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異色の公認会計士シリーズ

告

君の未来は自分で描く
寄

「放課後等デイサービス」とは…

省による調査で、『発達障がいの可能性がある』と

6歳から18歳の障がいのある児童を対象とし

された児童生徒の割合です（全国の公立小中学校で

て、放課後や夏休み等の長期休業日に、生活能力

約5万人を対象）。

の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進

がいの傾向がある児童がいるということになります。

等を行う施設

地区会

すなわち、学校の一つのクラスに2人程度は発達障

（児童福祉法第六条の二の二の４）
今回『異色の会計士』として本原稿を執筆させて

「自閉症」「アスペルガー」「ADHD」等といった

いただいていますが、私自身にとっては昔から思い描

言葉は一昔前までは耳馴染みがなく、最近になって

いていた道であり、ようやく会計士としての経験を踏

（その多くはネガティブな情報とセットで）耳にす

まえた次のステップに踏み出すこととなりました。

ることが増えた方が多いのではないでしょうか？
そもそも私が会計士を目指すこととしたのは、以
下の理由によります。

い」という概念が十分に浸透していなかったことに

・経営について学ぶこと

より、その事実が顕在化していなかったに過ぎない

・福祉関係の経営者、有識者と人的関係を築くこと

ものと思われます。

・福祉に関係する会計制度や法制度の理解を深める
こと

あります。

つまり、将来的に「福祉施設の経営」を行うこと
を目指して、会計士になることを決めました。

クラスに1人や2人くらい、「こいつ変わったヤツ
だな」って思う生徒いましたよね？（もしくは自分

私は2005年に会計士試験合格・大学卒業ととも
に監査法人に入所し、その後、福祉等の非営利分野
を専門的に取り扱うパブリックセクター部門に異動

「発達障がい」には個人ごとに特性・程度の違い

しました。

があり、本人が気付いていないケースや、大人に

そこで、10年余りにわたって、非営利団体に対す

なってから診断を受けて初めて知る、ということも

る会計監査やコンサルティング業務に携わってきま

よくあります。

した。

課後等デイサービス）を開所しました。知人と2人

の策定支援や会計アドバイスを行いながら、経営者

での共同経営です。

層とコミュニケーションを取ることは、自分自身に
とって大きな経験であったと感じます。

18035

C.P.A.NEWS 2019.06 Vol.720

03

事務局だより

その中でも、障がい福祉を事業として行う社会福
祉法人にコンサルティング業務で関与し、経営計画

会員異動

前置きが少し長くなりましたが、私は昨年、監査
法人を退職し、発達障がい者のための通所施設（放

ＣＰＥ研修会

自身がそうである可能性もあります。）

会長活動報告

少し明確になってきたところですが、その診断基準
については未だに不明確な点も多い、という実情も

ご案内

えたというわけではなく、一昔前には「発達障が

今でこそ「発達障がい」の定義や概念については

厚生部

そもそも、「発達障がい」、後で説明しますが

ただ、これは近年になって「発達障がい者」が増

定例役員会

「6.5%」…これは、2012年に行われた文部科学

稿

〜福祉経営者として描く未来〜

特
集
報
告

「会計士」は年齢にかかわらず、様々な団体の経

発達障がい者の就労でよくあるケースとして、自

営者層とコミュニケーションを取る機会がありま

分の得意なこと・苦手なことが理解できておらず、周

す。このことは他の職種ではなかなか経験できるも

囲に適切に伝達できないことが原因で、仕事において

のではなく、自分の関心次第で大きな成長のチャン

周囲から理解されない・適切なサポートが受けられな

スがあると考えています。

い、というものがあります。その結果、失敗を繰り返

監査法人での業務を通じて、多くの福祉経営者と
繋がることができ、今回、放課後等デイサービスを
寄

始めるにあたっても様々な意見・アドバイスをいた

稿

だくことができました。

してネガティブになり、身体症状や精神症状を引き起
こす二次障害を発症することもあります。
社会に出てからではなく、その前段階（中学生・
高校生の時）において、自らの特性を適切に理解

さて、放課後等デイサービスの話に戻りますが、
定例役員会

放課後等デイサービスの事業所は、近年の発達障が

し、かつそのことを周囲に説明できる力を身に付け
ておくことが重要と考えられます。

い者増加に伴い全国的に急増しています。
その多くは小学生を主な対象としており、単に利

発達障がい者は苦手なことが極端ですが、その反

地区会

用者を預かって面倒を見ることに加え、「運動療

面、得意なことも極端なことがよくあります。

育」「お絵描き」「リトミック」等、それぞれの事

著名人を例に挙げますと、

業所が特徴を出しながら、様々なサービス提供がな

・スティーブン・スピルバーグさんやトム・クルー
ズさんは学習障害

されています。

・黒柳徹子さんや栗原類さん（タレント・モデル）
私が開設した放課後等デイサービスは、小学生で
はなく中学生・高校生に特化した「就労準備型放課

はADHD
であることを自ら公表されています。

厚生部

後等デイサービス」、言うなれば『異色の放課後等
極端な例ではありますが、「発達障がい」は特化

デイサービス』です。

した長所を有していることが多く、その得意な部分
昨年、省庁や地方自治体等の公的機関で「障がい
者雇用率の水増し」問題が発覚しましたが、発達障

を理解して強みを生かすことで、無限の可能性を秘
めています。

ご案内

がいを含む障がい者雇用に当たっては、当事者・雇
用者側双方に課題が存在します。

雇用者側に必要なこと
雇用者側にとって発達障がい者と一緒に働くため

発達障がい当事者に必要なこと
会長活動報告

「発達障がい」は一般的には以下の通り分類されて
おり、その特性は当事者一人ひとりによって異なり

には、適切な理解のうえで合理的配慮を行うことが
必要となります。
ここで重要なことは「発達障がいとは何かを理解
する」のではなく、「その本人の特性」を理解す

ます。

る、ということです。
＜発達障がいの分類＞

前述したとおり、「発達障がい」には個

ＣＰＥ研修会

人ごとに特性・程度の違いがあります。
・彼はADHDだからミスが多い
・彼女は自閉症だからコミュニケーショ
ンが難しい
というような「発達障がい」分類に基づ

会員異動

く認識（思い込み）は非常に危険です。
本人の特性を深く理解できない結果、
合理的配慮ができず、雇用者側・発達障
がい当事者双方にとって働きづらい環境

事務局だより

になることが予想されます。
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特
集

・彼は同時に複数のタスクをこなすことが苦手なの
で、段取りを整理して指示を細やかに行うように

「グループプログラム」とは…
複数の利用者・スタッフでグループとなって行う
報

プログラムです。

する

毎回テーマを変えて、グループディスカッション

モを取るのではなく、書類をスマートフォンで撮

やグループワークを行い、他者とのコミュニケー

影することを許容する

ションや自分の意見を伝える・質問をする力を身に

告

・彼女は文字の読み書きが苦手なので、手書きでメ

といったように、本人の特性を理解することで具体

付けることを目的としています。例えば「お金って

的な配慮・対応が可能になるケースが多いと考えら

何？」「何のために働くの？」といった決して答え

寄

れます。

が一つではないシンプルなお題をもとにグループ

稿

ディスカッションを行ったりします。
また、その他、社会に出ることを見据えた「マ
ナー講座」「スマホ・SNS講座」等も行います。

定例役員会

私が開設した放課後等デイサービスでの
取り組みについて
それでは、ここからは私が開設した放課後等デイ
サービス『就労準備型放課後等デイサービス

自由

帳』での取り組みについて紹介します。
『自由帳』では大きく分けて「個別プログラム」

地区会

と「グループプログラム」の2部構成で支援を行っ
ています。
利用者は中学校・高校が終わった後に『自由帳』
に通い、「個別プログラム」と「グループプログラ
「個別プログラム」「グループプログラム」に共
「個別プログラム」とは…
利用者の得意なこと・強みを伸ばすことを目的と
したプログラムです。
心のある分野のトレーニングを行います。
例えば、パソコン操作の練習や、漢字検定等の資
格試験受験対策を実施したり、アルバイトへの申し
継続して一つの取り組みに関わることで、物事を

く「一緒に考え抜く」ことをテーマにしています。
社会に出て仕事をする中では、「教えてもらう」
ことよりも「自分で考える」ことが必要となる場面
に多く出くわすこととなります。
「自分で考える」力を身に付けるとともに、他者
がどういう考え方を持っているのかを少しでも多く
経験してもらうことが狙いです。

