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是非ご出席ください!!

第50回中日本五会研究大会
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報告 REPORT
告

時：2019年3月23日（土）10:30〜19:00
所：神戸ポートピアホテル
午前の部 (10:30〜12:00)

（Ａ）収益認識に関する会計基準についての考察
会計制度委員会
近藤

（Ｄ）若い世代が考える今後の公認会計士協会
近畿会

雅治氏、渡部

俊樹氏

（Ｂ）最近の注目された税務に関する裁判例・裁決例
東海会

林

隆一氏

望氏、綾木

彰吾氏

中野

誠亮氏、和田

泰史氏

リアの実態調査

〜私立学校法と私立学校振興助成法等との対比

〜平成29年度アンケート〜（全体報告）
近畿会

歩氏

女性会計士委員会
原

繭子氏、小野寺和子氏

久木田佳代氏、吉田

Ⅱ. 自由論題

近畿会

髙村

（Ｇ）社会福祉法人開示データの活用

明彦氏、原田

貴志氏

組織内会計士小委員会
板倉

弘典氏、渡邉

晋氏

（Ｊ）監査役等と会計監査人との連携について

敦氏

（Ｈ）政治資金の現状と課題

ご案内

武田

組織内会計士委員会
増田

東海会

徳康氏

厚生部

に対する公認会計士の役立ちについて

（Ｉ）組織内会計士の倫理

〜プロ経営者育成・派遣を通じた100年企業の創造〜

北陸会

由佳氏

午後の部 (13:00〜14:30)

（Ｆ）後継者難による地域製造業のサプライチェーン崩壊

東海会

地区会

を通じた考察〜
武市

奥澤

（Ｅ）公認会計士のワーク・ライフ・バランス＆キャ

（Ｃ）学校法人制度の在り方について

京滋会

中堅・若手会計士委員会

〜監査役に対するアンケート結果について

近畿会

松山

治幸氏、中谷

兵庫会

渡邉

直樹氏

洸太氏

近畿会

監査会計委員会
孝司氏、柴原

啓司氏

疋田

鏡子氏、藤村

允実氏

山添

清昭氏、渡部

靖彦氏

会長活動報告

奥村

Ⅲ．統一論題の部（15:00〜17:00）
挨

拶

（パネルディスカッション）
会長

林

俊行氏

日本公認会計士協会

会長

関根

愛子氏

◆テーマ
『監査を取り巻く環境〜最近の学生の動向を踏まえて〜』
（基調講演）
関西大学会計専門職大学院教授・研究科長
祥尚氏

関西大学会計専門職大学院教授・研究科長 松本

祥尚氏

兵庫会

勢志

恭一氏、東海会

伊藤

貴俊氏

北陸会

山田

文禎氏、京滋会

内海

靖氏

近畿会

玉垣奈津子氏

◆コーディネーター
兵庫会

三井

孝晃氏

会員異動

松本

◆パネリスト

ＣＰＥ研修会

日本公認会計士協会兵庫会

講師

定例役員会

兵庫会

稿

Ⅰ. 自由論題

寄

■日
■場

報

第50回中日本五会研究大会

閉会の辞
日本公認会計士協会近畿会

会長

髙田

篤氏

Ⅲ．懇親パーティー（17:20〜19:00）
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特
集

自由論題の部
報
告

A

寄

収益認識に関する
会計基準についての考察

稿
兵庫会

会計制度委員会

定例役員会

はじめに

収益認識基準等の導入により、支給品の譲渡に

我が国においては、これまで収益認識に関する包

かかる収益は認識しないとともに、買戻し義務の

括的な会計基準はなかったが、海外における包括的

有無で支給品の消滅を認識するかどうかが決まる

な会計基準の整備を受け、企業会計基準委員会

こととなるが、実務の適用に際しては下記の論点

（ASBJ）より2018年3月に企業会計基準第29号

があげられた。

地区会

「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適
用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指
針」が公表された（以下、基準・適用指針を合わせ
「収益認識基準等」という）。
本研究発表においては、収益認識基準等の概要に

厚生部

ついて解説がなされた後、実務への影響が大きいと
考えられる4つのテーマについて、現行実務の紹
介、新収益認識基準等の適用における論点整理、

（支給元）
・契約書に明記されていない場合等における買戻
し義務の実質判断
・支給品全量の買戻し義務が無い場合の収益認識
方法
・支給品の消滅を認識しない場合の在庫管理対応
（支給先）

ご案内

IFRS適用会社の開示例の分析による考察結果が発

・支配移転の有無の判断と在庫認識の要否

表された。

・加工品の売上計上に係る総額/純額の判断

収益認識基準等の概要
まずはじめに、議論の前提として、適用範囲、適

（２）金型取引
部品メーカーにおける金型に関する取引実務と

会長活動報告

用時期、基本となる原則（収益を認識するための5

しては、①販売による一括売上処理

②分割均等

ステップ）、及び適用指針で認められている重要性

回収等における期間に応じた分割収益計上

等に関する代替的な取り扱い（契約変更や有償支給

品単価への上乗せで回収することが一般的となっ

取引等の８項目）に関する解説がなされた。

ているが、収益認識基準等の導入により、新たに

③部

下記のような論点について問題提起がなされた。
ＣＰＥ研修会

研究テーマ4項目に関する考察
今回の研究発表においては、実務への影響が大き
い4つのテーマ、すなわち（１）有償支給取引、
（２）金型取引、（３）変動対価、（４）本人代理
人についてとりあげられ研究発表が行われた。

・金型販売契約と部品販売契約との結合の要否
・履行義務の識別及び、履行義務の充足による収
益認識（一定期間or一時点）
・取引価格の算定（分割払いの場合の金融要素の

会員異動

検討）
（１）有償支給取引
現行実務では有償支給取引の契約内容や在庫リ

IFRS先行適用事例は大規模の完成品メーカー

スク等の負担関係等により、実態に応じた処理が

会社が多いことから参考となる有用な開示例が少

個別判断で行われてきたところである。

ないが、部品メーカーにおいては、法的所有権・

事務局だより
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支配の移転の有無だけでなく、業界慣行や完成品

・販売店に対する奨励金の売上収益からの控除等

メーカーとの関係から取引形態が多様と考えられ
（４）本人代理人

報

ることから、金型取引は留意すべき領域であり、

現行実務では代理人取引でも取引当事者として

記の論点に留意して会計処理を行うとともに、取

売上高が総額で表示されている実務も見受けられ

引形態によってはリース会計基準の適用可能性も

るが、収益認識基準等においては本人/代理人の

併せて検討する必要があることも報告された。

どちらに区分されるかにより、売上計上額につい
寄

ては総額/純額が決定されることになる。
いわゆる値引き、リベートのほか、返品付き取
引等については、現行会計実務ではリベートを販

大手商社を中心としたIFRS適用会社の開示例
の分析結果も報告され、実務への影響が大きいこ
とが改めて確認できた。

最後に
本研究発表には多くの会員が参加され、収益認識

た対価が変動する可能性がある部分を「変動対価」

基準等への関心が高いことが改めて伺えた。本稿は

として定義づけるとともに、変動対価の額を見積る

当日の研究発表の一部を限られた紙面で紹介したに

ことが要求される。変動対価の見積方法については

過ぎず、筆の行き届かないところも多いと感じてい

最頻値法と期待値法があるが、開示例によると最頻

ます。研究発表資料はインデペンデンス（今回より

値法が多いとの分析結果が紹介された。

申込者のみの配布となります）に掲載予定ですの
で、ぜひ近畿会HPより申込みいただき、熟読され

IFRS適用会社の開示例の分析結果の紹介がなさ

ることをお勧めいたします（Webでも閲覧可能とな

れた。

る予定）。

・従来販売費に計上されていた一部のリベート

【発表者】

・返品調整引当金と関連するP/L表示

近藤

厚生部

また、変動対価に関連した下記項目に関する

雅治氏、渡部

俊樹氏
（報告：和田林一毅）

・別個の履行義務とされた無償の財またはサービ

ご案内

スの移転による売上収益の繰り延べ

B

東海会

林

会長活動報告

最近の注目された税務に関する
裁判例・裁決例

隆一

の2つがあり、また重要な考え方として、租税法の

最初に租税法の基本的な考え方の説明があり、そ

解釈、租税法の適用があります。それぞれの内容と
しては次の通りです。

ＣＰＥ研修会

１．はじめに
の後、具体的な事例について説明されました。事例

地区会

収益認識基準等においては顧客との当初合意し

定例役員会

管費で計上する等、異なる会計処理が採用されて
きたところである。

稿

（３）変動対価

告

取引が収益認識基準等の範囲に入る場合には、上

については最近の事例のみならずメルクマールに
されました。

・租税法律主義：課税権の行使方法に関する原則の
ことで、①課税要件法定主義、②課税要件明確
主義、③合法性の原則、④手続的保障原則で構
成しており、法的安全性及び予測可能性を満た

租税の基本原則は、租税法律主義、租税公平主義

す機能を果しています。

17993
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２．租税法の基本

会員異動

なった過年度の事例も織り交ぜ、分かりやすく紹介

特
集

・租税公平主義：税負担の配分に関する原則です。

事件で認められた雑所得を認めず、一時所得であ

・租税法の解釈：原則として文理解釈によるもので

るとの結論が下され非常に注目されました。しか

報

あり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべき

し、その後東京高裁での平成28年4月21日判決と

告

ではないことを意味しています。

最高裁での平成29年12月15日判決ではいずれも

・租税法の適用：課税要件事実の認定が前提条件に
なることを意味しています。

雑所得という結果が下されました。〔払戻金78億
円、馬券購入費72億円〕
東京事件は納税者がこれまでとは異なる主張を

稿

す。納税者が課税処分結果に対して不服がある場

行いました。大阪事件と札幌事件は雑所得か一時

合、まずは課税当局に不服申立を行い、そこでも認

所得かを争った事案でしたが、東京事件は事業所

められなければ初めて訴訟を行うということになり

得であると主張しました。取引状況としては、払

ます。これを不服申立前置主義といいます。

戻金22億円、馬券購入費28億円で大幅な赤字に

定例役員会

寄

租税争訟については、不服申立と訴訟がありま

また、納税者と課税当局との争いは争点といわ

なったこともあり、結果としては当初から赤字が

れ、争点は裁判所が判決を下すに当たって最も重要

生じるような所得は事業所得と認められないとの

だと考えるポイントになるものであり、事実に関す

判決でした。(最高裁平成29年12月20日)

る争点と法解釈に関する争点があります。この争点
地区会

について裁判が行われます。

横浜事件は東京事件と同様、事業所得であると
主張しました。原告はコンピュータープログラ

厚生部

３．事例紹介

マーであり馬券に関するプログラム作成を行い、

事例については、債務免除益の源泉徴収をめぐる訴

また、他には何も仕事をしていなかったですが、

訟の推移、必要経費、非居住者に対する源泉徴収義

結果は事業所得とは認められませんでした。(最高

務、先例となる最高裁判決、最近の判決とその後の影

裁平成30年8月29日)。

響といった様々な切り口で、30以上の事例について
紹介されました。ここではその一部を紹介します。

■必要経費要件の充足に関する事例
父が営む事業（プロパンガス販売業等）に関し

ご案内

■馬券訴訟

て、原告である子が営む会社に業務委託（プロパ

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

新聞でも報じられていましたが、馬券に関する

ンガスの配達業務等）を行い、外注費を支払って

訴訟がいくつか提起されています。原告の住所地

いました。課税当局はこの外注費については事業

に基づき、大阪事件、札幌事件、東京事件、横浜

所得の必要経費にあたるということに異論はない

事件などと呼ばれ5つの事案があります。最初は大

としています。その後、父の事業を子が相続する

阪事件です。「外れ馬券の購入費用を経費として

ことになりましたが、外注取引を続け外注費を支

控除できるか」という点が問題になりました。こ

払っていました。課税当局はこの場合、原告自身

の結論を導くために、所得区分、すなわち、一時

の仕事を原告自らがすることになったとして必要

所得なのか雑所得なのかが検討され、次に、外れ

経費として認められないとし、更正処分を行いま

馬券の購入代金について経費控除が認められるの

した。そこで、この費用の必要経費性について争

か争われました。結果は、納税者が主張した雑所

われました。

得が認められ、また外れ馬券の購入費用も必要経

結果は、裁判では課税当局の主張を認める判断

費として認められました。（最高裁判決平成27年

を下されました。（大阪地裁 平成30年4月19日)

3月10日）〔払戻金36億円、馬券購入費31億円〕
会員異動

■弁護士費用が必要経費に該当するかの争い
次の札幌事件では、大阪事件の最高裁の判決(平

所得税法更正処分取り消し訴訟によって、過納

成27年3月10日)から2ヶ月後の平成27年5月14日

金の還付(7,321万円)及び還付加算金(1,661万円)

に東京地裁で判決が出されましたが、結果は大阪

を得た場合、当該訴訟追行に要した弁護士費用

事務局だより
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(1,796万円)は、還付加算金の雑所得に掛る必要
経費にあたると原告が主張し争われました。

・歯科技工所のみなし仕入れ率に日本標準産業分
類を適用することの可否(最高裁平成18年6月

項及び地方税法17条の4第1項による法律上当然

・ストックオプションの権利行使益の所得区分
(最高裁平成18年10月24日)
・過納金の還付と相続税(最高裁平成22年10月15日)

及び訴訟追行が雑所得である本件還付加算金を生

・武富士事件（最高裁平成23年2月18日）

ずべき『業務』に該当するということはできず、

・大島訴訟（サラリーマン税金訴訟）（最高裁昭

として（毎年当該雑所得を取得しているといった

和60年3月27日）
・ホステス報酬からの源泉徴収事件（最高裁平成
22年3月2日）
・生保年金二重課税事件（最高裁平成22年7月6日)

（東京地裁平成28年11月29日）
など多岐にわたり税金訴訟の事案を紹介されました。
■その他

定例役員会

状態は想定できない）、認められませんでした。

稿

務』に該当するものがあるということもできない

寄

に加算され支払われるものであって、前訴の提起

他に雑所得である本件還付加算金を生ずべき『業

告

結果は、本件還付加算金は、国税通則法58条1

報

24日)

（報告：植村達生）

・弁護士・税理士夫婦事件（最高裁平成17年7月
地区会

5日）

C

厚生部

学校法人制度の在り方について

〜私立学校法と私立学校振興助成法等との対比を通じた考察〜
京滋会

マとして発表が行われた。

歩

の概要を公開している学校が多く、例えば事業活動

ご案内

私立学校法における学校法人制度の在り方をテー

武市

収支計算書の小科目まで公開している法人は全体の
40％未満にとどまっている。

平成30年度の学校基本調査によると、私立大学の

財務情報開示については、以下が課題と考えられる。
・開示する情報は、社会の理解と協力を得るため

である。学生数は2,144千人で全体の73.7％となっ

に十分な情報量であり、利害関係者の要求に応

ており、多種多様な学生の教育・社会への輩出等を

えられているか

担い、社会基盤の形成に大きく貢献している。しか

・情報公開は、現状では、補助金の適正配分を目

し、18歳人口減少の一方で学校数は増加の一途をた

的とする私立学校振興助成法（以下、助成法）

どっており、今後は淘汰が進むことが予見される。

において適用される学校法人会計基準を利用し
ている。公開されている財務情報は私立学校法

は、社会に対する説明責任を十分に果たすことが重

（以下、「私学法」）の目的に即した有用な情

要であり、その一端として、適切な財務情報の開示

報となっているか

が強く求められている。
財務情報を一般公開している学校法人は全体の
99.7％であり、情報公開が進んでいるが、計算書類

会員異動

私立学校が社会からの理解と協力を得るために

ＣＰＥ研修会

数は603校であり、大学全体に占める割合は77.1％

会長活動報告

１．財務報告制度の現状と課題

また、学校法人の監査体制について整理すると、
助成法では会計監査人の監査報告書を必須としてい
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る一方で、私学法では会計監査人の規定はなく、学

