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「3 時間で学べる民法改正〜民法（債権関係）改正の経緯と改正法の概要〜」
研修会開催報告
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研修カードご送付のお知らせ （公認会計士制度70周年記念事業）
このたび、セキュリティ及び利便性の観点から、公認会計士制度70周年を契機として新しくICカー
ド（非接触型）を作成しました。到着後は、新しいカードをご利用いただきたくよろしくお願いいた
します。
※今までお使いの磁気型カードは使用できなくなりますので破棄願います。
■カードデザイン（表）

＜問合せ先＞
日本公認会計士協会

継続的専門研修制度協議会

（総務本部・研修グループ）
TEL

02

03-3515-1126
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■カードデザイン（裏）

特
集

報告 REPORT

・民事訴訟法学会

われ、2020年4月1日から施行されることになりま

・金融法学会

した。改正項目は消滅時効・保証制度・法定利率・

・京都大学法科大学院非常勤講師(倒産処理法)

定例役員会

民法（債権関係）の抜本改正が約120年ぶりに行

悟

稿

・私法学会

小松野

寄

本研修開催に至る経緯

部長

告

研究・CPE研修部

報

「3時間で学べる民法改正〜民法（債権関係）改正の
経緯と改正法の概要〜」研修会開催報告

定型約款・売買などの経済取引の基本である契約関
2009年秋から

法は、経営学・経済学・統計学とともに選択科目の

2015年2月まで、

一つになっていますが、改正の有無に拘わらず民法

法制審議会民法

（債権関係）を概括的に理解している会員は少ない

（債権関係）部会

のではないでしょうか。

委員として民法・

て本改正に関与された中井康之弁護士を講師にお迎

債権法の改正に関

厚生部

そこで法制審議会民法（債権関係）部会委員とし

地区会

係全般に及んでいます。公認会計士試験における民

与した実績を持つ。

えし、改正の概要と施行までに検討・準備しておく
べき事項について、ご講演いただきました。

本研修の概要
①改正議論の始まり−研究者による改正試案の提示

業女性合同研修会（女性会計士委員会・大阪弁護士

・経済界や実務界から改正の要望があったわけで

会・全国女性税理士連盟・全国司法書士女性会・大

はない。

ご案内

なお本研修は、2018年9月29日（土）に、各士

阪府社会保険労務士会共催）で開催された「待った
なし！今から必要！！民法（債権関係）改正」と同

②制定後約120年が経過した民法の現状
・条文にはないルールが機能している現実がある。

て開催して欲しい、との複数の会員からの熱い要望

・条文とは異なるルールが機能している現実がある。

に応えて開催に至りました。

・判例や学説によってルールが補充され、判例や
学説を調べないと分からない。

講師プロフィール
康之（なかい

やすゆき）氏

弁護士、堂島法律事務所所属

くない。
・現在の経済情勢に適合していない。
・法律専門家のみが知っているルールがあり、普

＜資格・役職・弁護士会・その他の活動＞
・全国倒産処理弁護士ネットワーク理事長

通の人が読んでも分からない。
・世界の標準ルールと日本独自のルールがある。
なお、民法と、会社法・商法・借地借家法・労働

・日本弁護士連合会司法制度調査会委員

法は一般法と特別法の関係にあり、特別法である会

・大阪弁護士会司法委員会委員

社法・商法・借地借家法・労働法は一般法である民
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会員異動

・事業再生実務家協会専務理事
・事業再生研究機構理事

ＣＰＥ研修会

中井

・判例や学説でも見解の分かれている論点が少な

会長活動報告

じ内容です。本研修をぜひ関西三会共催研修会とし

特
集

法に優先して適用される。民法制定時には想定でき
なかった社会・経済の変化に併せて成立した特別法
報

の役割は時が経過するにつれて相対的に大きくなっ

告

ているが、民法は依然として基本法として重要な役

・飲み屋の「つけ」の消滅時効が1年から5年に延
びる！

など

【解説】消滅時効：
（現行）民事債権10年、短期消滅時効あり

割を担っている。

(飲み屋のつけは1年など)
（改正）権利を行使できる時から10年、ま

③改正の方向性

たは権利行使できることを知った時から

寄

・社会と経済の変化に対応する。

5年のいずれか早い方とする。結果、契

稿

・分かりやすいものとする。

約に基づく債権は原則、弁済期から5
年。短期消滅時効は廃止。

④法制審議会民法（債権関係）部会

上記以外にも、「改正法の施行に備えて検討・準

定例役員会

・部会の構成メンバーは委員19人と幹事18人。

備すべきこと」と題して、ポイントを分かりやすく

・約半数が研究者。他に弁護士・裁判官・法務

コンパクトに教えて頂きました。

省・内閣法制局・その他関係官庁。
・ユーザ代表は5人のみ。銀行・経団連・商工会
議所・労働組合・消費者団体。

地区会

・法務省の法制審議会ＨＰで審議状況（議事録）
と資料を全て公開している。

最後に
参加者からは、「改正法の趣旨だけではなく、実
際に適用することを予定している具体的な場面をホ
ワイトボードに図解で解説してもらったので、非常
に分かりやすかった。」「部会で論点となった点を

⑤審議の経過と施行まで
・2011年5月

部会構成メンバーの立場を踏まえて解説してもらっ

厚生部

「中間的な論点の整理」の公表

たので、よく理解できた。」など多数のポジティブ

（約500項目）

なコメントを頂きました。実際に改正に携わった中

・2013年3月

「中間試案」の公表（約250項目)

井先生から解説して頂いたので、実務に非常に役立

・2015年2月

「要綱案」を部会決定、要綱を法

つ研修でした。

制審議会で決定（約200項目）
ご案内

・2015年3月
・2017年5月

今回の研修報告では改正法の概要を少しだけ掲載

民法の一部を改正する法律案とし

しましたが、たった３時間で民法改正の本質的な理

て第189回通常国会に提出

解ができる研修は本研修以外にほぼないと言ってい

成立、公布（6月2日）

いと思います。会員各位におかれましては今後開催

・2020年4月1日

施行

予定のDVD研修での受講を強くお薦めします！

会長活動報告

研究・CPE研修部では、今後も引続き会員各位の
なお、原則として施行日以降の法律行為から適用

スキル向上に役立てるような有意義な研修を企画・

されるが、例外として定型約款に関するルールは施

実施していきます。研修開催の際にはぜひ参加くだ

行日前に締結された定型取引にかかる契約にも適用

さい！

される。
ＣＰＥ研修会

⑥改正法の概要を少しだけ
・2020年3月に交通事故で死亡した場合と、
2020年4月に交通事故で死亡した場合とでは、
「命の値段」が変わる！！

会員異動

【解説】法定利率・遅延損害金・中間利息控除：
（現行）5％
（改正）3%、その後3年ごとに見直す。
逸失利益（生涯得られる収入）の現在価

事務局だより

値が変わる。
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寄

晋次

稿

森田

報

ハロー！会計実施報告
@大阪星光学院中学校
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

時：2018年11月16日（金）13時15分〜15時05分

講

師：矢本浩教、久井徳廣、下村文男、森田晋次（いずれもOB）

場

所：大阪星光学院中学校

定例役員会

日

会計には台本があり、事細かに話す内容が書かれて

活動の一環として、小・中学生を対象に、
「ハロー！

います。それをそのままなぞるのも良いのですが、

会計」という会計講座を実施しています。

私は要点を押さえつつ約半分くらいの時間で原価計
算の説明を終えます。そして、会計が持つ社会意

は、進路選択を控えた中学3年生を対象とし、今年

て、残りの時間を使って熱く語っています。という

で9回目を迎えました。私は大阪星光学院の48期生

のも、東大や京大、医学部を志望する学力の高い生

OBとして、アメリカ留学をしていた直近2年を除い

徒が多いので、計算方法の説明にあまり時間をかけ

て、初回から毎年講師として講壇に立たせて頂いて

る必要がないのです。ですので、ここでしか聞けな

おります。生徒たちにとって日頃あまり馴染みのな

い話を語ることに力点を置いています。毎年話す内

い「会計」や「公認会計士」について少しでも知っ

容は異なるのですが、生徒たちの心に残るような

てもらうべく、まず1コマ目に、たこ焼き屋をモデ

メッセージを心がけて熱弁を奮っています。

ご案内

義、そして公認会計士が果たしている役割につい

厚生部

毎年恒例となった大阪星光学院でのハロー！会計

地区会

日本公認会計士協会では、社会貢献活動及び広報

ルとした原価計算の授業をクラス別に実施し、続い
今回はキリスト教をキーワードにメッセージを語

計士」という職業紹介アニメの上映をし、その後

りました。大阪星光学院は、サレジオ会というロー

OB講師4人がそれぞれ体験談を話しました。

マ・カトリック教会の修道会により創立されまし
た。各教室にはイエスキリストの彫像が飾ってお
り、毎朝「主の祈り」という新約聖書マタイによる

会長活動報告

て２コマ目には学年全体に対し、「転校生は公認会

福音書6章9節〜13節を唱えています。私も在校時
が、聖書を学び始めた今では、その素晴らしさを実
感しています。また、イエスキリストが、アダムが
神に背いて堕落して以来この世に入った罪を贖うた

ＣＰＥ研修会

に主の祈りを意味も分からず暗唱しておりました

めに十字架に掛かって死に、葬られ、三日目に復活
時は全く知りませんでした。調べてみますと、実は

単に原価計算の仕組みを教えるだけでなく、それが

会計とキリスト教には関連性があることを知りまし

何故必要なのか、社会にどのように役立っているの

た。救世主としてイエスキリストは全く罪を犯さず

かも教えることを私は志しています。実はハロー！

に生涯を過ごし、神の子羊として自らを生贄として

17921
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1コマ目のたこ焼きの原価計算の授業では、ただ

会員異動

することで人類の救いを完成されたという福音を当

特
集

十字架に掛かりました。そして「完了した」と言わ

ターで描かれたアニメに生徒たちは釘付けになって

れて霊を渡されたのです。この「完了した」という

いました。内容はしっかりと公認会計士の業務内容

報

言葉は、ギリシア語で「テテレスタイ」と言い、請

及び監査について説明したものになっており、見応

告

求書の支払いが完了した時に使われる言葉で、テテ

えがありました。そして、講師4人がそれぞれ経験し

レスタイと書かれた当時の領収書のパピルスが見つ

てきた仕事の様子や、公認会計士の魅力を存分に語

かっています。また、複式簿記は宣教師によって日

り、無事盛況のうちに終えることができました。

本にもたらされたという説もあります。このよう
寄

に、生徒たちに馴染みのあるキリスト教は会計と関

稿

連があるということを知ってもらいました。
その後、ある生徒A君を指名し、A君が起業した

定例役員会

と想定して、会計と公認会計士の役割及び必要性を
伝えました。やはり誰かを当てると途端に場が盛り
上がりますね。さっきまで大人しく話を聞いてくれ

地区会
厚生部

ていた生徒たちがざわつき始めました。時にはヤジ

大阪星光学院の校訓は「世の光であれ」です。こ

も飛び出して大盛り上がりの中、起業ストーリーを

の言葉はマタイによる福音書5章14節から16節にあ

展開しました。アイデアとやる気はあるがお金はな

るイエスキリストの教えに由来しています。灯台の

いA君は、原価計算をはじめとする会計を駆使して

ように社会を照らし、人々に進むべき道を示し、ま

事業計画を作り、投資家Bさんに出資を求めまし

た希望を与える人になる人物を育てることを同校は

た。投資家BさんはA君の手腕に期待し、出資する

目指しています。このハロー！会計をきっかけとし

ことにしました。翌年、A君は損益計算書及び貸借

て、公認会計士業界に世の光となる人物が一人でも

対照表を作り、ビジネスが計画通り進んだことを投

多く来られることを祈念しています。

資家に説明し、更なる出資を求めました。しかし、

ご案内

投資家BさんはA君自らが作成したこれらの財務諸

最後に、私のほかに講師を務められた方々から今

表が本当に正しく作られているか疑わしく、追加出

回の講義を振り返ったコメントを記載させていただ

資に応じるべきか判断ができません。そこでA君か

きます。

ら独立した第三者的立場である公認会計士CがA君

会長活動報告

の作成した財務諸表が適切に作成されていることを

矢本

浩教 氏（41期生）

調査し保証することで、投資家Bさんは安心して財

毎年ありがたいことに恒例

務諸表を用いて意思決定をすることができます。こ

となりつつありますハロー！

のようにして、会計及び公認会計士は、経済活動の

会計に今年も参加させていた

活発な運営に貢献しているのです。

だきました。質問の中にはAI
の仕事への影響などの質問が
ありました。将来を真剣に考

ＣＰＥ研修会

える中学三年生の意識の高さ
に驚くと同時に自分がもし中学三年生だったらどう
いう職業を選択するか改めて時代背景の違いを考え
てみるきっかけとなりました。世代間相互理解の機
会としても非常に良い機会となりましたので、是非