達成する「成功体験」を得る機会を提供し、その体
験の中で誰にも負けない技術や知識を習得すること
を狙いとしています。

自由帳は全国的にも数が少ない「就労準備型」で

会長活動報告

込みや面接の練習を行ったりします。

い」』という方針があります。「教える」のではな

ご案内

利用者本人・親御さんと相談のうえ、利用者が関

通して、『自由帳のスタッフは利用者に「教えな

厚生部

ム」を1時間ずつ行うようなイメージです。

あり、発達障がいを持つ児童が将来社会に円滑に踏
から就労を見据えた支援を行っています。

今後の見通し

ＣＰＥ研修会

み出すことができるように、中学生・高校生のうち

私と共同経営者で掲げている理念、それは「障害
ここでいう「障害」とは、
「目が見えない、四肢が不自由、衝動性がある＝

会員異動

がない社会の創造」です。

障がい」ではなく、
障害」と捉えています。
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事務局だより

「そのような方々を受け入れられない社会構造＝

特
集

その実現のために、下記の通り一歩ずつ取り組み
を進めていく予定です。

今後、地域や企業を巻き込んで「障がい者」が暮
らしやすい、働きやすい社会を創造していくことを

報

計画しています。

告

①当事者に対して学びの機会を創造する
現在運営している「自由帳」のサービス内容がこ
の部分に当てはまります。

「障がい者」のことを地域や企業が深く理解でき
るように、相互に協力しながら社会の価値観を変え
ていきたいと考えています。

「社会に出て実際に活用できる学び」、「社会を
寄

巻き込んだ学び」、「当事者の方の強みを最大限に

最後に

稿

引き出す学び」の機会を今後さらに質と量を高めな

自由帳にはキャッチフレーズがあります。

がら提供していきます。
これまで「障がい者福祉」に携わっていて「障が

『君の未来は自分で描く』

定例役員会

い者側の経験不足」部分を感じる機会が多く、その
原因は「支援者の経験不足」だと考えています。
自由帳を利用される当事者の支援だけではなく、
「支援者を育てる」役割も担っていきたいと考えて
います。

「発達障がい」を持つ子ども達が自分の強み・弱
みをきちんと説明できる力を身に付け、社会に円滑
に出ていくことが必要です。
周囲や環境によって決められた未来ではなく、自

地区会

分の力で未来を自由に描いてほしい。そのための支
②社会の価値観を創造する

援をしっかりと行っていきたいと思います。

次に、社会での「障がい者」のイメージを変えて
いきたいと考えています。

自分の力で未来を自由に描く、おそらくこのこと

厚生部

障がい者雇用に関しても、現状では障がい者雇用率

は「発達障がいを持つ子ども達」だけに必要なこと

を確保しないとペナルティーがあるから義務的に雇用

ではなく、全ての子ども達、そして大人である私た

している会社が多いと思われます。

ちにとっても大切なことだと思っています。

昨年明らかになった「障がい者雇用率の水増し」
問題も、そのような価値観のもと生じた問題だと考
えています。

私自身、会計士としてのこれまでの経験と、これ
から深めていく福祉での経験をもとに、更に新しい

ご案内

未来を描いていくことになるでしょう。
しかし、実際に「障がい者」であっても、他の人に
比べて飛び抜けた長所を持つ人は少なくありません。
自由帳においても、１人スタッフとして発達障が

会長活動報告

い当事者の方を採用していますが、障がいの特性を
踏まえた合理的配慮のもと、非常に優秀な働きをし
ていただいています。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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皆様におかれましても素敵な未来を描かれること
を願っています。

