

た。合格発表後休む暇なく就職活動を開始した入所

た。小田さんからは、

生も監査法人への就職ができたようで、合格祝賀会

新入所生への熱い

では一息ついて先輩、同期の仲間と楽しい時間を過

メッセージが送られ

ごすことができました。
祝賀会には補習所の運営委員などの会員にも多数

がら通う実務補習所

出席いただき、公認会計士の先輩として入所生にい

で皆勤・精勤という

ろいろな話をしていただいたことと思います。公認

のはかなり大変なことなので、制度として出席表彰

会計士受験者数につきましては、合格しても監査法

を実施することも補習所の良いところかと思います。

人に就職できないという状況が解消されたこと、ま
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ました。仕事をしな

ＣＰＥ研修会

賞として小田真一さ

会長活動報告

述べ、入所式は

出席部門 精勤賞受賞 加藤靖雄さん

ご案内

小川所長の式辞、

考査優秀

小田真一さん

厚生部

か、入場されました。

考査最優秀賞受賞

地区会

2018年期生の入所式は樫本副委員長の司会によ

定例役員会

一方、この時

稿

2018年12月13日（木）にリーガロイヤルホテル

特
集
報
告

た、日本公認会計士協会の広報活動等により、前年

となってきています。それに対応できるように補習

度より受験者数は増加に転じることになりました

所としてもいろいろな分野の専門家に講義のお願い

寄

が、会計士を目指す人が引続き増加し、多くの優秀

をしています。また、幸いにも、補習所の運営に協

稿

な新人を迎え入れることができるように、我々の業

力していただいています会員も多く、運営委員だけ

界がさらに魅力的となるべく、実務補習所としても

では不可能な修了考査監督、宿泊研修講師などに参

尽力していく必要性を痛感しました。

加いただいています。このように、近畿実務補習所

定例役員会

では多くの方々の協力の下で後進の育成を行ってい
ここで、実務補習所の現状について報告いたしま

ます。

す。補習所の運営は会計教育研修機構で行われてい

今後とも、引続き補習所運営に関心をお持ちいた

ます。この組織は公認会計士協会会長が理事長を務

だき、変わらぬご支援をいただきますようお願いい

めていますが、会計士だけではなく、大学の先生や

たします。

地区会

企業経営者なども、役員・評議員として参画してい
ます。
近畿実務補習所は、正式には一般財団法人会計教
育研修機構

近畿実務補習所です。会計士試験合格

後3年間在籍し、考査、論文および講義などへの出
厚生部

席、すべての要件を満たし、かつ、修了考査を受
験・合格してはじめて補習所を修了することになり
ます。
近年は一般企業や官公庁など会計士業界以外にも

ご案内

進む人もおり、ますます幅広い分野での知識が必要

会長活動報告

ミュオグラフィ

新語・用語

火山も人工構造物も透視する
「ミューオン」という宇宙線（素粒子）は、エックス線以上に高い物質透過能力をもっている。この
ミューオンを用いて物体の内部を可視化する、いわばレントゲンの超強力版ともいえる技術が「ミュオグラ

ＣＰＥ研修会

フィ」である。
ミューオンは何キロメートルにもおよぶ岩盤をも通り抜けられるため、一九六〇年代からピラミッドなど
の内部構造の調査に用いられてきた。近年はミュオグラフィの高精度化、小型化などが進み、二〇一七年に
はピラミッド内部の未知の空間の可視化に成功したことで大きな話題になった。
すでに鉱床の探査や火山の内部調査、福島原発の調査など、多様な用途に応用されているが、今後は火山
の噴火をはじめとする自然災害の予測などにも活用されていくだろう。さらに、道路・鉄道・橋などの社会

会員異動

インフラにミュオグラフィを埋め込んで劣化状況を監視できるようになれば、インフラの安全な維持にも活
用できると考えられる。将来的なビジネス展開を視野に、現在、産学協同で実用化に向けた研究開発が進め
られている。

事務局だより
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特
集

報告 REPORT

広報部

中川

告

広報部

報

大阪市立大学「会計手続選択論」ゲスト講座 −「監査」講義報告−
美雪

寄

学部の浅野信博准教授の講義のゲスト講師として、

リスクに応じた手続き
内部統制

強→試験直前にポイントをさっと見直す
だけでいい

日本公認会計士協会近畿会に所属する公認会計士を

弱→早めにしっかり勉強して十分な準備
が必要

今年度は、年の瀬も迫る12月14日に、浅野先生
また講義の

恵近畿会副会長が、商学部、経済学部、法学部、文

趣旨を踏まえ、

学部などからなる3・４回生を中心とした約90名の

誤謬と不正の

学生を前に講義を行いました。

話や不正のト

この浅野先生の講座「会計手続選択論」の授業っ

地区会

の「会計手続選択論」のゲスト講師として、北山久

定例役員会

内部統制

派遣しています。

稿

昨年より、大阪市立大学大学院経営学研究科・商

ライアングル、
利益マネジメ

論」とは、企業の経営者が利益マネジメント（利益

ントと不正の

調整）のためにどのような会計手続きを選択するの

関係については、研究者サイドは、便宜的に明確に

かについて、事例やゲーム理論などを交え明らかに

区分して考えるが、実務家サイドでは、線引きは曖

していこうとする授業で、学生に人気だそうです。

昧でありその区分は難しいといった話を、企業で起

北山副会長からは、公認会計士の本業である「監

こりやすい売上における利益調整など例にとって説

厚生部

てどのような内容かわかりますか？「会計手続選択

明されました。最後には公認会計士の使命（公認会

査」をテーマにお話しいただきました。

計士法第1条）の話がありました。

最初は北山副会長の自己
1982年に公認会計士の二

きに出されるのか、企業の会計処理のルールへの適

次試験（当時は現在と試験

合性は、基準があるので簡単に判断できるのではな

制度が異なり、現在の論文

いかといった質問が寄せられ、経験も交えながら回

試験が二次試験でした）に

答をされていました。
昨年に引き続きこのような機会を作ってくださっ

合格し、国内大手上場会社

た浅野先生、ありがとうございました。

の法定監査を中心に担当さ
れ、現在は有限責任 あずさ監査法人のパートナーを

そして来年は、さらに枠を拡げ、一般教養の講義
として5回にわたり近畿会から講師を派遣する予定で

次に、監査の必要性や意義、監査意見の種類、監
査の手法など、監査とはどういうものかといった話

す。テーマ候補としては、監査の基礎知識、公会
計、IT(AI)監査、国際会計、IPOなど。

を学生にも理解できるように、やさしく解説してい
きます。

ＣＰＥ研修会

されています。

会長活動報告

講義後、学生からは、意見不表明はどのようなと

ご案内

紹介から始まりました。

自分の会計士としての経験や専門分野について学

例えてこんな説明も。

学生に講義をしてみたい方は、下記URLより広

固有リスク：先生が重要と言っていたポイント
統制リスク：授業をしっかり理解→内部統制
弱

報部サポーターに是非ご登録ください。
強

https://business.form-mailer.jp/fms/f935b59c1
9858

17887
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授業さぼる→内部統制

生に講義したい方、大募集中です！！

会員異動

リスクアプローチについては、学生向けに試験に

特
集

寄稿 CONTRIBUTION
報
告

「エンディング・ノート」のススメ

寄

〜自分をみつめなおすツール〜

稿

梨岡

英理子

定例役員会

近年「終活」という言葉をよく聞きます。学生が

③友人・知人のこと：もしもの時に知らせたい人、

就職活動する「就活」と同じ響きですが、「終活」

知らせたい方法。SNS、Facebookなど告知方法

は人生の最後をきちんと終えるための活動です。持

にもいろいろあります。

ち物を整理する、断捨離などもその一環といえるか
もしれません。相続のお仕事をしたことのある方は
地区会

良くお分かりですが、終活で一番大事なのは、「そ
の後」を任せる方が労せず事務処理が進められるよ

④資産・預貯金のこと：基本中の基本。電子資産や
マイナス情報を含め網羅性を重視。
⑤医療・介護のこと：自分の希望を書いておく場
所。細かいことがいろいろあります。

厚生部

うに、その際に自分の希望を伝えることができるよ

⑥葬儀のこと：自分が主役なのに絶対に自分が指示

うにすることだと思います。その手段としては遺言

できない行事なので、ここで意思を示しておきま

という手段がありますが、「そんなに財産ないか

す。気づかない重要事項も、ノートなら漏れなく

ら」とか「家族はみんなわかっているから」「うち

書けます。

は仲がいいから大丈夫」など安心している方、また

⑦お墓・納骨・供養・法要のこと：こちらも同様。

「そこまで必要ないし」「敷居が高くて」など、遺

⑧資産の整理について：いわゆる形見分け。資産性

言状など必要ない、まだまだ若いし自分には早い、

の少ないものですが、大事な項目。

ご案内

と思われる方も多いでしょう。でも明日何があるか

⑨遺言：遺言書を作成した場合は、どの種類の遺言

わかりません。また実際に必要になるころには、

を作成し、誰に託したか？きちんと明示しておく

ゆっくり作っている時間も精神的ゆとりもないかも

ことで完璧に執行してもらえます。

しれません。
会長活動報告

遺言書よりも簡単に取り組める「エンディング・

２．いつ書くのか？

ノート」というものがあります。これは社会人に

書き始めるのに早すぎることはありません。成人

なったら作成し始めてよいものだと思います。書く

したらエンディング・ノートを持つ、というくらい

ことで、ゆっくり自分を見つめなおすこともできる

で良いのではないかと、個人的には思います。電子

存在です。一度書いてみませんか。

資産のパスワードなど、書いておかなければわから

ＣＰＥ研修会

ないこと、自分しか知らない重要事項はまとめて大
では「エンディング・ノート」についてご紹介し

切な情報として管理しておくことが大切です。また
「エンディング・ノート」は一生に1回しか作成し

ていきましょう。

ないものではなく、その時々の状況に合わせ、情報

１．どんな項目を書くのか？

をアップデートしていくことになります。誕生日や

会員異動

①自分のこと：緊急連絡先は保険証番号のほか、電

年末年始に「エンディング・ノート」を見直す、な

子媒体のパスワードなども重要事項です。自分し

ど更新していくことが必要です。毎年決まった時期

か知らない情報って意外と多いものです。

に見直す恒例行事にしておくと、生きた「エンディ

②家族・親族のこと：相続で一番大事な家系図。主
事務局だより

要な親族の連絡先も忘れずに。
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ング・ノート」を所持できます。