平成27年度から適用が開始された学校法人会計基

校法人の機関という位置づけではない。公益財団法

準の一部改正時にも検討が行われ、助成法における計

人等と比較すると、学校法人（私学法）では監事が

算書類の体系は、外部報告を目的とする私学法の計算

会計監査も実施する体制となっていることが、大き

書類としても利用可能であると考えられる。ただし、

く異なる。

個別の会計処理（基本金、減損会計、継続事業の前

それにも関わらず、非常勤の監事が94％を占め、
半数以上が年間10日も出勤されておらず、半数程度
寄

が4日以内に会計監査を終了しているというデータ

稿

もある。

提）に関しては、計算書類を組み替える等の対応が必
要になる部分もあるとの見解が述べられた。
また、会計監査の在り方については、私学法を根
拠とする会計監査人を設置することで、業務監査を

定例役員会

会計監査制度における課題は、以下の通りである。

監事、会計監査を会計監査人が実施するという役割

・監事監査体制の実態から見て、学校法人は財務

分担が明確になり、財務報告の信頼性向上に資する

報告内容のチェック機能として有効な会計監査

体制になると考えられる。さらに、監事の独立性を

体制を整備し、開示する財務情報は利害関係者

確保する法律関係の整備、ないし監事・会計監査人

にとって信頼に値するものとなっていると言え

の選任に関する考え方や規定をステークホルダーに

るか

積極的に開示する等の対応を行うことで、独立性に
関する疑念を持たれないようにする努力が必要であ

地区会

２．財務報告制度の在り方について

ると、まとめられた。

学校法人の財務報告を利用する利害関係者として

厚生部

は、学生生徒等（保護者含む）、教職員、取引関係

発表後、質疑応答が行われ、知事所轄の小規模学

者、地域社会、所轄庁が考えられる。また、それぞ

校法人に関する見解や、監査の立場だけでなく学校

れにとって価値のある情報としては、教育提供能力

法人の組織内で会計士が活躍・支援を行う際に必要

や経営継続能力（短期・長期の収支情報）が考えら

なスキル等について、議論が交わされた。
（報告：國山しのぶ）

れる。

ご案内
会長活動報告

D

若い世代が考える
今後の公認会計士協会
近畿会

中堅・若手会計士委員会

ＣＰＥ研修会

2018年末における中日本五会に所属する会員及

し、そのアンケート結果についてパネリストと考察

び準会員の合計8,676名のうち、40歳未満の会員数

を行うとともに、これからの協会活動について、次

は3,906名と、会員全体に占める若手会員の割合は

世代を担う中堅・若手会計士が議論した内容が発表

45%と非常に高くなっている。しかしながら、若手

された。

会計士の協会活動への参加意欲は低い。
会員異動

アンケートの概要

本論題においては、協会活動への参画意欲が低い
若手会計士のニーズを把握し、若手にとってより魅

対

力的な協会活動を実践していくきっかけとするた

象：中日本五会に所属する40歳未満の協会会員
（準会員も含める）

事務局だより

め、40歳未満の会員を対象とした「若手会計士の会

期

計士協会活動に関する意識調査」アンケートを実施

回答数：278名（回収率7.1%）
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会計士を取り巻く環境の変化について

への広報活動の周知を行うとともに、若手向けの

近年、監査法人の大型化により、従来は公認会計

交流会の機会を増やし、協会活動に参加するきっ
報

士協会の役割として、業務に関する専門情報の提供

かけを与える必要がある。

告

やCPE等の研修制度が会員にとって重要であった
が、若手会員の多くが監査法人に勤務している現状

２．情報化社会への対応

がほとんどであり、CPEについても監査法人内の研

体が主体であり、新しい媒体による配信等が行わ

修で事足りており、若手会員がわざわざ公認会計士

れておらず、必要な情報が届けられていない。

協会に足を運ぶ動機付けはほとんどなくなってきて

SNSやほしい情報を選択できるようにする等、時

いることから、監査法人に所属する若手会員の協会

代に即した情報提供手段を導入する必要がある。

一方、組織内勤務の会計士も大幅に増加し、女性

３．物理的に参加できない
働き方改革や働く女性が増える中で、時間的制

多様化が進み、会計士を取り巻く環境が大きく変化

約や場所的な制約により参加できない会員が増え

しているにもかかわらず、協会活動が十分に変化に

ている。会員が自由に利用できるeラーニングの

対応できていないとの意見がアンケート結果からみ

導入や多様なニーズに合った開催日時の工夫等、

てとれる。

柔軟な参加手段を提供する必要がある。

会計士協会の問題点と今後の改善策について

地区会

会計士の働き方も変化しており、会計士の働き方の

４．心情的に参加しにくい
情報開示の不足により、若手が参加しにくいと

題点と改善策について各パネリストによるディス

の印象を与えている。協会活動のオープン化のた

カッションがなされた。

め、SNSや動画の利用等の時代に合った情報開示

１．多様化するニーズへの対応

を行う必要がある。また、若手限定の交流会等を
実施し、若手が参加しやすくすることも必要であ

織内会計士は、「必要なコンテンツがない」との

る。また、監査法人の協力体制を構築し、役員以

意見が多く、多様化するニーズにあったコンテン

外でも参加しやすい環境を醸成する必要がある。

ツを十分に提供できていない。属性のニーズに応

ご案内

監査法人勤務者は、「必要性を感じない」、組

厚生部

アンケート結果から、公認会計士協会の現状の問

じたセミナーの実施、情報の提供を行うととも

定例役員会

活動への参画意欲は低くなっている。

稿

大量の情報に埋もれる情報化社会の中で、紙媒
寄

では、むしろ専門情報は監査法人内で完結すること

【発表者】
奥澤

れ、利用しやすい環境を整える必要がある。ま

和田

望氏、綾木

彰吾氏、中野

誠亮氏

泰史氏

た、広報活動に若手を巻き込んでいき、会員内部

（報告：奥澤

望）

会長活動報告

に、開催日時の工夫やeラーニング等を取り入

ＣＰＥ研修会
会員異動
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公認会計士のワーク・ライフ・バランス
＆キャリアの実態調査

E

〜平成29年度アンケート〜（全体報告）
寄
稿

近畿会

女性会計士委員会

定例役員会

2017年12月に実施した「公認会計士のワーク・

特に管理職以上の世代の男性は、「男性が仕事を

ライフ・バランス及びキャリアに関するアンケート

し、女性が家庭（家事・育児等）を受け持つ」とい

調査」の分析結果に係る全体報告として、当該アン

う役割分担を行っているケースが主流派であった。

ケート結果を分析し、6つの提言としてとりまとめ

業界では、上記主流派の働き方を前提とした制度が

たうえでその内容を発表した。

長年運用され、多様な働き方を許容するという考え

地区会

提言1：世代間の意識格差〜残業の観点から
働き方において、30代以下は「評価される側」の
理論、40代以上は「評価する側」の理論があり、
その意識の違いを認識する必要がある。

厚生部

残業については、30代以下の世代では「評価され
ている」「期待されている」という肯定的なイメー
ジが強いのに対し、40代以上の世代では「仕事以外

が組織文化として定着しているとまでは言い難い。
共働き世帯でも、女性側の方が男性側よりも家
事・育児の従事時間は長い傾向にある。
そのため、上記状況を認識したうえで、女性会員
の労働・育児時間のバランス確保の支援や、男性会
員の家事・育児参加を促すことが望まれる。

提言３：世代間の意識格差〜共働きの観点から〜

にやることがない」「残業代を稼ぎたい」という否

40代以上の世代は男性だけが働く世帯が主流で

定的なイメージももつ傾向にある。

あったが、30代以下は男女ともに働く共働き世帯

ご案内

ここから被評価者（30代以下）は評価者（40代

が主流に。しかし、家事・育児の負担は依然、女

以上）が残業する人を高く評価すると期待し、評価

性中心となっており、男女の役割分担は過渡期に

者（40代以上）は被評価者（30代以下）の評価に

ある。

あたり残業を重視しない傾向が推察される。

家事・育児に取り組む男性の増加も踏まえつつ、多

会長活動報告

このような、働き方に関する価値観について被評

様な価値観・働き方に対応可能な制度設計を行う

価者・評価者相互の認識のズレは、働き方と関連性

とともにそれを受容する組織風土を醸成する必要

のある人事評価についての認識のズレにもつながる

がある。

ため、人事評価が有効に行われているかどうか慎重

ＣＰＥ研修会

に検討する必要がある。

提言２：世代間の意識格差〜働き方改革への
取り組みの観点から〜

共働き世帯の割合は若年世代ほど高くなってお
り、家事・育児の分担に関して夫婦共通の課題とし
て男女双方に一定の認識がなされている。
そのため、組織のマネジメント層は、働き方や仕
事に関する価値観に世代間のギャップが存在するこ

会員異動

「男性は仕事、女性は家庭」の考え方に基づいて

とを認識し、そのうえで組織としての対応を行う必

構築された制度設計が、今も残っていることを認

要がある。特に、制度面だけでなく組織文化や風土

識することが必須。

として浸透させる必要がある。

業務効率化とワーク・ライフ・バランス確保の両
面から、多様な働き方を前提とした人事諸制度の
拡充と構成員への周知が必要。

事務局だより
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提言4：同僚間の意識格差〜出産・育児等に
関する制度利用の場面から〜