特
集

特集 SPECIAL SECTION
報

会長退任のご挨拶

告

会長

髙田

篤

監査の在り方に関する懇談会」提言が発出され、日

年）4月1日以後開始会計年

本公認会計士協会をはじめとする公認会計士業界の

度から一部の社会福祉法人

対応が求められていました。

に対する会計監査人監査の
導入にあたり、その円滑な対応を可能とすべく、従来

への就任前の予定者段階である平成28年4月から監

の非営利会計委員会から社会保障委員会を分離独立さ

査問題特別委員会を組成し、我々を取り巻く状況、

せ、その対応に当たりました。その後も医療法人監

環境及び制度について、どのような改善策を実施し

査、農業協同組合監査、漁業協同組合監査の導入が決

ていくべきかについて提言を行いました。提言に当

定され、今後も引き続き、会員の皆様のため、支援の

たっては、近畿会を含む中日本五会の協力のもと、

継続がなされるものと期待しております。

地区会

私は、このような状況に対処すべく、近畿会会長

定例役員会

また、2017年（平成29

稿

メーカーの不正会計事件を受け、金融庁から「会計

寄

た当時、世の中は平成27年に発覚した大手電機

社会福祉法人監査及び
医療法人監査への対応

2016年（平成28年）6月に近畿会会長に就任し

会員・準会員に対するアンケート調査を実施し、皆

問題特別委員会で精力的に力をお貸し頂いた皆様に

近年、公認会計士の業務の広がりや働き方が多様

感謝申し上げます。

厚生部

力頂いた地域会、会員・準会員の皆様、そして監査

社外役員、組織内会計士、パブリック分野や
コンサル・税務業務への対応

様の問題意識を集約する形で行うことができ、ご協

性を帯びてきております。これらに対応すべく、従
来からあった個人事務所開業者に向けた税務業務

して、「公正」と「誠実」を堅持する〜」というス

（海外業務を含む）やコンサル等の業務に加え、一

ローガンのもと、会務を行って参りました。主だっ

般事業会社等の組織で働く公認会計士や社外役員

た活動を下記に振り返ってみたいと思います。

（取締役や監査役等）を支援するための事業も必要

ご案内

この任期3年の間、「〜会計プロフェッションと

となってまいりました。さらに、地方公共団体にお
もとより資本市場における適正な会計情報の開示

れ、また、内部統制についても監査委員等から大き

は、開示主体である会社によりなされ、監査人であ

な関心が寄せられるようになり、公認会計士が提供

る公認会計士又は監査法人が情報の適正性について

できる業務の広がりと活躍の場が増えてまいりまし

それを担保し、さらに監督官庁である金融庁や証券

た。これらに対応すべく、3年間、各委員会等によ

取引所、各種情報利用者等、関連するステークホル

りニーズにあった事業施策を実施できたものと考え

ダーの要請等によって制度がつくられています。こ

ております。

れらの目的は、投資家及び株主の安全な投資意思決
法人運営や監査報告書に対しても近年特に「透明

公認会計士の強みは、「信頼」にあると考えま

化」が求められる所以です。このような流れの中、

す。したがって、会員の皆様がいかなる業務に従事

近畿会では、「監査上の主要な検討事項」（KAM：

していたとしても、根幹業務である監査に対する信

Key Audit Matters）の研究や不正事例研究、監査

頼性が社会において有用であり続けることが必要で

役等との連携などにつき、調査研究と研修を行って

す。我々はこの「信頼」確保に向けた施策を今後も

参りました。

怠ることなく実施して行かなければならないと考え

18039
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おわりに

会員異動

定のためであり、会社の開示情報だけでなく、監査

ＣＰＥ研修会

いては、統一的な基準に基づく財務書類が作成さ

会長活動報告

変化する“監査”環境への対応

特
集

ます。そして、それを社会の多くの人々に知って頂

本当にありがとうございました。皆様と3年間共に会

く努力も含めて、協会活動が推進されることを祈念

務活動に従事できたことを誇りに思います。

報

申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。

告

最後になりましたが、3年間、会務活動を共にして
頂いた副会長、幹事、監事、そして事務局の皆様、

また会員の皆様方に頂いたご支援、ご協力そして
暖かな見守りに心より感謝申し上げます。ありがと
うございました。

寄
稿

副会長退任のご挨拶
副会長

定例役員会

この度の定期総会で近畿会副会長の任期を満了
し、退任することになりました。

岩井

正彦

で担当する役割ですが、会
計士の役割を外部に理解し

地区会

3年間の任期中、
荻窪部長の会員業務推進部、
山本委

てもらう必要からは広報

員長の国際委員会、吉永委員長の経営委員会、藤枝委

部、社会福祉法人など会計

員長の組織内会計士委員会を担当するという形で、
髙

士のなかでも専門的な能力

田会長の下、
近畿会の会務に取り組んできました。

を求められる案件があれば

厚生部

副会長として自分の興味の範囲だけではなく、近

担当の委員会といった形で、近畿会の中ではいろん

畿会全体の視点から会務を考えるという意味で良い

な人に助けを求めながら活動を行ってきました。会

経験をさせてもらいました。各部・委員長と事務局の

計士の働き方も多様になり、今後も近畿会の支援が

皆さんには、任期中いろいろと助けてもらい、なんと

期待される部です。

か任期満了できそうです。髙田会長を補佐する副会

会計士の活動の幅は広がっていますが、普通の認

長としてはあまり役に立てませんでしたが、個人事

識は「公認会計士イコール上場会社の監査をする人」

務所関係の委員会などを担当したということでご勘

です。中小企業に対しては、税理士の顔で仕事をする

弁ください。

ことも多いので無理もないと思いますが、まだまだ

ご案内

私は、
実務補習所の運営委員から近畿会の活動を始
めましたので、
当時の補習生の未就職問題などの流れ
から、組織内会計士委員会（就業多様化特別委員会）、

実態は理解されていないようです。
会員業務推進部は、業務を通じて社会と接する部
として今後の活動に期待しています。

会長活動報告

会員業務推進部（業務開発特別委員会）などに関わっ

国際委員会は、IFRS講座等の各種研修、国内外の

てきました。
副会長は、
複数の部・委員会を担当します

諸団体との連携・交流を通じた調査活動研究を行っ

が、
冒頭述べたように自身の担当以外の活動に関して

ている委員会です。率直なところ私のような個人事

も、正副会長会を通じて議論に参加することになり、

務所の会計士にとって、国際委員会は直接関係のな

視野を広げることが出来たと思っています。

い委員会と思っていましたが、副会長として担当す

今振り返ってみると、幹事になって近畿会の役員

ることで新しい景色を見ることが出来ました。

ＣＰＥ研修会

会に出席した時点で、自分の関与する部署以外の活

委員会の活動としては、IFRS関係の情報提供や研

動報告や意見を求められていたはずですが、副会長

修の実施など、会員のための活動が多く、委員の皆さ

になってみないとそのことに気がつかないというの

んにはご苦労をかけると思いますが引続きよろしく

は、我ながらどんくさい話です。

お願いします。

退任にあたり、今までの3年間の活動を総括したい

経営委員会は、経営に関する広い領域を所管し

会員異動

CSR小委員会や弁護士会・弁理士会との協働など多

と思います。

事務局だより

会員業務推進部は、会員の業務および事務所運営

くの活動をしています。独立開業している委員も多

に関する活動、会員の業務に関する研修、公認会計士

く、会計士の業務の広がりを受けて議論されるテー

業務の充実強化などが主な活動です。まとめてしま

マも多岐にわたる委員会です。近年は、公認会計士に

うと会計士の業務に関する様々なことを近畿会の中

対する期待として、事業承継・中小企業支援が注目さ
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特
集

かし、
同じ立場の会計士と意見交換を望んでいるのは

共有できるツールの開発や、金融機関との情報交換

地方で働いている会計士であり、
地域サポートの活動

などを進めてきました。

も近畿会として積極的に行ってきました。

あり引続き参画したいと思います。

最後になりましたが、荻窪さん、山本さん、吉永さ

告

個人事務所の会計士としては、身近な委員会でも

報

れており、これらについては経営委員会で会員間で

ん、藤枝さんには担当副会長としてお礼申し上げま
す。近畿会の運営は、それぞれの部・委員会にほぼ全

の一般企業や官公庁などに勤務する会計士の情報

面的に任されており、役員会や正副会長がバランス

ネットワーク構築、調査研究、広報活動などを行う委

を取るという形です。部・委員会が近畿会の本体であ

寄

員会です。
組織という意味では監査法人も大組織です

り、その活動を支援して成果を共有するために近畿

稿

が、
この委員会の前身が就業多様化委員会という流れ

会があるのだと思います。ただ、このやり方は会員が

から、監査法人勤務・独立開業という従来からの働き

自主的に会務に参加して、各自の興味あることに取

方とは違うポジションで働く会計士をターゲットに

り組むという前提で成り立っています。次期近畿会

しています。近畿会発の委員会でもあり、本部の活動

の役員は、初めて就任する人も多く、会務のさらなる

についても主導的な役割を果たしてきたと思ってい

活性化という点で期待できると思います。

ます。
東京は組織内で働く会計士も多く、
情報交換・人
的交流などについては比較的簡単に活動できます。
し

近畿会の活動に引続き期待しています。3年間あり

定例役員会

組織内会計士委員会は、
監査法人や会計事務所以外

がとうございました。
地区会

部・委員長退任のご挨拶
退任のご挨拶

総務部長

安井

康二

局移転以来、使用してきた

だきました総務部長を退任することとなりました。

研修室の机・椅子や通信設

総務部長としては、主に以下の業務に従事させてい

備の更新を行ったほか、役

ただきました。

員選挙における選挙運動方

議の実施
験合格者懇親会等のパーティーの実施
③協会本部や中日本五会、行政機関、経済団体、
他士業等との連携
④規程等の改訂、近畿会事務局の運営、設備の更

の動向を逐次入手し、速や
かに実施することができました。
最も心に残った出来事としては、任期終盤の役員
会において、私が総務部長として提案した審議事項
に対し、多数の役員から真摯なご意見をいただき、
次の役員会で、再提案させていただくという事態に
なったことです。私の準備・説明不足に端を発して

⑤その他各部・委員会に属さない業務もしくは複

おり、その点については大変申し訳なかったのです

数の部・委員会が関連していて各部・委員会間

が、結果的に役員の皆様に本当に真剣に議論してい

の調整が必要な業務の取りまとめ等

ただくことになり、近畿会の将来に対して、とても

総務部の役割は上記のように多岐にわたることか

心強く感じたことも事実です。改めてお詫びととも
に感謝申し上げます。
また、正副会長会の一員として、現正副会長との議

出るように進行を滞りなく行い、パーティー等は円滑

論の中や、他地域会等との交流を通じて、諸先輩方の

な運営に注意を払い、他団体との情報交換と交流を深

判断・思いを学ぶ機会もあり、今後、協会運営を担っ

められるように準備してまいりました。また、現事務

ていくための土台を得た3年間でした。さらに、本部
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しました。具体的には、会議においては活発な意見が