特
集
報
告
寄
稿

自分の半生を振り返り、心おきなく終わるため

ために書くものです。自分の覚書として使えます。

に、伝えたい意思を書いていくノートです。余談で

しかしながら、「エンディング・ノート」が真価を

すが、私はこの「エンディング・ノート」の制作に

発揮するのは自分以外の方に読んでもらう時、自分

かかわって初めて、「自分のことなのに、わかって

が説明できない状態の時です。相続のお仕事をされ

ないことがこんなにある！」と、自分でもどうなっ

ていれば分かる通り、資産の整理・分割など、納税

ているのか、どうしたいのか？はっきりわからない

対象とならない範囲であっても結構手間がかかるも

ことが、あまりにたくさんあることに気づきまし

のです。それがきちんと整理されていれば、手続き

た。ぜひ一度チャレンジしてみてください。新しい

をする家族が助かります。もちろん資産が多い方は

驚きがあります。

厚生部

「エンディング・ノート」は自分を見つめなおす

きっちりと専門家に託されていることでしょう（で
も自分が専門家だと自分のことは後回しになりませ

＜参照＞
この項目の作成には「ペットを愛する方のための

ジを書くこともできます。これは専門家が整理する

エンディング・ノート」NPO法人ペットライフ

ことはできないもので、残すモノに付加する自分の

ネットを参考にしました。人の終活同様、ペットも

想いを伝える手段となります。

終活についての必要な記載事項が掲載されていま

目を紹介しました。もう一つ、ペットを飼っている

ご案内

んか？）。ノートには残していく方々へのメッセー

左記２では、人の終活についての一般的な記載項

地区会

４．私の「エンディング・ノート」を

定例役員会

３．誰のために書くのか？

す。ご興味のある方は、ぜひ「ペットライフネッ
ト」HPを検索ください。
会長活動報告

方にお勧めしたい記載事項があります。明日何かが
あって、自分がペットと一緒にいられなくなった
ら、自分を頼りにするしかないペットたちはどうな
るでしょう？預かってもらうにも、あとのお世話を

ＣＰＥ研修会

お願いするにも、その人に伝えたいことがたくさん
あると思います。好きなおもちゃ、好きな毛布、好
きなエサ、遊びの癖、毎日のケアなどなど。家族同
様に暮らしていても、法律上、ペットは「もの」扱
いです。同居家族がいても、核家族化・少人数化が
進んでいる時代、誰かにお願いすることになる可能

会員異動

性はゼロではありません。そのために、ペットの情
報を書いて、託された人が困らないようにすること
も大事ではないでしょうか。
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特
集

定例役員会 REPORT

第53事業年度

報
告

第8回定例役員会報告
2018年12月21日（金）15時〜17時

寄

場

所：近畿会会議室

稿

出席者：28名（役員数４2名）

審議事項
定例役員会

第１号議案

協議事項
会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

第１号議案

近畿会財政の在り方検討特別委員会の
検討事項について

智英

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。

（提 案 者）近畿会財政の在り方検討特別委員会
委員長

１．会員2名について、診断書を添付の上、疾

廣田

壽俊

地区会

病の為の会費免除の申請があった。近畿会

（提案説明）提案者より、当特別委員会は、協会本

会費規程第8条第1項第二号に該当するた

部で「持続可能な協会財政の在り方に関する提

め、近畿会規約第13条第1項により会費を

言」が公表されたことを契機として、近畿会に

免除したいとの説明があり、審議の結果承

おいて設置されたものである。
現在、以下の項目について検討を行っている

認された。
２．会員3名について、勤務者においては勤務

ところである。ご意見をいただきたい。

厚生部

先への休暇届（写）、非勤務者においては

近畿会活動に対する検討（監査法人に所属す

母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出

る会員向けの活動、監査法人に属さない会員向

産・育児の為の会費免除の申請があった。

けの活動）

近畿会会費規程第8条第1項第三号に該当す
るため、近畿会規約第13条第1項により会
ご案内

費を免除したいとの説明があり、審議の結
果承認された。

この協議事項については、活発な意見交換が
あり、継続して協議することとなった。

報告事項
第１号

第２号議案

日本公認会計士協会近畿会就業規程等の
一部改正について

会長活動報告

（提 案 者）総務部長

安井

康二

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）12月報告
2018年（平成30年）は、日本においては西日
本豪雨や地震、そして台風などの自然災害に見舞

域会人事の一体的な運営に向けて、地域会事務

われた年であった。そんな中、来年2019年には

局の業務負担軽減、協会全体での業務効率化を

ラグビーＷ杯日本大会が開催され、翌2020年に

図るため、共通の給与システム、勤務管理シス

は東京オリンピック、そして2025年には、大阪

テムを利用して、地域会職員の給与計算事務を

万国博覧会の開催が決定され、これを契機に日本

本部に移行させたい旨の依頼があった。

全体が盛り上がってほしいと思う次第である。公

ＣＰＥ研修会

（提案説明）提案者より、協会本部より、協会・地

会員異動

ついては、効率的にシステムを活用して本部

認会計士業界は、まさに「透明化」に向けた１年

で給与計算事務を担う為、支給日、超過勤務手

であり、「監査上の主要な検討事項」（KAM）

当の計算基準、休暇の付与基準、休日に関する

の導入決定、協会品質管理レビューの自発的開示

定めを本部・地域会で整理することが必要とな

に向けた規程の変更、監査品質指標（AQI）に関

ることから、近畿会就業規程等を一部改正致し

する研究報告の公表、そして、監査法人ガバナン

たいとの説明があり、審議の結果承認された。

ス・コードについても適用2年目を迎え、更に現
在、金融庁では、「会計監査についての情報提供

事務局だより

の充実に関する懇談会」が開催され、通常とは異
なる監査意見を表明した監査人の説明責任につい
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特
集

２．倫理委員会からの公開草案『「職業倫理

任、監査人が果たすべき説明責任、それぞれにつ

に関する解釈指針」の改正について』に

いてしっかり議論頂きたいと期待している。

関する件
３．会計制度委員会からの答申『IASBディ

消費税等の税率UPや軽減税率の導入など、様々

スカッション・ペーパー「資本の特徴を

な変化が予定されている。皆様方にとって善き年

有する金融商品」に対する意見』に関す

となることを心より祈念申し上げます。

る件

理事会報告

１．協会財政の在り方検討プロジェクトチー
安原

徹

ムからの報告「持続可能な協会財政の在

（報告内容）11月15日開催の常務理事会及び

稿

１．（報 告 者）理事

寄

■理事会審議事項

第２号

告

2019年は、「平成」最後の年となり、また、

報

て議論がされている。企業の果たすべき説明責

り方に関する提言」に関する件

11月16日開催の理事会報告
１．金融庁「会計監査についての情報提供の
充実に関する懇談会」の開催
・通常と異なる監査意見が表明された場合
の情報提供のあり方など

総務部報告

（報 告 者）総務部長

安井

１．近畿会会員の叙位について
下記会員が正六位を叙位されました。
記

（故）松浦

時）2018年12月13日（木）
19:00〜20:30
所）リーガロイヤルホテル大阪

（出席者）333名
４．新年賀詞交歓会の開催について
時）2019年１月９日（水）

■理事会審議事項

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

１．第22回役員選挙に係る投票期限、選挙区

（会

費）無料

に関する件

18:00〜20:00

及びその定数に関する件
岩井

（アトラクション）ダンスパフォーマンス
演者：「MDP MASAKI

正彦

12月12日開催の理事会報告
１．会計監査の情報提供の充実
・監査法人との意見交換会
・会計監査についての情報提供の充実に関
２．「消費税率の引上げとそれに伴う対応に

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２回 Music Festival」(三会共催）の
実施結果について
（日

時）2018年11月18日（日）
15:00〜20:00

関する会長コメント」の公表
（場

所）BERONICA

１．監査・保証担当副会長からの意見具申

（参加者）101名（出演者含む）
（出演者）12組（ソロ7、グループ5）

令」改正案に対する意見』に関する件
17891
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■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
『「企業内容等の開示に関する内閣府