女性会計士の傾向として、「プロフェッショナル

産前・産後休業や育児休業等の制度利用率は、家

として職場や周囲から認められていること」が仕

事・育児の主役になっている女性側が極めて高

事のモチベーションに繋がっており、福利厚生制

い。その背景には、制度を利用する側と利用者を

度の充実以上に重要なこととも考えられる。

受け入れる側の構図が存在する。

公認会計士業界は、「男性中心の時代」から「性

もう一人の担い手であるはずの男性側の制度利用

別を問わずが当たり前の時代」へと変化してきて

率を高めるとともに、さらには利用者と共に働く

おり、性別・年代等の属性にかかわらず一人一人

メンバーの意識も変え、仕事のやり方を変えてい

の公認会計士が多様な働き方を受容するよう意識

く必要がある。

を変えていくことが業界として求められる。

ンバーとの間で、わだかまりのない協働体制を目指

ションを維持することの困難さが増すことに起因す

すことが求められる。

るものと考えられる。
今後、介護問題等を含め、時間的制約のある構成

地区会

この傾向は、時間的制約から仕事へのモチベー

通じる重要課題である。

定例役員会

見られた。

みられる。制度利用者と制度利用者を受け入れるメ

これは、今後顕在化が予想される介護の問題にも

稿

僚への業務負担等から、利用を躊躇する等の傾向も

や周囲から認められている感」を強く求める傾向が

寄

産前・産後休業や育児休業等の制度について、同

度・サポート体制だけでなく、「自らの存在が職場

告

介護で「明日は我が身」の可能性を認識する）

女性が出産後も働き続けるためには、現実的な制

報

（介護問題も増加傾向。子育ては無縁であっても

提言6：社会との意識格差〜女性活躍の観点から〜

員が増えていく可能性等も鑑みると、当事者自身の
心の持ちようの問題ととらえるのではなく、職場全
体の課題として、それぞれの状況に応じた働き方を

主な傾向は、女性側は「女性の方が不利」、男性

受容し、尊重するような風土を醸成することが重要

側は「もともと男女差はない、むしろ今は逆差別

といえる。

厚生部

提言5：男女間の意識格差〜女性の昇進の観点から〜

の時代」。
産・育児等による時間制約があるという回答が多

自らのキャリアと当該アンケート分析に関する感想

くみられた。多様な人材が活躍する業界とするた

を述べるとともに、質疑応答を実施した。主な内容

めには、長時間勤務以外を評価軸とした人事評価

は以下のとおり。

方針へのシフトが必要である。

・500人超のサンプル数により、個人の経験、思い

性別により昇進の扱いが異なるという意識を（有

込みによらないデータ分析ができた。
・たとえ、女性同士であっても考え方のギャップや

り、当該意識を放置することは、男女双方の昇進意

意識差があるのは当然と思っていたが、その違い

欲に影響すると考えられ、根本原因を解消する必要

の中には自分の思い込みも含まれていたことが明

がある。

確になって良かった。
・介護の問題や、病気などを考えると、今回の提言

する」という考えが業界として根強く存在している

は性別や年齢という属性の問題ではなく、業界の

ことがあり、「業務従事時間の長さ」と関連しない

全員が直面している、どうやって生きていくか、

評価軸を置くこと、それを各構成員に浸透させるこ

どうやって今後仕事をしていくかということだと

とが求められる。

認識した。

会員異動

この背景には、「業務従事時間で人事評価を測定

ＣＰＥ研修会

利・不利の別はあるが）男女ともに一定層有してお

会長活動報告

その後、当該アンケート分析に携わった委員が、
ご案内

男女の昇進差が生じる要因として、女性には出

【発表者】
繭子氏、小野寺和子氏、久木田佳代氏、

吉田

由佳氏
（報告：小野寺和子）

17999

C.P.A.NEWS 2019.05 Vol.719

11

事務局だより

原

特
集
報
告

後継者難による地域製造業のサプライチェーン
崩壊に対する公認会計士の役立ちについて

F

〜プロ経営者育成・派遣を通じた100年企業の創造〜
寄
稿

東海会

第１部
定例役員会

セレンディップ社の簡単なご紹介と
初めてM&Aした時の気持ち

セレンディップ社は、ベンチャー企業のインキュ

髙村

徳康

必要になる。また、設備投資の正常性と設備の稼働
率や原価計算、経費項目の特殊性の調査も必要とな
ろう。

ベーションを目的として2006年に名古屋市に設立
された。地元企業、大学等との深いつながりを持
ち、中堅・中小ものづくり企業の事業承継の受け皿

第３部

後継者難による地域製造業の
サプライチェーン崩壊について

地区会
厚生部

基盤となり、プロフェッショナル人材の派遣等を通

いわゆる「社長業」のEXITには、①相続、②M

じて、グループ企業の長期的な事業成長・事業改善

＆A、③上場（IPO）、④清算・廃業、⑤倒産の5

活動を推進している。「100年企業の創造」を目指

つの選択肢しかなく、この中でも最も清算・廃業が

して、「モビリティ部品」・「FA・自動化機器」

多い状況となっている。経済産業省の「事業承継5

を中心とした企業を譲り受け、グループ会社は製

か年計画」では、今後5年間で25〜30万社程度に対

造・開発に集中させ、各社ともバックオフィスを

して事業承継診断を実施し、事業承継を契機に、中

シェアード化し、R&Dやファイナンス、IT、さら

小企業が経営スキルの高い人材等を社内（次期経営

には採用や技術者育成等の機能はセレンディップ社

者候補）、社外（アドバイザー）で活躍できる環境

が各社に提供している。

を整備し、後継者が新規事業に挑戦しやすい環境を
整備するとしている。

ご案内

第２部

PMI（ポスト・マージャー・
インテグレーション）

一般的なDD（デューデリジェンス）は正常収益

第4部 中小製造業への公認会計士の
役立ちについて

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

力や時価純資産額の算定、資産の実在性や負債の網

PMIにおける番頭の役割は、①財務・経営の見え

羅性の調査といった、価値評価のための調査が行わ

る化、②ファイナンス時のモデリング、③各部門と

れるのが通常であるが、PMIを成功させるために

の意思疎通の3つである。この役割を担うには、財

は、こうした一般的なDDでは十分ではない。PMI

務やファイナンスの知見、及び経営企画能力をもっ

成功は、段取りで決まるといってもよく、このため

たCOO（最高執行責任者）として、公認会計士に最

のDDには、PLはコスト削減視点、BSはキャッシュ

も適性があると考える。

ライクアイテム、流動化アイテムを調査する視点が

会員異動
事務局だより
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（報告：常田英貴）

特
集

G

社会福祉法人開示データの活用

告

武田

報

北陸会

敦
寄

適当と思われる数値は集計から除外している」旨の

透明化の確保があげられる。このために財務諸表・

注記が付され、まだ精度が低く分析対象にできない

現況報告書・役員報酬基準の公表や、国や都道府県、

データが多いことがうかがえる。

整備がなされた。これにより、社会福祉法人の情報

を行うにはどうしたか？について、少し説明する。

開示は、法改正前の一部書類が限られた人に閲覧可

まずは2万社のデータを1件ずつダウンロードし、さ

能という開示制度から、開示書類の種類の増大と誰

らにPDFデータをエクセル等に変換しなければなら

にでも見ることができるようにHPなど電子媒体を

ない。WAMNETは法人ごとのデータを見ることを

使って公表するように拡充された（開示システム

想定しており、検索機能が弱くデータの再利用（分

WAMNETを使えばHPでの公表はしなくても良い)。

析等）を想定されていない。分析以前に、2万法人

ただし「開示システムWAMNET」の利用は義務で

のデータをDLして分析可能データに変換する作業

はなく、書面での公表と同様手段の一つとして位置

の膨大さに、発表者の苦労がうかがえた。本報告の

づけられている。開示システムへの情報開示は、厚

要点はこの点、つまりどうすればデータを分析に利

労省のエクセル・フォーマットに入力（または利用

用することができるか？にあると思われる。

している会計システムのデータを吸い上げ）、それ
を確認してアップするという方法で行われる。

厚生部

このWAMNETのデータを個人的に活用して分析

地区会

は国による全国的なデータベース（WAMNET）の

定例役員会

市の連携による法人情報の収集・分析・公表、さらに

稿

社会福祉法人を取り巻く課題として、まず運営の

さてこの苦労の結果のデータを活用して何ができ
るかについてはいくつか紹介され、所在地別法人件
数や収益規模別法人数など、また規模別人件費率や

をもとに、どのようなデータが取れ、どのような分

経年比較、役員報酬額、会計監査人設置状況、外部

析ができるのかを研究したものである。

監査の状況などの分布表が作成可能と紹介された。

財務情報等電子開示システム」に入って情報をとる

ステムとして1か所から情報を取得できることと、

ことができる。そこでは地域・法人名・事業所名・

提出率が大変高いこと、定型様式で情報の加工や比

サービスから探せる検索機能が用意されており、目

較が容易であることがあげられる。逆に不足してい

的の法人の基本情報や事業所一覧などとともに財務

る点は、データの再利用が困難なこと、開示情報の

書類と現況報告書がPDF形式でダウンロードでき

信頼性が低いことである。
今後、どんどん社会福祉法人の開示データを活用

アイコンがあり、そこでは現況報告書等の集約結果

することで、情報の正確性が向上し、再利用の要求

（県別法人数、規模別法人数、経営状態の全国均と

が大きくなればデータ形式も変わるかもしれない。

いった表やグラフ）を見ることが可能である。全国

まずはデータを使うことがシステムの利用価値を向

の社会福祉法人数は21,034社（国税法人番号より算

上させると考えられるので、現在は十分でなくても

出）、うちWAMNET提出は20,178社で、うち1万

使っていただきたい。

1千社が「集約」の対象となっている。ここには「不

（報告：梨岡英理子）
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会員異動

る。また検索画面には、「集約結果を見る」という

ＣＰＥ研修会

報告をまとめると、優れている点は、電子開示シ

会長活動報告

WAMNETのホーム画面から、「社会福祉法人の

ご案内

今回はこの開示システムに開示されているデータ

特
集

H

政治資金の現状と課題
報
告

松山

近畿会

寄

治幸・中谷
兵庫会 渡邉

洸太
直樹

稿
定例役員会

政治活動は、制約を受けずに自由に実施できると

から見ればまだまだ不十分であるといわれている。

する基本である中、政治活動の公明性、公正性を確

政治資金規正法の目立った改正はここ10年以上行わ

保するために活動資金の内容を広く国民に公開し、

れていない。主な課題は…

民主政治の健全な発展に寄与することとされてい

●開示期間は3年間に限る（議員の任期より短い）

る。しかし、政治資金に纏わる不祥事、事件は繰り

●収支報告書が開示されるのは、11か月後と遅い

返し報道され、時には政治生命を失う議員も発生し

（12月決算情報が翌年の11月に開示されるような

ている。

もの）

政治活動は政治団体と国民との関係に立つもの
地区会

で、行政機関は政治資金の内容まで検証することと
はされていない。国民による不断の監視により政治
資金の公明性等が確保されることとされている。政
治資金規制法ではなく、政治資金規正法とされてい

厚生部

るゆえんである。

●人件費の内容が闇の中（実態が何も見えない）
●1件5万円以下の支出は開示されない（国会議員関
係団体は1万円以内）
●パーティー収入は20万円以下は開示されない（一
般の寄付は5万円超開示）
●第三者による収支内容の検証される規定がない

当日の発表（2019年3月23日の午後の自由論
題）は、政治資金制度に関連する内容の説明と課題
及び過年度の不祥事にも触れながら、パワーポイン
トを利用して説明した。

ご案内

公認会計士業界における研究大会で政治資金に関

（国会議員関係団体は、政治資金監査が実施され
ているもののその監査は極めて不十分）
●議員単位での関係する政治団体のすべてを把握し
づらい
●国民による収支報告書の入手・閲覧手続きがまだ

しての調査報告された実績は過去にない。ただ、近

まだ面倒

畿会の社会・公会計委員会では、政党助成法の問題

このような諸問題がある中、政治資金に纏わる不

を中心に平成6年に調査研究した実績がある。

祥事等が後を絶たないのは、政治家の良識の問題と

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

政党助成法制度（平成6年2月4日公布）が創設さ

切り捨てるのではなく、その様な不祥事等が発生し

れた折に、政党交付金の使途が明らかにされる政党

ない制度の提言が必要。近畿会において政治資金に

交付金使途等報告書については公認会計士・監査法

関してその様なシステム構築への提言（平成28年

人による会計監査が義務付けられるようになった。

12月22日、「政治資金の管理及び報告についての

その後、政治団体のうち国会議員関係団体が定義づ

提言−政治家が自らを守るための政治資金の管理方

けられ、当該団体は登録政治資金監査人による「政

法−」）が行われており参考になる。

会員異動

治資金監査」が義務付けられるようになった。この

政治団体の会計業務を独立した第三者の会計の専

監査は、公認会計士、弁護士、税理士の資格のある

門家が実施することにより明瞭性が高まると共に、

者のうち一定の登録研修を受けた者が監査人となる

不祥事等も相当に回避できるのではないか。公認会

ことができる。

計士は職域拡大という視点を離れて、政治資金の公

政治資金の透明

正性担保のために社会貢献するスタンスで社会提言

性確保に向けた

する積極的な姿勢が望まれる。

数々の改正を経て

最後に改めて強調しておきたいこととして、政治

いるものの、国民
事務局だより
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特
集

要性はいうまでもない。そして政治資金を監視する
のは国民とされている以上、適切な開示なくしてそ
報

の役割は果たせない。

告

（報告：松山治幸）

I

寄
稿

組織内会計士の倫理

定例役員会

組織内会計士委員会
組織内会計士小委員会

近畿会
東海会

地区会

抜粋してご紹介いたします。

日本公認会計士協会では、「倫理規則」、「違法

①プレッシャー：様々なプレッシャーがあるが、経

行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関す

営者が「クロ」について、プレッシャーをかける

る解釈指針」の改正草案を2018年12月に公表しまし

場合はあまりない。正しいと考えて指示をする

た。今回の公開草案の対象は、企業等に所属の会員

が、実は…ということが多い。
②グレーゾーン：従前の処理を正しいものと考えて

で、今回の改正草案の概要につき解説、第2部では、

おり、事象の変化等で後からダメと言っても難し

企業等所属の会員である組織内会計士によるパネル

い。新しい事象等に会計処理が対応できないこと

ディスカッションを実施しました。

もあり、それが一番グレーゾーンと考える。他
方、「シロ」「クロ」は監査法人が判断するので、

２．第1部 組織内会計士の倫理
−倫理規則等の改正について
き、倫理規則及び倫理規則注解「第1章

悩ましい事象も、監査法人が認めれば「シロ」。グ
レーゾーンはないという意見もありました。
③対処の仕方：手前の段階で正しい方向にしていく
ことが重要。監査法人との事前協議でグレーにな

企業等所属の会員を対象とする規則」を中

らないようにすることもできる。会計プロフェッ

心に、体系的に解説いただきました。今回の倫理規則

ションとして、会社と監査法人とのコミュニケー

等の改正（公開草案）の概要は、以下のとおりです。

ションを仲介することで、グレーゾーンの幅も狭

①「情報の作成及び提供」及び「プレッシャー」に

める。

「第3章

関する規定の改正
②「違法行為への対応」に関する規定の改正

４．協会への要望として

ＣＰＥ研修会

総則」、

会長活動報告

組織内会計士に適用される倫理関係の規定につ

ご案内

に対する規定です。本自由論題におきまして、第1部

厚生部

１．はじめに

①会計不正等コンプライアンスに厳しい目が向けら

３．第2部

パネルディスカッション

要がある。組織内会計士は、監査の前段階で、正

②「グレーゾーン」、③「対処の仕方」につき、率

しい会計処理とするため第一線で頑張っている。

直な意見が述べられました。その上で、組織内会計

そのことを世間や会社に対して認識してもらえれ

士として協会への要望を提言いたしました。以下、

ば、その言葉の重みが増してくると思う。
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パネルディスカッションでは、①「プレッシャー」、

れる昨今、業界全体として会計不正に取り組む必

特
集
報

②監査側だけでなく、財務諸表等を作成する側にも

たらその上に、倫理というものを持ち込むことが求

公認会計士がいること。組織内会計士もまた会計

められている。結果、会社や社会全体にとってよい

士業界の中で不可欠な存在であり、会計プロ

面をもたらすことができる。

告

フェッションの主力の一部とアピールしてもらい
たい。

組織内会計士の倫理が、いかに企業や社会にとっ
て役に立つのか。会社に信頼されるべく、組織内会

③人間力を高めるような会計監査以外の研修教育を

計士の地位の向上が、ひいては公認会計士の地位の

充実してほしい。人間的な魅力をもち、社会的意

向上を図ることになる。そのように感じた自由論題

寄

見を発信する、それが倫理そのものでないかと考

でした。

稿

える。
【発表者】

定例役員会

５．おわりに

増田

明彦氏（担当常務理事・近畿会）

事業会社と日本公認会計士協会の2つの組織に属

原田

貴志氏（近畿会）、板倉

弘典氏（東海会)

する組織内会計士は、会社に外部の目を持ち込むこ

渡邉

晋氏（東海会）、菊井

勇生氏（北陸会)

（報告：藤枝政雄）

とができる。公認会計士として当然、会計、監査の
知識を求められているが、それに加え、ひょっとし

地区会
厚生部

J

監査役等と会計監査人との連携について
〜監査役に対するアンケート結果について
近畿会

監査会計委員会

ご案内

第50回中日本研究大会の自由論題午後の部におい

【図1】報告内容と報告者

て、近畿会の監査会計委員会のメンバーで「監査役等

内

容

報告者

会長活動報告

と会計監査人との連携について」をテーマに報告を行

Ⅰ

報告のねらい

山添

清昭

いました。当日は83名の方に参加いただきました。

Ⅱ

アンケートの概要について

疋田

鏡子

山添

清昭

奥村

孝司

渡部

靖彦

柴原

啓司

上田

耕治

藤村

允実

松本

尚哲

アンケート結果報告

１．はじめに

１．子会社（国内・海外）

近畿会の監査会計委員会は、昨年までは不正事例

不正への対応

ＣＰＥ研修会

を研究テーマとしていましたが、不正に加えKAM
導入も見据えると監査役等と会計監査人の連携はこ
れまで以上に重要となると考え、今年度は監査役等
と会計監査人との連携を中心に調査研究を進めまし
た。報告内容と報告した担当者を【図1】に記載し

２．不正リスクの把握につ
Ⅲ

いて
３．会計不正防止のための
内部監査部門との連携
４．監査役等と会計監査人

会員異動

との連携について

ています。

インタビュー、アンケート集計担当者

事務局だより
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２．報告のねらい

監査人との双方向のコミュニケーションが重要であ

2018年1月25日付けで、日本公認会計士協会と

るなど、会計監査人として気付きとなる事項も多く
ありました。

報

公益社団法人日本監査役協会より、「監査役等と監

報告の詳細はインデペンデンスに当日報告した際

研究報告」という。）が改正・公表され、また、こ

のまとめ資料の掲載を予定しています。アンケート

の共同研究報告の改正を受けて、公益社団法人日本

とインタビュー結果をもとに、アンケートの選択肢

監査役協会より2018年8月17日付けで、「会計監

の内容ごとに分類した総括表を作成し、回答結果と

査人との連携に関する実務指針」が改正され、公表

気づきコメントを付記する形で、報告書として要約

寄

されています。

していますので、監査役等と会計監査人の連携を進

稿

当共同研究報告において、子会社等を取り巻く不
正への対応やリスク情報の把握の重要性など、重要
内部監査部門等監査との連携の観点についての見直

めていくにあたっての参考にしていただければと考
えています。
【図2】アンケート項目「監査役等と会計監査人との連携」
項

しがされている点が強調されているとともにリスク
把握における監査役等と会計監査人の連携の重要性
も示されています。

充実がより一層求められると考えられることから、
日本監査役協会関西支部の共同研究会（※）の監査
役等の皆さまから、監査役監査の取組みについて生
の声をお聞きし、会計監査人の立場からベストプラ

な対応をされていますか。
（１）会計監査人との連携
（２）ガバナンス（親会社）
（３）ガバナンス（子会社管理体制）
（４）監査役会の役割（監査役監査の方針）
（５）不正対応
（６）内部通報制度について
２ 不正リスクの把握について、どのような対応を
されていますか。