会員異動

ら、個々の業務を着実に遂行していくことに注力いた

ＣＰＥ研修会

新等の実施

法の改訂については、本部
会長活動報告

②記念交流会、新年賀詞交歓会及び公認会計士試

ご案内

本定期総会をもちまして、3年間務めさせていた

①定期総会、正副会長会、定例役員会等の各種会

厚生部

総務部長

特
集
報
告

の総務委員会の委員（最終年度は副委員長）を務め、

後任の部長・副部長の方々には、引き続き会員・

本部の各部署での検討、理事会での審議・決定事項が

準会員の皆様、各部・委員会の皆様、そして新正副

規程等に落とし込まれていく過程に携わることで、

会長の活動を強力にサポートしていただけますよう

近畿会業務への影響を適時に捉えることができ、次期

お願い申し上げます。

本部理事としての活動のためにも貴重な経験を得るこ
とができたと考えております。

最後になりましたが、事務局職員の方々に大変お
世話になりましたことを、深く感謝申し上げます。

寄
稿

経理部長退任のご挨拶

経理部長

大谷

智英

定例役員会

この度、令和元年6月開催の定期総会終了をもっ

務の執行、モニタリング、1

て近畿会の経理部長を退任させていただくことにな

年間の収支結果の報告で終

りました。

わる一連のサイクルを3回経

まず初めに、近畿会の経理部長という貴重な経験

験させてもらう中で、多く

をさせていただいたことに対して、機会をいただい

のことを勉強させていただ

た関係者の皆様に深くお礼申し上げます。かれこれ

きました。

地区会
厚生部

近畿会幹事を3期9年間務めさせていただきまし

この間に、非営利法人である日本公認会計士協会

た。1期目では学校法人・CSR委員長、2期目は広

近畿会の予算制度の在り方、業務執行の在り方、会

報部長、監査会計委員会副委員長、そして３期目で

員への説明の在り方について様々な意見を聞かせて

は経理部長、総務部副部長として正副会長会にも出

もらう中で、単一会としての会計士協会のあるべき

席する機会をいただき貴重な経験をさせてもらえた

姿、地域会としての近畿会はどうあるべきかについ

と皆様に感謝しております。

て私自身も考える良い機会となりました。また日々

経理部長としての3年間は、初めて執行部の一員

の経理業務においては、一部業務の見直しを事務局

として会務業務にかかわった3年間でした。それま

の方の協力を得ながら実施できたことは、私の中で

での幹事としての2期は、自分自身のやりたいこ

はちょっとしたものは残せたかと感じております。

ご案内

と、関心のある分野での活動を通じて近畿会や業界

私自身は監査法人勤務のため、時間的な制約を含

の発展に多少なりと貢献できたと思いますが、経理

めた様々な制約もあり、経理部長として十分な仕事

部長としての業務は全く違い、どちらかというと裏

ができたとは思ってはいませんが、少しでも会員の

方としての3年間でした。経理業務の内容を全て記

皆様のお役に立てておれば幸せです。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

載することはできないわけですが、予算折衝を経て

最後に、将来また機会があれば会務業務にかかわ

予算案の策定に始まり、役員会決議を経て定期総会

ることができればと思っています。これまでお世話

での予算の承認、承認された予算に基づく適切な業

になり有難うございました。

3年間を振り返って

厚生部長

宮口

亜希

近畿会の活動から3年間離れていましたが、2016

活動は大変なことも多かっ

年から再び近畿会幹事を務めさせていただき、厚生

たのですが、一方で楽しく

部長を拝命いたしました。しばらくインターバルが

もありました。

会員異動
事務局だより

あったので不安もありましたが、厚生部の主たる活

過去から人気のイベント

動は、会員の福利厚生の向上及び会員相互の親睦の

はそのまま引き継ぎました

推進というものです。言い換えると、ご家族で参加

が、私の任期中に立ち上げ

でき、会員相互の交流もできる、何か楽しそうなイ

た新たなイベント（次頁★マーク）もあります。次

ベントを企画、運営するということです。これらの

頁に各年のイベントをまとめてみました。
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イベント名

特

七夕グルメツアー

徴

京都の川床で涼みながら、お料理をいただきます。毎年抽選になる人気企画です。
のイベントです。

告

ボウリング大会

2018年度で第11回を迎えました。毎年100名を超える方が参加される厚生部最大

報

フットサル大会

ご家族での参加が多いですが、中にはスコア200越えの方も！
4人一組のチーム対抗戦も始まり、2018年度は約60名が参加、15組の大コンペと

CPAゴルフ選手権

なりました。

★

貸切バスで、いちご狩りやBBQ、姫路セントラルパークに行きました。
ライブハウスでバンド、ピアノソロや声楽など。最後には観客も一緒に歌って盛り
上がりました。

マラソン大会

★

10kmを走った後は、たこやきが食べ放題。大阪ならではの楽しいイベントでした。

グラン倶楽部

★

70歳を超える会員の方々の親睦と賀寿のお祝いをしました。

ソフトボール大会
家族囲碁教室

★

★

定例役員会

Music Festival

のバルーンアートや抽選によるクリスマスプレゼントも好評でした。

稿

春休みファミリーツアー

ヒルトンホテルで、プロのパフォーマンスやお料理を楽しんでいただいたり、会場

寄

クリスマスパーティー

京滋会独自のイベントを近畿会、兵庫会にも広げました。
女性プロ棋士の方をインストラクターに招いて、ルール説明から最後にはプロ棋士

こうやって書き出してみると、毎年たくさんのイベ

た細部に渡り気配りをしてくださった事務局の和田さ

ントの企画、運営をし、たくさんの会員、そのご家族

ん、三会共催イベントでお世話になった京滋会と兵庫

に楽しんでいただけたのではないかと思います。これ

会の厚生部長、その他たくさんの方々のご理解、ご協

はひとえに、廣田担当副会長はじめ、荒井副部長、立

力のおかげだと感謝しております。
3年間、本当にありがとうございました。

ターの方々が、いつも楽しい企画を提案し、自ら進ん

次期も協会活動に参画していく所存ですので、今

で当日の手伝いを引き受けてくださったからです。ま

後ともどうぞよろしくお願いいたします。

会報部長

田中

ご案内

近畿会の会報が語る歴史の重み

厚生部

川副部長、谷間副部長、細川副部長、そしてサポー

地区会

と勝負も！（多面打ちですが…）

久美子

会報部長に関与してから、ほぼ毎月数回近畿会事務

4,255ページの会報の編集に

局に電話をするようになりました。ご承知の通り会

携わったことになります。会

報は毎月発行されるので、会合が月1回あるのは当

報部長としては16,601ペー

然ですが、それ以外にも原稿の確認や取材等のほか

ジからの1,483ページとな

に、印刷業者との綿密なやり取りが欠かせません。

ります。

それらを一手に担って準備してくださるのが安藤さ

そもそも近畿会の幹事に初めて就任したときに、ど

んです。安藤さんなしには会報の発行は継続できな

の部・委員会を希望するかと聞かれた際、予算が一番

かったと思います。

大きいところが活動も活発かなと思ったことと、字を

協会近畿会の会報ですが、近畿会の会報は、昭和

ました。ただ、その時の正直な気持ちは、「いまどき

33年9月15日に第1号が発行されました。そこから

紙媒体での会報なんて時代遅れやん。」でした。です

の累積ページがその号のページ数に併記されている

ので、関与当初は、紙媒体での発行を取りやめてウェ

のはご存知でしょうか。私が会報部に関与したのが

ブでの情報発信にしたほうがいいのではないかという

累積13,829ページからであり、今月号で累積18,084

ことをしきりに提案していたように思います。しか

18043
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書くことが嫌いではなかったことから会報部を希望し
会員異動

近畿C.P.A.NEWS−これが私たち日本公認会計士

ＣＰＥ研修会

ページとなりますから、通算

会長活動報告

「安藤さんいらっしゃいますか？」私が近畿会の

特
集

したがって、この会

C.P.A.NEWS

報がいまなぜこのよ

07

関与を続けていくに

発行 日 平 成 年 月 日 第 号

し、会報部員として

29
7

10

るが、ウェブ等になったらわざわざクリックして会報
を見ようという行動に出るのかということになり、最

697

報

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

初は紙媒体廃止派であった私はいつの間にか紙媒体推

告

進派になっていました。

2017 July

うな形で存在するの

会報部に関与して丸9年、会員の皆様にできるだ

か、つまり今の会報

け積極的に読んでいただけるように企画等に全力投

が出来上がるまでに

球してきましたが、ひとつだけやり残したことがあ

寄

関与されてきた多く

ります。それは、「双方向の情報交換」です。会報

稿

の人々や多種多様な

は、会報部で編集した情報を一方的に発信する形で

情報の大切さをひし
ひしと感じるように

すが、ITが目覚しく発展した現在であれば、読者か

第260回 企業財務研究会報告
第21回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

らの意見や情報を会報という場を通じて集約できる

翔る！ニッポンの公認会計士〜チェコ共和国編〜

定例役員会

のではないかと検討を重ねてきましたが、残念なが

なりました。
会報は日本公認会計士協会近畿会の歴史を記録し

ら実現には至らず部長を退任することになりまし

たものであり、過去を振り返る上で非常に有用な情

た。会員に有用な情報交換の場として、バーチャル

報です。残念ながら歴史を築いてきた「人」は天寿

な会報という一面もあってもいいのかなという思い

を全うされることがありますが、「記録」としての

は将来の会報部に託すとして、長年お世話になった

会報は永遠に不滅です。この脈々と受け継がれてき

会報部に感謝の気持ちを伝えたいと思います。

地区会
厚生部

た会報を絶やしてはならないといつしか思うように

最後に、会報部を実質的に支えてくださった事務

なりました。一方で、データとして使い勝手のいい

局の安藤さんに最大の感謝を伝えたいと思います。

方法で記録を残すということも検討してきました。

安藤さんのおかげでこうして近畿会の会報が語る歴

その一環として、紙媒体からウェブへの移行という

史を次世代に引継ぐことができました。これからも

ことも何度となく検討されましたが、読者は紙媒体

会報に歴史を記録し続けていただけることを祈念い

だからこそ時間がある時にふと開いてみることもあ

たします。

ご案内

広報部長退任のご挨拶「公認会計士及び近畿会のプレゼンスを高めるために」
広報部長

種田（おいだ）

ゆみこ

会長活動報告

はじめに

公認会計士及び近畿会のプ

私は、広報部にずっと関わり幹事4期目でようや

レゼンスを高めるために、

く広報部長を務めさせていただきました。
広報部は希望者も多く、今回は幹事から5人の副

外部向けPRを積極的に行
いました。

ＣＰＥ研修会

部長に加え、広報の企画から運営まで関与し人海戦

具体的な広報部としての

術的な大学等での制度説明の貴重な戦力の広報部

実施事業は以下のとおりです。

員、更にハロー！会計などイベントだけの関与を希

１．外部に対する公認会計士業界・業務の周知

望と応募されたサポーターなど、若手からベテラン

（１）公認会計士及び公認会計士業務を世間一般

まで沢山の会員・準会員に色々な形で関与していた

に広く広報するため、継続的なプレスリリー

だきました。お蔭様で、長年温めてきた企画を、こ

ス活動（新聞広告、駅掲載広告、イベント

の3年間で実現することができました！

協賛等の実施）、勉強会、懇談会を実施

会員異動

特に、「公認会計士の日」記念セミナー

事務局だより

成果

の告知を兼ねた意見広告（「公認会計士は

公認会計士業界を取り巻く環境も激変する中、日

多様な分野で、日本の経済活動の基盤を支

本公認会計士協会が果たすべき役割も大きく変化し

えています」）や、賛否は分かれますが、

てきました。就任時の「抱負」のとおり、まずは、

TVCM、ラジオ出演でのPRは、皆様にも
視聴頂けたことと思います。
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（２）主として大学生及び高校生を対象にしたPR
や公認会計士制度説明会の実施