会員異動

する懇談会

第４号

ＣＰＥ研修会

＆ THE MJ CREW」

（報告内容）12月11日開催の常務理事会及び
■会長報告

会長活動報告

（日

２．（報 告 者）理事

ご案内

ダッシュボードレポート（DBR）作成

厚生部

について

（場

クション・プラン・アップデート及び

正六位

３．公認会計士試験合格者祝賀会の実施結果

・監査法人の計算書類及び監査報告書の文
例に関する研究報告

会員

合格発表について

（日

２．IFACコンプライアンス・プログラムア

圭子

２．平成30年度公認会計士試験論文式試験の

・監査品質の指標（AQI）に関する研究報
告について

正六位

（公認会計士功労）

１．監査事務所情報開示検討プロジェクト
チームからの報告に関する件

会員

（公認会計士功労）

知の実施（2018年11月5日）
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

辰典

地区会

（故）畑下

設置規模基準の引下げは行わない
・（JICPA）常務理事名周知文を公表、周

康二

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

２．社会福祉法人の監査対象範囲について
・（厚労省）2020年3月期での会計監査人

定例役員会

第３号

■会長報告

特
集

２．「第9回近畿Ｃ.Ｐ.Ａ.ゴルフ選手権」の実施

報

時）2018年12月１日（土）

北山

久恵

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．CPE推進センター全体会議の実施結果につ

告

9:20スタート
（場

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）担当副会長

結果について
（日

第６号

所）泉ヶ丘カントリークラブ

いて
２．CPE研修計画及び実施結果について

（参加者）58名
３．「クリスマスパーティー」の実施結果につ

３．CPE研修計画及び実施結果について

寄

いて
（日

時）2018年12月２日（日）

稿

11:30〜14:00
（場

岩井

正彦

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況の

所）ヒルトン大阪

報告があった。

定例役員会

広報部報告

（報 告 者）担当副会長

会員業務推進部報告

（報 告 者）担当副会長

（参加者）178名

第５号

第７号

第８号
北山

久恵

非営利会計委員会報告

（報 告 者）非営利会計委員会委員長

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

安井

聖美

（報告内容）報告者より、大阪府総務部法務課公益

１．「ハロー！会計」の実施結果について

法人グループとの意見交換会の実施結果の報告

（１）大阪星光学院中学校

があった。

地区会

（日

時）2018年11月16日（金）

（日

14:00〜16:00

13:15〜15:05
（参加者）中学3年生:185名（４クラス)

（場

所）近畿会会議室

（出席者）近畿会（非営利会計委員会公益法人

（２）関西大学第一高等学校
（日

時）2018年11月21日（水）

小委員会）9名、大阪府総務部法務

時）①2018年11月19日（月）

厚生部

課公益法人グループ3名

10:30〜12:20
②2018年11月20日（火）

第９号

13:05〜14:55
③2018年11月21日（水）

社会保障委員会報告

（報 告 者）担当副会長

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、「社会福祉法人向け研修

8:30〜10:20
ご案内

④2018年11月21日（水）

会」の実施結果の報告があった。
（日

13:05〜14:55

時）2018年12月17日（月）
14:00〜17:00

（参加者）①高校3年生：36名
会長活動報告

②高校3年生：41名

（場

③高校3年生：41名

（出席者）近畿会（社会保障委員会社会福祉法

④高校3年生：23名

人小委員会）23名、社会福祉法26

２．公認会計士職業紹介の実施結果について

所）近畿会研修室

法人37名、その他16団体19名

（学校名）和歌山大学
（日

時）2018年12月６日（木）

第10号

（報 告 者）担当副会長

ＣＰＥ研修会

13:00〜15:00
（対

象）経済学部１回生：310名

（内

容）経済学部「キャリアデザイン入門

久恵

内部統制制度研修会」の実施結果の報告があった。
（日

Ⅱ」の講義への登壇

北山

（報告内容）報告者より、「地方公共団体における
時）2018年11月27日（火）
14:00〜17:00

３．大学での特別講義について
会員異動

（学校名）大阪市立大学

（場

（日

時）2018年12月14日（金）

（テーマ）第1部「制度論 改正法の概要と実務

（対

象）商学部、法学部、
経済学部の3、4回生

事務局だより

（内

第2部「グループ・ワークショップ」
約90名

容）「会計手続選択論」の科目での特
別講義

４．テレビ大阪「ＣＭ映像」について
C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716
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所）近畿会研修室
的なポイント」

8:55〜10:25

28

社会・公会計委員会報告

（出席者）地方自治体職員32名、会員等9名

特
集

第11号

国際委員会報告

（場

（報 告 者）国際委員会委員長

山本

憲吾

所）近畿会研修室

（テーマ）「現代会計の危機」

（日

時）2018年11月28日(水)〜12月1日(土)

（場

所）ベトナム社会主義共和国

（内

容）現地日系企業視察

２．組織内会計士委員会研修会の実施結果につ
いて
（日

時）2018年12月14日（金）
18:30〜20:00

（参加者）13名

（場

所）近畿会研修室

（テーマ）「企業コミュニケーションの基礎」

寄

現地公的機関（JETRO）訪問ほか

稿

（出席者）会員等34名、一般企業９名

第12号

告

ン視察ツアー」の実施結果の報告があった。

（出席者）会員等56名、一般企業７名

報

（報告内容）報報告者より、「ベトナム・ホーチミ

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

原

繭子

の会」の実施結果の報告があった。
（日

時）2018年12月9日（日）

選挙管理委員会報告
髙田

（報 告 者）会長

篤

（報告内容）報告者より、近畿会役員選挙の結果の
報告があった。

10:30〜12:00
（場

第17号

所）クレオ大阪中央 3階

（テーマ）「よくある子どもの病気とケガの対

近畿実務補習所運営委員会報告

（報 告 者）近畿実務補習所運営委員会副委員長
細谷

第13号

明宏

（報告内容）
１．近畿実務補習所運営委員会正副委員長等に

IT委員会報告

（報 告 者）IT委員会委員長

地区会

応について」
（出席者）会員等5名、その他5名

ついて
石原

佳和

記
（１）近畿実務補習所運営委員会の正副委員

に関するアンケート」実施の報告があった。

長について

（期

就任期間

間）2018年12月25日（火）
〜2019年1月31日（木）

2018年11月1日
〜2019年10月31日

法）専用ウェブサイトから回答

委 員 長

矢倉

幸裕（兵庫会）

（対

象）関西地区三会所属の会員・準会員

副委員長

伊藤

誠一、岡本

樫本

尚彦（兵庫会）

中尾

志都、細谷

安田

智則

中堅・若手会計士委員会報告

（報 告 者）中堅・若手会計士委員会委員長
（報告内容）報告者より、「会計士協会活動に関す

大輔
明宏

会長活動報告

望

ご案内

（方

奥澤

（２）実務補習協議会の構成員について
就任期間

る若手会員の意識調査アンケート」実施の報告

2018年11月１日
〜2019年10月31日

があった。

小川

泰彦（近畿実務補習所所長）

（期

矢倉

幸裕（近畿実務補習所運営委員長）

間）2018年12月19日（水）

（方

法）専用ウェブサイトから回答

（対

象）中日本五会所属の40歳未満の会員・
準会員

第15号

※小川所長は所長退任まで。
※副委員長はオブザーバー参加するこ
とが出来ることとなる。
２．実務補習所入所状況等について

ＣＰＥ研修会

〜2019年1月31日（木）

厚生部

（報告内容）報告者より、「監査におけるAIの利用

第14号

定例役員会

（報告内容）報告者より、「子育てネットワーク 冬

第16号

組織内会計士委員会報告
会員異動

（報 告 者）組織内会計士委員会委員長 藤枝 政雄
（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．組織内会計士委員会研修会の実施結果につ
いて
時）2018年12月7日（金）
18:30〜20:00

17893
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事務局だより

（日

特
集

地区会 REPORT
報
告

北部大阪地区会 茨木・高槻市長訪問 ＆ イベント活動報告
北部大阪地区会 東浦

隆晴・久保田

裕

寄
稿
定例役員会

北部大阪地区会は、北摂地区（茨木市・高槻市・島

あり・池ありのコースにて熱戦が繰り広げられまし

本町）に所属する会員及び準会員で構成されており、

た。ラウンド後の懇親会では、恒例の順位発表で盛り

定期的に地域自治体の首長訪問を行うとともに、イベ

上がり、参加者の所属・世代を超えた楽しい歓談の場

ントを実施することにより、勤務先や世代を超えて交

となりました。コンペ景品として、地元で50年の伝統

流し相互の親睦を深めています。今年度に実施した市

と人気を誇る「DOEL」の洋菓子が全員に配られ、地

長訪問及び懇親ゴルフ会・ファミリーイベントについ

区会の雰囲気を感じる

て、以下ご報告いたします。

ことができました。
今回も、ゴルフを通

地区会

茨木市長・高槻市長訪問

じて会員の親睦が大い

近畿会の重点施策に掲げられている通り、地方自治

に深まった秋の一日と

体首長への情報提供を通じて、地域社会への貢献と公

なりました。

認会計士への認知度向上を図るべく、昨年より地域内

厚生部

の市町長訪問を実施しています。今年度は、2018年

ファミリーイベント「USJへ行こう！2018」

10月5日（金）に茨木市役所を訪問し福岡茨木市長と

12月1日（土）に、ユニバーサルスタジオジャパン

面談、12月12日（水）に高槻市役所を訪問し濱田高槻

（USJ）にて、「USJへ行こう！2018」を開催しまし

市長との面談を実施しました。

た。当イベントは、今年度で4回目となる当地区会の

ご案内

ご挨拶の後、近畿会及び地区会の概要とその活動状

イチ押し企画で、大人から子どもまで年齢を問わず楽

況を紹介するとともに、地方自治法の改正による①都

しめるため、毎回大好評をいただいています。今回

道府県・指定都市への内部統制制度の導入、②全地方

も、過去最高となる19家族63名の方が参加し大盛況と

公共団体に対する監査基準に従った監査の義務付け等

なりました。

につきご説明し、質疑応答を交えながらディスカッ

当日は晴天に恵まれ、USJオブジェ前にて参加者全

ションを行いました。当地区会のエリアは、昨年6月

員で笑顔の記念写真を撮りました。写真撮影が終わる

に発生した大阪府北部地震で大きな被害を受けたこと

と、いよいよ待ちに待ったUSJへの入場です！

会長活動報告

もあり、その対応状況についても話題となりました。

パーク内はクリスマスの雰囲気一色で、巨大ツリー

ＣＰＥ研修会

今年も近畿会の守谷社会・公会計委員長に同行を依

はもちろん、綺麗なクリスマス装飾が施され、歩くだ

頼し、「地方公共団体における内部統制・監査に関す

けで気分が盛り上がります。定番の「ハリーポッ

る研究会」での取組内容も含めて具体的に分かりやす

ター」、子どもに大人気の「ミニオン・ハチャメチャ

く説明いただいたこと、また、各市在住の会員が出席

クリスマスパーティ」、夜には今年が最後となるイベ

して、各地元における

ント「天使のくれた奇跡」等々、子どもから大人まで

具体的な課題を交えて

存分にUSJを堪

話ができたこともあ

能しました。

り、昨年に引続き大変

今回も、参加

有意義な訪問となりま

者にとって記念

した。

に残る大変想い

会員異動

出深いファミ

懇親ゴルフ会

リーイベントと

当地区会では、毎年、懇親ゴルフ会を実施していま

なりました。

す。今年度は、11月10日（土）に地元高槻のベニーカ
ントリー倶楽部にて、8名の参加者で開催しました。
事務局だより

今年も快晴に恵まれ、爽やかな秋空の下、山あり・谷
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これからも皆様が楽しめるイベントを企画していき
ますので、積極的なご参加をお待ちしています。