会員異動

このような機会を様々な機会で経験する方が増えれ
4人の講師が各クラスで講義を終えた後、学年全体

ばと存じます。結びになりますが、公認会計士協会

が一堂に会し、公認会計士の紹介アニメを放映しま

広報部の皆様には今回も多大なるご支援をいただき

した。人気声優さんを起用し、可愛らしいキャラク

ました事感謝御礼いたします。

事務局だより
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久井

徳廣 氏（41期生）

下村

文男 氏（46期生）

昨年に引き続き、母校のハ

ロー！会計に参加させて頂き

ロー！会計の講師を担当させ

ました久井徳廣です。今回は

ていただきました。中学時代

生徒のみなさんとの距離を縮

の自分の姿を思い返し、今ま

めて、より公認会計士に興味

で歩んできた道を振り返るこ

を持ってもらおうと、対話を

とができまして、とても懐か

重視して講義を進めました。

しく思いました。また、授業

たこ焼きの原価計算という講義でしたので、生徒の

ではたこ焼き屋の原価計算の講義を通じて、生徒の

みなさんからは「オロナミンCの原価は10円て聞い

みなさんの元気な反応を見ながら一緒に進めること

たけどホント？とか、原価をもとにどうやって売価

ができ、皆さんと楽しく時間を過ごせました。母校

を決めるの？」等、自由に質問が出ました。中には

の後輩から、同じ会計士の道へ進み、会計・税務業

今回の講義では扱ってはいなかったのですが、「減

界を盛り上げていただける人がたくさん出てきまし

価償却費はどの分類に入るの？」等の質問もあり、

たら大変光栄です。

報

今回、大阪星光学院でのハ

告
寄
稿
定例役員会

こちらとしても意欲的に講義を進めることが出来ま
した。今回は時間の関係上、話すことができなかっ
地区会

た事もあるので、また、機会を頂けましたら、是非
とも参加させて頂ければと思います。素敵な機会を
ありがとうございました。

厚生部
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

E-mail：kaiin@jicpa.or.jp
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国際メッセ開催報告
国際委員会

委員長

山本

憲吾

寄
稿

2018年12月25日（18時より）に「国際メッセ」

等のコンサルティング業務を提供している。フェア

が開催されました。毎年この時期に開催しており、

コンサルティングはアジアを中心とする18か国に

定例役員会

今回が４回目となります。場所は昨年に引き続き、

22の独自拠点を有する日系の会計事務所で、タイ法

ガーデンシティクラブ大阪にて講義形式のセッショ

人は日本人2名、ローカルスタッフ約20名、グルー

ンに加えて懇親会をセットにして行いました。

プ全体では日本人約50名、ローカルスタッフ約330
名の体制で業務を提供している。

国際メッセの趣旨と概要
国際メッセは、いわゆるビッグ4の海外ネット
ワークとは関係なく、国際業務を提供されている会

大塚

祐基 氏

(公認会計士、モンドパル国際税務会計事務所）

地区会

員をお招きして、関係している諸外国における会

2012年から香港、14年から中

計・税務のトピックや、日系企業の課題等について

国での勤務を経て香港人、中国人

情報提供していただくとともに、個別に会員とも

の会計士らと共に現地で独立。香

ネットワークを構築する場を提供することを目的と

港では企業オーナーの包括的な財

しています。

務戦略や社外CFO、中国では本社

厚生部

今回お集まりいただいた海外で活躍されている11
名の会員の皆様は以下のとおりです。

のトップマネジメントを巻き込ん
だ中国事業の再構築、再編、再生を中心としたコン
サルティングなどの非定型業務を得意とする。社名

池田

の由来は「世界の」(Monde）＋「相棒」(Pal）。

博義 氏

(公認会計士、マイツグループ CEO）
1993年に中国上海に進出。進
ご案内

出のミッションは企業相続。当初
は、進出する日系企業の会計・税

加藤

芳之 氏

(公認会計士、ラッセルベッドフォードマレーシア)
マレーシアにて、日系企業向け

会長活動報告

務のサポートを主たる業務にして

に進出支援から進出後の月次会計

いたが、その後人事・労務、法

税務処理代行や年次税務申告・会

務、経営に関しても提携事務所を

計監査等を行っている。クライア

通じて業務展開している。2003年上海に中国人ス

ントは大手から中小、製造から非

タッフによる上海マイツ会計師事務所の最高顧問に

製造と様々で、約200社の日系企

就任。現在上海をベースに香港を含め10か所で現地

業にサービス提供している。現地採用日本人会計士

ＣＰＥ研修会

法人又は支店を開設すると共に、2012年にはマイ

5名とローカルスタッフ約80名の体制で業務を行っ

ツグループ中国・アジア進出支援機構を立ち上げ、

ている。1997年にビッグ4の初代駐在員として同国

アライアンスにより15カ国、37拠点で日系企業の

へ赴任、10年前から現職で現在に至る。

サポートを行っている。
橘内
大谷

進氏

(公認会計士、Asia Alliance Partner Co., Ltd.）

祐輔 氏

(公認会計士、Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd.)

タイ、ベトナム、インドネシ

会員異動

シンガポール駐在を経て2018

ア、インド、メキシコに拠点を持

年よりフェアコンサルティングタ

ち、現地進出日系企業（主に中

イにて、日系企業の進出支援か

堅・中小企業）向けに進出手続支

事務局だより

ら、会計、税務、労務、人材紹

援から進出後の月次会計税務処理

介、各種ライセンス取得支援、内

代行や年次決算税務申告・会計監

部統制監査、デューデリジェンス

査・法務業務・人材紹介・不動産紹介・保険代理業
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務・地方自治体海外拠点支援等を行っている。

トップにて提供中。常駐日本人専門家20名（内、会

とローカルスタッフ約400名の体制で現地での業務

で幅広い顧客をサポートしている。

告

計関連資格保有者4名）体制はベトナム国内最大規
模。現地スタッフは200名超。日本品質のサービス

を行っている。
宮田
坂本

智広 氏

(公認会計士、SCSグローバル）

直弥 氏

シンガポール本社をはじめアジ
アを中心に19か国に拠点を有する
日系の会計事務所。2016年よりカ

来、日本企業のフィリピン進出支

ンボジア拠点担当の日本人会計士

稿

フィリピンに1997年から駐
在。2001年に現地で創業して以

寄

(公認会計士、株式会社アイキューブ）

として、会計記帳や税務申告代行
等のコンプライアンス業務、進出支援や内部統制構

る。関連会社である朝日ネット

築支援等のコンサルティング業務を提供している。

ワークス・フィリピンを含み、日本人担当者9名
（内、資格者5名）、総勢50名体制は、日系事務所

セミナーでは、まず講義のセッションとして、ご

としてはフィリピン最大規模。近年は、フィリピン

紹介した11名の方に講師をご担当いただき、各国

の経験を生かして、西バルカン諸国の投資促進も担

10〜15分程度の持ち時間でそれぞれの国の会計・
お話をしていただきました。11名の方のバトンリ

大樹 氏、野瀬

裕子 氏

(公認会計士、NAC Nose India Private Ltd.）
インド・ニューデリーにて日系

レーでの講義になりますので、運営側としては時間
の調整が難しいところなのですが、講師の皆様の温
かいご配慮もいただき、ぴったり予定どおりに進行
することができました。

供するNAC Nose India Pvt. Ltd.

セミナー終了後は、懇親会を開催し、講師の皆さ

を自身で経営。基本となる記帳・

んとセミナーに参加いただいた会員の皆さんと食事

税務・給与計算サービスの他、最

をしながら交流を図っていただきました。懇親会は

近は財務調査業務や不正調査業

1時間だけしか時間をとっていなかったので、少し
せわしなかったのですが、参加者の皆様には活発に
コミュニケーショ
ンをとっていただ

洞

大輔 氏
2013年 SCS Globalへの参画と

き、盛況のうちに
懇親会を終えるこ

会長活動報告

(公認会計士、SCSグローバル)

とができました。

同時にミャンマーを担当。進出検
討中の企業及び既進出企業に対す

ご案内

務、決算早期化支援業務など、コンサルティング業
務にも多数携わっている。

厚生部

企業向けに会計税務サービスを提

地区会

税務等のトピックや、日系企業の進出状況について

当している。

定例役員会

援のみならず、産業振興やインフ
ラ整備等の政策支援も行ってい

野瀬

報

2004年にスタートしたタイ事務所を中心に、現地
常駐日本人会計士5名を含む、日本人スタッフ30名

終わりに

務、法務関連のコンサルティング実績は100社を超え

冒頭でも触れましたとおり、国際メッセは今回で

る。SCS Globalは2002年の創業以来、一貫して日本

４回目の開催となりました。今年も上記の11名の

企業や外資系企業の海外ビジネス展開を支援し、ア

方々には年末のお忙しい中、ご協力をいただき、無

ジアをはじめ、北米、中東、欧州もカバーする独自

事終了することができました。ご協力いただいた皆

のネットワークと400名超の専門家を有する。

様、本当にありがとうございました。

ＣＰＥ研修会

る、会社設立、会計・税務、労

国際委員会では、今後もこのようなイベントを通
泰孝 氏

(準会員、AGSベトナム）
ベトナムにて進出支援から現地

じて、会員の皆様の情報収集、ネットワーキングの
場を提供していきたいと思っています。ぜひ多くの
皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

会員異動

堀切

会計・税務、労務、法務、人材紹
介、市場調査、営業支援、総務支

17925

C.P.A.NEWS 2019.03 Vol.717

09

事務局だより

援、M&A支援サービスをワンス

特
集

報告 REPORT
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地元大和高田で公認会計士をアピール！（続々編）
広報部

副部長

田中

知幸

寄
稿

昨年の4月号、9月号近畿C.P.A.ニュースで奈良県

スケジュール： 15時10分〜15時30分
DVD上映

の大和高田市での広報活動をご紹介しました。
2018年1月

15時30分〜15時50分

制度説明会

説明会

定例役員会

大和高田市立高田商業高等学校
2018年2月

15時50分〜16時

ハロー！会計（小学生）

質疑応答・締めのあいさつ

大和高田市立図書館
2018年6月

DVD：転校生は公認会計士

進路ガイダンス
大和高田市立高田商業高等学校

地区会

2018年7月

ハロー！会計（小5から高3）
大和高田市立図書館

https://jicpa.or.jp/cpainfo/introd
uction/contents/tenkousei_dvd/

今回は、昨年から内容を一新し、
パワーアップして開催できました。

今回は、年始早々、高田商業高等学校で制度説明
会開催しましたのでご報告いたします。

まず、説明会のコンテンツが充
実されました。昨年は広報部主導

厚生部

で進めましたが、今回から広報サポーターの若手メ
日

時：2019年1月8日（火） 15時05分〜16時

ンバーに企画段階から任せ、彼ら主導で進めてもら

対

象：1年生

いました。

199人

参加者：大和高田市で独立されて活躍されている公

ご案内

認会計士

くれ、大和高田オリジナルの手作りのプレゼン資料

森村

が出来上がりました。

照私

おおやまと

(大和総合会計事務所（大和高田市）所長)
高田商業高等学校卒業生
坪田

亮介

会長活動報告

(有限責任 あずさ監査法人
忌部

東京事務所）

澪

(有限責任 あずさ監査法人
山崎

大阪事務所）

俊吾

(新日本有限責任監査法人
ＣＰＥ研修会

前田

大阪事務所）

仁見

(有限責任 あずさ監査法人

入社予定※）

広報部
田中

知幸

(有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所）

会員異動

※前田さんは、平成30年度公認会計士試験
に合格したばかりの新人です。
なお、上記メンバーのほか、企画段階に植田浩章
さん（有限責任 あずさ監査法人

事務局だより

画してくれました。

10

すると同校の卒業生が集まって、自然と協力して
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しでも興味を持ってもらえたかなと感じています。

までの制度を説明するのではなく、説明会に実際に

この説明会を通して、将来公認会計士を目指す高

登壇している人を活かして、ビジュアライズに具体

校生が少しでも増えてくれると嬉しいです。

きました。

【忌部

澪さん】

昨年もこの制度説明会に参加させていただいた経
験を活かし、今年のコンテンツを企画する上で特に
重要視したことは、「公認会計士という存在を強く

高田市の新聞記者室にプレスリリースをしたのです

印象付けること」でした。具体的には、公認会計士

が、今年は過去最高3社の新聞社からの取材を受け

を知らない高校1年生が1年後、進路を考える時の選

ました。

択肢の1つに公認会計士が出てくるようなインパク

翌日には毎日新聞奈良地域版にもカラー写真付き
で紹介され、先生、生徒や地域からの反響も大いに

地区会

当日の説明会の地元での周知を図るために、大和

定例役員会

性のある説明資料を準備してもらいました。高校生
にも直感的に響く仕上がりで、わかりやすく説明で

稿

例えば、公認会計士までの制度説明も、単に合格

トをこの機会に与えられたらいいなと思い、高田商
業用のプレゼン資料を1から作成しました。
後輩たちに公認会計士を目指してほしい気持ちは

めてで、今後の広報活動に向けての新たな自信を得

ありますが、無理やり勧めたい訳ではなく、後輩た

ることができました。

ちの将来の選択肢を広げるきっかけになればと思

厚生部

ありました。これほど多くの取材を受けたことは初

い、今後も広報活動を続けていきたいです。
ここで、大いに活躍してくれた広報サポーター若

最後に…さらなる続編へ
地元での広報活動の実績が重なり、徐々に定着へ

【坪田

亮介さん】

ご案内

手2名のコメントを紹介します。

の手ごたえを感じつつあります。

やはり商業高校の生徒といっても公認会計士の存
近畿会広報部は、これからも地域の皆様やその地域

じ、そんな進路もあるんだということを紹介できれ

にゆかりのある会員の皆様のお力を借りながら、広報

ば良いと思いお話しさせていただきました。説明会

活動はもちろん、地域も盛り上げて行きたいです。

会長活動報告

在を知らない方が大半なので、少しでも身近に感

を進めていく中で生徒も徐々に反応してくれて、少
ＣＰＥ研修会
会員異動
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はじめての公認会計士制度説明会
in 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校

稿

広報部
大阪ビジネスフロンティア高等学校にて、年明け

定例役員会

早々の2019年1月10日（木）(対象：2年生

合格体験談感想

委員
宮原

約260

監査業務に携わって1年が

約270名)

経ったころ、母校での会計士

に対し、同校卒業生で公認会計士試験合格者の宮原

説明会に参加させていただけ

望さんの合格体験記及び質疑応答を中心に制度説明

ることになりました。高校の

会を実施いたしました。

頃は人前で発表するという機

名）および1月15日（火）(対象：1年生

森村

照私

望

地区会

会など全く無く300人弱の前
でお話するのは中々緊張するものでした。私がOBF
の生徒の皆さんにお伝えしたかったのは、皆さんが
会計士試験の合格にすごく身近な立場であるという
ことです。私は、高校生のとき恥ずかしながら成績