（７）近畿会広報キャラクター「しんらいおん」
の活用促進

の駅貼広告や学校内掲示でのPR、有名女子

ロゴのバックパネルを製作し、大活用して

校四天王寺高校でのキャリア説明会や関西

います。

告

「しんらいおん」法被とのぼり、近畿会

報

特に、「挑め！公認会計士」のポスター

大学及び大阪市立大学での女性会計士講師
によるゲスト講座を開催し、受験生（特に

た公開講座「ハロー！会計」の実施

特に、「公認会計士の日」記念セミナーや大

稿

（３）小学生及び中学生（とその親）を対象とし

向け）の開催

寄

女性）の増加に貢献できたかと思います。

２．会計・監査・税務・経営に関する研修会（外部

阪市立総合生涯学習センター連携講座「公認会

特に、公開型で奈良（奈良市、大和高田

山の方に公認会計士のPRができました。

附属中学校）でも初めて開催でき、近畿会エ
リア（大阪・奈良・和歌山）を全てカバーで

その他、2018年度は公認会計士制度70周年記念
行事があり、広報部も70周年記念オープニング映

き、嬉しく思います。

定例役員会

市）、訪問型で和歌山（和歌山大学教育学部

計士と学ぶ“会計”基礎のきそ」は、一般の沢

像・パネル・リーフレットの作成で貢献しました。

（４）電子版広報ツール 活用の検討
近畿会HPに作成した「広報からのお知ら

更に、内部向けPRとして、現在約4,400人の会
員・準会員に、会報を通じて、上記活動を知ってい

計士のPRが効果を発揮しています。
（５）広報活動の充実を図るため報道関係者と

地区会

せ」バナーとYouTubeを利用した公認会

ただけたかと思います。

のネットワーク構築

むすびに
広報部は、次期は宮口亜希新部長の下、更なる飛

ました。
（６）本部広報部等との交流と広報ツールの共有

躍を遂げる予定で、私も副部長として引き続き関与

厚生部

大証で報道関係者にIR勉強会を開催でき

させていただきますので、今後ともご支援の程、宜

化推進
本部広報委員会に参加し、公認会計士職業

3年間、本当にありがとうございました。

ご案内

紹介PR動画の作成や本部協賛「数学甲子

しくお願いします。

園」予選・本選にて協会PR活動に貢献しま
した。

研究・CPE研修部長

本定期総会をもちまして、３年間つとめました研

悟

際標準化と我が国の監査の
信頼性の確保」で、各地域
会の実務家による平成時代

平成時代最後の近畿会主催の中日本五会研究大会の

の公認会計士業界を振り返

準備委員長を拝命したことです。2018年３月開催

ることをテーマとした大変

の第49回大会は、大阪駅直結の梅田グランフロン

有意義なパネルディスカッ

トのナレッジキャピタルコングレコンベンションセ

ションになりました。
研究・CPE研修部は、中日本五会研究大会という

論題（うち近畿会10テーマ）と、前回同様多くの

近畿会にとって重要なイベントを企画・運営する他

会員・準会員の皆様の発表と参加の機会を提供でき

に、公認会計士としての資質の維持向上のための

たと考えています。統一論題のテーマは「会計の国

CPE単位履修促進の履行をサポートするという重要

18045
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ンターにて、自由論題を2部制とし16テーマの自由

会員異動

研究・CPE研修部長として最も思い出深いのは、

ＣＰＥ研修会

究・CPE研修部長を退任することとなりました。

小松野

会長活動報告

退任のご挨拶

特
集

な役割を担っています。単位履修促進のサポートに

ることができ、非常に有意義な研修会になったので

関しては、義務不履行が起きないように、DVDを

はないかと自負しております。
今後は、限られた予算の中で会員各位の要望に単

CPE制度（特に制度の変更点、義務不履行における

に応えるだけでなく、近畿会として会員各位に提供

取扱い等）についての情報提供、説明会等を実施い

すべき研修内容・研修スケジュール等を今一度深く

たしました。多数の会員を要している地域会として

検討した上で、研修体系をさらに整理していく必要

は、比較的高い義務達成率を確保できていると考え

があると思っています。後任の部長・副部長の方々

寄

ています。さらに、公認会計士協会が実施する研修

には、引き続き会員・準会員の皆様、ならびに各委

稿

のうち税理士会へ申請できるものについて一括申請

員会の皆様の活動を強力にサポートしていただけま

できるようにもなりました。

すようお願い申し上げます。

報

利用した研修等の実施による研修機会の確保や、

告
定例役員会

また、部独自の研修として、コミュニケーション

最後になりましたが、事務局職員の方々の大変貴

スキルやコーチングスキル研修の他に、3時間で分

重なご助力がありましたことを、深く感謝申し上げ

かる民法改正研修を開催いたしました。会員各位か

ます。

ら多数寄せられる要望を踏まえて著名な講師を迎え

地区会

会員業務推進部長退任の挨拶と御礼

会員業務推進部長

荻窪

輝明

厚生部

担当副会長を務める岩井正彦前部長からバトンを

ティングなど独占業務以外

受け、関係する諸団体とのさらなる連携を進める意

の領域での活躍を視野に入

味を込め、従来の会員業務部に代えて2016年に誕

れる方もいることと思いま

生した会員業務“推進”部。

す。主に独立された方々と

ご案内

3年の活動を無事終えることができたのは、研修

関係団体とを繋ぐ役割を持

会の参加や業務推薦への応募など会務活動に協力い

ち、業務領域の重なる他の

ただいた会員・準会員の皆様、会務運営を務められ

部・委員会と協働する機会の多い会員業務推進部

た部員の皆様、関係する他の部・委員会の主要メン

は、近畿会所属の会計士にとって有益な場です。若

バー、担当の山部賢さんをはじめ事務局の皆様、関

手の皆様も気軽に活用ください。

会長活動報告

係諸団体とのネットワークを築かれ活動を支え続け

今回の任期満了に伴い、私は近畿会役員としても

てこられた岩井さん…など、多くの関係者の皆様の

降りることになります。きっと、会務活動は新たな

おかげです。

方が加わるからこそ従来にはない発想が生まれ、固

ＣＰＥ研修会

活動を終えた現在、自身の対応が十分でなかった

定概念に囚われずにその時代に相応しい近畿会に

ために積み残した課題を継続検討いただくなど、次

なっていくのだと思います。また、私見ですが、活

の部を担う矢本浩教さんには大変ご面倒をおかけす

動を長く続けていくと、どうしても客観的であり続

ることになり申し訳なく思っていますが、新部長の

けることが難しくなります。それはきっと私自身の

もと、今後も色々な活動が展開されることを応援し

満足になったとしても会員全体の利益には繋がらな

ております。

い、そう考え2期6年の任期で一区切りにして、一会

関係諸団体の方々とお会いする中で感じたこと
は、公認会計士業界に対する期待と信頼でした。自

員として外から業界発展に繋がるような活動を続け
ることで力を尽くしたいと思っています。

会員異動

治体、金融機関、公的機関、社外役員を探している

会員業務推進部をはじめ、これまで近畿会活動を

事業会社など多くの関係機関が各地域の会計士に期

続けてこられたのは、たくさんの方々の励ましや、

待し、より健全な経済発展のために会計士がさらに

支えのおかげです。お力添えいただいた皆様に心か

力を発揮することを望んでいます。若手会計士の中

ら感謝申し上げます。

事務局だより

には、将来のキャリアプランとして税務やコンサル
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地区会部長退任のご挨拶