特
集

地区会 REPORT
報

大阪市北地区会の活動報告

告

大阪市北地区会

会長

内田

聡
寄

区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、北区、都

乾杯のご発声を皮切りに、忘年会がスタート。寒鰤

島区、旭区の地域に居住する会員相互の親睦を主た

のお刺身から始まり、クエの胃袋といった珍味、そ

る目的とした地区会で、会員数は2018年12月31日

して、クエの薄造り、と料理が次々に参ります。お

現在441人です。

酒は飲み放題にしたのですが、日本酒にはお店こだ

大阪市北地区会活動として、忘年会は大阪の名店

わりの越乃寒梅を特別に出していただきました。
当然、メインはクエ鍋です。鍋の中にはお野菜と

平成28年は「はり重」のすき焼き、平成29年は

一緒に食べきれないほどのクエがぎっしりと詰まっ

「太政」のてっちりを企画いたしました。

ています。私もそうそうクエは食べないので、天然

今回は去る12月１日に「冬の味覚『クエ鍋』を楽

と養殖の差は正直わからないのですが、脂とうまみ

しむ」と題した忘年会の開催となりました。開催場所

が凝縮された濃厚な味わいを食すとやはり15キロ超

はクエ料理専門店「九絵家（くえや）」さんです。

の天然物は違う！という感慨を覚えます。

予定20人のところ早い時期から想定を上回るご希望

はこの「クエ鍋」

をいただきました。お店側とも相談の上22人まで増

となんといっても

やしたのですが、締切日を待たずに満員御礼となっ

「大将」です。何

てしまいました。お申込みいただいたにもかかわら

度も宴会場に来ら

ず、やむなくお断りさせていただいた会員の皆様、

れ、クエの（自

大変申し訳ありませんでした。

慢？）話、九絵家

近年、関西の冬の味覚ということで「フグ」と並ん

に来られる有名人

でポピュラーになりつつある「クエ」ですが、少し前

（スポーツ選手・

までは「幻の魚」とも言われていた高級魚です。

歌手）の話、そし
て、毎回挟まれる

んはその屋号からわかるようにクエ料理専門店。大

ギャグ、ともう圧

将独自のルートで紀州から天然選りすぐりのクエだ

倒されること請け

けを仕入れているとのことです。

合いです。

会長活動報告

大阪で「クエ鍋」を出す店は数あれど、九絵家さ

ご案内

このお店の名物
厚生部

毎年、忘年会は盛況なのですけれど、今年も当初

大将が来られる合間に、参加者の皆様もわいわい

いたところにあり、土曜日ということもあるのかひっ

がやがや、趣味の話、仕事の話、ニュースの話と大

そりとした雰囲気。開始時間は18時半のため18時頃

変に盛り上がりました。

店に入ると水槽には（おそらくこれから私たちが
いただくであろう）大きなクエが泳いでおります。
は専門店だからこそできる、ということでした。
今回は大将の計らいで、宴会場とは別に、小さい
お子様連れのご家族の会員様は別室の離れをご用意

に盛り上がる年とすべく、我が大阪市北地区会もそ
の一助となれば幸いでございます。
ざっくばらんに懇親を深めておりますので、地区
会会員の皆様方のご参加をお待ちしております。ま
た、地区会活動に関するご意見、ご希望がございま

会員異動

大将曰く、15キロ以上のものしか仕入れない、これ

今年も地区会の先生方、また、業界全体でもさら

ＣＰＥ研修会

場所は靭公園の北、地下鉄肥後橋駅から10分弱歩

には到着しましたが、すでに辺りは真っ暗です。

地区会

で冬の味覚に舌鼓を打っていただくという趣旨で、

定例役員会

皆様がほぼそろわれた18時半、恒例の前田会員の

稿

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した西淀川

したら、事務局までお知らせください。
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いただきました。

特
集

地区会 REPORT
報
告

和歌山地区会 親睦ゴルフ会・忘年会 開催報告
和歌山地区会

会長

宮本

富雄

寄
稿

和歌山地区会は和歌山県に居住する会員を対象と
しており、範囲が広く、今回は南紀白浜での親睦ゴ
ルフ会および忘年会を企画しました。

忘年会会場はホテルの隣の「いけす円座（warou
da）」です。
円座は熊野の大雲取越道にある円座石（わろうだ

定例役員会

いし）に由来する店名だそうです。「わろうだ」と
2018年12月7日（金）午前9時

は昔の円形の座布団のことで、大石の上に円形の敷

南紀白浜ゴルフ倶楽部

物に熊野の神々が座って談笑したり、お茶を飲んだ

曇り時々晴れ

地区会

当日は数日前の夏日の暑さとは打って変わって肌

といわれています。大石には梵字三字（阿弥陀仏、

寒い日となりました。今回は親睦委員の和中会員が

薬師仏、観音仏の三仏の意味）が彫られ、この周り

参加できず、４名1組での開催となりましたが、肌

を神の御茶屋所といわれてきたそうです。

寒い天気とは違って、和歌山地区会親睦ゴルフ会は

生簀の前のカウンター席後ろの小上がり席で円形

前回同様和気藹々と、のんびり、楽しくプレイでき

の座布団に座り、神々になった気分でいけす料理を

ました。スコアは、ダブルペリア方式で競いました

戴きました。

が、若い富永会員が優勝されました。
厚生部

風呂に入って表彰式を行った後、富永会員を除く

会食はいつものように最高齢（94歳）の山中会員

3名が忘年会会場であるホテルシーモアまで、車で

の乾杯の音頭ではじまりました。山中会員の健康の

20〜30分の移動でした。

秘訣や地区会のこと、仕事のこと、家族のこと等々
四方山話に花が咲き、和気藹々と話しが弾み、記念

ご案内

写真を撮るのも忘れてしまうほどでした。
最後は稲田稔彦会員の締めの挨拶で閉会となりま
したが、二次会と称して3名が白浜の夜の街に繰り
出し、楽しんだようです。

会長活動報告

近郊（田辺市）
に居住の植田会員
等を除く5名が宿
泊しましたが、翌

ＣＰＥ研修会

ゴルフの後は、紀伊田辺での税理士会主催の研修

8日（土）の朝食

会に出席した2名と忘年会に参加するためにわざわ

後早々に所用のた

ざ来てくれた2名が加わり、ゴルフ組3名との総勢7

め2名が帰宅、残

名で白浜のホテルシーモアにおいて午後6時から忘

された3名で記念

年会を開催しました。

撮影をし、8時半

一昨年の忘年会の際は研修会も開催しましたが、
会員異動

ゴルフの後に風呂も入れず慌ただしかったので、今
回は総会時に研修会を開催していることもあり、忘
年会のみとしました。

事務局だより
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に散会、各々家路
につきました。

特
集

地区会 REPORT

学

（土）に開催しましたので、その報告をさせて頂き

カへ渡った蒸気帆船の勇姿を復元した船だそうで

ます。今回は、初めてバスツアーを企画し、神戸か

す。当日のうずしお潮観のベストタイムは乗船の2

ら少し足をのばしました。当日は急激に冷え込むと

時間前でしたので、さすがにきれいな渦は見られ

の予報も出ており、お天気が少し心配でしたが、日

ず、残念でした。ただ、11月下旬から3月中旬にか

中は日差しもあり、良い天気に恵まれ、40名を超え

けて100羽以上のかわいいカモメたちが船の出発す

る会員及びご家族の参加を頂きました。

る福良湾にやって

10時に三宮のバスターミナルを出発し、いざ、淡

きており、船のす

路島へ。淡路島南端の温泉旅館のうめ丸さんでの食

ぐそばを飛んでつ

事、その後、潮観船に乗船して1時間の鳴門のうず

いてくるカモメ達

しおクルーズ、淡路ハイウェイオアシスでおみあげ
まずは、今回のメインイ
ベントの食事処のうめ丸さ
ん。新鮮な鯛の活造りに、
あちらこちらのテーブルか
た。活造りを手始めに鯛と
サザエの宝楽焼き、続いて
鯛のあら煮とまさに鯛づく
溶岩焼きの柔らかくておい
しいこと。ついつい、昼間

した。
淡路ハイウェイオアシスでの買い物のあと、さす
がに三宮につく頃にはみなさんお疲れモードかなと
思いましたが、子供さんたちはバスで放映していた
ミニオンズの映画を最後まで食い入るように見てい
ました。元気ですね。朝の10時から18時過ぎまで
と1日の長丁場でしたが、バス酔いもなくみなさん
元気に無事に戻ってこれて何よりでした。
みなと地区会では、家族参加イベントのほか、2
月のCPE研修と冬の味覚を食す会、6月の総会と懇
親会の年3回、会員の親睦を図っています。まだ、