厚生部

優秀な生徒ではなく、中の下程度の成績でした。そ
大阪ビジネスフロンティア高等学校は、愛称を英

のような卒業生である私の体験談を赤裸々に話すこ

語表記（Osaka Business Frontier）の頭文字を取っ

とによって、高校生の方たちに自分の可能性の広さ

てOBF（以下、OBFと略します）といいます。

を知ってもらい、その広い選択肢の一つに会計士と

ご案内

OBFは、高度な専門性を持つ商業人の育成や、高

いう未来があるということをリアルに感じて欲しい

校・大学の7年間を見据えた商業教育などを行う新

と思いました。私のお話で皆さんがどのように感じ

しいタイプの市立商業高校を目指し、大阪市立天王

てくれたのかはわかりませんが、卒業生という立場

寺商業高等学校・大阪市立市岡商業高等学校・大阪

で話すことで、会計士という職業をより身近に感じ

市立東商業高等学校の3校を統合して2012年4月に

てくれたのではないかと思います。

会長活動報告

設立されました。
設立当初より、OBFの前進であります天王寺商業

制度説明会感想

高等学校の卒業生でもある関西大学大学院会計研究

近畿会広報部では年間

科教授の柴健次先生がカリキュラムの構築などに深

20校近くの高校・大学

く関わられておられます。1月15日には柴教授自ら

で公認会計士制度説明会

桂

真理子

ＣＰＥ研修会
会員異動

がお越しになり、制度説明会を見学されました。先

を実施し、公認会計士志

生が現在取り組まれておられる会計基礎教育の実践

望者を増やすための活動

が同校であるといっても過言ではないと思います。

をしています。今回は商

そのカリキュラム内容は、会計・情報（コンピュー

業高校ということで、会

ター）・英語教育を中心に構成されており、まさに

計士の魅力はもちろん、

高度な専門性をもつ商業人の育成にかなった学校だ

学生たちが今一番勉強し

と思います。

ている簿記2級、つまり会計の基礎的な考え方の大

昨年は、同校の卒業生の中から公認会計士試験合

切さを啓発できたのではないかと思っています。学

事務局だより

格者が5名出ており、更なる合格者の輩出を図って

生たちがいつか社会に出た時、会計を知っていてよ

おられます。今回の制度説明会の開催にご尽力いた

かったと思える日が来ればいいなと思った真冬の午

だいた同校川口伊佐夫校長、藤宏美教頭、鈴木康史

後でした。

主任にこの場を借りて御礼申し上げます。
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2019年1月29日（火）、経営委員会CSR小委員会

トにおける重要な研究について、協会本部の研究報

では、この3年研究してきた成果をまとめた「就活市

告を2つ取り上げ最新動向を解説する研修会を開催

場における非財務情報の活用について」を発表する

しました。
地区会

とともに、同じくサステナビリティ（CSR）レポー

定例役員会

英理子

稿

梨岡

寄

小委員長

告

経営委員会CSR小委員会

報

経営委員会CSR小委員会 研修会報告
「サステナビリティ・レポート関連の最新動向と情報解説」と
「就活市場における非財務情報の活用について」

サステナビリティ・レポート関連の最新動向と情報解説
「サステナビリティ報告書等における保証報告書の海外事例調査〜ISAE3000準拠の保証業務の検討〜」
経営研究調査会研究報告第63号（2018年7月3日）

2015年に国連でSDGsが採択され、非財務情報への
関心が高まっていく中、海外の非財務情報開示が拡大
にIAASBが「新たな外部報告に対するCredibilityと

13社、ハイブリット（1つのレポートの中に両方
がある）が2社。
③主題・主題情報は、判別が困難であり今後の課
題。定量情報16社、定性情報9社。
④クライテリア（基準）は、専門家団体が発行する

公表、2017年に「保証業務実務指針3000「監査及

基準（GRI）を使いつつ、具体的には自社基準で

びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針

補完している企業が多い。

（監査・保証実務委員会実務指針第93号）が公表さ
れた。これらの背景をもとに、主題・主題情報が多

⑤ISAE3000以外の保証業務は、ISAE3000ベース
の自社基準やAA1000ベースのものである。
⑥保証手続きの概要は、合理的保証業務3社は記載

律ではなく、マルチステークホルダー・アプローチ

されている。限定的保証手続きでは、どこまで保

が主であるためマテリアリティの特定が必要である

証されているかのレベルが判断できる情報を記載

というサステナビリティ報告書について、海外の事

することが求められる。

例を調査研究したものである。

⑦結果の文章だけで保証水準の比較は困難である。
サステナビリティ報告書の保証業務は、一部を除

マ、アップル、ネスレなど、海外企業20社の保証報

いて制度化されておらず、公認会計士の独占業務で

告書である。

はない。今後は非財務情報の保証業務ガイダンスの

①20社のうち、ISAE3000または同等の国内基準

整備や実務の研究、保証業務と報告書に対する理解

に基づくものは16社。

の促進や啓発が課題である。

会員異動

調査対象は、フィリップス、サムスン電子、プー

ＣＰＥ研修会

様であり、測定・評価のクライテリア（基準）が一

会長活動報告

Trustの支援・保証業務に対する10の重要課題」を

ご案内

し、併せて保証業務も広がりを見せている。2016年

厚生部

本部経営研究調査会サステナビリティ保証専門委員会委員長 岡本 光信

②業務の種類は、合理的保証が1社、限定的保証が
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「サステナビリティ報告におけるマテリアリティに関する現状と課題−効果的なESG情報開示に向けて−」
経営研究調査会研究報告第61号（2018年2月9日）
報
告

本部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 孫入 修一

寄
稿

非財務情報の重要性は高まっているが、テーマは

社、うちマテリアリティの記述があるもの64社、

極めて多岐にわたる。効率的なリスク管理と情報開

さらに特定プロセスの記載があるもの44社であ

示にはマテリアリティによる整理が必要。（ここで

る。マテリアリティの記述がない企業や、記載が

いうマテリアリティは重要性、優先順位などの意味

あってもそれをどうやって決めたかというプロセ

を持つ。財務会計でいう重要性とは意味が異なるた

スの記載がない企業が半数ある。

め、マテリアリティという）

②重要課題を特定した企業（50社）のうち、特定し

定例役員会

この報告では、日本企業のサステナビリティ報告

た課題への対応について記述のないものが２社あ

におけるマテリアリティに関する現状と問題点、今

る。特定された重要課題の粒度について企業間や

後の取り組みの方向性を探るものである。

企業内でも幅がある。例えば「環境問題」で１つ

マテリアリティとは、国際的には様々な定義があ

とするか「地球温暖化」「廃棄物」「水処理」な

るが、ここでは「企業が関係する多種多様な事業の

ど1つずつにするかである。

相対的な重要度」とした。

調査の結果、サステナビリティ報告書における非

地区会
厚生部

調査対象は、日経225に8社以上含まれる12業種

財務情報のマテリアリティは、形式的な開示にとど

から、各業種売上の上位8社の2016年3月期（また

まり、実質的な意味での情報開示がされている企業

は直近）CSR報告書96社分。調査結果は、マテリ

は全体の3割弱であることが分かった。マテリアリ

アリティの特定プロセス、特定された重要課題、特

ティ分析による重要課題は、企業の方向性を示すも

定された重要課題と情報開示との対応関係の3点と

のであることが求められるため、今後はステークホ

した。

ルダーとの適切なコミュニケーションを行うため、

主な調査結果は次のとおりであった。
①対象96社のうち、CSRレポートがある企業が90

重要課題を明確にした実質的な情報開示の充実が求
められる。

ご案内

「就活市場における非財務情報（ESG情報）の活用について」
本部経営研究調査会サステナビリティ保証専門委員会専門委員 長坂 芳充

会長活動報告

CSR（サステナビリティ）レポートには多くの非

口減少により、労働力人口は減少しており、企業が

財務情報が記載されているが、これらのレポートは

優秀な人材を確保することは競争力の維持と発展の

投資家だけをターゲットにしたものではなく、広く

ために重要事項である。日本において新卒（第二新

ステークホルダーを対象としている。今回は、労働

卒）での就職活動は、その後の一生を左右する大事

市場のうち新卒と第二新卒という就活市場でのESG

な活動であることから、ここに焦点を当てた。

情報の利用可能性を検討した。少子高齢化に伴う人
ＣＰＥ研修会

①調査概要

②調査項目（個別ESG項目）

会員異動
事務局だより
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③調査結果
は、「労働」に関する関心が一番高く、「環境」

めには、労働市場のニーズに合った情報の提示が

が一番低いという結果となった。就職活動を行う

重要である。

告

が考えられる。企業と労働者のニーズの一致のた
報

「労働」「環境」「企業方針等」の３項目で

人にとって、従業員となった場合に直接影響のあ

なお全体的に第二新卒のほうで関心が高く、就

る給与・労働時間・休暇などの雇用・労働項目に

業体験があるため企業の実態とESG情報の関連に

高い関心があることが明確になった。これらの労

相対的に理解があるものと考えられる。ESG情報

働条件や労働環境に関する情報を十分に把握しな

と企業実態との関連性がより明確に示せるように

寄

いまま就職した場合には、期待と現実のギャップ

なれば、ESG情報の利用価値もさらに高まるもの

稿

による不満からモチベーションの低下、離職など

と考えられる。

定例役員会
地区会
厚生部
ご案内
会長活動報告

就活市場においても、ESG情報の潜在的な利用

投資家をメインターゲットとする統合報告等とは

価値は高く、企業は就職活動を行う人が必要とす

異なるものが必要であり、労働市場用のニーズの

る情報を把握し開示することが求められる。現状

調査と指標の開発が必要となる。
投資家向けにもいえることであるが、ESG情報

利用されていないが、利用した人の８割は「役に

の企業間比較の可能性は重要であり、かつ情報の

立つ」と評価していることから、利用価値が高い

信頼性を担保する必要があり、財務情報開示のよ

といえる。ただ、就活市場で求められるESG情報

うな枠組みの整備が望まれる。

17931
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は、投資家が求める情報とニーズが異なるため、

会員異動

では、CSRレポートが認識されておらず、あまり

ＣＰＥ研修会

④まとめ
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企業向けセミナー開催報告
「知的財産戦略セオリに基づいて技術で収益を上げる法」
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

定例役員会

会員業務推進部
講師：鮫島

正洋氏

真理子

知財戦略とは研究者の頭の中にある研究成果を特

（内田・鮫島法律事務所
パートナー弁護士/弁理士）
日時：2019年1月30日（水）

地区会

10:00〜12:00
場所：近畿会

桂

許登録することで見える化し、会社に帰属させるこ
と。直接的な効果は後発参入を防止し、事業計画の
実現可能性を上げることですが、ひいては交渉力
アップ、ブランディング、モラル向上などにつなが