地区会部長

髙見

勝文

習所同期会世話人会）の実

なりました。近畿会会員の皆様、各地区会会長、役

施や開催の活性化、補習所

員の皆様、近畿会会長をはじめ担当副会長、地区会

合同同期会の企画・立案及

副部長の皆様ならびに近畿会事務局の皆様、3年間

び実施です。世話人会では

のご支援厚くお礼申し上げます。

世話人の方々からいろいろ

寄

3年間担当いたしました地区会部長を退任する事に

告

化のための意見交換会（補

報

本年6月25日開催の近畿会定期総会をもちまして

世話人の方に頼っている所が多く、世話人不在や世

施や地区会の活動実績把握の為、各地区会主催の懇

話人の方がおられる場合でもその開催にあたっての

親会や定期総会への出席です。私も3年間にわたり

負荷が多いという意見も多くありました。現状では

地区会長会議への出席や多くの地区会の定期総会等

事務局の皆様の協力もあり、日時、開催場所を決定

に参加させて頂きました。その中で地区会長の皆様

すれば案内はすべて事務局で実施して頂けるように

からは様々なご要望をお受けし、地域、所属会員数

なりました。また昨年は複数年次をまとめ補習所合

の違い等により様々な悩み、ご要望がある事を把握

同同期会を地区会部主催で行いました。ただし、補

致しました。ご要望に対しては地区会部メンバーを

習所同期会の実施率はまだまだ低く、世話人自体が

はじめ、近畿会事務局の皆様も交え検討を重ね対応

いない期も多く存在します。また大量合格世代以降

してまいりましたが、解決できないまま次期地区会

1年次あたりの入所人数も増えており同期会の開催

部メンバーに託す課題も多く残ってしまいました。

には多くの課題が存在します。
最後になりましたが、地区会、補習所同期会とも

は年々あがってきており、予算が足りなくなる地区

会員相互間に直接、交流の場を提供する為に設けら

会も発生しています。これにより各地域を単位とし

れた制度であり、様々な課題は存在しますが、次期

た各会員相互間の交流の活性化が少しでも促進され

地区会部メンバーには更なる会員の皆様の交流の活

ているものと願っております。

性化に向けて検討を期待致します。皆様、3年間の

監査会計委員長

疋田 鏡子

予期せぬ形で就任した委

計委員会委員長の任期を終えることとなります。後

員長1年目は、私なりの委員

藤担当副会長、副委員長、委員の皆様及び近畿会事

会活動の研究テーマを模索

務局の皆様にはご協力及びご支援を賜り、厚くお礼

しつつ、従来からの継続活

を申し上げます。

動（日本監査役協会関西支
部との共同研究会、近畿財

実質的な活動は6月21日の日本監査役協会関西支
部主催の特別講演会（「監査役等と会計監査人との

務局との研究会、中日本五会研究大会での発表及び各

ＣＰＥ研修会

6月25日開催の定期総会をもって3年間の監査会

会長活動報告

退任のご挨拶

ご支援ありがとうございました。

ご案内

地区会部のもう一つの役割は、補習所同期会活性

厚生部

ただ課題はあるものの近年の各地区会の予算執行率

地区会

動活性化のための意見交換会（地区会長会議）の実

定例役員会

なご要望をお受けしました。補習所同期会の開催は

稿

近畿会地区会部の活動の一つ目の役割は地区会活

種研修会開催）を実施いたしました。

ついて」）、書籍『監査報告の変革−欧州企業の

監査問題特別委員会のご縁で関西学院大学の林隆敏

KAM事例分析−』の出版（6月出版予定）及び6月

教授にKAMの研修会の講師をお願いしたことが

24日の研修会（「監査報告に関連する監査基準委

きっかけです。当時はまだ日本での導入に向けて検

員会報告書の改正とKAM適用に向けた課題」）が

討時期でしたので、林先生をオブザーバーに迎え、

最後となります。

18047
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その後の柱の一つとなったKAMの調査研究は、

会員異動

連携について〜監査役等に対するアンケート結果に

特
集

導入後に想定される問題点を委員会メンバーで話し

取組みや会計監査へのご意見などをヒアリングし、
これをまとめました。

合いその成果を取りまとめるという作業です。2年

告

に参加された監査役等の皆様を対象に監査役監査の

報

ヨーロッパのKAM（先行）事例について、日本で

間の成果は、継続活動の場での公表だけでなく、

ヒアリング内容は多岐にわたり、いかにまとめて

「企業会計」(中央経済社)の連載、出版そして研修

いくのかで、委員会の議論も尽きず、気付けば終電

会という形で公表いたしました。月1回の委員会に

に駆け込むこともありました。

加え、期限が迫ってくると休日に関西学院大学研究

各種研修会は運営担当の副委員長にお願いするな

寄

室や外部会場で作業し、疲れたあとは皆で夕食兼懇

ど、副委員長及び委員の皆様のご協力のおかげで何

稿

親会でコミュニケーションを深めました。

とかこれらの活動をこなすことができました。
共同研究会にご参加の監査役等の皆様と日本監査

定例役員会

もう一つの柱は、2年目に実施した「訂正内部統

役協会関西支部事務局の皆様、林隆敏先生、松本祥

制報告書から見る不正事例分析」のバージョンアッ

尚先生（関西大学大学院）、堀古秀徳先生（大阪産

プとして3年目に監査役等との連携を取り上げまし

業大学）、そして3年間でお世話になった皆様に対

た。これは、不正対応も含む監査役監査の実態調査

し深く感謝いたします。

であり、紙面のアンケートのみならず、生の声を聴

ありがとうございました。

くことを目的としました。具体的には、共同研究会
地区会

非営利会計委員会委員長退任にあたりまして
厚生部

非営利会計委員長
非営利会計委員会の3つの小委員会、公益法人小
委員会・NPO法人小委員会・学校法人小委員会の

安井

聖美

会員に向けて講義をい
ただきました。

委員長並びに委員の先生方、そして、近畿会の先生
ご案内

方、3年間ありがとうございました。
私は、6年前の平成25年7月奈良県選出の幹事とし

３．各法人を統括する行政
当局その他関連諸団体

会長活動報告

て、初めて近畿会の協会活動に参加した際、大胆に

と毎年意見交換と交流を行い、行政と公認会計

もいきなり公益法人小委員会の小委員長に就任し、

士とが協調した社会貢献を実現すべく、各法人

3年前の平成28年7月には3つの小委員会を統括する

の実情について調査・研究した内容について発

非営利会計委員会の委員長に就任させていただきま

表し、提言等を行いました。

した。この6年間の活動内容は以下のとおりです。

これらの諸活動に参加、活動いただきました会員
の皆さまには、改めて感謝申し上げます。

ＣＰＥ研修会

１．公益法人会計・NPO法人会計・学校法人会計

私の任期中においても、非営利法人を取り巻く環

に関する調査研究として、企業会計とは異なる

境は、揺れ動き、社会的な注目を不本意な形で多く

非営利会計の各会計基準の基本事項について、

受けることとなりました。

年6〜10回開催する小委員会で、現実の諸問題
について、議論と研究を重ねて参りました。

公益法人においては、日本レスリング協会、日本
体操協会のパワハラ問題をめぐって理事会のガバナ

会員異動

ンスが大きな社会的問題となり、日本相撲協会も税
２．公益法人会計・NPO法人会計・学校法人会計に
関する研修会として、国や地方公共団体、その他

事務局だより
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制上の優遇と運営の不透明性をめぐって公益認定の
取り消しの要否が問題となりました。

専門的知識と経験をもつ講師を招き、各法人の会

学校法人においても、皆さまご存知のとおり、森友

計・税務・監査に関する基準や留意事項について

学園や加計学園に係るお金や人の関係をめぐっては、
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政治問題にもなり、ガバナンスの問題は、監督する行
政機関を深く悩ませる程度にまでなりました。

また、非営利法人の会計は、複式簿記にキャッ
シュフロー収支の考えが合わさった独特の要素があ

NPO法人についても、社会のニーズや正義に基づ

り、これらに対する会計・監査のプロフェッショナ

報

いて設立・活動されているものの中に紛れて、怪し

ルとしての公認会計士の役割がますます重要となる

告

げな団体による事件が小規模ながら起きています。

と思います。

こうした状況下、非営利法人の諸団体のお金の流
れの透明化とこれを支える内部統制組織・ガバナン

しくお願い致します。
寄

スの向上は、今後、ますます重要となります。

皆様、今後とも、非営利会計委員会をどうぞよろ
ありがとうございました。

稿

退任のご挨拶

国際委員長

山本

定例役員会

国際委員長

憲吾

察がうまくいくのか、また、

ただきましたが、この6月の総会をもって退任する

視察そのものについてどれ

こととなりました。在任中は会員の皆様のご理解、

ほどの意義があるのか、な

ご支援を賜りまして大変ありがとうございました。

どいろいろな不安はありま

3年前に幹事に就任すると同時に国際委員長を拝命

したが、まさに百聞は一見

し、右も左もよくわからない状況から、どうにかこ

に如かず、「現地に実際に

うにか3年間委員長としての役割を全うすることが

行く」ことの重要性について再認識し、今思えば、

できました。

頑張って視察に行って本当によかったなと思ってい
ます。
また、そのほかにも、IFRSセミナーや大阪弁護

なので、一度ぐらいは海外視察に出かけてみよう、

士会との共催セミナーおよび勉強会、国際メッセな

ということでした。幸い、国際メッセなどのイベン

どいろいろなイベントを実施しました。私自身、こ

トを通じて得られた「海外で活躍されている会計

れまで会務にあまり参加した経験がなかったことも

士」の方々とのネットワークを活用させていただい

あり、委員長になってこれらのイベントを企画運営

て、この任期中にベトナムへの視察が実現したのは

する中で、様々なバックグラウンド、知見をもつ

とてもいい思い出となりました。

方々と幅広く交流することができ、非常に貴重な経

JETRO、現地会計事務所、会計士団体などで、こ

験、いい刺激になりました。ご協力いただいた皆
様、どうもありがとうございました。
そして、最後になりますが、私の拙い委員会運営

際に現地に行って皆さんとお会いしていろいろ生の

についてきていただき、精力的に活動してくださっ

お話を伺うと、やはり感じ方の度合いが異なり、ベ

た委員会メンバー、事務局の皆様には心より感謝を

トナムのことを実感として理解することができまし

しております。おかげさまで楽しみながら委員長を

た。また、ベトナムという若くて活力のある国の空

全うできました。本当にありがとうございました。

気に触れるのもとても新鮮でした（街中を走るおび

ＣＰＥ研修会

れらの訪問先のアレンジは大変だったのですが、実

会長活動報告

視察の訪問先は、ベトナムに進出した日系企業や

ご案内

えていたのは、せっかく「国際」と名の付く委員会

厚生部

当初、委員長に就任してから、ぼんやりですが考

地区会

この3年間、国際委員会の委員長を担当させてい

ただしい数のバイクも）。当初、企画しながらも視
会員異動
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税制・税務委員会 委員長退任のご挨拶