和んだところで、みなと地

来られたことのない方も、是非、お気楽にご参加頂

区会恒例の家族単位での近

ければと、執行部一同思っています。
ＣＰＥ研修会

からお酒も進みます。場も

会長活動報告

し。さらに地元の淡路牛の

はとても感動的で

ご案内

ら、歓声が上がってまし

とのクルージング
厚生部

を買って、18時に三宮に戻ってくるルートです。

地区会

海舟によって日本人ではじめて太平洋横断しアメリ
定例役員会

みなと地区会恒例の家族参加イベントを12月8日

稿

藤原

寄

会長

告

みなと地区会

報

みなと地区会 淡路島日帰りバスツアー 淡路島へGO！
うずしおクルーズ、鯛活造りと淡路牛に舌つづみ

況報告では、みなさん思い
思い饒舌に語っていただき
ました。続いて、子供さん
向けにビンゴタイム。おな
かも十分すぎるぐらい満た

会員異動

され、楽しく食事させて頂きました。プライベート
で是非、来てみたいと思ったのは、私だけではない
はずです。
次にうずしおクルーズ。乗船したのは威臨丸とい

17897
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う500人乗りの船です。案内によると、1860年勝

特
集

地区会 REPORT
報
告

大阪市南地区会「OSK観劇と食事会」
大阪市南地区会

幹事

寺川

徹也

寄
稿

2018年12月22日（土）、大阪市南地区会イベン

く変わり、それでいて観客は常に物語のそばにいる

トとして、OSK日本歌劇団「円卓の騎士」の観劇に

ことができるといった絶妙な距離です。言葉では説

行ってきました。

明できるものではないので、是非とも未経験の方は

定例役員会

地区会幹事として参加しましたが、個人的には、
OSKはもちろん、生の舞台を見に行くという事自体

一度舞台に足を運んでいただければと思います。
終演後は、あべのハルカスダイニング13階の「と

地区会
厚生部

が初めての経験で、右も左も分からないまま、当日

れとれ旨い魚

を迎えました。会場はあべのハルカス近鉄本店にあ

食事会です。他の劇団を含め何度も舞台を見に来ら

る「近鉄アート館」です。天王寺のど真ん中、百貨

れている方も多く、舞台の話や、地区会らしく非常

店の中に劇場があったことが驚きでした。百貨店8

にローカルな地元の話題でも盛り上がりました。そ

階の売り場を通り抜け、劇場に到着です。席につい

んななか、主役のアーサー王役の楊琳（やんりん）

ての第一印象は、思っていたよりも舞台が小さく、

さんがテーブルに

ただその分近く、劇場自体もコンパクトでこぢんま

駆けつけてくださ

りした感じでした。そして舞台の上には、エクスカ

いました。舞台直

リバーが刺さっていました！！

後にも関わらず、

産地直送地場野菜

ご案内

今回の地区会イベントは、企画、立案、準備にほ

参加者と写真に納

とんど関与できず、さすがにまずいと感じたために

まってくださった

前日にインターネットを駆使して、作品の予習しま

り、握手をしてく

した。今回の「円卓の騎士」とは、中世ヨーロッパ

ださったりして、

で語られるアーサー王物語に登場するアーサー王に

参加者は大満足の

仕えた精鋭の騎士たちのことです。アーサー王とい

一日となりました。

なかの家」での

会長活動報告

えば、石に刺さった剣（エクスカリバー）を抜く

大阪市南地区会では、これからも会員の皆様に楽

シーンが外せません。そのため、開演前の舞台にす

しんでいただるよう、様々なイベントを企画いたし

でに登場されているわけです。

ます。少し興味があるけど、わざわざ段取りするの

さて、場面場面で様々な場所で撮影できるテレビ
ドラマや映画とは異なり、天王寺のど真ん中の小さ
な空間のみで、どのようにして物語が展開するのか

ＣＰＥ研修会

と、まだ見ぬ生の舞台に期待と不安を感じていると
物語が始まりました。日常生活においてリビングで
観るテレビはもちろん、非日常を求め映画館で観る
映画とも異なり、現実世界から遮断され、五感のす
べてでどっぷりと物語に浸り、その場に居合わせる

会員異動

ことが許されているような感覚でした。同じ舞台で
あり、大掛かりな舞台装置が展開されるわけでもな
いのに、不思議なことに、そこは森の中になった
り、お城になったり、洞窟になったりと目まぐるし

事務局だより
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は億劫だという方こそ、是非、大阪市南地区会のイ
ベントにご参加ください。

特
集

厚生部 REPORT
報
告

第9回近畿C.P.A.ゴルフ選手権 開催報告
厚生部 副部長 荒井 巌

寄
稿

2018年12月1日（土）、第9回近畿
C.P.A.ゴルフ選手権が泉が丘カント
リークラブ（葛城コース36、岩湧コー
ス36、金剛コース36、PAR72）で開
第9回大会となる今回は、昨年に引き
続き4人一組による団体戦スクラッチ競技を取り入れたこともあって、各事務所より腕に覚えのある多くの方にご

定例役員会

催されました。

参加いただき、過去最多総勢58名でのゴルフ選手権となりました。
よく晴れた穏やかな絶好のゴルフ日和のなか、9時20分<金剛→葛城コース>5組・<岩湧→金剛コース>5組・<葛

今回の競技の方法は、昨年同様①ハンディキャップ競技（ダブルペリア方式、同スコアは上位ハンディ者を上

地区会

城→岩湧コース> 5組が一斉にスタートし、全組無事ホールアウトすることが出来ました。

位とする）、②スクラッチ競技（同スコアは年齢上位者を上位とする）、③予めエントリー頂いたチームの上位3
名のグロススコア合計で競う競技の３部門で行われ、このほか各コースそれぞれ一つずつニアピン賞とドラコン
位

氏

優

勝

前田

俊之

準優勝

吉川

雅偉

44

3

位

山下

大貴

たが、前田俊之さんがNET71.1

4

位

奥谷

信之

で優勝に輝きました。

5

位

伊藤

嘉章

①ハンディキャップ競技結果
ハンディキャップ競技では、
昨年に引き続き熱戦となりまし

名

葛 城 岩 湧 金 剛 TOTAL HDCP NET

39

46

85

13.9 71.1

43

87

15.6 71.4

44

48

92

20.4 71.6

42

41

83

10.8 72.2

43

88

15.3 72.7

45

ハンディキャップ競技優勝者
順

位

氏

優

勝

荻野

朝弘

ルの白熱した戦いが繰り広げられ

準優勝

奥谷

信之

ましたが、頭一つ抜け出した荻野

3

位

藤田

大輔

朝弘さんがOUT40、IN40とい

4

位

池田

剛士

40

う素晴らしいスコアで優勝に輝

5

位

前田

俊之

39

②スクラッチ競技結果
スクラッチ競技でも、ハイレベ

名

団体戦競技では、各チームの
グロススコア上位3名の合計ス
コアにより順位が決定されます。

位

優

勝

40

チーム名

あずさAチーム

40

80

42

41

83

43

40

83

43

83

46

85

スクラッチ競技優勝者

合計スコア

メンバ ー

251（平均83.6） 前田 俊之、池田 剛士、藤田 大輔、山下 大貴

準優勝

トーマツAチーム 272（平均90.6） 和田 頼知、大川 幸一、纐纈 和雅、奥谷 信之

3

仰星チーム

位

276（平均92） 髙田

篤、田邊 太郎、鈴木 竜介、谷内圭一郎

ＣＰＥ研修会

③団体戦競技結果

順

葛 城 岩 湧 金 剛 TOTAL

会長活動報告

きました。

ご案内

順

厚生部

賞が設けられておりました。

今大会では、昨年準優勝のあずさAチームが2位以下に大きな差をつけて優
会員異動

勝に輝きました。
和気あいあいとした雰囲気の中、今大会も大いに盛り上がるゴルフ選手権と
なりました。

団体競技優勝者
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最後になりましたが、滞りない大会の進行にご協力頂きました参加者の皆様
に、心より御礼申し上げます。

特
集

近畿CPAゴルフ会

厚生部 REPORT
報
告

ゴルフ部開催報告
村上

圭二

寄

第296回近畿CPAゴルフ会が2018年12月4日（火）に鳴尾ゴルフ倶楽部で開催されました。数日前までは雨

稿

の予報だったのですが、当日の午前中は時折り陽が差すほどの晴天で、結局最後まで雨には祟られずにプレーを
楽しむことが出来ました。
参加者は24名で、NET77に4名の先生方がひしめき合う、まれにみる大混戦を見事に制したのは、76で廻ら

定例役員会

れた山本宏昭会員でした。
また、グロス85を酒井清会員、小川泰彦会員、市原正人会員、小黒敬三会員という、いずれもシングルの腕前
を誇る方々が出され、BB賞の私のような者からすれば、それこそ異次元のプレーが見られたラウンドでもありま
した。
ラウンド終了後は恒例のクラブハウスとは別棟の「すきやき亭」での忘年会を全員で楽しみ、苦難を強いられ

地区会

たアリソンバンカーへの来年のリベンジを互いに誓い合いました。
さて、新年の初ラウンドは、2019年2月23日（土）に城陽カントリー倶楽部にて行われます。
ゴルフ部は諸先輩方のご厚意により、通常ではプレー出来ないような素晴らしいコースで、一緒にラウンドさ
せて戴く皆様の美技を学ばせて頂けるのが最大の魅力です。私のようなへたっぴぃでさえ、厚かましくも廻らせ
て頂いておりますので、腕前を問わず入会を歓迎し