研修室

参加：会員17名、事業会社21名

り、会社をイケてる感じにしてくれます。
でも、特許には賞味期限が。20年で切れるのです

厚生部

会員業務推進部では、一般企業の役職者向けに鮫島

が、技術のコモディティ化はもっと早くに訪れま

弁護士をお迎えし、知財戦略に関するセミナーを開催

す。まずはコモディティ化を遅らす努力を。それで

しました。企業における知的財産活用の分野で多くの

もコモディティ化してしまったら、利益率を維持で

事例を手がけ、「下町ロケット」に登場する神谷弁護

きているかどうかで別の付加価値戦略で勝負するか

士のモデルになった鮫島先生にご登壇いただき、具体

撤退するかを選択しましょう。

ご案内

例を交えて「技術で収益を獲得するための知財戦略・

いやいや、もっとすごい話だったのですが…。詳

事業戦略」について、技術がコモディティ化した後に

しいことや具体的な内容は、先生の著書をぜひご参

どう戦うか、営業・マーケティング部門の関与の在り

照ください。

方を含めてご講演いただきました。

普段、会計士として企業の収益源となるビジネス

会長活動報告

下町ロケットの神谷弁護士は「私の勝率8割、あ

モデルは何かを考えるに、新しいビジネスモデルで

との2割は勝ちに近い和解。負ける裁判はしないの

成功していた会社が、気が付けばレッドオーシャン

で。」のセリフが印象的です。ドラマのモデルとい

に突入しているという場面に間々遭遇しますね。そ

うことで、失礼ながらミーハーな気持ち半分で参加

ういう時に知財戦略とセットで考えると打開策を打

したものの、面白い面白い！2時間の講演後には

てるのかな、と思いました。

すっかり知財戦略のとりこ、というか鮫島先生のと
ＣＰＥ研修会

りこになった私でした。

最後になりましたが、ご講演をいただきました鮫
島正洋先生、共催いただきました一般財団法人会計

「知財戦略なくしてビジネスの成功はない‼」と

教育研修機構新井武広専務理事・事務局長様、あり

言っても過言ではないでしょう。以下に講演要旨を

がとうございました。会員業務推進部では、今後も

記載します。

企業向け及び会員

会員異動
事務局だより

独自の技術を生かしてものづくり・もの売りビジ

向けの有意義なセ

ネスを行うには4つの要件が必要です。それは、①

ミナーを行ってま

マーケットの存在、②マーケットに適合する製品の

いります。今後と

開発、③量産体制の整備、④販路開拓。技術だけで

もご支援のほどよ

は収益につながらない、営業とセットでビジネスを

ろしくお願いいた

展開することが大事です。

します。
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定例役員会 REPORT

第53事業年度
報

第9回定例役員会報告

告

2019年1月11日（金）18時〜19時51分
所：近畿会会議室

寄

場

稿

出席者：32名（役員数４2名）

審議事項

ては、その集大成として林教授編著による書籍

2019年度CPE研修計画について

（提 案 者）研究・CPE研修部長

小松野

悟

（提案説明）2019年度CPE研修計画（案）につい
て、資料に基づき説明があり、審議の結果、原

において事例分析編の執筆を担当し、「編集協
力

日本公認会計士協会近畿会監査会計委員

会」として中央経済社より出版したいとの説明

定例役員会

第１号議案

があり、審議の結果、原案通り承認された。

案通り承認された。

第２号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

第１号議案

智英

（提案説明）会員2名について、出産・育児の為の

第54事業年度事業計画に係る基本方針
並びに重点施策について

（提 案 者）次期会長予定者

北山

地区会

協議事項

久恵

（提案説明）第54事業年度事業計画(案)について説

条第1項第三号に該当するため、近畿会規約第

明があり、各項目に関して活発な意見交換が行

13条第1項により会費を免除することとしたい

われ、協議を終了した。

厚生部

会費免除の申請があった。近畿会会費規程第8

との説明があり、審議の結果、原案通り承認さ

第２号議案

れた。

予算案策定のための日程について

第３号議案

予算特別委員会の設置並びに予算特別委員会
委員長の選任について

（提 案 者）担当副会長

後藤

紳太郎

大谷

智英

（提 案 説 明 ）第54事業年度予算案策定のための日
程について説明があり、特に意見等もなく協議
を終了した。

算特別委員会｣を設置したい。また、委員長に
は大谷智英経理部長を、副委員長には安井康二
総務部長を選任したいとの説明があり、審議の

記
１．第１回予算特別委員会
1月21日（月）13:30〜
２．事業計画案及び予算案の用紙発送
2月12日（火）

ＣＰＥ研修会

結果、原案通り承認された。

会長活動報告

（提案説明）第54事業年度予算案作成のため、｢予

３．事業計画案及び予算案の提出期限

第４号議案

監査会計委員会の編集協力による出版の
企画について

（提 案 者）監査会計委員会委員長

疋田

鏡子

（提案説明）当委員会において、関西学院大学商学
林

隆敏 教授と共同でKAMの欧州事例

分析を行い、研究成果を中日本五会研究大会等
での発表及び専門雑誌「企業会計」（中央経済

3月8日（金）
４．第2回予算特別委員会
3月28日（木）15:00〜
５．各部・委員会との予算折衝
4月2日（火）

会員異動

部長

ご案内

（提 案 者）経理部長

9:30〜17:00

６．第3回予算特別委員会
4月11日（木）15:00〜

社）に記事を連載してきたところである。つい
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特
集

報告事項
第１号

会長報告

第５号

（報 告 者）会長

告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

報

髙田

研究・CPE研修部報告

篤

（報告内容）1月報告が次のようにあった。
英国ではカリリオン社の不正会計事件を契機

１．第50回中日本五会研究大会（当番会：兵庫
会）の準備進捗状況について
（日

時）2019年3月23日（土）

寄

規制の在り方に関する動きがあり、今後、日本

稿

における監査制度や規制について影響が出る可

・午前

10:30〜12:00

能性がある。

・午後

13:00〜14:30

① 自由論題の部

引き続き、英国や世界の動向を注視いただき

② 統一論題の部

定例役員会

たい。

15:00〜17:00

③ 懇親パーティー 17:20〜19:00
（場

第２号

悟

（報告内容）

に、監査制度及びその監督について、大きな議
論となっている。公認会計士や監査業界を巡る

小松野

総務部報告

（報 告 者）総務部長

所）神戸ポートピアホテル

２．CPE協議会の開催結果について
安井

康二

３．CPE研修計画及び実施結果について

（報告内容）新年賀詞交歓会の実施結果について
地区会

（日

時）2019年1月9日（水）
18:00〜20:00

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

第６号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

荻窪

輝明

（報告内容）会員への業務推薦状況について

2階「ザ・グランド・ボール

○大阪府財産評価審査会委員の推薦

ルーム」

○大阪市不動産評価審議会委員の推薦

厚生部

（出席者）来賓等94名
会員・準会員261名、計355名

第７号

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会委員長

第３号

経理部報告

ご案内

（報 告 者）経理部長

山本

憲吾

（報告内容）「国際メッセ」の実施結果について
大谷

智英

（日

（報告内容）2018年度第3四半期の各部・委員会の
予算執行状況について

時）2018年12月25日（火）
18:00〜20:30

（場

所）ガーデンシティクラブ大阪

（参加者）国際業務説明会員11名、会員46名
会長活動報告

第４号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）公認会計士制度説明会（高校訪問）の
実施結果について

（報 告 者）経営委員会委員長

吉永

徳好

ＣＰＥ研修会

時）2019年1月8日（火）

力向上セミナー」の実施結果について
（日

15:10〜16:00
(参加者）1年生：200名

時）2018年12月17日（月）
16:30〜19:50

（場

所）大阪イノベーションハブ

（２）(高校名）大阪市立大阪ビジネスフロン

（テーマ）「経営をデザインする〜知財を活か

ティア高等学校

した事業価値の創出〜」

会員異動

(日

時）2019年1月10日（木）
①13:25〜14:15
②14:25〜15:15

(参加者）2年生:：①160名、②120名
事務局だより
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経営委員会報告

（報告内容）三会協働知財支援プロジェクト「企業

（１）(高校名）大和高田市立高田商業高等学校
(日

第８号
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（参加者）セミナー：76名、交流会:42名
※会員含む

特
集

第９号

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告
報

（報 告 者）学校法人委員会 知事所轄学校法人監査対
員会 専門委員 舩越

告

応専門委員会、学校法人監査検討専門委
啓仁

（報告内容）知事所轄学校法人監査対応専門委員
会、学校法人監査検討専門委員会の審議状況等
寄

について

稿

定例役員会 REPORT

第53事業年度
定例役員会

第10回定例役員会報告
2019年2月7日（木）18時〜20時15分
所：近畿会研修室

地区会

場

出席者：26名（役員数４2名）

審議事項

（２）監査の透明性向上への対応（監査上

第１号議案

（提 案 者）次期会長予定者

北山

久恵

（提案説明）第54事業年度の事業計画（案）につい
て下記のとおり説明があった。

の主要な検討事項等）および不正事
例の調査研究を行う。
（３）監査実務の実態調査（監査期間・時
間・報酬等）を行う。
２．公認会計士の活動領域の拡大に対する会

事業計画（案）

（１）地方公共団体、非営利法人（特に社
会福祉法人、医療法人）の会計・監

拓き、社会からの期待に応える

査の発展・充実に向けての調査研

Ⅰ．基本方針

究・活動を通じて、会員の業務遂行

監査・会計プロフェッションとして「イ
ノベーション」により、監査及び会計に対

を支援するとともに地域社会への浸
透・貢献を図る。

する社会からの信頼を確立するとともに、
（２）税務、コンサルティング、海外関係

と活躍支援を行い、公認会計士という職業

業務、組織内会計士、社外役員等、

の魅力を高め、これからの公認会計士業界

多様な分野で活躍する会員の業務遂

の未来を切り拓く。

行を支援する。

Ⅱ.重点施策
１．監査の品質の維持向上を目指した監査業
（１）テクノロジーの進化が監査に与える
影響を含め、これからの監査のあり
方について調査研究を行う。

３．多様な価値観を持つ優秀な人材が活躍で
きる魅力ある業界にするため、公認会計
士業界および近畿会におけるイノベー
ションの推進
（１）ダイバーシティ＆インクルージョン

会員異動

務の調査研究と情報発信

ＣＰＥ研修会

新たな時代に必要とされる会計人材の育成

会長活動報告

イノベーションにより公認会計士の未来を切り

ご案内

員への支援、地域社会への貢献
第54事業年度

厚生部

第54事業年度事業計画に係る基本方針並びに
重点施策について

の推進

17935
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組織横断的に「働き方改革」「職場

特
集

環境の整備」「多様なキャリアパ

進委員会の中、女性会計士委員会を包含す

ス」等の取組みを情報共有し、公認

るかたちで設置

報

会計士業界全体に提言を行う。

告

（２）近畿会の会務改革の推進
会務運営・情報発信・厚生行事・財

（常置委員会の名称の変更）
・社会・公会計委員会→公会計委員会
（小委員会の名称変更）

政など近畿会のあり方について検討

・学校法人小委員会→学校法人専門委員会

し会務改革を進め、会員の協会活動

・公益法人小委員会→公益法人専門委員会

寄

への参画・利用の促進、会員相互間

・NPO法人小委員会→NPO法人専門委員会

稿

の活発な交流等、協会活動の活性化

・社会福祉法人小委員会→社会福祉法人専門

を図る。

委員会

４．新たな時代を切り拓く魅力ある公認会計
定例役員会

士の人材育成

・医療法人小委員会→医療法人専門委員会
・CSR小委員会→CSR専門委員会

研修体系を見直し、監査・会計プロ
フェッションの人材育成のため、監査・

第３号議案

会計スキルのみならず、それらに関わる

社会・公会計委員会編小冊子「自治体の内部統制
〜地方自治法改正と内部統制」の発行について

コンサルティング能力を高めるための勉

（提 案 者）担当副会長

強会やセミナーを開催する。

（提 案 説 明 ）提案者より、当委員会では、2017年

地区会

５．公認会計士の認知度向上のための広報活
動と優秀な人材の確保

北山

久恵

（平成29年）6月の地方自治法改正により内部統
制に係る評価制度の導入が決定されたことを受け

厚生部

地域会として担うべき広報活動を効果

て、自治体での内部統制の充実について調査・研

的に行い公認会計士に対する社会の認知

究してきたところである。このたび研究成果とし

度を高め、これからの優秀な人材を確保

て取り纏めたので発行したいとの説明があり、審

する。

議の結果、承認された。

６．協会本部との適切な連携
協会本部の動向や最新情報の提供を通

第４号議案

じて会員の業務遂行の支援を行うととも

社会・公会計委員会編小冊子「公認会計士が活躍する
パブリック関連業務の基礎知識」の発行について

ご案内

に、必要に応じて協会本部に対して近畿

（提 案 者）担当副会長

会の会員の意見や取組みを集約し提言等

（提案説明 ）提案者より、当委員会で、初めてパブ

を行う。

北山

久恵

リック業務に携わる公認会計士の方々にその業務
内容を理解いただくことを目的として、公認会計

会長活動報告

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

士が活躍するパブリック関連業務を資料とし
て取り纏めたので発行したいとの説明があり、審
議の結果、承認された。

第２号議案

部・委員会の改編等について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

ＣＰＥ研修会

（提案説明 ）提案者より、近畿会の効率的、機能的
活動に向けて、部・委員会の改編を行いたいとの
説明があり、審議の結果、原案通り承認された。
（新設）

会員異動

・近畿会改革推進特別委員会
（専門委員会の設置）
・社外役員専門委員会→組織内会計士委員会
の中に設置

近畿会財政の在り方検討特別委員会の
提言書（案）について

（提 案 者）近畿会財政の在り方検討特別委員会
廣田

壽俊

（提案説明 ）提案者より、協会本部における「持続
可能な協会財政の在り方に関する提言」が公表さ
れたことを契機として、近畿会においても「近畿
会財政の在り方検討特別委員会」を設置して、近
畿会財政の在り方について検討してきたところで

事務局だより

・女性会計士専門委員会→ダイバーシティ推
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第１号議案

委員長

・ダイバーシティ推進委員会（常設）
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協議事項

17936

ある。このたび、検討結果を提言書（案）として

特
集

取り纏めさせていただいたので、ご意見等いただ

設置し、監査人が説明を行う際の守秘義務につ

きたいとの説明があった。

いての考え方を整理する予定である。

第２号

報

理事会報告

告

この協議事項については、活発な意見を踏ま
え、提言書（案）を若干手直しして、次回審議事

（報 告 者）理事

項とすることとなった。

（報告内容）１月16日開催の常務理事会及び１月

久恵

17日開催の理事会報告
■理事会

（報 告 者）会長 髙田

１．会計監査についての情報提供の充実に関
する懇談会

篤

・日本公認会計士協会として、高濱副会

（報告内容）2月報告

月4日

ついての情報提供の充実に関する懇談会」が取

・「懇談会報告書」をもとに、基準や布

りまとめた報告書、「会計監査に関する情報提

令の改訂に結び付くかどうかは不明

供の充実について」を公表した。

・1月22日付で、日本公認会計士協会

この報告書は「通常とは異なる監査意見等に

高濱副会長名で公表

係る対応を中心として」という副題が付されて

「金融庁・会計監査についての情報

意見不表明の場合の監査人の説明の充実につい

提供の充実に関する懇談会報告『会計

て記載されている。この報告書とともに公表さ

監査に関する情報提供の充実につい

れた概要には、監査人が自ら行った監査に係る

て』の公表を受けて」
１．協会財政の在り方検討プロジェクトチーム

とが求められることなどが記載されており、監

「持続可能な協会財政の在り方に関する

査報告書上での記載の充実はもとより、株主総

提言」に関する今後の予定

会その他の場面での説明を強く促す内容となっ

「持続可能な協会財政の在り方に関する

ている。

提言」に基づき、普通会費及び業務会費
に係る会則等を変更する。
２.「事務局長の設置に係る会則等の一部変更

・限定付適正意見…なぜ不適正意見でな
・意見不表明…なぜ意見表明できないと

要綱案」に関する件
■報告事項
１．会計監査についての情報提供の充実に関す

いう極めて例外的な状況に至ったのか
を記載する。

る懇談会会議報告に関する件
２．企業会計基準委員会審議事項に関する件

会長活動報告

いと判断したかについても記載する。

ご案内

とや、自らの説明責任を十分に果たしていくこ

厚生部

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

地区会

おり、限定付適正意見や不適正意見、あるいは

（１）監査報告書の記載での対応

定例役員会

長名で意見を出している。2018年12

平成31年1月22日、金融庁は、「会計監査に

説明を行うことは、監査人の職責に含まれるこ

稿

会長報告

会長報告

寄

報告事項
第１号

北山

（２）監査報告書以外での追加的説明による対応

第３号

総務部報告

を活用し追加的な説明を行う。企業側

（報 告 者）総務部長

も総会運営にあたり、監査人の意見陳

（報告内容）関西地区三会と東京会との懇談会（近

述機会を尊重する。
・株主総会の機会を活用できない場合であっ

（日

所）ザ・リッツ・カールトン京都
日本料理「水暉」

（テーマ）「任期3年間を振り返って」
（出席者）近畿会7名、京滋会5名
兵庫会5名、東京会8名
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きを受けて、「守秘義務の考え方整理P.T.」を