役等との連携（コミュニケーション）における反省

（１）不正の要因等の把握

点も含めた気付き事項を取りまとめて、そのまとめ

（２）内部通報制度の利用

をもとに報告しました。

（３）取締役会等とのコミュニケーション

（※）近畿会では日本監査役協会関西支部と日本公

（４）会計監査人との連携

認会計士協会関西地区三会との共同研究会
（年2〜3回程度）を実施しています。

ご案内

に、会計監査人として日頃の監査現場において監査

３ 会計不正防止のための内部監査部門との連携に
ついて、どのような対応をされていますか。
（２）監査役等と内部監査部門との連携

上述した共同研究報告の改正項目で今後、監査役

（３）監査役等と会計監査人と内部監査部門の
三者の連携について

等と会計監査人との連携の充実が求められると考え

４ その他、不正にかかわらず、監査役等と監査人

リスクの把握」、「③会計不正防止のための内部監

との連携について、どのような対応をされてい

査部門との連携」に「④監査役等と会計監査人との

ますか。

連携」を加えた４項目について、共同研究会の監査

（１）計画時

役等の皆さまに、具体的な連携の工夫や対応策につ

（２）期末時

記載しています。
その結果、監査役等からも数多くのベストプラク

（３）随時
会員異動

した。なお、アンケート項目については【図2】に

ＣＰＥ研修会

られる「①子会社（国内・海外）不正」、「②不正

会長活動報告

（１）内部監査部門の監査対象範囲

３．報告の内容

いて、アンケート（インタビューを含む）を行いま

厚生部

クティスと考えられる事例を広く共有するととも

１ 子会社（海外・国内）不正について、どのよう

地区会

そこで、今後、監査役等と会計監査人との連携の

目

定例役員会

な改正がされていますが、企業集団の監査の観点と

告

査人との連携に関する共同研究報告」（以下「共同

【発表者】
奥村

孝司氏、柴原

啓司氏、疋田

鏡子氏

藤村

允実氏、山添

清昭氏、渡部

靖彦氏

ティスと考えられる事例が得られ、監査役等と会計

（報告：奥村孝司）
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統一論題の部
報
告

監査を取り巻く環境〜最近の学生の動向を踏まえて〜

寄

基調講演

稿
関西大学会計専門職大学院教授・研究科長

定例役員会

公認会計士志願者推移と学生の選好

松本

祥尚

そもそも法定監査の必要性はどこにあるのかとい

地区会
厚生部
ご案内

2008年度に3,000名超の史上最大の合格者数とな

えば、投資家の保護すなわち投資の事前に誤った投

り、その2年後の2010年度が25,000名を超える過

資意思決定情報を提供しないようにすることにあ

去最大の受験者数となった。その後受験者数は減少

る。限定付適正意見が表明されている場合でも、除

傾向にあり、2017年度では11,000名程度となって

外事項に基づいて財務諸表を修正すれば適正な財務

いる。世代別の出願者数推移では、大学在学中の20

諸表に修正することができるため、無限定適正意見

代前半世代、大学卒業後数年経過した20代中盤から

の財務諸表と同様の投資情報を得ることができる

後半世代、事業会社に就職した30代世代がメインで

が、無限定適正意見が多数を占めるマーケットと、

あり、30代以下の世代で構成されているマーケット

限定付意見が多数を占めるマーケットでは、投資家

であって、この状況は以前から大きく変わっていな

にとってどちらが安心して投資に臨むことができる

い。しかしながら直近2018年度では、合格者全体

かと言えば、前者のマーケットである。監査人とし

に対する大学在学中の合格者が占める割合は43.1%

ては経営者と意見が対立する場合には、批判機能に

に高まってきている。試験制度の変更もあり、現在

基づいて除外事項を記載すれば良いというものでは

では大学1年生から受験勉強を始める学生が増加し

なく、指導機能を発揮して適正な財務諸表を作成さ

ており、マーケットの若年化が進んでいる。

せたうえで無限定適正意見を表明するべきである。

日米の2018年度の商学部、経済学部、経営学部等

この点、指導機能は誤った会計基準違反を適切に修

のビジネス系大学生・大学院生の企業魅力度調査に

正させるための監査の本質を支える最も重要な機能

よると、米国ではトップ10にBIG4が入っている

であると言える。

会長活動報告

が、この一方で日本ではようやくトップ50にKPMG
が入っている状況である。

もうひとつの論点である二重責任の原則について
考えてみると、今般、監査人からの情報提供は、監
査上の主要な検討事項として行われるようになっ

監査の機能と監査人としての気質

た。これは、世界で初めて監査人側から投資家に対

批判機能は監査業務を通じて常時発揮されなけれ

する情報提供の機会である。KAMが導入されるこ

ＣＰＥ研修会

ばならない監査の本源的機能である。

とによって、監査人が初めて投資家の側に出るよう

会員異動

一方、指導機能は監査人と経営者が対立する局

になる。二重責任の原則を理由としてKAMに対す

面、財務諸表を公表する局面、すなわち監査報告書

る消極的な意見もあるが、二重責任の原則とはもと

を作成する局面において、経営者に対して会計基準

もとアメリカの判例であり、虚偽記載のある財務諸

に準拠した処理を行うように指導する機能である。

表を作成した公的な責任は経営者にあり、監査が失

経営者が監査人のこの指導に従わないのであれば批

敗した公的な責任は監査人にあるというものであ

判機能に基づいて限定意見を表明するのであり、こ

る。二重責任の原則という言葉は、この判例に基づ

の意味で批判機能は指導機能の優越的機能であると

いて日本で作られた造語であり、世界中で通用する

言える。

単語ではない。監査人による監査に係る情報の開

事務局だより
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示、財務諸表に関する情報の開示は二重責任の原則

状によって企業に紹介され、長期休暇の間、3ヵ

によって禁止されているものではなく、問題になる

月、6ヵ月、1年間といった長期に亘って行われてい

とすれば守秘義務の問題である。

る。インターンシップは重要な就業体験教育にな

報

る。高度な会計専門家を養成するためにも、教育業

告

今後の高度会計専門職要請のあり方

界と会計士協会がインターンインターンシップのモ

公認会計士にはコミュニケーション能力、ディス

デルケースを構築していく必要がある。

カッション能力が要求されるが、同業者間で成り

（報告：常田英貴）
寄

立っている専門用語だけで話をすることに慣れてし

稿

まっており、また日常的に接しているクライアント
との間でしか会話をしないケースが多いため、ディ
ベート能力が欠如しているように見受けられる。

定例役員会

また資格取得後の実務経験はインターンシップに
よって身に付けるべきである。日本のインターン
シップは試験合格者にとっては就職活動、会計事務
所側にとってはリクルーティング活動になっている
ため、1日、2日といったごく短期間で終わってしま

地区会

う。米国では有給・無給があるが、大学の講師推薦

基調講演に続き、6名のパネリストにより、「監

ディスカッションの要旨は以下のとおりである。

厚生部

パネルディスカッション
査を取り巻く環境」についてのディスカッションが

1．会計士業界の現状

行われた。

批判機能の発揮・品質確保や規制当局への対応な

ご案内

・昨今の会計士業界の状況は、厳格な監査による
ど、ともすれば、クライアントとのコミュニケー
ションに時間が割けていない現状があるのではな
・本来は、コミュニケーション時間の確保が重要
である。また、若手の補助者のプランニングへの
積極的な関与が重要であり、「何のためにこの手
ことが必要と考える。
＜パネリスト＞

・クライアント側の立場からも、監査人に相談に

関西大学会計専門職大学院教授・研究科長
松本

行くにあたって、やや壁を感じるところがある。

祥尚氏

・女性の観点からは、長時間労働も問題として存

勢志

恭一氏

東海会

伊藤

貴俊氏

在しているのではないか。各法人において対策は

北陸会

山田

文禎氏

京滋会

内海

靖氏

進められているが、やはり一般事業会社よりも労

近畿会

玉垣奈津子氏

働時間が長く、体力やライフプランの点から仕事

＜コーディネーター＞

の面白みを感じる前に業界を去る若手の存在があ

兵庫会

るように感じられる。こういったネガティブなイ

孝晃氏
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会員異動

兵庫会

三井

ＣＰＥ研修会

続きをやっているのか？」などを考える力を養う

会長活動報告

いか。

特
集

メージが受験者数にも影響しているのではないだ

例が抽象化されてしまい、実感に乏しいコンテン

ろうか。長時間勤務の要因は、受験者・合格者に

ツが多い印象がある。

報
告

占める男女比（時間制約の少ない男性が多い業界

実務補習所においても、主体的にものを考える

であること）や、品質管理面に起因したものと考

若手を育成するカリキュラムを策定すべきと考え

えられる。

る。（具体的には、質疑応答による質問力を養

ただし、働き方改革が進む中で、時間制約を含
め、監査環境は徐々に変わってきているという認

う、研究大会への参加を必須とする、アウトプッ
トスキルの研修を増やすなど）

寄

識がある。

稿

3．会計士業界のアピール

定例役員会
地区会

2．会計士業務の本質〜判断業務、指導機能

・基調講演でもあがっていたが、インターンシッ

・ITやAIといった変化への対応も進んでいる

プに対する日米差は大きく、日本のインターン

が、「AIの導入によって将来なくなる仕事」とし

シップにおいても、深度ある就業体験として教育

て会計士が報道されたことは、会計士受験生にも

機関と連携して対応していくことが必要である。

影響があると考えられるので、協会としてAIが監

・1回生から学習を始める会計士受験生が増大して

査で果たす領域（＝判断を伴わない単純作業）を

いる状況を鑑みると、大学生よりも前の高校生な

発信すべきである。

どへの業界アピールも重要ではないか。

・会計士として、若手には主体的役割を果たして

・受験生に対してだけでなく、クライアントや世

もらい、やらされ感でなく主体的に業務を行える

間に対しても、アピールできるのではないか。

ようにすることが大切であると考える。

厚生部
ご案内

・IPO業務における指導機能の発揮場面として

4．会計士業界の未来

は、会計だけではなく、ビジネスの根幹に関わる

・KAMはクライアントと対峙するという側面もあ

領域に対して、経営者の先手を打つような状況も

るが、社会や投資家に対するアピールにもつなげ

あり、例えば、M&Aや新規ビジネスにかかるコ

ていけるのではないか。

ミュニケーションが指導機能の発揮に繋がった経

・また、会計士の役割は保証を与える役割から、情

験がある。

報提供を行う役割も担うようになってきており、社

・クライアントの立場からは、内部統制の改善指

会インフラの一翼を担う方向へ広がってきていると

摘や経営者の経営判断にあたって、外部の専門家と

考える。

しての立場からの発信が響くことがあると考える。

・問題解決力の醸成に最も重要な手法はケーススタ

なお、経営者・監査役とのコミュニケーション

ディであり、協会・業界としてそのためのツールを

会長活動報告

に若手を書記として携わらせることが、若手が経

作成していく必要がある。

験を積むうえで重要ではないかと考える。

・監査の本質は、「基準と実態を照らし合わせるこ

・リスクアプローチは、形式的なマニュアルに基

と」であり、会計情報に固執するのではなく、さら

づいて行うべきものではなく個々の状況に合致し

に広い範囲の(会計以外の)情報にも広げていけるの

たテーラーメイドであるべきだが、ともすれば若

ではないか。

手には定型的なものと受け止められる可能性があ
ＣＰＥ研修会

る。それを防ぐためには、リスク評価段階を含
め、都度若手を参画させることが大切。
・特に、指導機能を発揮してクライアントを説得
するためには理論・理由が必要であり、経験だけ
でなく理論の裏付けが重要である。

会員異動

・研修に関する課題として、1つ目は、講義形式
の研修が多く、自らの意見を発信する機会が乏し
いことが挙げられる。知らないことを聞かれても
その場で考える力を養うことが必要と考える。2
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報告 REPORT