厚生部

ております。
上位入賞者と今後の予定は次の通りとなっており
ます。

ご案内

（上位入賞者のみなさん）
順

位

氏

優

勝

2

（敬称略）

会長活動報告

名

OUT

IN

山本

宏昭

45

50

95

19

76

位

酒井

清

40

45

85

8

77

3

位

小川

泰彦

42

43

85

8

77

4

位

吉田

豊道

48

42

90

13

77

5

位

市原

正人

41

44

85

8

77

GROSS HDCP

NET

優勝者

ドラコン：市原正人、西田俊幸、吉田豊道、山本宏昭
ＣＰＥ研修会

ゴールド：樋口秀和、山本智三、杉本光伸、小黒敬三
ニアピン：小川泰彦、山本宏昭、山田和民×2、酒井

清

バーディ：吉田豊道、市原正人、小川泰彦、山本宏昭、小黒敬三
今後の開催予定

会員異動

2019年

2月23日（土）

城陽カントリー倶楽部

4月 4日（木） 宝塚ゴルフ倶楽部
6月 6日（木） 茨木カンツリー倶楽部

事務局だより
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山本宏昭 会員

特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

南方 得男
寄

岩戸を開いた、というお話です。いわゆる天の岩戸

日、京阪電車出町柳駅改札口に会員とその家族ら15

と呼ばれる場所は国内にいくつかあるようです。京

名が集まりました。

都市蹴上にある青龍山安養寺・日向大神宮(ひむかいだ
いじんぐう)の奥の山手にその岩屋があって通り抜け

らは平家滅亡を目指して鹿ケ谷事件を起こしました。

てみました。天照大神を祀っている日向大神宮にお

バス停留所「銀閣寺通」を降り、「哲学の道」から

参りしてひととおりハイキングを終えました。
ハイキングの後は世話人鈴木邦明会員のご紹介に

山道を上がって「楼門の滝」を経た斜面に、談合が行

より、有志にて京都市役所北東、徒歩数分の「創作

われた山荘がそこにあったという「俊寛僧都忠誠の

中華

碑」を見つけました。ここは大文字山465mの西側、

に行って昼食を取りました。中華料理ではなく日本

標高三百数十mにあり、比較的山道は整備されていた

料理かと思うメニューで、どれもおいしかったので

のですが、哲学の道から距離がないだけに勾配はあり

すが特に帆立のフリッターゆず味が珍しい味で印象

ました。後に奄美大島の東にある鬼界ヶ島（他説あ

に残りました。

一之船入」、医食同源を売りにしているお店

しょう。遠方ゆえ陰謀が隠せる、というわけではない

10km前後の徒歩にて身体に負担をかけるので、残

のでしょうが、大文字山頂上に向けて歩いた時間から

念ながら当日体調優れず欠席された会員もおられま

して都から近すぎないか？という印象を持ちました。

した。次回は2月24日（日）近鉄南大阪線沿い道明

ちなみに今回は時間を節約して大文字山頂や大文字火

寺・道明寺天満宮で梅が見れたらいいなあ。初めて

床をパスしました。

ご参加される方は近畿会事務局までご連絡くださ

他の山もそうなんですが、いたるところで倒木が

い。皆さん、体調を整えてご一緒しましょう。

ご案内

ハイキングは運動不足解消にもってこいです。

厚生部

り）に流罪とされた俊寛らはここを通っていたので

地区会

「霊鑑寺」、瑞光院「浪切不動明王」を横目に見て、

定例役員会

時は平安時代1177年「平家物語」にいう俊寛僧都

稿

2018年1月14日（月）晴天に恵まれた成人の

激しく、台風の影響が大きかったことがうかがえま
す。歩道を確保するために管理する方々が、遮る倒
会長活動報告

木を切断したり迂回路を作ったりして、我々は安全
なハイキングができたのだと思います。
ところで「岩戸隠れ」をご存知でしょうか？須佐
之男命（スサノオノミコト）のいたずらに腹を立て
た天照大神（アマテラスオオミカミ）がそこに隠れ
最後、天手力男命（アマノタヂカラオノミコト）が
無理せず休憩を兼ねて記念撮影

ＣＰＥ研修会

たために世の中が真っ暗になった。神々が協力して

会員異動

ここで平家打倒を諮った 天の岩戸 ここから入って奥を左へ抜ける十数m

一之船入にて遅めの昼食、まずは乾杯！

17901
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事務局だより

俊寛僧都忠誠の碑

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

催

新時代

〜公認会計士と地域との共創〜」

日〉 2019年9月18日（水）

寄

場〉 幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

〈会

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は
「会計・監査

新時代〜公認会計士と地域との共創〜」をテーマ

に、2016年4月に地域会設立した千葉会として初めて開催い
たします。

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
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
ません。
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

定例役員会

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

をお待ちしています。

研究発表募集要領
１．応募資格
会員・準会員及び一般有志

地区会

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。

３．募集内容
厚生部
ご案内

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
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
していただきます。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論文を作成し、選考結果の送
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
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）
・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象
とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及
び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発
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
ＣＰＥ研修会
会員異動

②パネルディスカッション形式による発表
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
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
を記載）を作成し、選考結果の送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てお送りください。
・A4判の5頁程度
※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
きます。
・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)

事務局だより

（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
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている
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
ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー

38

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

17902

マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ
選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する
者のリストを添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った
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
上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く
ださい。

４．応募及び推薦締切日
2019年2月28日（木）（必着）

５．選考
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
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
選考いたします。
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。

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
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
に割り当てる予定です。
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。

７．研究発表の決定
2019年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡
します。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承
の上ご応募ください。

８．送付先及び問合せ先
〒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
千葉会研究大会実行委員会

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

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

40

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

17904

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
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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

17906
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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

昨年末の12月28日の日本経済新聞にも報道されたように、英国では大手建設請負会社であるカリリオン社の不正会計事件を
契機に、今、監査制度及びその監督について大きな議論となっています。下記に現在の動向の概要をお知らせいたします。

寄
稿
定例役員会
地区会
厚生部
ご案内

12月18日、英国では監査に大きな影響を与える二つの報告書が公表されています。
Ⅰ．英国競争・市場庁（CMA）による「監査市場に関する調査報告」のUpdate Paper
（1月21日を期限にコメントを募集中:中間報告的位置づけ）
Ⅱ．英国の会計・監査・コーポレートガバナンスに関する規制機関である英国財務報告評議会（FRC）の独立レビューに関する報告書
上記二つの報告書は、CMAとFRCが完全な連携をとって公表されており、今回、Ⅰ．のCMAの報告（改善提案）につ
いて概略を下記に記載いたします。なお、FRCの独立レビューでは、「FRCを廃止して、明確な法律上の権限と目的を
持った新しい独立した規制機関『監査・報告・ガバナンス庁』（“Audit,Reporting and Governance Authority”）を
設立すべき」と提案されています。
１．規制当局による監査人の選定およびマネジメントの監視
会社（マネジメント）が監査人を自ら選び、監査報酬を支払うことが監査品質向上を妨げる原因となっており、会社に
監査人選任の権限を付与しないことも一案であるが、この案は現実的ではないため、代替案として、監査委員会（監査
役）が監査品質に重点を置いて監査人を選定しており、マネジメントから独立していることを監査当局が監視（選定前・
選定中・選定後）することを提案している。
２．共同監査の強制（中小監査法人の参入障壁を低くするため）
英国における上場会社の監査市場の寡占状態を緩和するため、FTSE350の会社に対する監査は共同監査とすべきであ
り、少なくとも片方の監査人はBig4以外の監査人とすることを提案している。また、この提案に懸念がある場合は、Big4
による市場占有率に制限をかけることも代替案のひとつであるとしている。
３．監査法人間の人の移動を促進（中小監査法人の参入障壁を低くするため）
中小監査法人の業務拡大には他法人からのパートナー受入れが欠かせないが、監査パートナーおよびスタッフが他の監
査法人に転職する際に一定期間の競業避止条項が課される。そのため、競業避止条項に関するルールの禁止または期間制
限を提案している。
４．監査市場の回復力（resilience）強化
Big4のひとつが業務停止となるとBig3となり、市場の寡占化が進んでしまうため、そのような状況を防止するため実行
可能な制度に関するコメントを募集。
５．監査とアドバイザリービジネスの分離
現在、Big4では収入の75％以上が監査以外のコンサルティングサービスの提供で占められている。監査品質向上のため
には監査のみに集中すべきであるため、組織構造を変え、監査と監査以外の業務を同じ組織内で、運営、マネジメント、
財政の上で分離することを提案している。
６．ピア・レビューの活用
監査品質レベルの透明性を高めるために、規制当局の依頼によるピア・レビューの実施と規制当局へのレビュー結果の
報告を提案している。この場合、規制当局がピア・レビュー対象会社を決める権限を有するべきとしている。

会長活動報告

以上のように、英国では今、急ピッチで公認会計士や監査業界を巡る規制の在り方に関する動きがあります。今後、日本に
おける監査制度や規制について影響が出る可能性もあります。
会員の皆様におかれましては、引き続き、英国や世界の動向を注視頂きたいと存じます。

日

付

12月21日

曜日

金

時

間

会務の内容

場

所

ＣＰＥ研修会

13:30〜15:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

15:00〜17:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

17:30〜19:30

役員懇親会

フリジェリオ

新年挨拶回り

大阪国税局他
ザ・リッツ・カールトン大阪

会員異動

1月8日

火

9:30〜13:45

1月9日

水

18:00〜20:00

近畿会 新年賀詞交歓会

1月11日

金

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

1月15日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

11:30〜13:00

協会本部

帝国ホテル

14:30〜17:30

常務理事会

日本公認会計士協会

17:30〜19:00

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜17:00

理事会

日本公認会計士協会

13:30〜14:00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

14:00〜16:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

1月16日
1月17日

事務局だより

1月21日

水
木
月

新年賀詞交歓会

(作成月日:2019年1月25日)