会員異動

なお、日本公認会計士協会では、これらの動

時）2019年2月1日（金）
17:00〜19:30

（場
令が改正される可能性もある。

康二

畿会当番会）の実施結果について

ても、適切な説明の手段を検討する。
これらについては、今後、監査基準や開示府

安井

ＣＰＥ研修会

・監査人は、株主総会での意見陳述機会

特
集

第４号

第７号

厚生部報告

（報 告 者）厚生部長

宮口

（報 告 者）会員業務推進部長

亜希

報

（報告内容）ボウリング大会の実施結果について

告

（日

（報告内容）

（日

所）桜橋ボウル

時）2019年１月30日（水）
10:00〜12:00

寄

（参加者）69名（ご家族含む）

稿

（場

広報部報告

（報 告 者）広報部長

輝明

研修機構共催）の実施結果について

13:30〜17:30

第５号

荻窪

１．企業向けセミナー（一般財団法人会計教育

時）2019年１月26日（土）

（場

会員業務推進部報告

所）近畿会研修室

（テーマ）「〜知的財産戦略セオリに基づい
種田

て技術で収益を上げる法〜知財戦

ゆみこ

定例役員会

（報告内容）

略・事業戦略と技術のコモディティ

１．公認会計士制度説明会（高校訪問）の実施
結果について

化後の日本企業の戦い方」
（出席者）一般企業21名、会員17名

（学校名）大阪市立大阪ビジネスフロンティア

２．会員への業務推薦状況について

高等学校
（日

大阪市会計室

時）2019年１月15日（火）

相談サポート業務に係る公認会計士の推薦

地区会

15:25〜16:15
（参加者）１年生

新公会計制度における会計

他1件

280名

２．ラジオ放送での公認会計士のPR活動について
（番組名）高岡美樹のべっぴんラジオ
厚生部

（毎週月〜木

午後3時〜5時）

（放送局）ラジオ大阪

第８号

監査会計委員会報告

（報 告 者）担当副会長

後藤

紳太郎

（報告内容）
１．第265回企業財務研究会（近畿会当番会）

（AM1314、FM91.9）

の実施結果について

（放送日）1/24（木）、1/31（木）

（日

2/7（木）、2/14（木）

時）2019年1月18日（金）
10:00〜12:00

ご案内

2/21（木）の計５回

（場

※各回の午後３時45分頃から7分程度、広

所）近畿財務局 会議室

（テーマ）「監査役等と会計監査人との連携」

報部員が出演

「監査上の主要な検討事項の導入」
（出席者）近畿会8名、京滋会5名

会長活動報告

第６号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

兵庫会3名、近畿財務局12名
小松野

悟

２．KAMについてのアンケート実施について

（報告内容）
１．第50回中日本五会研究大会（当番会：兵庫

ＣＰＥ研修会

会）の準備進捗状況について
（日

時）2019年３月23日（土）
①自由論題

会員異動

・午前の部

10:30〜12:00

・午後の部

13:00〜14:30

②統一論題の部

15:00〜17:00

所）神戸ポートピアホテル

２．CPE協議会の開催結果について
事務局だより

３．CPE研修計画及び実施結果について
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社会・公会計委員会報告

（報 告 者）担当副会長

北山

久恵

（報告内容）地方公共団体監査実務者研修会（第7
回）の実施結果について

③懇親パーティー 17:20〜19:00
（場

第９号

（日

時）2019年1月19日（土）
10:00〜17:30

（場

所）近畿会研修室

（テーマ）「地方公共団体の監査委員監査実施
上の留意点」
（出席者）地方公共団体監査委員事務局職員28名
会員等16名

特
集

第10号

経営委員会報告

（報 告 者）経営委員会委員長

第12号
吉永

徳好

１．（報 告 者）経営研究調査会

「Ｈ30年度ベンチャーを支援する人材育成セミ

光信

（報告内容）サステナビリティ保証専門部会の審

ナー」の実施結果について

議状況について
２．（報 告 者）公会計委員会

寄

時）2019年１月28日（月）

地方公会計・監査検討専門部会専門

所）日本弁理士会近畿支部

（テーマ）「弁護士、弁理士、公認会計士が

委員 菅原 正明
（報告内容）地方公会計・監査検討専門部会の審
議状況について

定例役員会

知っておくべきFintech（フィンテッ
ク）の基礎と実践」
（出席者）近畿会会員40名、大阪弁護士会32名
日本弁理士会近畿支部34名

第11号

稿

18:30〜20:05
（場

岡本

告

阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部）協働事業

サステナビリティ保証専門部会会長

報

（報告内容）三会（日本公認会計士協会近畿会、大

（日

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

IT委員会報告
後藤

地区会

（報 告 者）担当副会長

紳太郎

（報告内容）情報システムコントロール協会（ISACA)
大阪支部との共催研修会の実施結果について
（日

時）2019年１月16日（水）

（場

所）阪急グランドビル

厚生部

18:30〜20:30
会議室

（テーマ）「ブロックチェーン技術とその活用」
（出席者）会員等60名、ISACA会員52名
ご案内
会長活動報告
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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特
集

寄稿 CONTRIBUTION

報
告

翔る！ニッポンの公認会計士〜マニラ編〜
清水

敬輔

寄
稿
定例役員会

現在私は日本企業から派遣され、国際的な機関で

合にはほとほと参ります。ミーティングでは多国籍

働いています。オフィスはマニラにありますが、仕

の同僚が様々な訛りの英語を操り、私は議論から置

事の対象はアジア各国にまたがり、職場も国際色豊

いていかれる劣等生気分をいつも味わいます。

かです。日常から例を挙げると、ある日は、インド

「もっと若い頃に勉強を始めていたら」と思うもの

人、スペイン人同僚とともにＡ国国営会社へ出向い

の今さら仕方ありません。毎日オンライン英会話で

て打合せ。別の日は、シンガポールのドナー機関に

フィリピン人の先生と話し、部屋のテレビはCNN

対して、Ｂ国地方政府案件の進捗をイギリス人同

やBBCのニュースをつけっ放し、週末も英語学習に

僚、アメリカ人コンサルタントと説明。また違う日

時間を割く日々ですが、道のりは長いです。

地区会

は、同僚（インド人、シンガポール人、フィリピン

アジアにも国民の大半が英語を話せない国は多い

人、フランス人）、コンサルタント（フランス人、

です。それでも各国政府や地元大企業との会議に出

中国人、インド人）のチームでＣ国の開発予定現場

席すると、その国のエリート層である彼らは例外な

を視察、といった具合です。

く英語のミーティングをこなすことに気づきます。
英語を聴き、話せることがその国で良い職を得て出

厚生部
ご案内

元々私は海外志向が強かったわけでもなく、逆

世するための最低条件になっているのでしょう。日

に、関西ローカルの事業会社で職歴を積み、海外経

本では、英語が苦手でも他の得意分野で補えればい

験も新婚旅行くらいしかありませんでした。公認会

わゆる一流大学にも進学できます。いわゆる良い職

計士資格の取得が一段落した後、他の勉強にも目を

業にも就けます。公認会計士にだってなれます。自

向けようかなと考えたときに頭に浮かんだのは「積

国語の教育だけで社会的地位を得る機会が開かれて

年の英語コンプレックスを何とかできないか」とい

いることは日本の誇れるかけがえのない財産です

うことでした。大学以来英語から遠ざかっていた当

が、そんな国は世界では極めて稀であり、それが日

時35歳の私には、今さら英会話学校の門をくぐるこ

本の弱みになっていることも事実です。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

とさえ気恥ずかしかったのですが、勇気を奮ってと

40歳でアメリカへ渡る以前の私は「英語は数ある

もかくも近所の英会話学校に通い始めました。する

武器の一つに過ぎない。必要とする人が、必要に

と、やがてその話が会社に伝わり、英語文書作成や

なってから勉強すればよい」と思っていました。今

海外投資家対応も扱う部署に転勤になりました。し

では逆に「英語を使える日本人の層を分厚くするこ

ばらく働いていると、今度は「アメリカに1年間

とが先決で、この中から国際舞台へ出て行く人達が

行って来い」という社命を受けました。40歳にして

生まれていくのだ」と痛感します。日本は英語人口

初めての海外生活でした。

のすそ野が狭いために、国際社会でずいぶん損をし

会員異動

あの時、英会話学校に入門する一歩を踏み出さな

ています。例えばフィリピン人も韓国の歌手や俳優

かったら、いくつかの偶然を経て今のフィリピンに

はよく知っていますが、日本のタレントをほとんど

辿り着くこともありませんでした。今とは全く違う

知りません。大変洗練された芸能を持つ日本のタレ

人生が待っていたと思うと、転機というのは不思議

ントが、英語が壁となりアジアにも欧米にも発信で

です。

きないのは本当にもったいないと感じます。（一
方、日本のアニメはよく知られています。）

生きた英語を学ぶこと
海外駐在もアメリカとフィリピンを合わせ２年半

事務局だより

が経ちましたが、いまだに自分の英語のできなさ具
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日本が生き抜くために
海外に出ると、「世界の中での日本」を考える機