寄

朋春

資産がフル稼働していない間に発生するコストは直

2019年3月8日（金）に近畿会研修室において、

接起因コストに含まれないため、実務上、判断が求

第3回IFRSセミナー「IFRS学び直し講座

められます。また、試運転時に製造した見本品等の

固定資産（IAS第16号）、資産の減損（IAS第36

販売による収入は、現行は取得原価から控除されま

号）、従業員給付（IAS第19号）〜」を実施しまし

すが、これを純損益に計上することを提案する公開

た。いずれも新しい基準ではありませんが、ほぼす

草案が2017年6月に公表され、現在IASBにて審議

べての企業に関連するテーマです。当セミナーで

されています。
④当初認識後の測定では、評価モデル、減価償

となる点、国際会計基準審議会（以下、IASB）に

却、コンポーネント・アカウンティング、資産除去

よる最近の改訂や検討状況にも触れながら解説しま

債務など、日本基準との差異がある項目を重点的に

した。

解説しました。減価償却方法、償却可能価額及び耐
用年数は、日本基準との差異の理解はそれほど難し

２．有形固定資産（IAS第16号）

くないものの、グローバルに展開している企業が

IAS第16号「有形固定資産」（以下、IAS第16

IFRSを適用する際には、グループでの会計方針の

号）の体系に沿って、①定義及び認識要件、②適用
中止について解説しました。

統一など、実務上は難しい課題が多い論点です。
⑤認識の中止では、処分時などの認識を中止する
タイミング、処分差額を純損益で認識することを解

①定義及び認識要件では、IFRSにおける有形固定

ご案内

範囲、③当初測定、④当初認識後の測定、⑤認識の

厚生部

は、基礎を中心に、日本基準との差異や実務上問題

地区会

〜有形

定例役員会

１．はじめに

稿

新開

告

有限責任 あずさ監査法人

報

第53事業年度 IFRS研修会
第3回 実施報告

説しました。

資産の定義と認識要件を解説し、日本基準には明確な

３．資産の減損（IAS第36号）
資産の減損は、概念としては日本基準と大きな差

定（非流動）資産項目に関連する主なIFRS基準書

異はないものの、基準差異は多数あります。①減損

を紹介した上で、IAS第16号の適用範囲を解説しま

の兆候、②減損テスト、③減損損失の認識及び測

した。また、定義と適用範囲に関連して、有形固定

定、の3つに主要な差異があり、重点的に解説しま

資産の定義を満たすか否かにより会計上の取扱いが

した。

異なる交換部品や保守器具について、実務上の論点
も含めて解説しました。

①減損の兆候では、兆候の有無について最低限検
討しなければならない項目を紹介し、市場価値の著
しい下落、市場金利の上昇、純資産の簿価が株式の

測定するという基本を踏まえ、取得原価の構成要素

市場価値を超過しているか、について日本基準との

である購入価格、直接起因コスト、資産除去コスト

差異を中心に解説しました。市場価値の著しい下落

及び借入コストについて解説しました。直接起因コ

に関しては、IFRSでは「50％程度以上」といった

ストに関しては、資産が正常に機能するかどうかの

数値基準がありません。また、市場金利の上昇、純

試運転コストは直接起因コストに含まれる

資産の簿価が株式の市場価値を超過しているか、に

一方、
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会員異動

③当初測定では、有形固定資産は取得原価で当初

ＣＰＥ研修会

②適用範囲では、財政状態計算書に計上される固

会長活動報告

定義や認識要件の定めがないことに触れました。

特
集
報
告

関しては、日本基準では減損の兆候として挙げられ

③確定拠出制度では、当期中に基金に支払うべき掛

ていません。いずれも毎期の検討が必要となる事項

金を費用に認識するという会計処理を確認しました。

ですので、実務上は、運用ルールを含めて整備して

④確定給付制度では、予測単位積増方式と給付算

寄

おくことが重要です。

定式、給付算定式の補正、定額法と期間定額基準、

稿
定例役員会
地区会

②減損テストでは、主に減損テストの頻度と使用

アセット・シーリング及び最低積立要件に基づく追

価値について解説しました。減損テストの頻度に関

加負債について、図表によるイメージや数値例を用

しては、のれん、耐用年数を確定できない無形資産

いて重点的に解説しました。テクニカルで複雑な計

及びまだ使用可能でない無形資産は、減損の兆候が

算が行われますが、実務において、年金数理人（ア

なくても年1回は減損テストを実施することが求め

クチュアリー）等の専門家と協力する上でも、基本

られます。日本基準と異なり、毎期実施する必要が

的な考え方を理解しておくことは重要です。また、

あるため、実務上、運用ルールを含めて整備してお

退職給付に関する会計処理は、年金制度の改正や変

くことが重要です。使用価値に関しては、現在改訂

更により影響を受けることもあります。例えば、日

が検討されている項目を紹介しました。現行は、将

本において2017年1月から確定給付企業年金で設定

来キャッシュ・フローの見積りにあたり、将来のリ

可能となったリスク対応掛金は、最低積立要件に該

ストラクチャリングや機能の拡張は考慮しない、将

当すると考えられており、最低積立要件に基づく追

来キャッシュ・フローと割引率は税引前の数値を使

加負債に影響する可能性があります。

厚生部

用する、とされていますが、現在IASBにて、これ
らの要求事項の削除が検討されています。
③減損損失の認識及び測定では、減損損失を認識

⑤複数事業主制度では、定義を紹介し、共通支配
下の制度が含まれない点で日本基準と差異があるこ
とに触れました。

ご案内

するか否かの判定方法として、いわゆる1ステップ

⑥退職後給付以外の従業員給付では、短期従業員

方式とされていること、のれんを除き減損の戻入れ

給付、解雇給付、その他の長期従業員給付のそれぞ

が行われることを解説し、これらが日本基準との差

れについて、定義と性質、会計処理の概要を解説し

異であることに触れました。また、損益計算書にお

ました。

ける減損損失の表示は、日本基準では特別損失とさ
会長活動報告

れますが、IFRSではそのような定めはなく、例え

５．おわりに

ば売上原価や販管費に含めることになります。

第3回IFRSセミナーは、学び直し講座として、い
わゆる新基準ではない基準書をテーマとしています

ＣＰＥ研修会

４．従業員給付（IAS第19号）

が、これらの基準書でも明確化や改善等の一部改訂

IAS第19号「従業員給付」（以下、IAS第19号）

が行われています。日々の業務がIFRS適用企業と

については、①範囲、②退職後給付制度の分類、③

関係ない場合などは、一部改訂等は見落としがちに

確定拠出制度、④確定給付制度、⑤複数事業主制

なりますが、会計処理に大きく影響するものもあり

度、⑥退職後給付以外の従業員給付について解説し

ます。当セミナーが、テーマとした基準書の基礎的

ました。

な理解の確認と、最近の改訂状況のキャッチアップ

①範囲では、従業員給付の定義やIAS第19号の適用
範囲を解説した上で、日本基準には従業員給付を総括
会員異動

的に規定する会計基準はないことに触れました。
②退職後給付制度の分類では、退職後給付制度は
「確定拠出制度」と「確定給付制度」に分類されるこ
と及びそれぞれの制度の特徴を解説しました。

事務局だより
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の一助となれば幸いです。
最後に、当日お越しいただき、ご傾聴くださった
受講者の皆様方に、心より感謝申し上げます。

特
集

報告 REPORT

寄

真理子

稿

桂

告

広報部

報

小中学生のための春休み特別授業
ハロー！会計 in 奈良 開催報告
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

2019年3月21日（木祝）奈良商工会議所におい

しかったです。

幾度となく公開型のハロー！会計は開催してきまし

今まで知らなかった職業だったので、とても楽しく

たが、奈良での開催は 初！初開催も盛況のうちに実

学べた。ゲーム感覚で学べたのがより楽しかった。コ

施いたしましたことをご報告いたします。

ンサルティングが一番楽しそうな気がする。

定例役員会

て、ハロー！会計in奈良を開催しました。過去にも

初めは難しそうだと思ったけど、やってみると楽

公認会計士について、詳しく知らなかったけれ
いるから経済を支えているとわかりました。

地区会

ど、不正がおこらないように第三者の立場から見て

厚生部
ご案内

開催概要
当日は小学5年生〜中学3年生まで25名とその保護
者17名が参加し、会計の基礎をレクチャーした後、
保護者の感想です（アンケートより抜粋）。

について楽しく学びました。

分かり易く、面白くてためになった。ゲーム形式も

13:30〜16:00までの2時間半はあっという間。近

子供に分かり易くてよかったと思う。
商売や会計について、まったく知識がなかったの

“たこ焼き屋経営ゲーム”で盛り上がっていると、子

で、中学生ですが少し難しかったようです。この講座

供も大人も知らず知らずのうちに、会計の基礎的な考

をきっかけに興味を持って欲しいと思います。関西な

え方が身に付き、商売のポイントから、公認会計士の

らではの「たこやき」は楽しく学べたと思います。公

役割までが理解できてしまったようです。

認会計士の先生とこんな近くの距離で勉強できたこと
は子供にとって貴重な経験になったと思います。

参加者の感想

また来たいと思いました（いつも会計士の先生は怖
い！！存在でしたが、気さくな先生ばかりでホッとし

会計の公式がおもしろかったです。ハロー！会計

ました(笑)）。

会員異動

生徒の感想です（アンケートより抜粋）。
に来てはじめて公認会計士の存在や仕事がわかりま
した。とても楽しい初めての体験でした。ありがと
うございました。

ＣＰＥ研修会

畿会広報部で開発し、ブラッシュアップを重ねてきた

会長活動報告

ゲームを通じて会計リテラシーと公認会計士の役割

ね、魔法のような会計授業でしょう。このよう
に、近畿会広報部では、ハロー！会計を通じて会計
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特
集

リテラシーの向上に取り組み、公認会計士とその社

参加講師コメント

会的意義の認知度向上のための活動に取り組んでお

奈良地区幹事安井聖美さんよりコメントいただい

報

ります。

ております。

告

次回は2019年7月に開催予定です。参加者側でも講
師側でも、ご自身の知見を次世代に還元していくこと
にご興味ある方のご参加をお待ちしております。

今回、奈良でハロー！会計を開いて下さりあ
りがとうございました。
ハロー！会計の内容の充実さには、正直驚き

寄
稿

ました。地元の公認会計士として関わらせてい

TV放送概要
当日の様子がTVで放送されました。
■近鉄ケーブルテレビ

ただいて、勉強にもなり、楽しかったです。
安井さんの公認会計士お仕事紹介で、奈良のお寺

定例役員会

3月26日（火）19:00〜

の監査やお寺のコンサルのお話、盛り上がりました

「KCN情報発信スタジオ Ｋスタ！」

ね！参加者からも奈良でこんなイベントをまた開催

トピックスのコーナー

してほしいとの声がたくさんあがっています。

さいごに
この度、奈良での初開催にあたりまして、奈良地
地区会

区の公認会計士の皆様には多大なるご協力をいただ
きましたこと、改めて御礼申し上げます。会場を手
配くださった岡本善英さん、イベント告知にご協力
いただいた皆様、貴重なお時間を割いていただき、

厚生部

ありがとうございました。また、大阪弁護士会より
法律の基礎教育に携わっておられる先生方も見学に
お越しいただきありがとうございました。そして何
■テレビ大阪

より、事前準備から当日の進行を盛り上げてくだ

ご案内

4月7日（日）17:15〜

さった広報部ハロー！会計メンバーの皆様ありがと

「たこるの耳より情報」

うございました。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

次回開催予定

会員異動

2019年7月7日 (日)

13:30〜15:00

於：大和高田市立図書館／対象：中学生、高校生

2019年7月28日 (日)

13:30〜16:00

於：近畿会研修室／対象：小6〜中学生

お子様の申込方法は近畿会ハロー！会計HPより（近日申込開始予定）
講師の申込方法は「近畿会会員専用ページ▶事務局からのお知らせ▶広報部サポーターの募集」より

事務局だより
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目指せ
！
令和の
会計ス
ター☆

特
集

報告 REPORT

監査・会計委員会

委員長

髙井

告

京滋会

報

第266回企業財務研究会報告
晶治

寄
稿

2019年4月5日（金）午前10時より、近畿財務局
において第266回企業財務研究会が開催されました

応をしていくのかということも財務諸表の利用者に
とって関心のあるところであると考えられます。
そこで、我々、京滋会監査・会計委員会は、「不

滋会であり、京滋会監査・会計委員会のメンバー

適切な会計処理」を原因として訂正報告書を提出さ

（岩淵担当副会長他、岡林、森本、三牧、小川各副

れているケースに注目し、以下の観点から分析検討

委員長、髙井）により研究を行い、その結果を発表

することにより、現状のディスクローズ制度上の問

いたしました。

題点や訂正報告書自体の存在意義にも言及できれば

出席者は、以下のとおりです。
（財務局）木村

孝

なお、分析対象期間は、2015年4月1日から2016

理財部次長

他10名

年3月31日までの期間、2016年4月1日から2017年

副会長

他4名

3月31日までの期間、2017年4月1日から2018年3

（兵庫会）北本

敏

副会長

他1名

月31日までの期間、2018年4月1日から2018年11

（京滋会）木田

稔

会長

他5名

月30日までの期間にそれぞれ分けて行うこととしま
した。

厚生部

（近畿会）後藤紳太郎

地区会

よいと考えました。

定例役員会

のでご報告させていただきます。今回の担当は、京

研究発表に先立ち、木田稔京滋会会長から開会の
ご挨拶をいただきました。

１．各年度の分析検討対象会社のプロフィール
→分析検討会社の所属市場、業種、設立年、総

な会計処理と経営者の姿勢）」というテーマを取り

資産、問題発生場所、不正or誤謬などの情報

上げることとしました。

を整理します。なお、ここで不正とは、第三
者調査委員会等を立ち上げ、その結果報告

されています。ちなみに、2018年1月1日から2018

に、資産の横領や会計の意図的な改ざんが見

年12月31日までの期間で見てみると、789件もの

られるケースとし、誤謬は、不正に分類され

訂正報告書が提出されています。

たもの以外のものとしました。

また、そもそもの訂正報告書の提出原因について

２．調査委員会
→調査委員会の組成概要（内部関係者or第三者

レス・ミスがその多くを占めるが、なかには、不正

や専門家の利用など）を分析検討しました。

や誤謬による「不適切な会計処理」を原因としてい

３．スピード（問題発覚から訂正報告書提出までの

るものも年間30件程度あります。

期間分析）
→問題発覚の最初のプレス発表から訂正報告書

提出されるケースにおいては、財務諸表や財務比率

提出までの期間を分析することにより、経営

に大きな変更が生じ、結果として、有価証券報告書

者の財務諸表利用者への開示の意識を推察し

等財務諸表の利用者に大きな影響を及ぼすことに

ました。

なっています。また、「不適切な会計処理」を原因

４．プレス発表等自主開示分析
→問題発覚の最初のプレス発表から訂正報告書

責任が問われることになり、経営者がどのような対

提出までの期間に、どのような発表開示（原

18013
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とする場合は、財務諸表作成責任者として経営者の

会員異動

「不適切な会計処理」を原因として訂正報告書が

ＣＰＥ研修会

は、誤字・脱字・添付書類の添付漏れといったケア

会長活動報告

有価証券報告書に関する訂正報告書は相当数提出

ご案内

今回の発表は、「訂正報告書の事例分析（不適切

特
集
報
告
寄
稿
定例役員会

因分析、改善対応策、影響額、ガバナンスな

相当な内部あるいは外部（専門家も含め）の人材が選

ど）を経営者が行い、財務諸表利用者に寄り

出され、財務諸表利用者が納得する調査・報告がなさ

添った開示をしているか考察しました。

れていたのではないかと推察するところでありまし

５．訂正内部統制報告書の提出状況分析

た。一方、訂正内部統制報告書の提出状況をみると、

→訂正内部統制報告書の提出状況について、不

訂正報告書の提出を契機に開示すべき重要な不備を認

正or誤謬のケースに分けて、経営者の当該問

識している傾向があり、経営者の内部統制システムの

題にする姿勢を推察しました。

運用・整備責任や現状の内部統制報告制度の信頼性に

地区会

６．監査報告書の再提出状況の分析
→監査報告書の再提出状況を分析するととも
に、監査人の交代がある場合にはその理由に
ついても検討しました。
７．開示と株価の関係分析（2018年4月1日から

ついて今一度考えるべき時期が来ているのではないか
と考えました。
さらに、「不適切な会計処理」を原因として提出
された訂正報告書の存在意義について考えてみる
と、情報の適時性やその内容については、例えば、

厚生部
ご案内

2018年11月30日の分析）

株価の反応度を見ても、経営者の自主開示の方が投

→財務諸表利用者にとって、最も興味のあるも

資家のニーズ・期待に合致したものであると推察さ

のの一つである株価へのインパクトについて

れます。しかし、自主開示はあくまでの経営者の自

問題発覚のプレス発表から訂正報告書の提出

主開示であり、特に財務諸表に大きな影響を及ぼす

時までの期間においての自主開示と株価の関

場合には、監査法人等公認会計士の監査報告書の再

係を分析しました。

報告が訂正報告書上なされることになり、その意味
で存在意義はあるものと考えることもできます。た

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

これら観点を踏まえて、「不適切な会計処理」を原

だ、訂正報告書は、提出理由、訂正事項、訂正箇所

因として提出された訂正報告書の事例から、経営者の

が記載されるのみであり、訂正による影響度や訂正

姿勢を意識しながら分析をした結果として、まず、問

の原因やその分析及び改善対応策などは、自主開示

題発生の最初のプレス発表から訂正報告書提出までの

への依拠や財務諸表利用者が自ら分析検討を実施す

期間は平均して60日程度でありました。また、自主

る必要が生じています。これらの考察から、訂正報

開示ついては、程度の差はあるものの、原因分析、改

告書にも訂正による影響度や、訂正の原因となった

善対応策、影響度（影響額）など適時適切に、投資家

原因分析と改善対応策、ガバナンスの再構築など経

等財務諸表利用者に寄り添った開示をしている傾向が

営者の責任への言及などして、訂正報告書自体の価

多く見られました。また、調査委員会についても、多

値を高めていくことを検討してもよいのではという

くの場合、不正を起因としたものか、それとも、誤謬

結論に至りました。

を起因としたものかなど問題の性質や内容に応じて、
会員異動
事務局だより
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定例役員会 REPORT

第53事業年度
報

第11回定例役員会報告

告

2019年3月7日（木）18時〜19時51分
所：近畿会研修室

寄

場

稿

出席者：31名（役員数４2名）

審議事項
い、下記の細則を改正したいとの説明があり、

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

審議の結果、原案通り承認された。

智英

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。
１．会員・準会員8名について、病気の為の会

記
一

「業務運営細則」の一部改正（案）について

二

「旅費細則」の一部改正（案）について

定例役員会

第１号議案

費免除の申請があった。近畿会会費規程第

第４号議案

約第13条第1項により会費を免除したいと

部・委員会の改編等に係る委員長及び
副委員長の解職並びに委嘱について

の説明があり、審議の結果、原案どおり承

（提 案 者）総務部長

安井

康二

認された。

（提案説明）提案者より、部・委員会の改編等に伴
う委員長及び副委員長の解職並びに委嘱につい

為の会費免除の申請があった。近畿会会費

て、「業務運営細則」第10条及び第12条に基

規程第8条第1項第三号に該当するため、近

づき行いたいとの説明があり、審議の結果、原

畿会規約第13条第1項により会費を免除し

案通り承認された。

厚生部

２．会員・準会員31名について、出産・育児の

地区会

8条第1項第二号に該当するため、近畿会規

たいとの説明があり、審議の結果、原案通

第５号議案

り承認された。

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）提案者より、下記の特別委員会を業務

第三号に該当するため、近畿会規約第13条

運営細則第9条第4項により2019年3月31日付

第1項により会費を免除したいとの説明が

で廃止したいとの説明があり、審議の結果、原

あり、審議の結果、原案通り承認された。

案通り承認された。

会長活動報告

申請があった。近畿会会費規程第8条第1項

記

第２号議案

近畿会財政の在り方検討特別委員会の
提言書について

一

（提 案 者）近畿会財政の在り方検討特別委員会

二

廣田

壽俊

公認会計士制度70周年記念事業準備特別
委員会
公認会計士制度70周年記念誌編纂特別
委員会

（提案説明）提案者より、前回の定例役員会の協議
事項において、提言書へのご意見をいただいた

第６号議案

事務局職員の永年勤続表彰について

が、本日配付の提言書（最終版）をもって近畿

（提 案 者）総務部長

会の会員・準会員に向けて公表したいとの説明

（提案説明）提案者より、近畿会事務局職員

があり、審議の結果、原案通り承認された。

利枝子

安井

康二
安藤

について、永年勤続（10年）により日

部・委員会の改編等に係る細則の
改正について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

に該当するため表彰することとし、第38条によ
り賞状の授与並びに記念品を贈呈したいとの説

会員異動

本公認会計士協会近畿会就業規程第37条第四号

第３号議案

ＣＰＥ研修会

委員長

ご案内

３．会員1名について、介護の為の会費免除の

特別委員会の廃止について

明があり、審議の結果、原案通り承認された。

18015
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（提案説明）提案者より、部・委員会の改編等に伴