44

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

17908

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

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

URL

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

事業承継を成功させる 自社株承継の実務 第2版

寄

清陽監査法人 編著
清文社 刊
定価4,200円+税

税理士法人おおたか
税務経理協会 刊
定価2,800円+税

稿

組合員特価

組合員特価

会計処理コンパクトガイド

定価より15％引き（送料別）

著

定価より15％引き（送料別）

失敗しない理由がある 事業承継の成功例失敗例

連結経営実現のためのキャッシュ・マネジメント・システム

中野雄介 監修／中野公認会計士事務所 編
中央経済社 刊
定価2,300円+税

福嶋幸太郎 著
金融財政事情研究会
定価2,500円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

録しています。

定価より15％引き（送料別）

キャッシュ・マネジメント・システム
（CMS）の開発・運用に携わってきた
著者が、企業財務責任者のインタビュー
調査結果を基にCMS運用実態・課題を
解明しており、連結経営を実現する
キャッシュ・マネジメントの仕組みがわかります。

日本公認会計士協会出版局より2019年版会計監査六法シリーズが3月上旬に発刊されます。当組合では、組合員の皆様に特別価格を

ご案内

2019年版会計監査六法シリーズ予約受付のご案内

厚生部

親子不仲ゆえの失敗例、番頭的な従業員
による成功例など、典型的な課題を含んだ
事業承継の事例を紹介しています。円滑な
事業承継のためのスキーム、活用できる税
制、「成功の糧」を綴ったコラムなども収

刊

地区会

初版『顧客をミスリードしない自社株承
継の実務』の第２版。自社株承継に関する
論点の全体について触れ、各項目について
の概要から実務上の留意点まで、実際の事
例をあげながら、自社株承継の実務に携わ
る上で事前に押さえておきたいポイントを解説しています。

定例役員会

『最新会計処理ガイドブック』を改
題、コンパクトにまとめた改訂版です。
主要な各勘定科目別に、一般的な処理と
表示、税務上の取扱い、会社法、金融商
品取引法ほかの関連する法令、諸基準の
項目を列挙し、一冊にまとめた日常業務の指針書です。

設定し、前納ご予約を承っております。1月下旬にお送りしたダイレクトメールに入っている振込用紙をご利用いただきますと、送料
が500円とお得です。（通常650円）
会計監査六法

（定価7,700円＋税）⇒

組合員特価6,480円（税込･送料別）

※本年版より書籍購読者限定の付録データベース版（掲載内容が随時最新情報に更新されます）が添付されます。検索・リンク・ダ
ウンロード・印刷機能等があり、書籍プラスαの利便性を高めています。
（定価6,000円＋税）⇒

組合員特価5,050円（税込･送料別）

学校法人会計監査六法

（定価5,000円＋税）⇒

組合員特価4,120円（税込･送料別）

非営利法人会計監査六法（定価7,500円＋税）⇒

組合員特価6,310円（税込･送料別）

ＣＰＥ研修会

金融会計監査六法

会長活動報告

なお、協同組合に未加入の会員・準会員の方は、組合にご加入いただきますと特別価格でお求めいただけます。

※新たに監査対象となる農業協同組合関連法規、社会福祉法人関連法規の追加掲載で更にボリュームアップしています。

《高島屋お買物優待券》のご案内
公認会計士協同組合では、株式会社高島屋の「お買物優待券」をお配りしております。「お買物優待券」は高島屋大阪店、堺店、泉
の5％を割引いたします。（なお、一部除外品があります。）
「お買物優待券」をご希望の方は当組合事務局へご請求下さい。（電話03-3515-8960）
※発送は２月下旬からとなりますのでご了承ください。

会員異動

北店、京都店、洛西店でのお買物にご使用いただけます。お買物1口（但し、消費税を除く価格3,000円以上）につき、その値札金額

※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。
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特
集
2018年度

近畿会開催CPE研修会 2019年1月実績及び2月予定
報
実施月日

時

間

分野

単位

研修会テーマ

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

師

DVD研修会
「改正倫理規則等の概要について−違法行為への

10:00〜11:40 倫 理

対応、ローテーション等−」

（2018年8月10日

2

夏季全国研修会）

寄

DVD研修会

稿

「監査提言集の解説〜「グループ監査」、
「専門家の

1 月 1 0 日 13:00〜14:40 監 査

2

業務の利用」及び「仕訳テスト」〜」

（2018年8月9日

不正
事例

夏季全国研修会）

本部税務業務部会共催DVD研修会
「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書等」

定例役員会

15:00〜16:40 税 務

（2018年11月8日

2

開業するなら知っておきたい

税務実務研修会（第20回））
1 月 1 6 日 18:30〜20:30

組 織

関西地区三会共催研修会（IT委員会）

「ブロックチェーン技術とその活用」

環 境

（会場：阪急グランドビル26階

2

会議室）

塚本邦亜基氏（H∞I代表

ブロックチェーンコ

ンサルタント）

新春全国研修会
10:00〜11:40 倫 理「公認会計士制度の持続的発展に向けた日本公認 2

関根愛子氏（本部会長）

地区会

会計士協会の取組」
1 月 1 8 日 13:00〜14:40 税 務

新春全国研修会

佐久間裕幸氏（本部IT委員会電子化対応専門委

2

「ICTの活用によるスマート税務行政の動向」

員会専門委員）

新春全国研修会
15:00〜16:40 監 査「なぜ、
企業は不祥事を繰り返すのか〜事例から学

ぶ、従業員不正とガバナンスの機能不全〜」

厚生部

1 月 2 1 日 13:30〜16:30 税 務

樋口晴彦氏（警察大学校警察政策研究センター

2

教授）

不正
事例

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

巣山晃一氏（大阪国税局

3

「消費税の軽減税率制度について」

課税第二部

消費税

課課長補佐）

本部税務業務部会共催DVD研修会
「開業のための国際税務入門」

10:00〜11:40 税 務

（2018年11月13日

2

開業するなら知っておきた

い税務実務研修会（第21回））

ご案内

DVD研修会
「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事

1月25日

13:00〜14:40 倫 理

例等を踏まえて−」

（2018年10月24日

2

秋季全国研修会）

DVD研修会
15:00〜16:40 監 査「監査提言集の解説〜「会計上の見積りの監査」ほか〜」

会長活動報告

（2018年10月26日

秋季全国研修会）

2
不正
事例

関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
18:30〜20:30 スキル「キャリアデザイン・ワークショップ2018
（第2回）

2

〜監査役という働き方〜」

伊東和男氏（公認会計士、税理士）、奥山成美氏
（公認会計士、税理士）

ベンチャーを支援する人材育成セミナー（経営委

ＣＰＥ研修会

1 月 2 8 日 18:30〜20:05

組 織

員会）

「弁護士、弁理士、公認会計士が知っておくべき

環 境

2

河野英仁氏（弁理士、河野特許事務所所長）

FinTech（フィンテック）の基礎と実践」

（会場・日本弁理士会近畿支部）
岡本光信氏（本部経営研究調査会サステナビリ
関西地区三会共催研修会（経営委員会 CSR小委員会）
1 月 2 9 日 13:30〜15:00 会 計「サステナビリティ・レポート関連の最新動向と情

ティ保証専門委員会委員長）、孫入修一氏（本部
2

報解説」

経営研究調査会サステナビリティ情報専門委
員会専門委員）、長坂芳充氏（本部経営研究調査

会員異動

会サステナビリティ保証専門委員会専門委員）
会員業務推進部セミナー
1 月 3 0 日 10:00〜12:00

コンサル「〜知的財産戦略セオリに基づいて技術で収益を
ティング 上げる法〜知財戦略・事業戦略と技術のコモディ

ティ化後の日本企業の戦い方」

事務局だより

46

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

17910

2

鮫島正洋氏（弁護士、弁理士）

特
集

時

間

分野

報

実施月日

単位

研修会テーマ

講

師

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
1 月 3 1 日 13:30〜16:30 税 務 委員会）

土屋重義氏（本部租税相談員（国際租税担当））

3

「国際取引における税務調査の動向と留意事項」
2 月 4 日 14:00〜17:00

組 織 関西地区三会共催研修会
（研究・CPE研修部）

3

中井康之氏（弁護士、法制審議会民法（債権関
係）部会委員）

寄

環 境「3時間で学べる民法改正」

「新しい事業承継税制〜平成30年改正の概要と留

13:00〜14:40 税 務
2 月 5 日

意点」
（前半）

稿

本部税務業務部会共催DVD研修会
2

（2018年11月21日税務業務部会研修会（第62回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税 務