特
集

ま道を訊ねた日本人の反応、そうした記憶の一つ一つ

動する時代にあって、各国とも自国に有利な条件を

が日本に対する印象を形成します。彼らがそれを自国

引き出そうと交渉、競争の場でしのぎを削っていま

に持ち帰り、体験談として家族や友人に拡散し、「日

す。中国は経済大国としてアメリカと並ぶプレゼン

本ってこんな国」という見方が伝播していきます。日

スを誇ります。テレビニュースを見ていても、

本人に対する信頼感や親近感かもしれませんし、警戒

ニューヨークやロンドンのカウンターパートとして

感かもしれません。良い感情であれ悪い感情であれ、

アジア経済・金融の情報発信を行う拠点はシンガ

それが蓄積され回り回って、将来の日本政府や企業の

ポールや香港であり東京ではありません。

国際交渉力に確実に影響を与えます。意識するせざる

寄

今後、世界の中で日本がどれだけの存在感を保て

に関わらず、私たちは日本にいながらにして国際外

稿

るかは、経済活動や安全保障の発言力・交渉力に直

交する機会が増えています。「ずっと国内にいるか

結します。どれだけ多くの日本人が国際舞台へ出て

ら英語は要らない」という時代でもありません。
話がだいぶ漂流しましたが、結局自分が何を申し

露出を増やすことで日本のプレゼンス向上に貢献で

たかったのか思い返すと「英語の勉強を始めるのに

きるはずです。

遅すぎることはない」ということでしょうか。（そ

「Japanese」として観察されるのを感じます。彼ら

やっていられません。）

の一生の中で日本人に対面する機会は多くありませ

海外業務なんて自分には

ん。私との一期一会がJapaneseに対する記憶のすべ

関係ない、と思っている

てになる可能性さえあります。自分はJapanese代表

特に若手会計士の皆さ

として恥ずかしくない振る舞いをできているか、そ

ん。勇気を出して踏み出

う考えると自然と背筋が伸びます。国の外交は外交

すその一歩がもしかした

官のみがするものではなく、民間の交流が大きく寄

ら偶然を呼び込んで、当

与することを実感します。

初予想もしなかった場所
へ自分を連れて行き、物

心を持って日本を訪れ、街中の日本人の何気ない行動

事の見方まで変えてしま

をよく見ています。電車内の乗客の様子、デパートで

うかもしれませんよ。

有名なマニラ湾の夕日を
バックに、手にはフィリ
ピンのナショナルブラン

の親子のやり取り、レストラン店員との対話、たまた

ドビール「サンミゲル」

ご案内

関西にも外国人旅行客が増えました。彼らは好奇

厚生部

う信じないと、私自身が
地区会

私がアジア諸国を訪れると、現地の人々から

定例役員会

めの死活問題です。会計士人材も、もっと世界への

告

行き自己主張できるかが、日本が未来を生き抜くた

報

会が嫌でも増えます。各国間のパワーバランスが激

『 翔る！ニッポンの公認会計士 』で紹介した国
EUROPE

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

カナダ
メキシコ

ASIA

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
フィリピン

ＣＰＥ研修会

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

会長活動報告

※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。

オーストラリア
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OCEANIA

特

集

第 回 リレー随筆

私の回では、本頁に掲載頂いております１枚の

試験合格者︵２０１４年登録︶の身野と申します。

森田さんよりバトンを頂きました、２０１０年

衣服を着て、同じく硬い表情で写っています。年

ともせず直立し、横の祖父は軍服を模したような

父は旧日本軍の軍服と思われる服を着て、にこり

が、私が特に驚いたのは二人の衣装でした。曾祖

の様子も現代とは全く異なっているものでした

よく集まり、最後の日々を惜しみながら過ごして

てからの一年近くは、今までにない頻度で親族が

体調不良から病院で検査を受け、癌の告知を受け

集まる機会は少なくなっておりましたが、祖父が

孫達があらかた成人して社会人となり、親族で

祖父の写真

写真の思い出について書かせて頂きます。拙い文

齢や時代を考えれば至極当たり前のことなのです

いました。

くなりました。癌でした。

章で恐縮ですが最後までお読み頂けますと幸いです。

が、あぁ祖父は戦中の生まれだったのかと、再認

先ほどの写真は、最後の数ヶ月の中で、祖父の

が子どもの頃は大変厳しい父親だったそうです

祖父は義肢装具士として長く働いた職人で、母

なっていたこの写真について、祖父にいろいろ質

かったのですが、後日帰省した際に、ずっと気に

す。この写真が出てきた時には私は帰れていな

識される出来事でした。

が、私は初孫ということもあって幼いころからと

問しました。残念ながら軍服を着た写真について

家で荷物の整理をしていた時に出てきた写真で

歳を過ぎてス
マホとＬＩＮＥを使いこなし、家にはこだわりの

この後に曾祖父は出征したそうで、当時の話を

は﹁全然覚えとらん﹂とのことでしたが、実際に

てもかわいがってもらいました。
こちらの写真は、祖父の家へ帰省していた母か

帽子やストール、サングラスが多数並んでいると

私の７歳下の妹の結婚式では、いつまでたっても

思えばこうして昔の話をたくさん聞いたことは

ら昔の写真が多数出てきたとＬＩＮＥで共有を受
あり、色あせも進んで長い年月を感じさせるもの

結婚しない初孫に痺れをきたしたのか、お前はどう

なかったように思います。これまでも、間接的

色々と聞くことができました。

でしたが、その中でも特に古いであろうこの１枚

なっとるのかと呆れられた際には立つ瀬はありませ

いう、気の若くオシャレな祖父でした。

の写真を見て大変驚きました。

や、断片的に昔の話を聞くことはありましたが、

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

けたような心境でした。今となってはもっと聞い

くことで、過去から今までに至る祖父の物語を聞

んでしたが、式の中ではこれまで見たことのない笑

その写真は、祖父の生家の前で取られたもの

寄

もう１年以上前になりますが、そんな祖父が亡

昔から今に至るまでの何枚もの写真を基に話を聞

けた中の１枚です。写真の多くはモノクロ写真で

80

顔で写真に写っていたのが印象的でした。

で、若いころの曾祖父と幼い祖父が並んで立って
おり、恐らく偶然映り込んだのであろう曾祖母が

告

後ろに小さく映り込んでいるものです。家や道路

報
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115

特

集

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

リレー随筆

報

ておけば良かったと思いますが、この写真をきっ
かけに少しでも思い出話を聞くことができたこと
は貴重な機会でした。
なお、写真の話は、祖父の家の近くにある喫茶
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店で聞いていました。その店はたまに祖父が訪れ
る店のようで、祖父よりさらに年老いた女性店主
や、同じく高齢の常連客数名がいる落ち着いた雰
囲気の店でした。私は初めて入ったのですが、祖
父は店主に﹁孫は公認会計士をしておりまして﹂
と私を紹介してくれました。残念ながら店主に
まったく心当たりのない単語だったようで、顔に
は﹁？﹂が浮かんでいましたが、祖父が会計士と
いうワードを出してくれたことが私にはうれし
く、少し誇らしい気持ちになれた思い出です。

そんな祖父の死から１年以上経過しまして、祖
父不幸な孫も、生前の祖父に両親より早く紹介し
ていた彼女と、ようやく今春に結婚する予定で
す。将来どのような家庭を築いていけるかはわか
りませんが、私も自分の孫に写真を見せながら、
﹁昭和﹂、﹁平成﹂や新元号の思い出を語れるよ
うに、沢山の写真を撮っておきたいと思います。

私のリレー随筆は以上となります。最後までお

将之

読み頂き誠にありがとうございました。

身野

第115回

特
集

地区会 REPORT
報
告

近畿実務補習所第34期、初めての同期会
近畿実務補習所第34期生 代表世話人 栗原 貴子

寄
稿
定例役員会

2019年2月9日、北新地の「はし本」で近畿実務補習

それから30年、一時は最高値の1/5以下にまで落ち

所第34期の同期会が初めて開催されました。同期59

込んだ日経平均ですが、平成が終わろうとしている

人のうち20人が出席というなかなかの盛況。世話人

今でも到底この数字に遠く及ばないことになろうと

の堀さんの絶妙な配慮により、くじ引きで引いた席に

は、当時いったい誰が想像したでしょうか。

は途中席替えもあり、美味しい料理をいただきなが

超難関といわれる試験に合格して、監査法人から

ら、たくさんの同期の人達と旧交を温めることができ

はまるで金の卵のように青田買いされ、日本経済は天

たものです。

井知らずの好景気、職業会計人として意気揚々と大海

地区会

補習所の同期生というのは、学校の同期生とは違っ

原に漕ぎ出した我々を待っていたのは、失われた20

て、二次試験合格時には現役の大学生から社会人の転

年ともいわれる、出口の見えない平成の大不況だった

職組まで、世代もキャリアもかなり幅広いものだと感

のですから。30年前のNYダウが現在のおよそ1/10

じたものでしたが、30年ぶりに再会してみると、みな

だったということを考え合わせると、改めて平成とい

一様におおむね50代のおじさん、おばさんになって

う時代の日本経済の底なしさ加減が感じられます。そ

おり、それなりの貫録を身にまとっており、年齢や

んな平成という時代の日本経済を、公認会計士とし

キャリアの差はどうやら解消されていたようです。

て、あるいは税理士として、
（あるいは政治の世界に身

厚生部

30年間一度も会うことがなかった同期でも、この

を置いていた同期もいましたが(￣▽￣;)）縁の下から

間過ごしてきた時間はだいたい似たようなものだっ

支えてきたまさに「平成の地上の星」こそが私たちの

たようです。監査法人で手書きの調書を書いていた

世代だったのではなかったのでしょうか。

ご案内

時代から始まって、四半期決算や品質評価で監査業

同期の中にはそろそろリタイヤを考えていると口

務が多忙を極めるようになり、監査小六法がだんだ

にする人もいました。そうですね、一度きりの人生、

ん分厚くなり、調書の作成はパソコンが当たり前に

子育てもだいたい終わっているようですし、仕事も

なり、でもそのパソコンも夜九時以降は使えなくな

いいですが、これからは仕事以外でもぜひ人生を充

り・・。そして同期の多くが適当なところで監査法人

実させていきましょう。

会長活動報告

を退職して個人事務所を開業して税務が仕事の中心

近畿実務補習所第34期生の皆さん、今回出席いた

になり。誰かが口を開けば、30年という時間が嘘だっ

だいた方も、今回は残念ながら出席できなかった方

たように、それぞれの経験を共有できてしまうよう

も、また次の機会にもぜひお会いしましょう。世話人

に思えたのも不思議なものでした。

の労をとってくださった、沖さん、多田さん、堀さん、

私たちが二次試験に合格した1988年（昭和63年）
というのは、今から思えばですが、色々と特別な年

ＣＰＥ研修会

だったようです。昭和の最後の期だったということ、
北区堂山町の当時の近畿会の地下会議室で補習所が
実施された最後の期だったということ、かの勝間和
代さんが19歳という当時の歴代最年少で合格した年
だったということ。

会員異動

また、私たちが補習所で学んだ昭和63年から平成
元年はまさにバブル崩壊前夜でもありました。昭和
63年の年初には21,564円であった日経平均が2年間
で約二倍になり、平成元年の大納会、12月29日には
38,957円という史上最高値をつけたのです。しかし

事務局だより
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ありがとうございました。次回もぜひ、よろしくお願
いします。

特
集

厚生部 REPORT
報
告

旅行写真部 秋の嵐山散策ツアー
宗像 宏治郎

寄

いました。当日は好天に恵まれ絶好の散策日和でし

寺ですが、深く苔むした庭園に鮮やかな紅葉が映え

稿

2018年11月17日（土）に秋の嵐山散策ツアーを行

ていました。

た。お子さん連れのご家族も多くご参加いただき総勢
定例役員会

13名でのツアーとなりました。京都駅集合で嵯峨嵐
山まで嵯峨野線で移動しましたが、秋の行楽シーズン
で電車も土曜日とは思えない混雑ぶりでした。
午前中は渡月橋と天龍寺を回りました。10月の
台風で被害を受けた渡月橋ですが、現在はすっかり

地区会

復興しており、多くの人がカメラを片手に橋を渡っ
ていました。渡月橋からの山々の色付きは翌週くら
いがピークらしくまだ緑色が濃かったのですが、空
万歩計が15000歩を超えるハードな行程でした

た。天龍寺では八方睨みで有名な雲龍図を拝観しま

が、小さなお子さんも最後まで音を上げず元気に歩

した。法堂の天井中央に描かれた雲龍は立体かと見

いてくれたのでほっとしました。最後は皆さん思い

紛うばかりの迫力でした。子供たちも雲龍とにら

思いの店を覗きたいとのことで現地解散としまし

めっこをしながら法堂の中を行ったり来たりしてい

た。帰りの電車では爆睡してしまう程の疲れようで

ました。

したが、秋の嵐山を満喫できた楽しい一日でした。

スをいただきました。肉厚でジューシーなステーキ

次回も季節の名所を巡る旅を企画したいと思いま
すので、是非皆さんご参加ください。

ご案内

お昼にはステーキハウス「ぼるた」でお肉のコー

厚生部

の青さとのコントラストはなかなか良いものでし

もさることながら酸味の効いたトッピングを
あしらったトマトやホタテ風味のブロッコ
会長活動報告

リーなど前菜の野菜がおいしかったです。
午後からは常寂光寺と祇王寺を回りまし
た。常寂光寺は小倉山の斜面で高低差がある
ためか山門を上がっていくと紅葉の色付きも

ＣＰＥ研修会

よく、山は深紅や黄色に染まっていました。
子供たちも紅葉狩りに夢中で色鮮やかな落ち
葉を次々手にしていました。最後に落ち着い
た小径を通り祇王寺に行きました。小さな尼

会員異動
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特
集

厚生部 REPORT
報
告

テニス交流会 講評
厚生部サポーター 相本 忠弘

寄
稿
定例役員会

2018年12月22日（土）に近畿会趣味の会による

ができるスポーツですので、テニスを今までしたこ

テニス交流会（練習会）を大阪にある江坂テニスセ

とがない方も、ぜひこの機会に始めてはいかがで

ンターのインドア（室内）コートで実施しました。

しょうか。このテニス交流会のようなイベントは、

寒さが厳しい時期の実施となりましたが、インドア

普段なかなか交流の機会がない他の監査法人や個人

コートということもあり、暖房設備が管理されてお

事務所にお勤めの方、一般企業にお勤めの方等、

り、大変快適にテニスを楽しむことができました。

様々な経歴の方とテニスを楽しみながらコミュニ

今回の練習会では、ご家族含めて7名の皆様にご

ケーションをとることができる大変良い機会だと思

参加いただきました。少なめの人数にはなりました

います。

地区会
厚生部

が、その分、多くのボールを打つことができ良い練

また、次回のテニス交流会は6月下旬を予定して

習になりました。練習内容としては、始めにミニラ

おります。今回参加された方はもちろん、テニスを

リー等の基礎練習を実施して体を温めた後は、スト

したことがない初心者の皆様もぜひ、気軽に参加い

ロークラリーやサービス練習を行いました。今回、

ただけますよう、まずは趣味の会（テニス部）の登

ご参加いただいたメンバーはテニス経験者が多かっ

録からよろしくお願い致します。テニス部への登録

たこともあり、その後はダブルスの試合を行いまし

を希望される方は、近畿会事務局までご連絡お願い

た。私自身がそうですが、試合となるとなかなか普

致します。

段の練習通りにプレーすることが難しいも
のです。それでも試合をすることにより、
ご案内

練習とは違う緊張感の中で、テニスの楽し
さを実感することができます。いつもと異
なるペアや対戦相手と試合をすることも大
変良い刺激になり、その中でも良いプレー

会長活動報告

が飛び出すと、また試合をして勝ちたいと
いう気持ちが沸き上がってきます。
昨今、テニス界では大坂なおみ選手や錦
織圭選手の活躍もあって、改めてテニスの

ＣＰＥ研修会

注目度が高まってきていると感じていま
す。テニスは老若男女を問わず楽しむこと

会員異動
事務局だより
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特
集

ご案内
報
告

海外会計・監査調査研究基金資産(岡本ファンド)による
海外派遣の募集について

寄
稿

協会では、このたび、海外会計・監査調査研究基金資産運営要領に基づく海外派遣の募集を実施いたします。
海外会計・監査調査研究基金資産（岡本ファンド）は、1993年7月に故・岡本丸夫会員（兵庫会）からの寄付
金1億円をもって、海外研修の機会が十分でない公認会計士の方に、アジアを中心にその機会を提供するととも
会に設けられました。基金の使途目的は、「会員の監査能力向上のため、海外における日本企業(合弁会社を含
む。）の経営及び会計に関する調査・研究等（会員の海外派遣及び研修を含む。）とする。」（海外会計・監査
調査研究基金資産運営要領第3条）となっています。

定例役員会

に、現地進出日系企業の経営活動がどのような環境下で行われているかの理解を深めること等を趣旨として当協

当該基金では、現地大学での研修を中心とする形式での海外派遣を実施しており、2008年以降100名を超える
詳細は募集要項のとおりですので、派遣を希望する方は、当該基金及び募集要項の趣旨をご理解いただいた
上、ご応募くださるようお知らせする次第です。