税制・税務委員長 常田

英貴

報
告
寄

平成28年6月から税制・税務委員会の委員長を務

規範はどうあるべきかを検討

めさせていただき、本年の6月に委員長を退任する

してきました。結果、「企業

こととなりました。在任中、各委員の先生方及び近

価値最大化」「株主価値最

畿会事務局の皆様には多大なご協力及びご支援を賜

大化」という基準が、取締

り、大変お世話になりました。この場をお借りし、

役の行動規範となることを

厚くお礼申し上げます。

改めて確認するとともに、

稿
定例役員会

私が委員長に就任した当時は、ヤフー・IDCF事

コーポレートガバナンス・コードに明記されている

件、日本IBM事件等、組織再編に係る大企業の租税

ように、これらの基準を「会社の持続的な成長と

回避行為に対する判決が確定した時期でもあり、税

『中長期的な』企業価値の維持向上」という視点で

制・税務委員会でもこのテーマを取り上げて調査研

捉える必要があることも理解できたと思います。当

究を行い、平成30年3月に開催された第49回中日本

研究会の研究報告は、小冊子の形で公開することを

五会研究大会で研究報告を行いました。

目標としてきましたが、残念ながら私自身の力不足

地区会
厚生部

また、大阪弁護士会との共催事業として、「企業

のため、任期中には公表に至りませんでした。次期

組織戦略研究会」を開催し、通常委員会とは別に3年

担当副会長及び次期委員長のもと、引き続き私も一

間に亘って月1回の勉強会を行って参りました。当研

委員として関与させていただき、冊子の公表その他の

究会では、企業の組織再編に係る会計・税法・会社

委員会活動に尽力してまいりたいと考えております。

法の共同研究を行い、上記のヤフー・IDCF事件のほ

重ね重ねとなりますが、任期中、委員会活動を支

か、各種具体的事例を研究テーマとして取り上げ、

えてくださった先生方、近畿会事務局の皆様、誠に

税制・税務委員会からは会計・税務に関する見地

ありがとうございました。次年度以降の委員会活動

を、大阪弁護士会からは会社法等、法律的な見地を

にもご協力及びご支援を賜りますよう、引き続きど

ご提供いただき、組織再編時における取締役の行動

うぞよろしくお願い申し上げます。

ご案内

退任のご挨拶

社会・公会計委員長

守谷

義広

会長活動報告

「パブリック分野での公認会計士のプレゼンスを

数の委員の先生方のご協力

高めること」これが社会・公会計委員会の目標であ

のおかげで「公認会計士が

り、この目標に向けて、熱い気持ちと志を持った多

活躍するパブリック関連業

くの委員の先生方と共にこの3年間精力的に活動し

務の基礎知識」「自治体の

て参りました。

内部統制」の2編を無事発

ＣＰＥ研修会

民間企業の監査業務に従事することが一般的な公

刊することが出来ました。

会員異動

認会計士にとって、パブリック分野の業務に参入す

パブリック分野に全く知識のない方でもこの小冊子

ることは、自治体特有の専門知識の習得に時間がか

に目を通していただくだけで、必要最小限の知識を

かることや公会計関連業務としてどのような業務が

身に付けて頂けると自負しております。是非多くの

存在するのかが実際に業務に携わるまで十分把握で

先生方が手に取って活用いただけることを願ってお

きないといった理由から心理的に大きな壁が存在

ります。

し、活躍するに十分な業務が存在するにも拘らず実

また、外部向けには、地方議員や自治体職員向

際に携わっている先生方は少数に留まったままであ

け、学生向けといった研修活動を通じて、多くの関

ります。こうした状況を踏まえ、この3年間で最も

係者に公認会計士の存在をアピールすることに注力

注力した施策が小冊子編纂プロジェクトであり、多

して参りました。委員の先生方の無償のお力添えが

事務局だより
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ることが出来ました。最近では、自治体職員様側か

役割は益々重要となるものと思われます。私共が一

ら、研修会等の開催要望を頂くようになるなど、会

歩一歩進めて参りました各種事業が、今後の委員会

計士の存在感を高めるといった意味において一定の

でさらに昇華され、多くの公認会計士の先生方がパ

成果を得ることができたものと考えております。

ブリック分野で活躍する時代が到来することを心よ

地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化、低成
長による税収減、インフラ設備の老朽化といった諸

告

査や会計の専門家たる我々公認会計士が果たすべき

報

あったおかげもあり、多数の研修会を盛況に実施す

り願っております。
3年間ありがとうございました。
寄

課題への対応を迫られる大変厳しい状況にあり、監

稿

2016年6月より3年間、経営委員会の委員長を務
めさせていただきました。

経営委員長

吉永

徳好

関西から成功するベン
チャー企業を輩出したいと
いう思いで、大阪弁護士会、

なく、主に中小企業の経営に関することを調査研究

日本弁理士会関西会（旧日

する委員会です。

本弁理士会近畿支部）との

非常に幅の広いものです。
で開業されている方が多いことが特徴です。個人で
開業されている会員の皆様にお役に立つツールを提
供したいと考えました。

三会協働事業を行っていま
す。成功したベンチャー企業経営者の経験談、知的
財産に関連するトピックス、ベンチャー支援の人材
育成のためのセミナーを行なってきました。
CSR小委員会では、就職活動する学生がCSR情報
をどのように活用しているかという観点からの調査
研究を行い、その結果を2018年度年次研究報告書

正調査の事例研究を引き継ぎ、「中小企業経営者等

にまとめました。昨今の人手不足、採用難を克服す

のための事例に学ぶ不正リスク対応」を小冊子化し

る一助になれば幸いです。
大阪府不動産鑑定士協会とは、意見交換会を行な
い、我々にとって業務を行っていくうえで、理解し

際に、事業性評価に基づいて審査するようにとの方

ていたほうがプラスとなる知識を得ることができま

針を定めたことに伴い、事業性評価に関する調査研

した。
最後に、議論が活発な委員会であり、委員の皆様

「経営に役立つ知的資産（非財務情報）30の課

から様々な意見をいただき、幅広く様々なことを実

題」を参考にして、「事業性評価の重要ポイント」

施することができました。これも皆様にご協力いた

をまとめました。事業性評価を行い、事業性評価を

だいたおかげであり、この場をおかりして御礼申し

高めるということは、経営そのものの改善であると

上げます。

また、金融機関の意見も聴取する必要があります

がら今後も近畿会の活動に携わらせていただく所存
です。

会員異動

ので、事業性評価に積極的に取り組もうとしている

経営委員長を退任することになりますが、微力な

ＣＰＥ研修会

究を行ない、過去に経営委員会で作成した小冊子

会長活動報告

次に、昨今、金融庁は金融機関が企業に融資する

もいえます。

ご案内

まず、私が委員長就任前から検討されていた、不

ました。

厚生部

経営委員会の委員は、監査法人等を退職し、個人

地区会

経営委員会は、法定監査の対象となる大企業では

中小事業者の経営に関すること、といいましても

定例役員会

経営委員長退任のご挨拶

金融機関を訪問し意見交換しました。
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歴代最後の女性会計士委員会委員長として
女性会計士委員長

原

繭子

報

です。と申しますのは、私

したのは平成28年度の定期総会の時。その翌年に

が委員長就任当初に思った

は女性会計士委員会設置30周年を迎えるお役目も

ことが2つあります。1つ目

務めさせていただきました。30周年の節目をお預

は「今までに実施した活動

寄

かりする身であるからこそ、それまでの女性会計士

の記録を具体的に知りた

稿

委員会の歴史や出来事を知るようになったのです

い」、2つ目は「どういう意図で、どのような方々

が、30年存続し続けるには山あり谷ありだったと

が、この活動を立ち上げ引き継いできたのかを知り

のこと。今やっと時代が追いついた、この時まで常

たい」でした。諸先輩方が携わってきた協会活動に

置委員会として存続できたことは、近畿会にとって

は一つ一つに意味がありその背景もあり。協会活動

も、JICPAにとっても大切な財産と言えます。その

に携わるにあたり、当時の人々の思いを知ることは

大切な財産を引き継いで、活発な委員会活動を目標

とても大事なことと考えます。それゆえ、正直プ

に掲げて日々取り組んでまいりました。

レッシャーを感じることもありましたが、それを乗

告

ご縁あって、私が女性会計士委員会委員長を拝命

定例役員会
地区会
厚生部

実施してきた企画は、一つ一つどれも思い入れが

り越えた時に、新しい世界へ自分の身を置くことが

あります。実施の都度、報告記事としてC.P.A.