意点」
（後半）

2

（2018年11月21日税務業務部会研修会（第62回））
10:00〜11:40 監 査

春季全国研修会

中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）、

2

「監査提言集の解説〜「期末日近くの取引」ほか〜」

定例役員会

「新しい事業承継税制〜平成30年改正の概要と留

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

不正
事例

春季全国研修会
2 月 6 日 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

北川哲雄氏（本部倫理委員会副委員長）

15:00〜16:40 会 計

春季全国研修会

2

「IASB「基本財務諸表」プロジェクト動向」

10:00〜11:40 税 務

春季全国研修会

「平成31年度税制改正大綱の解説」

長谷川ロアン氏（ニュージーランド勅許会計士）

2

丸山浩二氏（財務省主税局総務課企画官）

2

松井拓郎氏（中小企業庁財務課長）

地区会

例等を踏まえて−」

春季全国研修会
2 月 7 日

13:00〜14:40 税 務

研修会

事業承継支援専門委員会

事業承継税制の解説と31年度中小企業

厚生部

「中小企業施策調査会

関係税制改正・予算（補助金の説明）等について」
15:00〜16:40 監 査

馬場充氏（本部非営利法人委員会社会福祉法人専

春季全国研修会

「社会福祉法人監査のための基礎知識（仮）」

人委員会社会福祉法人専門委員会専門委員）

春季全国研修会

住田清芽氏（本部監査事務所情報開示検討PT

2

「監査品質の指標（AQI）」

副構成員長）

春季全国研修会
「品質管理レビューの最近の動向

①監査事務所

及び監査業務に係る改善勧告事例

②品質管理レ

2 月 8 日 13:00〜14:40 監 査

松田玲子氏（本部副主席レビューアー）、岩瀬高
志氏（品質管理レビュー制度等検討プロジェク

2

トチーム構成員（主席レビューアー））

ビュー制度等の改正要綱案の説明」
春季全国研修会

2

「IFRS第16号「リース」」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会

公

2 月 1 2 日 13:30〜16:30 会 計 益法人小委員会）

3

「公益法人会計を巡る諸問題について」
2 月 1 5 日 14:00〜17:00 税 務

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

〜メンバーファームでの多様なキャリア〜」

務支援専門部会公益法人分科会分科会長）
小畑良晴氏（一般社団法人日本経済団体連合会

3

経済基盤本部長）

関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）
2 月 2 7 日 18:30〜20:30 スキル「キャリアデザイン・ワークショップ2018
（第3回）

大立目克哉氏（本部非営利法人委員会非営利業

2

岡本卓也氏（公認会計士）、木村元紀氏（公認会
計士）他

ＣＰＥ研修会

「2019年税制改正」

植木恵氏（公認会計士）

会長活動報告

15:00〜16:40 会 計

ご案内

10:00〜11:40 監 査

門委員会専門委員長）、高橋嘉明氏（本部非営利法

2

会員異動

C.P.A.NEWS 2019.02 Vol.716

47

事務局だより

17911

特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

転入者

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,562

36

3,598

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

35

679

計

合計

725

4,323

（2018年12月31日現在）

寄
稿

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計
士となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

定例役員会

12月20日付
好古
英治

北岡

健太郎

矢野

拓馬

入会者
地区会

12月20日付
松本 瑞季 （四号準会員）
村上 恭子 （四号準会員）

山本

晃佑 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
厚生部

12月5日〜27日
【事務所】
太田
大谷
大東
塩田

ご案内
会長活動報告

髙橋
竹下
寺田
中島
中村
野田

旨威
俊介
芳明
英樹
亜夫
文浩
宏
太郎
有里
幸嗣

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

早藤
播磨
森田
安原
安原
山手
小松
村上
稲葉

友啓
宏美
幸司
誠吾
徹
啓史
雅史
直樹
公喜

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

ＣＰＥ研修会
会員異動

髙田
松本
浅井
伊藤
上田
金子
菊地
黒崎
齊藤

和史
正樹
治郎
真弥
法寿
貴大
直
真也
潤也
宏
啓太

12月5日〜21日
三添 卓哉 （会
員）
宮本 裕樹 （会
員）
山田 訓久 （会
員）
伊沢 敏一 （会
員）
内田 尚良 （会
員）
緒方 康人 （会
員）
上村 紘之 （会
員）
河野 勇輝 （会
員）
佐藤 博紀 （会
員）
古田 由孝 （会
員）
坊垣 慶二郎
（会
員）
堀
高輔 （会
員）
吉岡 昭博 （会
員）
澤村 和樹 （四号準会員）

兵
兵
兵
東
東
中
東
東
東
兵
兵
東
兵
京

庫
庫
庫
京
京
国
京
京
京
庫
庫
海
庫
滋

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
松浦
石井

圭子 （会
直樹 （会

員） 10月31日付 死
員） 12月20日付 業

務

廃

監査法人移転
2018年12月3日付

このえ有限責任監査法人

【自宅】
朝田
井坂

東 京 会 よ り
中 国 会 よ り
京 滋 会 よ り
兵 庫 会 よ り
北海道会より
京 滋 会 よ り
兵 庫 会 よ り

転出者

資格変更（準会員から会員へ）
井上
岸田

12月5日〜25日
川原 世久 （会
員）
清水 康紀 （会
員）
門出 祐介 （会
員）
矢野 武夫 （会
員）
本間 由華 （四号準会員）
柿内 彩 （四号準会員）
髙智 開 （四号準会員）

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

竹田
田村
本
早川
原
深山
乾
今岡
北岡
宮原
寶

臣征 （会
員）
太一 （会
員）
浩之 （会
員）
太一朗（会
員）
征寛 （会
員）
元太 （会
員）
有貴 （四号準会員）
大樹 （四号準会員）
健太郎（四号準会員）
望
（四号準会員）
知彬 （四号準会員）

【旧住所】〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番18号
新大阪第27松屋ビル9階
TEL 06-6151-5945
FAX 06-6151-5946
【新住所】〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町4丁目4番25号
本町オルゴビル6階
TEL 06-6151-5945
FAX 06-6151-5946

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対
【事務所・自宅】
柴田 直志 （会
清水迫 誠 （会

事務局だより
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して電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検
員）
員）
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早藤

友啓 （会

員）

索」より可能です。

亡
止

17913
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事務局だより
報
告

【弔事】

【慶事】
・会
・会

員
員

濱﨑
黒田

・会 員 山上 益弘氏のご母堂 君子様
2019年1月2日ご逝去 満82歳
・会 員 種田 ゆみこ氏のご尊父 稔一様
2019年1月11日ご逝去 満86歳

孝陽
翔太

寄
稿

・会 員 大久保 洽氏（兵庫会）
2019年1月3日ご逝去 満88歳

定例役員会

（2019年2月14日〜3月15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。
地区会

2.14 （木）

3. 7 （木）

経営委員会

会議室18:00〜20:00

2.15 （金）

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

税制・税務委員会研修会

研修室14:00〜17:00

3. 8 （金）

税制・税務委員会

会議室17:00〜18:00

国際委員会

厚生部

2.19 （火）

研修室13:30〜16:30

3.12 （火）

正副会長会

会長室16:00〜18:00

組織内会計士委員会研修会

2.26 （火）
社会保障委員会

第３回IFRSセミナー

研修室18:30〜21:00

3.13 （水）
医療法人小委員会

会議室18:30〜20:00

IT委員会研修会

2.27 （水）

研修室18:00〜21:00

3.15 （金）

ご案内

中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

会長活動報告

第50回中日本五会研究大会のご案内
中日本五会共催による第50回中日本五会研究大会を「神戸ポートピアホテル」に於いて開催いたしますの
でご案内いたします。

ＣＰＥ研修会

〇開催日時：2019年3月23日（土）

10時30分〜19時00分

〇開催場所：神戸ポートピアホテル
神戸市中央区港島中町6丁目10-1
（078）302-1111（代表）
〇大会スケジュール
（１）自由論題の部（CPE研修：各2単位）

会員異動
事務局だより

50

午前の部

10時30分〜12時00分

午後の部

13時00分〜14時30分

（２）統一論題の部（CPE研修：2単位）

15時00分〜17時00分

（３）懇親パーティー

17時20分〜19時00分
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【寄贈図書】
平成30年版第3四半期提出用

■会計基礎教育の歴史と現況

基本編

寄

四半期報告書記載例

平成30年版第3四半期提出用

留意事項編
贈

者

行

日本公認会計士協会出版局

■精選！経理実務に役立つ−会計処理コンパクトガイド

宝印刷株式会社

寄

贈

者

清陽監査法人

編

著

者

清陽監査法人

行

株式会社清文社

者

公益財団法人納税協会連合会

行

公益財団法人納税協会連合会

発

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。

地区会
ＣＰＥ研修会

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

会長活動報告

大阪事務所

ご案内

)

仰星監査法人

厚生部

厳しい寒さが続いておりますが皆様いか

日テニスの全豪

26

がお過ごしでしょうか。最近の明るい話題

といたしましては、１月

オープンで日本国籍で出場する大坂なおみ

選手が優勝し、これにより日本人のみなら

ずアジア人初の世界ランキング１位になり

ました。彼女は大阪で生まれ４歳まで大阪

で育ったそうです。アメリカとの２重国籍

を持ち、長年アメリカで生活してきた彼女

が日本国籍でプレイする理由として、これ

も大阪に本社を置く日清食品ホールディン

グスが無名の時代から彼女を長年サポート

してきたことも大きいようです。そう考え

ると我々関西の人間にとってゆかりの深い

月に大阪での開催が決定した万博の

11

彼女の活躍を一層嬉しく思います。また、

昨年

略称が﹁大阪・関西万博﹂に決まり、関西

全体に明るい話題が波及しているように感

じます。年初からこの流れにのって、我々

近畿会や会員の皆様にとっても明るい話題

回世界会計士

髙見勝文

が絶えない１年になるといいですね。

います。是非、ご一読の程よろしくお願い

20

さて、今月号では、特集として﹁兵庫県

日本公認会計士協会出版局

立大学アカウンティングスクール﹂の記事

行

の他、報告記事として﹁第

発

会議シドニー大会に参加して﹂や﹁国際委

松本祥尚

員会ベトナム視察ツアー報告﹂も掲載して

日本公認会計士協会

著

︵会報部

者

編

致します。

贈

発
株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所

■監査・証明業務の多様性に関する研究
寄

日本公認会計士協会

定例役員会

贈

発

日本公認会計士協会

著

宝印刷株式会社

■第14回「税に関する論文」入選論文集
寄

贈

稿

編集・発行

者

編

寄

寄

告

■四半期報告書記載例

①法定監査
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
担当:池上

会員異動

応 募 資 格

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
TEL:06-6265-8461

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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