地区会

会員を中国（北京）の中央財経大学及びシンガポールの南洋理工大学へ派遣しています。

なお、応募締切りは、2019年3月29日（金）必着です。

厚生部

海外会計・監査調査研究基金資産による海外派遣募集要項（2019年度）
１. 派遣先

修に必要な経費は協会にて負担しますが、個人に係

2019年度はシンガポールの南洋理工大学に派遣

る費用や夕食代は自己負担といたします。

いたします。

6名程度

（１）原則として、応募時点で満50歳以下の公認会

ご案内

６. 応募資格
２. 募集人数

計士。
（２）海外会計・監査調査研究基金資産の趣旨に賛
同し、かつ現地の日本企業の経営活動を理解

2019年9月1日（日）〜9月7日（土）

するために、その国の会計及び監査等を積極
的に学ぼうとする意欲ある方等で海外研修の
機会が十分でない公認会計士の方を対象とい

派遣前に行う国内研修で習得した知識を基礎とし

たします。

て、現地大学にて本研修用の講義を受講し、現地の

（３）現地大学での講義は、原則すべて英語による講

会計・監査制度、税制、経済情勢等を学習すること

義となるため、ある程度の英語力（目安とし

により、現地進出日本企業の経営活動がどのような

て、TOEIC730点以上）が必要となります。

環境下で行われているかの理解を深めること等を研

※英語の講義には日本語の通訳は付きません。

７. 応募方法
５. 派遣費用について
現地研修費、大学内施設宿泊費(朝食・昼食含む。)、

所定の申込書に次の書類を添えて郵送にてお申し

会員異動

修の主目的といたします。

ＣＰＥ研修会

４. 研修内容及び研修目的

会長活動報告

３. 派遣期間

込みください。
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旅費、保険料、国内交通費、国内研修費等の直接研

特
集
報
告

（１）履歴書（書式不問）

なお、2018年度海外派遣の報告（概要）は『会

寄

（２）職務経歴書（書式不問）

計・監査ジャーナル』2019年2月号に掲載してお

（３）応募動機（A4版1〜2枚程度、書式不問）

り、報告書（全文）は協会図書資料室で閲覧いただ

（４）TOEIC公式認定証の写し（過去3年以内に取

けます。

稿

得したもの）

13. 派遣決定の取り消し
８. 応募締切日

派遣の決定後、健康上の理由、相手国の受入状況

定例役員会

2019年3月29日（金）必着

等不適当な事由が生じた場合は、派遣を取り消すこ
とがあります。

９. 選考及び決定
応募された方の中から、海外会計・監査調査研究基
金資産運営委員会（以下「委員会」という。）による

地区会

書類審査及び面接を経て派遣者を決定いたします。

14. 現地での行動について
研修に当たっては、団体行動を含め、その他本件
派遣に係る諸事項について誓約書に署名していただ

なお、派遣者の選考に当たっては、当該基金の趣

きますので、予めご承知おきください。また、協会

旨に鑑み、中小・個人事務所に勤務しており、海外

あるいは旅行会社等の随行者はつきませんので、ご

経験を積む機会が少ない会員を優先させていただき

了承ください。

厚生部

ます。
また、選考結果については応募者全員に通知いた

15. 申込み、問合せ先

します。選考の後、派遣が決定した方に対しては、

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1

その後協会に対して提出が必要となる書類等につい

日本公認会計士協会

てご連絡をいたします。

Tel：03-3515-1120

総務・法務グループ
Fax：03-5226-3351

ご案内

e-mail：jicpa-okamoto@sec.jicpa.or.jp

10. 面接予定日

以上

2019年6月4日（火）
時間は追ってお知らせします。また、予備日は原
会長活動報告

則的に設けておりません。

【備考】海外会計・監査調査研究基金資産運営要領
（一部抜粋）
第３条

基金資産の使途目的は、会員の監査能力

ＣＰＥ研修会

11. 結団式及び国内研修会等

向上のため、海外における日本企業（合

派遣決定者は派遣に先立ち、事前準備として、結

弁会社を含む。）の経営及び会計に関す

団式、国内研修会及び事前打合せ会に必ず参加して

る調査・研究等（会員の海外派遣及び研

いただきます。日程は以下のとおりです。

修を含む。）とする。

(1) 結団式：6月18日（火）

第５条

第３条による調査・研究等のため、海外に

(2) 国内研修会：7月〜8月初旬に実施

派遣された者は、事後、可及的速やかに海

(3) 事前打合せ会（1〜2回程度）

外会計・監査調査研究基金資産運営委員会

会員異動

に、その概要を報告するものとする。

12. 帰国後の報告
派遣者は、海外会計・監査調査研究基金資産運営
要領第5条に基づき、帰国後、その概要を委員会に

事務局だより

報告していただきます。
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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
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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
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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

告

平成31年1月22日、金融庁は、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」が取りまとめた報告書、「会計監査

報

TOPICS

会務報告

に関する情報提供の充実について」を公表しました。この報告書は「通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として」と
いう副題が付されており、限定付適正意見や不適正意見、あるいは意見不表明の場合の監査人の説明の充実について記載され
ています。

稿

や、自らの説明責任を十分に果たしていくことが求められることなどが記載されており、監査報告書上での記載の充実はもと

寄

この報告書とともに公表された概要には、監査人が自ら行った監査に係る説明を行うことは、監査人の職責に含まれること
より、株主総会その他の場面での説明を強く促す内容となっております。
（１）監査報告書の記載での対応
・意見不表明…なぜ意見表明できないという極めて例外的な状況に至ったのかを記載する。
（２）監査報告書以外での追加的説明による対応
・監査人は、株主総会での意見陳述機会を活用し追加的な説明を行う。企業側も総会運営にあたり、監査人の意見陳述

定例役員会

・限定付適正意見…なぜ不適正意見でないと判断したかについても記載する。

機会を尊重する。
・株主総会の機会を活用できない場合であっても、適切な説明の手段を検討する。
なお、日本公認会計士協会では、これらの動きを受けて、「守秘義務の考え方整理P.T.」を設置し、監査人が説明を行う際

地区会

これらについては、今後、監査基準や開示府令が改正される可能性もあります。
の守秘義務についての考え方を整理する予定です。

日

付

曜日

水

1月31日

木

間

会務の内容

場

所

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

13:00〜15:00

地域会会長会議

日本公認会計士協会

打合せ会

ザ・リッツ・カールトン京都

2月5日

火

13:30〜15:30

総務打合せ会

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

2月7日

木
18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

自主規制体制検討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

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜16:00

理事会

日本公認会計士協会

16:00〜17:00

理事懇談会

日本公認会計士協会

2月19日

火

2月20日

水

9:30〜11:30

2月21日

2月22日

木

金

(作成月日:2019年2月25日)
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会員異動

関西地区三会と東京会との懇談会および懇親会

ＣＰＥ研修会

17:00〜17:30

会長活動報告

金

ご案内

2月1日

厚生部

1月30日

時

特
集
2018年度

近畿会開催CPE研修会 2019年2月実績及び3月予定
報
実施月日

時

間

分野

単位

研修会テーマ

告
2 月 4 日 14:00〜17:00

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

組 織 関西地区三会共催研修会
（研究・CPE研修部）

3

環 境「3時間で学べる民法改正」

師

中井康之氏（弁護士、法制審議会民法（債権関
係）部会委員）

本部税務業務部会共催DVD研修会
「新しい事業承継税制〜平成30年改正の概要と留

寄

13:00〜14:40 税 務

意点」
（前半）

2

稿

（2018年11月21日税務業務部会研修会（第62回））

2 月 5 日

本部税務業務部会共催DVD研修会
「新しい事業承継税制〜平成30年改正の概要と留

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））

定例役員会

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
不正
事例

「監査提言集の解説〜「期末日近くの取引」ほか〜」

北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

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）

例等を踏まえて−」
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」

地区会

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）

春季全国研修会
「中小企業施策調査会

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

関係税制改正・予算（補助金の説明）等について」

厚生部

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」

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

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

ご案内

「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」
15:00〜16:40 会 計

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

会長活動報告

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）

「平成31年税制改正」

植木恵氏（公認会計士）
大立目克哉氏（本部非営利法人委員会非営利業
務支援専門部会公益法人分科会分科会長）
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）

2

ＣＰＥ研修会

〜メンバーファームでの多様なキャリア〜」

岡本卓也氏（公認会計士）、木村元紀氏（公認会
計士）、徳岡碧氏（公認会計士）

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー（第3回）〜IFRS学び直し講座「有

3 月 8 日 13:30〜16:30 会 計

3

形固定資産（IAS第16号）、資産の減損（IAS第36

新開朋春氏（有限責任 あずさ監査法人）

号）、従業員給付（IAS第19号）」〜」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）
3 月 1 2 日 18:30〜21:00

組 織「経理部員のためのビジネス・アナリティックス入門

3

会員異動

環 境 〜ビッグデータからデータ・アナリティックスま

小澤義昭氏（桃山学院大学経営学部教授、公認
会計士、米国公認会計士（ニューヨーク州））

での基礎〜」
田宮秀樹氏（公認情報システム監査人（CISA）、
3 月 1 3 日 18:30〜20:30 監 査

関西地区三会共催研修会（IT委員会）

「外部委託先管理の再整理」

2

システム監査技術者、公認内部監査人（CIA）公
認情報セキュリティマネージャー（CISM）、内
部統制評価指導士（CCSA））

事務局だより
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特
集

時

間

分野

報

実施月日

単位

研修会テーマ

師

告

関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）

橘内進氏（公認会計士）、坂本直弥氏（公認会計

3 月 1 5 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4回）

2

〜海外で活躍する独立系会計士〜」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

士）、野瀬大樹氏（公認会計士）、洞大輔氏（公認
会計士）、堀切泰孝氏（準会員）

学
舩越啓仁氏（公認会計士）

3

寄

3 月 1 8 日 14:00〜17:00 監 査 校法人小委員会）

稿

「平成30年度学校法人の会計・監査における留意事項」
DVD研修会
10:00〜11:40 倫 理「会計専門職の職業倫理」

（2019年1月23日

2

東京会研修会）

DVD研修会

定例役員会

3月20日

「不正調査の基礎知識〜デジタルフォレンジック
13:00〜16:00 監 査 の活用〜」

3
不正
事例

（2018年4月4日

東京会研修会）

（2018年6月8日

近畿会DVD研修会と同内容）

第50回中日本五会研究大会（自由論題の部 午前）
10:30〜12:00

（会場：神戸ポートピアホテル）

2

※テーマによって研修コードが異なります※

地区会

第50回中日本五会研究大会（自由論題の部 午後）
13:00〜14:30

（会場：神戸ポートピアホテル）

2

※テーマによって研修コードが異なります※

3月23日

基調講演：松本祥尚氏（関西大学会計専門職大
学院

第50回中日本五会研究大会（統一論題の部）
15:00〜17:00 監 査「監査を取り巻く環境〜最近の学生の動向を踏まえて〜」

研究科長教授）

パネルディスカッション：勢志恭一氏（兵庫

2

会）、内海靖氏（京滋会）、玉垣奈津子氏（近畿
会）、三井孝晃氏（兵庫会）

厚生部

会）、伊藤貴俊氏（東海会）、山田文禎氏（北陸

（会場：神戸ポートピアホテル）

DVD研修会
10:00〜11:40 監 査「監査提言集の解説〜「確認」
「継続企業の前提」ほか〜」

（2018年12月7日

2
不正
事例

冬季全国研修会）

3月26日

13:00〜14:40 倫 理

応、ローテーション等-」

（2018年12月5日

ご案内

DVD研修会
「改正倫理規則等の概要について-違法行為への対

2

冬季全国研修会）

DVD研修会
「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」

（2018年10月26日

2

秋季全国研修会）

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会

社会

3 月 2 7 日 15:00〜18:00 監 査 福祉法人小委員会）

川本寛弥氏（本部非営利法人委員会非営利業務
支援専門部会専門委員）、神原正明氏（本部社会

3

「社会福祉法人の法定監査の留意事項について」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会

保障委員会社会福祉法人小委員会委員長）

公

菊地幹夫氏（内閣府公益認定等委員会事務局、
3

「内閣府公益認定等委員会事務局研修会」

公認会計士）、矢本浩教氏（近畿会非営利会計委
員会公益法人小委員会委員長）

3月28日

田口聡志氏（同志社大学大学院商学研究科
18:30〜20:30

組 織 関西地区三会共催研修会
（IT委員会）
環 境「AI時代の会計・監査の危機：実験で考える」

2

教

授・公認会計士、同大学免許資格課程センター
所長、同大学技術・企業・国際競争力研究セン

ＣＰＥ研修会

13:30〜16:30 会 計 益法人小委員会）

会長活動報告

15:00〜16:40 税 務

ター（ITEC）ディレクター）
大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）

3 月 2 9 日 14:00〜17:00

コンサル
ティング

①法務面の留意点（プラニング、中間契約、DD、最
終契約、クロージング等）
②アウトバウンドM&Aとタックスストラクチャ

藤本一郎氏（弁護士、弁護士法人創知法律事務
3

所大阪オフィス）、谷口浩二氏（公認会計士・税
理士、デロイトトーマツ税理士法人）

会員異動

「クロスボーダーM&A」

リング
（会場：大阪弁護士会館）
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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

寄

もっとわかる 学校法人会計の仕組みと決算書の見方

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

稿

白井一馬・内藤忠大・村木慎吾
濱田康宏・岡野 訓・北詰健太郎
清文社 刊
定価2,600円+税

定価より15％引き（送料別）

定例役員会

学校法人会計の要点と仕組み、実務を
初心者にもわかりやすいよう豊富な図表
とともにまとめた入門書。財務分析は私
学事業団の財務比率の多くを取りこんで
ビジュアル化し、子ども・子育て支援新
制度の解説も収録しています。

地区会

医療法人の法務と税務 第四版

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

改訂増補 実践／一般社団法人・信託活用ハンドブック

梶間栄一 著
ぎょうせい 刊
定価3,600円+税
組合員特価

URL

組合員特価

著

定価より15％引き（送料別）

一般社団法人および信託の基礎知識をコ
ンパクトにまとめ、一般社団法人の設立と
運営、遺言代用信託の活用法など、実践Ｑ
＆Ａを会話形式で解説。さらには、一般社
団・財団法人にまつわる法人税・所得税・相続税等の法制度まで
を具体的に解説しています。