特
集

でのKAMの開示や必要に応じて株主総会等で

報告事項
第１号

の説明が求められている。企業、会計監査人の

会長報告

報
告

（報 告 者）会長

双方にとって、積極的な開示、説明が求められ

髙田

篤

ていることを再度、確認したいものである。

（報告内容）報告者より、3月報告があった。
2018年6月28日に公表された「金融審議会

第２号

理事会報告

寄

ディスクロージャーワーキング・グループ報

（報 告 者）理事

告」を受け、同年12月21日に「記述情報の開

（報告内容）報告者より、2月21日開催の常務理事

安原 徹

稿

示に関する原則（案）」が公表された。金融庁

会及び2月22日開催の理事会の報告があった。

では、記述情報についてのプリンシプルベース

【常務理事会：審議事項】

のガイダンスの策定が検討されている。
これは、財務情報及び財務情報をより適切に
定例役員会

理解するための記述情報の充実を図るもので、
例えば、経営戦略、経営者による経営成績等の
分析（MD&A）、リスク情報などの開示の充

◇東京証券取引所「市場構造の在り方等の検
討に係る意見募集（論点ペーパー）」に対
する意見について
実務的に非常に難しい問題を含んでおり、
実際に行われるかは、まだ先の話である。
◇監査基準委員会からの答申『「監査基準の

実を指している。

改訂に関する意見書」に対応する監査基準

＜ポイント＞
地区会

◇経営目線の議論の適切な反映

委員会報告書701「独立監査人の監査報告

取締役会や経営会議における経営方針・

書における監査上の主要な検討事項の報

業績評価・経営リスクに関する議論のディ

告」並びに関連する品質管理基準委員会報

スクロージャーへの適切な反映、経営トッ

告書及び監査基準委員会報告書の改正』に

プによるディスクロージャーに関する基本

関する件
公開草案に対して多くのコメントが寄せら

厚生部

方針の提示
◇重要性（マテリアリティ）

れ、それぞれ検討されて取り纏めている。

ご案内

情報の重要性（マテリアリティ）の判断

◇監査基準委員会からの公開草案『監査基準

における業績に与える影響度及びその発生

委員会報告書610「内部監査の利用」、監

の蓋然性の考慮並びに重要性のディスク

査基準委員会報告書315「企業及び企業環

ロージャーへの適切な反映

境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの

◇資本コスト等に関する議論の反映
取締役会や経営会議における成長投資・
手許資金・株主還元のあり方や資本コスト

会長活動報告

に関する議論及びそれらを踏まえた今後の

識別と評価」及び関連する監査基準委員会
報告書の改正」に関する件
公開草案を出して、1ヵ月間のコメント
を募集したうえで夏頃に修正予定である。

経営の方向性のディスクロージャーへの適
【常務理事会：報告事項】

切な反映
◇セグメント情報
経営上、事業ポートフォリオのあり方に

ＣＰＥ研修会

ついての検討が求められているなか、経営
の目線を十分に踏まえた深度あるセグメン

◇IFAC−国際公会計基準審議会（IPSASB）
クアラルンプール会議報告に関する件
国の債務の計上にかかるIPSAS第42号
「社会給付」が検討された。
【会長報告】

ト情報の開示

◇会計監査の情報提供の充実

◇分かりやすさ
より分かりやすい開示の実現に向けた、
図表、グラフ、写真等の積極的な活用

金融庁の公表に合わせ副会長通知を公表
（1月22日）

会員異動

守秘義務の考え方整理PTチームの設置
上記の通り、有価証券報告書における開示に
ついては、企業は投資家に対してより一層の
「分かりやすい」開示情報の提供が必要となっ

事務局だより

てくる。会計監査人についても、監査報告書上

◇監査報告書の透明化
日本経済新聞に広告掲載（2月8日）
◇職員の超過勤務の件
中央労働基準監督署の立ち入り調査が実施
され、時間外労働に関する指導があった。
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第４号

【理事会報告事項】
◇グローバル・アカウンティング・アライア

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）報告者より、ラジオ放送での公認会計

2018年11月にベルギー：ブリュッセルで

告

士のPR活動について報告があった。

報告に関する件

（番組名）高岡美樹のべっぴんラジオ

会議が開催された。

報

ンス（GAA）タックスディレクター会議

広報部報告

〈毎週（月）〜（木）15:00〜17:00〉

◇英国の監査規制等を巡る最近の動きに関す

（放送局）ラジオ大阪（AM1314、FM91.9）
2月7日（木）、14日（木）、21日（木)
の計５回

CMA（英国競争・市場庁）が調査報告書を
公表した。

稿

カリリオン社の経営破たんについて、

寄

（放送日）1月24日（木）、31日（木）、

る件

※各回の15:45頃から7分程度、広報部員が出演

また、財務報告協議会のキングマン氏が報

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

第３号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

安井

康二

悟

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）

の実施結果について

①自由論題の部

時）2019年2月26日（火）
12:00〜14:00
所）KKRホテル大阪

10:30〜12:00

・午後

13:00〜14:30

②統一論題の部

15:00〜17:00

③懇親パーティー 17:20〜19:00
（場

所）神戸ポートピアホテル

認会計士のワーク・ライフ・バラ

２．CPE協議会の開催結果について

ンス及びキャリア）」、「最近の

３．CPE研修計画及び実施結果について

厚生部

（テーマ）「公認会計士を巡る最近の動向に
ついて（①最近の事業承継、②公

・午前

地区会

１．関西地区三会と近畿財務局との意見交換会

（場

小松野

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（日

定例役員会

第５号

告書を公表した。

経済情勢について」、「開示行政
題について」
（出席者）近畿会7名、京滋会3名、
兵庫会4名、金融庁1名、
２．関西地区三会と公益社団法人日本監査役協

（報 告 者）会員業務推進部長

輝明

１．会員への業務推薦状況について
◇外部監査人候補者の推薦（八尾市）
◇大阪府ESCO提案審査会委員候補者の推薦
他7件
２．公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉

について
時）2019年3月6日（水）

サービスセンター発行「OCSニュース」へ
のコラム掲載について

所）KKRホテル大阪

（テーマ）「公認会計士を巡る最近の動向」、
「最近の日本監査役協会の動き」

第７号

（報 告 者）非営利法人委員会 農業協同組合専門部会
専門委員

（出席者）近畿会13名、京滋会1名、
兵庫会2名、

中丁

卓也

（報告内容）農業協同組合専門部会の審議状況等に
ついて

会員異動

公益社団法人日本監査役協会関西

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

ＣＰＥ研修会

17:00〜18:00
（場

荻窪

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

会関西支部との定例情報交換会の実施結果
（日

会員業務推進部報告

会長活動報告

近畿財務局5名

第６号

ご案内

に係る金融庁の最近の取組みと課

支部12名
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地区会 REPORT
報
告
寄

みやこ地区会
イベント開催のご報告

稿

みやこ地区会 会長 中川 雅之

定例役員会
地区会

私どもみやこ地区会は、2019年3月31日（日）

エビなどのシーフー

に、for REST RESORT京都るり渓温泉にて、「大

ド、さらにはロースト

自然の空気も味わう高原BBQ♪」を開催いたしま

チキンとかなりのボ

した。気淑しく風和らぐ…とはいかず、例年よりも

リュームをご用意いた

7℃くらい気温が低く、風もそれなりに強い中、炭

しました。牛肉は

火で暖をとりながらバーベキューを行うという、あ

50cmはあろうかとい

る意味珍しい経験ができました。

うもので、網に乗せる

厚生部

今回のイベントでは、ご家族でのご参加はもちろ

と大きな炎が上がるほ

んのこと、1人参加の方もいらっしゃれば3世代で

ど脂が滴る美味しいお

のご参加もあり、バラエティ豊かな集まりになった

肉でしたし、ローストチキンはダッチオーブン仕立

かと思います。

てで1時間かけて焼き上げるもので、ハーブが薫り
こちらも大変美味しゅうございました。

会場まで
ちょうど桜の季節ということもあり、人、人、人

自由時間

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

…で溢れる京都駅から貸切バスにて出発しました。

バーベキューの後は、皆様には自由に楽しんでい

途中、数十台のフェラーリやランボルギーニなどの

ただきました。るり渓温泉には様々な施設がありま

スーパーカーやスポーツカーの車列に遭遇したり

して、何人かの参加者の方にお話を伺ったところ、

（高雄パークウェイでイベントがあったようで

プラネタリウムを楽しまれた方もいらっしゃれば、

す）、消防車がバスのすぐ隣を走り抜けていったり

温泉でゆっくりと過ごされた方、カフェでいちごス

と大人（主に男性）も子供（主に男の子）もテン

イーツを召し上がった方もいらっしゃったとのこと

ションが上がる場面もあれば、途中の離合困難な山

で、存分に楽しんでいただけたかと思います。また

道も大型バスですいすいと運転されるドライバーさ

前回同様、年齢の近いお子さんがあっという間に仲

んの技量に驚かされる場面もあり、意外に刺激に満

良くなって一緒に遊んでいる微笑ましい様子も見ら

ちた道のりとなりました。

れ、コミュニケーション能力の高さに感嘆するばか
りでした。

バーベキュー
最後は渋滞で京都駅到着が少し遅れてしまいまし

周りでもたくさんの

たが、無事解散と相成りました。

方がバーベキューを楽
しまれている中、寒い
会員異動

こともあって待望の

次回イベント

バーベキュースタート

詳細未定ですが、また夏か秋頃にイベントを開催

となりました。今回は

予定ですので、皆様のご参加を心よりお待ちしてお

牛・豚・鶏にホタテや

ります。

事務局だより
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観劇部 第3回活動報告

告

小池 秀昌
寄

OSK日本歌劇団「新撰組」

稿

いっぱいでしたので、少し離れた場所でケーキを食べな

2019年3月9日（土）に観劇部のメンバーとして

がら１時間ほど歓談しました。OSK劇団員のプライ

OSK日本歌劇団のミュージカル“新撰組”を見てきま

ベート情報や今後観劇部等で見る予定の公演の話等をし

した。劇場はあべのハルカス近鉄本店のウイング館8

て楽しい時間を過ごしました。私は何度か観劇部に参加

階にあります。朝の11:30に集合、チケットを受取

していますので演劇についてだんだん詳しくなってきま

り、劇場前列席で鑑賞しました。OSK劇場内はアット

した。今後も観劇部の先輩方からいろいろな芸術の話を

ホームで、客席の前をキャストが横切ることもあり迫

教えていただけると思いますので楽しみです。

で他にも殺陣、ダンス、歌等あり、初心者でも楽しめ

5. 観劇部の旗

るものでした。

今回から観劇部で旗を作成しました。集合場所に
迷ったときは上品

2. ストーリー
ストーリーは生き残った元新撰組隊員

地区会

力ある演技を体験できます。演劇はドラマ部分が中心

定例役員会

1. OSK日本歌劇団公演“新撰組”見てきました。

な紫色の旗を目印
永倉新八と

厚生部

動乱の時代に志半ば亡くなった亡霊との対話で幕を開

に探せば大丈夫だ
と思います。
写真の旗。旗を

は進んでいきます。有名な池田屋事件や山南敬助の切

持っているのは劇

腹等の場面があります。特に山南敬助の事件は悲しむ

団員のせいら純翔

新撰組同志の迫真の演技もあり印象に残りました。公

さんと水葉紗衣さ

演新撰組はシリアスな話ですが、沖田総司役の現代若

んです。

ご案内

け、近藤勇、土方歳三、沖田総司等の人物を中心に話

者風演技はユーモアがあり特にエッセンスになってい
たと思います。公演の後半では窮地に陥った新撰組同

＜観劇部の入部案内＞
観劇部は年3回の活動をしています。演劇興行

す。あきさせないストーリーで公演終了後は大きな拍

はチケットの発売が大変早いため、観劇部での募

手がキャストに向けられていました。

集もそれに準じてとても早くなっています。すで

3. 楊琳さん（土方歳三役）との写真撮影

に2019年度の1回目（7月/劇団四季「リトルマー
メイド」）と2回目（8月/宝塚星組）は締め切り
済みです。第3回は2020年1月予定ですが、そろ

で、メインキャストの楊琳さんと観劇部一同で写真を

そろ募集です。観劇日の半年前以上に募集（そし

撮ることになりました。20分くらい劇場前で待ってい

てほぼ即日完売）というスケジュールですので、

たところ楊琳さんが会いに来てくれました。楊琳さん

入部を考えている場合はお早めに入部ください。

は写真撮影前に観劇部一人ひとりと軽い挨拶と握手を
してくれました。（お会いした楊琳さんは土方歳三役

ＣＰＥ研修会

公演終了後には観劇部の梨岡さんの取りはからい

会長活動報告

志で発足当初の思い出を語る感動的な場面もありま

衣装で男前でしたが、普段は女性らしい人だそうで
会員異動

す）このような貴重な機会を用意してくれた梨岡さん
には感謝したいと思います。

4. 観劇の後の食事会
観劇の後にはいつもの食事会に参加しました。週末

18019
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ということもありあべのハルカス付近の喫茶店は人が

特
集
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告

マラソン大会報告
厚生部サポーター 篠原 直

寄
稿

人は何故走るのでしょうか。ダイエット？目標タイ
ムを達成するため？仲間と時間を過ごす一環として？

レース途中には雨にも降られましたが、なんとか
かんとかゴール！

定例役員会

そこに道があるから？いっぱいたこ焼きを食べること

さぁ、ついにご褒美

ができるから？ランナーそれぞれに目的はあると思い

のたこ焼き食べ放題タ

ますが、走ることに興味のない人にとっては理解がで

イムです！

きない行為です。ただ、ランナーはゴールを目指して

レース会場の横にず

走り続けます。そう、それがルームランナーの上で

らりと並んだ17の味

あっても。（知り合いに、ルームランナーでフルマラ

自慢のたこ焼き屋さんに目移りしながら、最初に食

ソンを完走した奇妙な方がいました…。)