鼎談 不正―最前線 〜これまでの不正、これからの不正〜

朝長英樹 監修／佐々木克典・竹内陽一 編著
法令出版 刊
定価4,200円+税

八田進二・堀江正之・藤沼亜起
同文舘出版 刊
定価1,900円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

厚生部

本書は、医療法人の法務と税務に関し、
実務経験を積んだ執筆陣が、実務において
生ずる多くの疑問点等を抽出し、その疑問
点等に対して、医療法をはじめとする関係
法令や各種通知等を踏まえ、深度ある検討
を行い、充実した内容の回答を提示しています。

著

定価より15％引き（送料別）

わが国を代表する企業の不正事件が立
て続けに発生しています。なぜ企業不正
はなくならないのか？内部統制・ERM・
監査との関係を踏まえ、不正の発生原因
や不正への対処方法について、不正およ
びガバナンスの専門家による鼎談を収録したものです。

ご案内

2019年版会計監査六法シリーズ販売のご案内
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発刊されました。当組合では、組合員の皆様に特別価格で販売い

会長活動報告

たします。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。※表示の組合員特価は2019年9月末日までの価格です。
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）

金融会計監査六法

（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

ニッポンレンタカーのご案内
車を借りるなら、ニッポンレンタカーの「ワンデイスキップ」をご利用ください。
ヤナセプレミアムレンタル（メルセデス・ベンツ/Audi/BMW）もご用意しております。
「ワンデイスキップ」は
①一般料金より20％〜最大55％割引でご利用いただけます。

会員異動

②ご利用の2時間前までにご予約いただける、インターネット限定商品です。
③ご予約からお支払いまですべてWEBで完了するので、ご出発時もスムーズです。
（クレジットカードでWEB決済を行っていただきます。）
専用入口

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/

ID:7438

PASSWORD:38142（半角）

当組合のホームページ「クルマ」の「ニッポンレンタカー」からアクセスできます。

事務局だより

※このサービスは組合員を対象としております。未加入の方は加入の上ご利用ください。
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会員異動
会 員

準 会 員

監査
法人

計

3,554

36

3,590

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

35

757

計

合計

803

4,393

佑介
大雄
雅之
啓斗

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

山根
山村
山本

将 （四号準会員）
慎太郎
（四号準会員）
侑 （四号準会員）

告

公 認
会計士

山内
山口
山田
山手

報

会 員 数

（2019年1月31日現在）

今井

隼也

櫻井

優太

入会者

川相
川西
佐藤
佐野
田伏
中井
太田
塩田
西川
大住
月城
柳田

知正 （会
員）
英之 （会
員）
有
（会
員）
和弘 （会
員）
史明 （会
員）
学
（会
員）
謙児 （四号準会員）
啓
（四号準会員）
正大 （四号準会員）
真一郎（四号準会員）
良
（四号準会員）
忠克 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）

菊池
鈴木
豊中
中澤
中村
金築

太志
雅士
俊幸
直規
武浩
広之

員）
員）
員）

前仲

邦昭 （会
員）
（四号準会員）
剛

【自宅】
紙森
嶋本
田嶋
中島
藤原
江角

聡司
雅之
大祐
芽生
良樹
篤人

（会
（会
（会
（会
（会
（会

（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（会
員）
（四号準会員）

【事務所・自宅】
浅井
東屋
古山

和也 （会
圭逸 （会
稔朗 （会

德田

会長活動報告

転入者
庫
庫
庫
京
国
京
滋
庫
庫
海
国

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

会員異動

兵
兵
兵
東
四
東
京
兵
兵
東
中

ＣＰＥ研修会

1月11日〜29日
伊藤 美智子
（会
員）
枝川 哲也 （会
員）
（会
員）
康徳
髙島
古矢 義和 （会
員）
山内 堂徳 （会
員）
中平 圭子 （二号準会員）
西村 直樹 （四号準会員）
江口 慧 （四号準会員）
岸本 将吾 （四号準会員）
清原 裕平 （四号準会員）
古林 純一 （四号準会員）

転出者
員） 兵

17957

庫

会

へ
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事務局だより

1月17日〜29日
内田 正剛 （会

ご案内

大樹 （四号準会員）
幸治 （四号準会員）
梨紗子
（四号準会員）
佳奈 （四号準会員）
貴史 （四号準会員）
晃久 （四号準会員）
朗人 （四号準会員）
悠沙 （四号準会員）
祐貴 （四号準会員）
一真 （四号準会員）
一樹 （四号準会員）
聡太郎
（四号準会員）
和樹 （四号準会員）
雄亮 （四号準会員）
結佳子
（四号準会員）
翼 （四号準会員）
沙綾 （四号準会員）
俊弥 （四号準会員）
弥樹 （四号準会員）
駿季 （四号準会員）
直希 （四号準会員）
圭太 （四号準会員）
真隆 （四号準会員）
弘輝 （四号準会員）
大輔 （四号準会員）
公貴 （四号準会員）
賢吾 （四号準会員）
裕 （四号準会員）
良河 （四号準会員）
和也 （四号準会員）
朋子 （四号準会員）
力斗 （四号準会員）
拓哉 （四号準会員）
ひとみ
（四号準会員）
絢子 （四号準会員）
佑里 （四号準会員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

厚生部

寺西
土井
土井
田路
中川
中谷
中村
名東
新里
西方
西脇
野田
橋本
花光
馬場
濱垣
原
平井
平岩
福嶌
藤本
筆前
堀
増田
松井
水野
三瀬
光吉
三宅
宮崎
宮原
宮本
村上
村山
森本
守屋

大松 祐介 （会
武田 直也 （会
立川 裕子 （会
伊達 洋彦 （会
松村 達也 （会
大川 裕介 （会
中喜多 智彦（会
藤井 信行 （会
藤本 幸治 （会
松永 太郎 （会
八代醍 和也（会
岩本 大
（会
請川 隼人 （会

地区会

1月24日付
尼﨑 裕子 （四号準会員）
荒木 友斗 （四号準会員）
石塚 瑛将 （四号準会員）
伊藤 迅 （四号準会員）
井若 麻香音
（四号準会員）
上村 美乃 （四号準会員）
麻植 大幹 （四号準会員）
大城戸 健太
（四号準会員）
大
徳恭 （四号準会員）
大西 真圭 （四号準会員）
岡山 優太 （四号準会員）
押谷 直樹 （四号準会員）
金川 諒祐 （四号準会員）
川口 哲也 （四号準会員）
川島 渉 （四号準会員）
川村 優香 （四号準会員）
川本 竜 （四号準会員）
北岡 里菜 （四号準会員）
木津 純菜 （四号準会員）
木之下恵鯉子
（四号準会員）
高
英實 （四号準会員）
(高山 英實）
小岩 弘和 （四号準会員）
小園 優佳 （四号準会員）
小山 弥 （四号準会員）
崔
世昊 （四号準会員）
重松 英明 （四号準会員）
芝本 尚也 （四号準会員）
島津 敬弘 （四号準会員）
白井 遼平 （四号準会員）
杉本 奈穂 （四号準会員）
髙石 純平 （四号準会員）
高寄 透 （四号準会員）
竹中 恭平 （四号準会員）
田中 翔子 （四号準会員）
陳
健人 （四号準会員）

【事務所】

定例役員会

1月24日付

1月11日〜29日

稿

資格変更（準会員から会員へ）

会員名簿記載事項の変更

寄

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

特
集
報
告
寄
稿

二宮
洪
村田
井川
一宮
清原
田村
西澤
益井
矢倉
山村
梅本
勝本
長野

基 （会
員）
性禎 （会
員）
哲三 （会
員）
翼 （会
員）
誠 （会
員）
大 （会
員）
圭 （会
員）
高陽 （会
員）
大輔 （会
員）
志保 （会
員）
千鶴 （会
員）
輝 （四号準会員）
紗貴 （四号準会員）
慎一郎
（四号準会員）

退会者

京 滋 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
東 海 会 へ
兵 庫 会 へ
北部九州会へ

小西
髙桑
佐藤
浅井
大島
柏原
村井

幹男 （会
員） 1 1 月 1 日 付
員） 1 1 月 6 日 付
秀明 （会
日出雄（会
員） 12月10日付
和也 （会
員） 1 月 2 4 日 付
照師 （二号準会員） 1 月 2 4 日 付
穗 （会
員） 1 月 2 4 日 付
大志 （会
員） 1 月 2 4 日 付

死
死
死
業
業
業
業

務
務
務
務

廃
廃
廃
廃

亡
亡
亡
止
止
止
止

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。

定例役員会

（2019年3月13日〜4月15日）

近畿会および各部各委員会行事予定
地区会

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

3.13 （水）
IT委員会研修会

研修室18:30〜20:30

厚生部

非営利会計委員会 公益法人小委員会研修会

研修室13:30〜16:30

3.15 （金）

予算特別委員会

会長室15:00〜16:00

中堅・若手会計士委員会

正副会長会

会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会議室16:00〜19:30

IT委員会研修会

研修室18:30〜21:00

キャリアデザイン・ワークショップ第４回

研修室18:30〜20:30

3.18 （月）
非営利会計委員会 学校法人小委員会研修会

研修室14:00〜17:00

4. 2 （火）
予算個別折衝

3.20 （水）
DVD研修会

研修室10:00〜16:40

ご案内

4. 3 （水）
監査事例研修会

3.22 （金）
会員業務推進部

会議室12:00〜13:00

4. 8 （月）

補習所同期会世話人会

会議室17:00〜20:00

監査事例DVD研修会

研修室・会議室11:00〜17:00

研修室11:00〜17:00

4.10 （水）

3.26 （火）
会長活動報告

DVD研修会
社会保障委員会

会議室 9:30〜17:00

医療法人小委員会

研修室10:00〜16:40

監査事例DVD研修会

会議室18:30〜20:30

4.11 （木）

3.27 （水）

研修室18:00〜20:10

予算特別委員会

会長室15:00〜16:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会研修会

研修室15:00〜18:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:30

定例役員会

研修室18:00〜20:00

ＣＰＥ研修会

4.12 （金）
監査事例DVD研修会

研修室18:00〜20:40

4.15 （月）
監査会計委員会研修会

会員異動
事務局だより

DVD研修会内容: 3月20日（水） 10:00〜11:40
13:00〜16:00
3月26日（火） 10:00〜11:40
13:00〜14:40
15:00〜16:40
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研修室13:30〜15:30

「会計専門職の職業倫理」
「不正調査の基礎知識〜デジタルフォレンジックの活用」
「監査提言集の解説〜「確認」「継続企業の前提」ほか〜」
「改正倫理規則等の概要について−違法行為への対応、ローテーション等−」
「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」

特
集

事務局だより
員

中谷

洸太

・会 員 望月 朋子氏のご尊父 橋留
2019年1月28日ご逝去 満68歳
・会 員 神原 正明氏のご尊父 勝義様
2019年2月2日ご逝去 満92歳

志様

寄
稿

・会 員 山崎 滋稔氏（兵庫会）
2019年1月22日ご逝去 満62歳
・会 員 藤井 昶夫氏（京滋会）
2019年2月1日ご逝去 満102歳
・会 員 藤野 次雄氏（京滋会）
2019年2月16日ご逝去 満92歳
・会 員 原
典雄氏（京滋会）
2019年2月17日ご逝去 満90歳

告

・会

【弔事】

報

【慶事】

【寄贈図書】
寄

贈

者

編集・発行

■四半期報告書記載例

大阪土地家屋調査士会

平成30年版第3四半期提出用

基本編

熊本県土地家屋調査士会

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
■民事再生実践マニュアル（第２版）

寄

寄

編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所

贈

者

軸丸欣哉、野村剛司、木村真也

贈

者

山形康郎、中西敏彰
著

発

行

宝印刷株式会社
宝印刷株式会社

地区会

編

定例役員会

■2016熊本地震〜それぞれの未来へ

軸丸欣哉、野村剛司、木村真也
山形康郎、中西敏彰
株式会社青林書院

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。

ご案内
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

厚生部

厳しい寒さが続く時期ですが、立春も過

ぎて少しずつ暖かくなってきましたね。

﹁１月は行く﹂、﹁２月は逃げる﹂、﹁３

月は去る﹂と言われています。寒かった１

月は新年会や賀詞交歓会等の年明け行事の

間にあっという間に過ぎ去り、２月は節分

に始まって確定申告業務の中であっという

間に過ぎ去りました。３月は﹁去る﹂で

春になると桜のほか、梅、桃も見ごろの時

す。３月が去れば桜の季節です。

期になります。梅の見ごろは２月から３月上旬

で、桜や桃に比べると開花時期が早く、春の訪

れを告げる花とも言われています。花の色は、

白と赤のほか、ピンク色のものもあるようで

す。花びらは丸く、枝に点々と咲きます。筆者

の地元は三重県の伊賀地方なのですが、実家近

くの月ケ瀬梅渓では毎年今頃の時期になると梅

の最盛期を迎えて、圧巻の景色になります。桜

の見ごろは３月下旬から４月上旬です。最近で

は開花時期が早くなってきましたね。ほんのり

とピンク色の花びらは、先が割れているのが特

徴です。枝の一か所から複数の花が房状につく

ので、満開になると木全体を花が覆います。

﹁花より団子﹂のお花見が楽しみです。桃の見

ごろは３月から４月です。梅と同じで枝に直接

花がつきますが、一か所に２つの花が咲くので

梅よりも花が多い印象になります。桃の花は先

がとがっています。濃いピンクの花や白に近い

花があり、１本の木に混ざって咲くこともある

ようです。

常田英貴

年度末のあわただしい時期を迎えますが、

︵会報部

みなさんも身近な春を見つけてみてはいかが

でしょうか。

仰星監査法人
①法定監査
②株式上場支援業務

会員異動

③経営・財務に関するコンサルティング
応 募 資 格

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

TEL:06-6265-8461

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

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
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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
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