したのは「咲たこ」の京風たこ焼きです。出来てか

地区会

2019年3月10日（日）、総勢30名の近畿会、京

ら時間が経っていたため本来の味ではありません

滋会、兵庫会の会員・準会員の皆様が様々な思いを

が、京風出汁の味と京風九条ネギの味が口の中に広

胸に秘め、昨年に引き続き、「ＡＢＣ万博たこやき

がり、最高の気分です。
次々と他のたこ焼きも食していきましたが、中で

マラソン」の10キロコースに参加致しました。
厚生部

午前10時過ぎ、嵐となる天気予報を裏切り、穏

も「明石夢工房」の明石焼は、温かいだし汁につけ

やかな曇り空の下、たこやきレインボーの登場で

て食べることができたこともあり、これが私の中で

す。ランナー達は、ポップなミュージックに合わせ

の１等賞でした。
お腹が満腹とな

たダンスで準備体操です。

り、表彰式です。

程よく体が温まり、
ご案内

午前10時半、いよい

男性、女性それ

よマラソンがスタート

ぞれの3位までの

しました。

方々は以下のとお

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

１年以上、走ること

りで、それぞれ豪

から離れていた私は、

華賞品を獲得され

情けないことに３km付近で右足の付け根から膝上

ました。なお、1位

の辺りに強烈な痛みを感じ、途中、何度も立ち止

の谷木祐介さん、

まってしまいましたが、廣田担当副会長の座右の銘

石井信子さんは2連

「夢を見ながら耕す人となれ」という言葉が顔とと

覇を成し遂げられ

もに脳裏に浮かび、歩を進めれば必ずゴールはやっ

ました。おめでと

て来る！と自分に言い聞かせ、高低差のある難コー

うございます！

スに立ち向かい続けました。
順位

男性の部

女性の部

豪華賞品

会員異動

１位

谷木

祐介 さん

石井

信子 さん

たこ焼き器（または、それ相当賞品）

２位

橘

典佑 さん

中尾

侑子 さん

グルメ券

３位

篠田

康弘 さん

俊野

祐子 さん

まるごとたこ唐せんべい

来年の「ABC万博たこやきマラソン」への参加
は、厚生部の行事として予定はされておりません

事務局だより

が、他に様々な行事を企画しておりますので、普段
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は交流のない方々と楽しい時間を過ごされては如何
でしょうか。
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ハイキング部報告

告

吉川 和美
寄

奈良佐保川堤の桜ハイキング （参加者会員7名
【コース概要】全長8キロ程度

稿

2019年3月31日（日）

非会員1名)

学校の時に習ったはずの由来をすっかり忘れてしまって
いました。調べてみますと752（天平勝宝４）年から続

東向き商店街を抜けて猿沢池〜浮見堂へ

く法会で、1250年を超えて現在まで途絶えたことがな

春日大社〜若草山登山（山上でお弁当）

い行事とのこと。選ばれた僧11人が3月上旬に付き人ら

東大寺二月堂〜佐保川堤の桜を見学

と二月堂に籠って、本尊・十一面観音に世上の罪汚れを

新大宮駅付近で解散

懴悔し、平和や豊穣を祈る一連の儀式とのことです。毎

定例役員会

近鉄奈良駅集合、出発

年3月2日には、若狭の小浜市神宮寺の｢お水送り｣という
行事も行われており、この「お香水（こうずい）」が若
狭鵜の瀬から10日間かけて奈良東大寺二月堂「若狭井」

ました。どなたか晴れ男がいらっしゃるのでしょう、小

に届きます。3月13日未明に井戸から聖なる水・香水を

雨が降りましたが薄ピンクの桜に時折青空が映え、暑く

汲むことから、この行事は「お水取り」と呼ばれている

も寒くもない歩きやすい天候となりました。

とのこと。この行事はご存知の方も多いと思いますが、
たいまつをともすことでも有名です。お水取りの由来の

客が来られていましたが、喧騒は京都ほどではなく、落

みならず、二月堂に飾ってある長さ6メートルもあるた

ち着いた雰囲気があります。メンバー一同、猿沢池での

いまつを見て、運ぶ苦労と歴史の重さに厳かな思いがい

亀はどうやって冬を生きていくのだろうといった、とり

たしました。
その後は佐保川の川沿

駆除するのだそうです）、浮見堂では桜を背景に紋付き

いにずっと続く桜並木を

袴と薄桃色の婚礼衣装を着た新婚カップルの写真撮影を

見ながら歩きました。桜

のんびり見学し、春日大社付近では鹿せんべいめがけて

はまだ5分咲きといったと

アタックする鹿のたくましさに感心しつつ、若草山の麓

ころでしたが、途中で休

まで歩きました。私も長らく奈良に住んでいますが、若

憩を兼ねてみたらし団子

草山というのは山焼きを見るものであって登るものでは

をいただくのも楽しい時間でした。

ご案内

とめのない話をし（毎年池の水を除いて外来種のカメは

ロマンに思いをはせ、桜も見つつ楽しく歩くことができ

ましたが整備されて歩き

るおすすめのコースでした。こちらが掲載される頃には

やすく、途中には桜が咲

終了していますが、平成最後のハイキングは4月28日

いていましたし、山頂か

（日）、行き先は宇治周辺で平等院他をめぐり、最後は

らの景色が素晴らしかっ

お茶とスイーツで締めくくる10キロ程度のコースです。

たです。30分ほどの短い

また、5月は26日（日）に「奈良柳生の里ハイキング」

登山の後は、山上でお世

を予定しています。
ハイキング部では引き続き、新たな部員を募集してお
ります。ご興味

き、大変おいしくいただ

のある方は、最

きました。ハイキングな

寄りのハイキン

らではの、山上でお弁当

グ部員か近畿会

を食べる楽しさを堪能し

事務局までお気

ました。

軽にお知らせく

下山後は東大寺二月堂を見学。東大寺といえば、奈良

会員異動

り弁当を分けていただ

ＣＰＥ研修会

今回のハイキングは初級者向けのコースであり、古代

ぶりでした。実際に登ってみますと、少々坂道ではあり

会長活動報告

ないと思っていたふしがあり、実際に登るのはうん十年

話役の会員ご夫妻の手作

厚生部

春休みでもあり、奈良にも大勢の外国人や日本人観光

地区会

前日が雨で天候が危ぶまれた中、平成最後の3月決算
日でもある3月31日に奈良の桜を見るハイキングを行い

ださい。

のお水取りが終わると春が来ると言われるお水取り、小
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囲碁部だより
「武則天」という中国ドラマがBSで放送されて

りません。囲碁は

寄
稿
定例役員会
地区会

おり録画観賞しておりますが、その中で囲碁のシー

無限の変化があり、

ンが出てきます。武則天、すなわち中国史上唯一の

何が正しいかは未

女帝である則天武后を150億円の脱税容疑をかけら

だに謎であり、人

れたファン・ビンビンが演じており、後宮の血みど

智では極められな

ろの権力争いの中を唐の２代目と３代目の皇帝の寵

い所に面白みがあ

愛を受け、生き抜き、自分の2人の子供を殺されな

ると思います。勝っ

がらも最後に皇帝に上り詰めるという何とも壮絶な

たと思った時に敗

ドラマです。日本で「大奥」という映画がありまし

着を打ち、小利を

たが、絢爛豪華さの点で多分比較にはならないで

貪れば必ずしっぺ

しょう。

返しを食らうという機微に富んでいます。

その中で朝貢の国々との親睦競技大会があり、そ

囲碁部では思わぬ石の変化に一喜一憂しながら、

の一つとして囲碁の手合いがありました。日本は遣

則天武后ならず宇宙の真理に少しでも近づこうと奮

唐使の一人であった物部某氏が日本の最強選手とし

戦、熱戦しております。

厚生部

て後宮随一の打ち手である徐慧という才人と対戦す
ることになったのですが、後宮内の陰謀で扇子に毒

4月6日（土）に囲碁部の例会が近畿会会議室で

を仕込まれ、対局途中でダウンし、代わりに武如意

行われました。京滋会、兵庫会を合わせ総勢7名の

（のちの則天）が代打登場し、窮地に陥りつつも友

参加がありました。

ご案内

人の徐慧の打ち方を思い出し見事に勝つという筋書

西2段が初出場で見事優勝されました！

きです。

主な対戦結果は下記の通り。（規定のハンディ戦

則天武后は西暦624年生まれ705年没ということ
になっていますので、日本では丁度、大化の改新な
どが行われていた頃です。そんな昔に唐では全国大

により、各自5局対局。）
（優

勝）西

育良（近畿会）

２段

５戦全勝

会長活動報告

（２

位）坂井

俊介（近畿会）１０段

４勝１敗

会が開催されるなど、囲碁は相当普及していたよう

（３

位）松山

治幸（近畿会）

３段

３勝２敗

です。後宮で皇帝と女官が囲碁を打つシーンや、朝

（参加賞）田中

耕造（近畿会）

６段

廷の高官同士が碁盤を挟んで腹の探り合いをする

近藤

一郎（京滋会）

４段

シーンも出てきます。

瀧田

輝己（京滋会）

初段

福永

武郎（兵庫会）

８段

ＣＰＥ研修会

碁盤は19×19合計361のマス目があり、天元
（10の10の真ん中）は宇宙の中心を表し、四隅は

囲碁会の後、近くで広東料理をいただき、当日の

春夏秋冬、すべてのマス目は1年365日を表すとさ

対戦について反省も交えつつ、懇親を深めました。

れています。中国では古来、宇宙思想を反映した遊
戯として囲碁を嗜み、黒白の石の烏合集散、無限の

会員異動

変化を体感し、様々な思いを巡らしていたに違いあ

次回の東西対抗戦は2019年7月7日（日）〜8日
（月）in 熱海となります。
（報告：代理幹事

事務局だより
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坂井）
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髙田篤会長活動報告

2019年度

告

本年4月の初旬は、桜の開花が例年より遅い開花となり、また、桜の花に似合わない程寒い日が続きました。今はすっかり暖

報

TOPICS

会務報告

かく、また新緑がきれいな季節になりました。「平成」が終わり、新しい「令和」の時代が始まり、「令和」の時代が良き時
代になることを祈りたいと思います。
国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の3月のボード会議において、下記2点の重要な提案がなされています。
1点目は、PIE（日本における大会社等）の報酬依存度が5年間連続して15％を超えた場合、監査人は辞任しなければならな

寄

いという提案がなされています。このルールは、既にヨーロッパにおいて導入されているルールですが、USや日本では導入さ

稿

れていません。ヨーロッパと日本の状況は異なり、すぐに日本でも適用されるものではないと考えますが、IESBAでは、9月
（遅くとも12月）に公開草案が出される可能性もあり、留意が必要です。
2点目は、保証業務の提供先に対して、非保証業務の同時提供を行うに当たっては、監査役等による事前承認を必要とするこ
協会本部におきましては、現在上記の2点について、必要な影響度調査等を行っており、然るべき対応を行う予定です。会員
の皆様におかれましては、これらの今後の動向にご留意頂ければ幸いです。

定例役員会

とが提案されています。

さて、協会会務も近畿会では残りの任期は3ヶ月を切り、協会本部についても4ヶ月を切りました。既に事業年度は3月で終
了しましたが、任期の最後まで全力で取り組みたいと思います。

付

3月28日

曜日

時

間

会務の内容

場

所

16：00〜17：00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

17：00〜19：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

11：30〜17：30

第2回

日本公認会計士協会

12：00〜14：00

地域会会長会議

14：30〜17：30

正副会長会議

日本公認会計士協会

木
日

4月3日

水

推薦委員会
打合せ

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

4月6日

土

10：00〜19：00

第3回

推薦委員会

日本公認会計士協会

15：00〜16：00

第3回

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16：00〜18：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18：00〜20：00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

10：00〜12：30

大手監査法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

15：00〜17：00

中規模法人代表者との意見交換会

日本公認会計士協会

10：00〜12：30

正副会長会

日本公認会計士協会

13：30〜14：30

当選者会議（推薦委員会として出席）

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

15：00〜17：00

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

12：00〜13：00

個別事案審査体制検討P.T.

日本公認会計士協会

4月16日

4月18日

水

木

会員異動

4月19日

火

ＣＰＥ研修会

4月17日

会長活動報告

木

ご案内

4月4日

木

厚生部

3月31日

4月11日

地区会

日

金
(作成月日:2019年4月20日)
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特
集
2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年4月実績及び5月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

告
監査事例研修会（監査会計委員会）

査

4 月 3 日 13:00〜15:40 監

査

16:00〜17:00 倫

理

11:00〜12:00 監

査

4 月 8 日 13:00〜15:40 監

査

16:00〜17:00 倫

理

18:00〜19:00 監

査

19:10〜20:10 倫

理

4 月 1 2 日 18:00〜20:40 監

査

4 月 1 5 日 13:30〜15:30 会

計「平成31年3月期の会計・監査上の主な改正点と開

寄

11:00〜12:00 監

稿
定例役員会

4月10日

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

小粥純子氏（本部自主規制・業務本部調査・相談

監査事例研修会（監査会計委員会）

本部調査・相談グループテクニカルスタッフ）
1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

1

「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」倫理

1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

1

「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」倫理

グループ長）、小川枝津子氏（本部自主規制・業務

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
「最近の照会事項」倫理

師

1

「最近の照会事項」社会福祉法人会計

監査事例研修会（監査会計委員会）

講

1

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

地区会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

2

山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員長）

示上の留意点」
関西地区三会共催監査事例DVD研修会

厚生部

11:00〜12:00 監

査

4 月 1 6 日 13:00〜15:40 監

査

16:00〜17:00 倫

理

13:00〜14:40 税

務「最近の租税判例
（相続税・贈与税 編）」

1

「最近の照会事項」社会福祉法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会

3

「最近の照会事項」企業会計・監査、学校法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」倫理

1

本部税務業務部会共催DVD研修会
2

ご案内

（2019年2月5日税務業務部会研修会（第64回））
5月14日

本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税

務

「資産税実務入門編 資産税とは何か」
（2019年3月28日開業するなら知っておきたい税

2

務実務研修会（第22回））
DVD研修会

会長活動報告

5 月 3 0 日 13:30〜16:15 会

計

「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された
手続業務等の解説」

3

（2019年3月20日本部研修会）

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。

事務局だより
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

ご案内

告

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

寄

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

稿

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

報

会員情報の変更手続についてご案内

定例役員会

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

地区会

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

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）

厚生部

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

ご案内

協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

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

会長活動報告

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

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

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

変更」画面から会員情報に変更がないかどうかを次

４．ID及びPW入力

の要領にてご確認いただきますようお願いいたしま

５．
「会員情報の確認・変更へ」をクリック

す。

６．登録事項及び届出事項がともに変更がないことを確

確認いただきますようお願いいたします。

認後、
「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボ

会員異動

なお、過去に既に確認いただいている方も再度ご

ＣＰＥ研修会

会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員

タンをクリック
７．
「登録事項・届出事項ともに変更なし」がグレーになり、

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

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

C.P.A.NEWS 2019.05 Vol.719

37

事務局だより

18025

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
寄

学校法人会計の実務ガイド

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

イマドキのトラブル事例から学ぶ！宗教法人の経理と税務

第7版

稿

あずさ監査法人 編
中央経済社 刊
定価4,600円＋税

田中義幸 著
ぎょうせい 刊
定価2,300円+税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

宗教法人の税務や会計にはどういう問題
があり、どういう対応をしたらいいか。会
計ルール作成に携わり税務に精通する第一
人者が、宗教法人が税務調査で狙われる最
新のトラブル事例をもとに、経理と税務の
ノウハウを徹底解説しています。

定例役員会

学校法人会計基準の概要から計算書類
の作成、税務、監査まで網羅。本改訂版
では、学校法人特有の会計処理について
主要論点ごとに５つの章に分けて記載
し、内容の更なる充実を図るとともに、
本書の利便性を向上すべく、巻末に新た
に用語集を設けています。

地区会

学校法人会計入門

第8版

定価より15％引き（送料別）

子ども・子育て支援新制度の会計・税務・労務

増田正志 著
税務経理協会 刊
定価2,900円＋税

税理士法人ゆびすい
税務研究会 刊
定価2,000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、学校法人の会計実務に従事す
る人を対象にした入門書で、最新の学校
法人会計基準に対応した第８版。一般の
企業会計とは異なる学校法人特有の会計
処理の基礎的な知識を、平易に解説して
います。参考法令として「学校法人会計
基準」も収録しています。

編著

定価より15％引き（送料別）

本書は、子ども・子育て支援新制度に
係る事業を行う法人、新制度への移行を
検討している法人に向けて、制度の概
要、会計、税務、法人運営、労務管理な
ど多岐にわたるテーマを取り上げ、わか
りやすく解説。「働き方改革」の概要に
ついても説明しています。

ご案内

国民年金基金加入希望者の紹介受付業務について
2019年4月1日より、公認会計士国民年金基金は「全国国民年金基金」に合併されました。これに伴い、今後国民年金基金にご加入
を希望される方の紹介受付業務を当組合が行うことになりました。

会長活動報告

ご存知のとおり、国民年金基金は国民年金第一号被保険者である自営業者が将来受け取る年金額の上乗せのための制度で、税制上の
優遇があり、また自由なプラン設計ができます。国民年金第一号被保険者である公認会計士、事務所職員またはお知り合いの方で加入
を希望される方がいらっしゃいましたら、当組合事務局（電話03-3515-8960）へご連絡ください。
≪国民年金基金のポイント≫
①終身年金で、年金を増やせる
●国民年金しか加入していない自営業者等（国民年金第一号被保険者）と、国民年金と厚生年金の両方に加入しているサラリーマ

ＣＰＥ研修会

ンとの、将来受け取る年金額の差を補うものです。また、長期化する老後にぴったりな終身年金が基本です。
②税制上の優遇

③自由なプラン設計

●掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減されます。

●ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます。

●受取る年金は公的年金等控除の対象となります。

●加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます。

●遺族一時金は全額非課税です。（※2018年1月現在）

●掛金を年度分前納すると、割引があります。

会員異動

印刷物販売のご案内

事務局だより

当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。「領収証付請求書」は
日付の欄に新元号「令和」の印字されたものと西暦用に空欄のものをご用意いたしました。
価格等は、当組合のホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロードできます。
また、サンプルをご希望の方はご連絡ください。（電話03-3515-8960）
※組合員以外の方もご利用いただけます。
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会員異動
報

会 員 数
会 員

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,556

36

3,592

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

34

849

計

合計

894

4,486

（2019年3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

資格変更（準会員から会員へ）
3月22日付
岡田

健志

常岡

直人

安井

智宏

入会者
地区会
厚生部

3月22日付
秋山 陸央 （四号準会員）
石橋 綜佑 （四号準会員）
今西 望 （四号準会員）
大松 希予志
（四号準会員）
岡
昌弘 （四号準会員）
乙重 遼太 （四号準会員）
樫原 拓哉 （四号準会員）
兼武 直也 （四号準会員）
千馬 一扇 （四号準会員）
髙木 彩寧 （四号準会員）

中山
原
平田
福永
藤澤
松浦
松岡
栁生
山本
吉富

理恵 （四号準会員）
良太 （四号準会員）
亜岐 （四号準会員）
陸人 （四号準会員）
俊介 （四号準会員）
ひかる
（四号準会員）
美帆 （四号準会員）
兵庫 （四号準会員）
芳樹 （四号準会員）
広喜 （四号準会員）

ご案内

3月8日〜28日
【事務所】

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

髙田
髙橋
田中
玉置
玉置
中
馬場
松永
森
安部
井尾
生越
池田
池畑
石黒
石原
伊藤
井上
大川

学
（会
浩嗣 （会
治郎 （会
秀彰 （会
秀明 （会
栄一 （会
康仁 （会
義則 （会
英朗 （会
太郎 （会
聡
（会
靖雄 （会
武司 （会
栄美子（会
賢重 （会
憲二郎（会
訓
（会
伸一 （会
穣
（会
嘉之 （会
幸一 （会
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員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

18028

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

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

松本
美馬
目細
柳澤
山田
横山
吉村
和田
芝
玉置
八田
平安
石川
森本

俊輔 （会
員）
和実 （会
員）
実
（会
員）
良文 （会
員）
美樹 （会
員）
誠二 （会
員）
祥二郎（会
員）
稔郎 （会
員）
亨
（会
員）
康仁 （会
員）
和信 （会
員）
宏充 （会
員）
良輔 （四号準会員）
彰
（四号準会員）

吉良 香奈子（会
久保田 匡美（会
齋藤 久美子（会
谷口 信介 （会
谷口 陽子 （会
坪倉 秀典 （会
中村 正太朗（会
中谷 洸太 （会
西
育良 （会
西田 直樹 （会
藤田 裕一郎（会
三宅 大佳 （会
山上 剛史 （会
横田 慎一 （会
渡
喬
（会
太田 晶久 （会

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

小澤
小島
佐伯
関
恒光
藤川
濱田
押谷
坂口
宮田
安井
和泉
川本
河野
宮坂
吉原

綜一郎（会
員）
孝雄 （会
員）
直毅 （会
員）
祥吾 （会
員）
優輔 （会
員）
弥栄子（会
員）
直治 （二号準会員）
直樹 （四号準会員）
祐樹 （四号準会員）
崇弘 （四号準会員）
智宏 （四号準会員）
翔馬 （四号準会員）
一仁 （四号準会員）
幹弥 （四号準会員）
菜摘 （四号準会員）
宏
（四号準会員）

員）

井村

奨

勝文
友之
賢治
照久
章
信之
恵子
智也
英之
秀吏
伸貴
賢
研徳
秀樹
康介

【自宅】

会員名簿記載事項の変更

池田
鈴木

髙見
竹内
田中
玉井
内
中田
菱本
樋野
平田
藤井
藤川
藤川
眞岩
松内
松嶋

大谷
岡田
奥谷
奥村
奥村
桂
河越
河津
岸野
久保
黒田
纐纈
後藤
小室
酒井
城
新免
関口
千﨑
高居
髙﨑

博史 （会
明広 （会
恭子 （会
孝司 （会
裕司 （会
雄一郎（会
弘昭 （会
誠司 （会
勝
（会
陽子 （会
雅美 （会
和雅 （会
紳太郎（会
将雄 （会
宏彰 （会
卓男 （会
和久 （会
浩一 （会
育利 （会
健一 （会
充弘 （会

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

【事務所・自宅】
和田

頼知 （会

（会

転入者
3月7日〜28日
太田 兼輔 （会
員）
員）
髙谷 正樹 （会
中島 彰英 （会
員）
福田 量太 （会
員）
前田 雄基 （会
員）
吉田 由佳 （会
員）
坂井 城史 （会
員）
橋本 年起 （会
員）
廣本 祥子 （会
員）
脇田 一郎 （会
員）
石原 誠士 （四号準会員）
寧山 正美 （四号準会員）
岡林 誠 （四号準会員）

京
東
埼
兵
東
京
兵
京
東
東
京
兵
京

滋
京
玉
庫
京
滋
庫
滋
京
京
滋
庫
滋

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

員）

特
集

転出者

庫
庫
滋
滋
庫
京

会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ

退会者
渡邊

文 （会

員） 3 月 2 2 日 付 業

務

廃

止

寄
稿

監査法人移転
2019年3月1日付

監査法人Ｋs Ｌab．

定例役員会

【旧住所】〒530-0054
大阪府大阪市北区南森町2-2-9
南森町八千代ビル
TEL 06-6755-4998
FAX 06-7635-8694
【新住所】〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5丁目9番3号
アールビル本館4F
TEL 06-4301-4887
FAX 06-7635-8694

地区会

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。

ご案内

（2019年5月14日〜6月14日）

近畿会および各部各委員会行事予定

厚生部

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

兵
兵
京
京
兵
東

告

京 滋 会
兵 庫 会
兵 庫 会
京 滋 会
東 京 会
京 滋 会
中 国 会
北 海 道 会
東 京 会
京 滋 会
兵 庫 会
京 滋 会
四 国 会
京 滋 会
京 滋 会
京 滋 会
兵 庫 会
四 国 会
京 滋 会
兵 庫 会
京 滋 会
京 滋 会
京 滋 会
兵 庫 会
京 滋 会
京 滋 会
京 滋 会
京 滋 会

賢吾 （四号準会員）
和也 （四号準会員）
拓哉 （四号準会員）
大雄 （四号準会員）
侑 （四号準会員）
建太郎
（四号準会員）

報

3月7日〜28日
天野 勝一 （会
員）
佐藤 有 （会
員）
繁田 善史 （会
員）
枩藤 章範 （会
員）
員）
宮﨑 幸治 （会
村上 貴美 （会
員）
鈴木 雅士 （会
員）
廣西 聡 （会
員）
吉識 健一郎
（会
員）
荒木 友斗 （四号準会員）
井若 麻香音
（四号準会員）
大
徳恭 （四号準会員）
大西 真圭 （四号準会員）
金川 諒祐 （四号準会員）
川島 渉 （四号準会員）
川本 竜 （四号準会員）
北岡 里菜 （四号準会員）
重松 英明 （四号準会員）
田中 翔子 （四号準会員）
陳
健人 （四号準会員）
田路 佳奈 （四号準会員）
名東 悠沙 （四号準会員）
新里 祐貴 （四号準会員）
西方 一真 （四号準会員）
西川 正大 （四号準会員）
藤本 直希 （四号準会員）
堀
真隆 （四号準会員）
増田 弘輝 （四号準会員）

三瀬
宮崎
村上
山口
山本
米満

※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。
6. 5 （水）
研修室13:00〜16:40

5.15 （水）

DVD研修会

研修室13:00〜16:40

正副会長会

会長室16:00〜18:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

6. 6 （木）

定例役員会

研修室18:00〜20:00

国際委員会

DVD研修会

会議室18:30〜20:00

6.10 （月）
研修室13:00〜16:00

非営利会計委員会 公益法人小委員会

会長室18:30〜20:00

6.14 （金）
DVD研修会

研修室10:00〜16:00
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会員異動

DVD研修会内容: 5月30日（木） 13:00〜16:00 「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務等の解説」
6月 5日（火） 13:00〜14:40 「公認会計士の職業倫理−最近の相談事例等を踏まえて−」
15:00〜16:40 「監査提言集の解説〜「期末日近くの取引」ほか〜」
6月14日（金） 10:00〜11:40 「民法改正による税務への影響」
13:00〜16:00 「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」

ＣＰＥ研修会

5.30 （木）

会長活動報告

5.14 （火）
税務業務部会DVD研修会

特
集

事務局だより
報

【弔事】

告

・会 員 亀岡 由雄氏
2019年3月31日ご逝去

・会 員 橋爪 健治氏のご母堂 静子様
2019年4月1日ご逝去 満84歳
・会 員 久世 雅也氏のご尊父 光平様
2019年4月4日ご逝去 満76歳

満86歳

寄
稿

【寄贈図書】
■有価証券報告書作成の手引き（2019年版）
連結財務諸表を作成している会社用
■有価証券報告書作成の手引き（2019年版）
連結財務諸表を作成していない会社用
寄 贈 者 株式会社プロネクサス
編集・発行 ディスクロージャー実務研究会
株式会社プロネクサス

■兵庫会設立50周年記念誌
寄 贈 者 日本公認会計士協会兵庫会
発
行 日本公認会計士協会兵庫会
定例役員会

■実務から学ぶ会計のトレンド
寄 贈 者 日本公認会計士協会東海会
編
者 日本公認会計士協会東海会
発
行 株式会社中央経済社

地区会

■有価証券報告書記載例基本編（連結あり）
2019年（平成31年）版
有価証券報告書記載例基本編（連結なし）
2019年（平成31年）版
有価証券報告書記載例留意事項編
2019年（平成31年）版
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社

■制度50年のあゆみ
寄 贈 者 奈良県社会保険労務士会
発
行 奈良県社会保険労務士会
■京滋会五十年史
寄 贈 者 日本公認会計士協会京滋会
発
行 日本公認会計士協会京滋会

ご案内

■社労士制度創設50周年記念、大阪府社会保険労務士
政治連盟40周年記念、大阪SR経営労務センター設立
30周年記念 あゆみ
寄 贈 者 大阪府社会保険労務士会
大阪府社会保険労務士政治連盟
大阪SR経営労務センター
発
行 大阪府社会保険労務士会
大阪府社会保険労務士政治連盟
大阪SR経営労務センター

会長活動報告

厚生部

■Q&A管理会計の最先端
−より深く学ぶためのアプローチ−
寄 贈 者 日本公認会計士協会出版局
著
者 園田智昭
発
行 日本公認会計士協会出版局

ＣＰＥ研修会

仰星監査法人

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）
作成要領 2019年4月改訂版
寄 贈 者 宝印刷株式会社
著
者 株式会社ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社
■有価証券報告書の作成要領（平成31年3月期提出用)
寄 贈 者 公益財団法人 財務会計基準機構
編集・発行 公益財団法人 財務会計基準機構

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

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

会員異動

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
担当:池上

事務局だより

42

C.P.A.NEWS 2019.05 Vol.719

18030

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

特

集

報

寄

稿

厚生部

ご案内

会長活動報告

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。

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。

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。

地区会

初かつお

)

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い

定例役員会

目には青葉 山ホトトギス
言わずと知れた春の歌ですね。花より団子、今月

ホ

号の表紙は鰹の写真が食欲をそそりますが、皆さん
冬の寒さが和らぎ、山を歩いていると﹁ホー

効率的に知識を得ることが可能な時代ではありま
すが、専門家たるもの情報収集は手広く多様な見識
に触れることも肝要かと思います。
さて、この号がお手元に届く頃は繁忙期も後半突
入。思い込みで﹁ああしくじった﹂とならないよう
気を引き締めて乗り切りましょう。でも週末には青

和田林一毅

事務局だより
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はホトトギスがどんな鳥かご存知でしょうか。
ケ キ ョ ♬﹂ と い う 鳴 き 声 が 聞 こ え る と 春 本 番 。 春 ら
しい陽気とともにその鳴き方が洗練されていくのは
﹁いや、ちょっと待てよ。それはウグイス。あ

毎年の楽しみであります。
れ？﹂
よく考えるとホトトギスがどんな鳥なのか、恥ず
かしながら今迄よくわかっていませんでした。
本号では、３月に行われた中日本五会の研究発表
を発行し会員の皆様に配布し

報告が掲載されています。従来は研究発表の内容は
インデペンデンス

インデペンデ

ンス でご覧になることをお勧めします。

す。詳細についてはお好みに応じた

”

のみとなる一方、ｗｅｂでの閲覧が可能となりま

ておりましたが、今回より紙媒体での配布は申込者

“

”

葉を愛でる時間も持ちませんか。

︵会報部

E-mail：kaiin@jicpa.or.jp

TEL：03-3515-1122

“

告

■甲南経済学論集第59巻1・2号、59巻3・4号
寄 贈 者 甲南大学経済学会
発
行 甲南大学経済学会

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につきましては、近畿会事務局までお問い合せください。

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

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

C.P.A.NEWS 05
2019 May

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

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

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