できる、その経験が自分の仕事にも生活にも間接的

NEWSに掲載して会員の皆さんに、そのPDFを女

に活かされている。それをこの3年間にご一緒した

性会計士委員会サイトにアップして世の中の皆さん

皆さんと共有させていただきました。この場をお借

に、それぞれご覧いただけるようにしてまいりまし

りして、この3年間、会員の皆様、そして業界内外

た。また、「公認会計士制度70周年記念誌」で

の皆様に大変お世話になりましたこと、厚く御礼申

は、30周年記念事業を中心に複数の企画を紹介し

し上げます。
今後とも近畿会の活動へのご理解とご協力、そし

ければと思います。このように会報や70周年記念

て会員の皆様のご参加につきましても、よろしくお

誌に記録を残した一番の理由は、今後の会員のため

願い申し上げます。

退任のご挨拶

IT委員長

ご案内

ております。改めまして、これらをぜひご覧いただ

石原

佳和

会長活動報告

この度、無事退任する事が出来ました。有り難う

チロー選手の引退会見があ

ございました。これも会員の皆様のご協力、近畿会

りました。とても共感でき

執行部、事務局のご支援の賜物です。心よりお礼申

る発言があったので、スー

し上げます。

パースターの発言を引用し
て退任のご挨拶に変えたい

ＣＰＥ研修会

あっという間の3年間でしたが、とても充実した

と思います。

3年間でもありました。
任期中は日進月歩の情報技術の進歩に遅れないよう

記者から「野球の魅力、楽しみ方についての質問

に、意識して新しいことに取り組むことを心掛けまし

を受けて」

た。最新の情報セキュリティ事情に始まり、デジタル

「…2つ目はどうやって楽しんだらいいかですか。

会員異動

フォレンジック、フィンテック、仮想通貨（暗号通
貨）、RPAやAIなど、新しいテーマの研修を実施で

2001年に、僕はアメリカに来てから、この2019
年の現在の野球は全く違う野球になりました。
頭を使わなくてもできてしまう野球になりつつあ

きたと思います。

るような。選手はみんな、選手も現場にいる人たち
事務局だより

退任の挨拶に何を書こうか考えているときに、イ
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はみんな感じていることだと思うんですけど、これ

特
集

がどうやって変化していくのか。次の5年、10年、し
ばらくはこの流れは止まらないと思うんですけど。

査」に置き換えて、もやもやと考えてしまいました。
AIが監査に利用されるのも間近で、監査はどんど

頭を使わなきゃできない競技なんですよ、本来
は。でも、そうじゃなくなっているのが、どうも気

いでできる仕事になってしまわないか？とみんなが
心配しています。
しかし、このインタビューを聴いて、既に監査は

持ち悪くて。

持っている人って結構いると思うんですよね。」

なっているかもしれないと思いました。

稿

球がそうなってきているということに、危機感を

どんどん簡単になっており、頭を使わない監査に

寄

ベースボールの発祥はアメリカですから、その野

来るべきAI監査の時代、頭を使わない監査にならな
いように何をすべきかを、近畿会から発信し続けていた

（朝日新聞より引用）

中堅・若手会計士委員長

奥澤

望
地区会

計士こそ、この問題に取り

の実施を通じて、40歳未満の若手会員の会務活動

組むべきとの思いから、平

への参画意識を高めることを目的とした委員会で

成29年度において、近未来

す。私が委員長を務めた3年間においては、若手会

の監査を研究テーマとし

員の参画意欲を高めるため、若手会員が興味を持つ

て、第49回中日本五会研究

研究活動やセミナーを実施することを念頭に活動に

大会において、「近未来ビ

取り組んできました。

ジネスの監査を考える」と題して研究発表を実施し

厚生部

中堅・若手会計士委員会は、研究発表やセミナー

中堅・若手会計士委員会が対象とする40歳未満

定例役員会

だくことを祈念して退任のご挨拶とさせていただきます。

3年間の活動を振り返って

告

ん簡単にできるようになると思います。頭を使わな

題になりそうだな…。

報

本来は野球というのは…ダメだな、これ言うと問

このインタビューを聴きながら、「野球」を「監

ました。

その後の就職難の世代が多く、従来の監査法人勤務

ズを把握し、若手にとってより魅力的な協会活動を

のキャリアから、組織内で働く会計士等の多様な

実践していくために、40歳未満の会員を対象とした

キャリアが増加してきた世代でした。このような若

「若手会計士の会計士協会活動に関する意識調査」

手会員の多くが今後のキャリアについて悩んでいま

アンケートを実施し、アンケート結果について分析

した。このため、委員会では平成28年度から

した内容を第50回中日本五会研究大会において「若

「キャリアデザイン・ワークショップ」と題して、

い世代が考える今後の公認会計士協会」と題して研

様々な分野で活躍する同世代の若手会計士を講師と

究発表を実施しました。
最後に、委員長としての3年間を振り返ると、う

いただくワークショップを実施し、多くの方に参加

まくいかないことや苦労することも多くありました

いただきました。

が、委員長としての活動を通じて多くの会計士の皆
様と知り合いになれたことが、私の今後の会計士人

計士の仕事がAIにとってかわられるという記事が多

生の大きな財産となりました。そして、私が委員長

く報道されるようになり、公認会計士協会からもIT

としての責務を全うできましたのは、ひとえに、副

技術の進歩による監査業務への影響に関する研究報

委員長をはじめ、委員、サポーターの皆さまに支え

告が公表されるなど、業界内での関心が高まってき

ていただいたおかげであり、大変感謝しておりま

ました。委員会でも、将来の監査業務を担う若手会

す。皆さまどうもありがとうございました。
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会員異動

一方、この頃から、IT技術の進歩により、公認会

ＣＰＥ研修会

して招き、参加者に自らのキャリアを見つめ直して

会長活動報告

そして、平成30年度においては、若手会員のニー

ご案内

の会員は、新試験制度の導入による大量合格世代、

特
集

組織内会計士委員会委員長退任のご挨拶
組織内会計士委員長

藤枝

政雄

報
告
寄

6月25日開催の近畿会総会をもちまして3年間の

論、従来にない新しい取引

組織内会計士委員会委員長の任期を無事終えること

形態に対する会計実務。財

となりました。在任中は、岩井担当副会長、副委員

務諸表等を作成する側に、

長、各委員の方々、近畿会事務局の皆様にはご支援

正しい会計処理をすべく活

ご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。

動する組織内会計士がいま

稿

3年間の主な活動について、ご報告いたします。
①組織内会計士ネットワーク化に関する活動

す。組織内会計士に求められる役割は重要度を増し
ています。

定例役員会

・組織内会計士委員会の開催や研修セミナーの実

組織内会計士も、日本公認会計士協会近畿会の一

施を通じ、ネットワーク登録の促進、各組織内

員であり、会計プロフェッションとして活躍してい

会計士間の交流を図りました。

ることを、組織や社会により認識していただくよう

・組織内会計士協議会、各専門委員会を通じて、

周知していくことが肝要です。

本部の活動と連携しました。
・東海会との宿泊研修実施等、他の地域会の組織
地区会

内会計士との交流を行いました。
②組織内会計士の周知のための活動
・組織内会計士の活動を紹介する外部向け小冊子
を作成、主に大学へ配布しました。
・中日本五会研究大会(第48回、第50回)に組織内

厚生部

会計士委員会として登壇しました。

おかげさまで、組織内会計士ネットワーク登録者
は、全国で2169名(正会員1745名、賛助会員424
名)、うち近畿会175名(正会員133名、賛助会員42
名)となりました(2018年12月末時点)。しかし、
ネットワーク登録をされていない組織内会計士や、
公認会計士登録をやめる方(未登録者)も存在しま
す。これらの方々にいかに協会活動への参加を促進
するかは今後のテーマです。

ご案内

組織内会計士委員会の出発点である、かつての大

組織内会計士委員会は社外役員専門委員会も含

量合格対応特別委員会の活動から十余年。組織内会

め、より活動領域が広がります。次期委員長や新し

計士を取り巻く環境も変化しました。当時、合格後

い委員の方々の活動を、新しいテーマも含めて、引

に一般事業会社に入社された方も、現在、それぞれ

き続き会員の一人として関わっていきたいと考えて

の組織で重要な役割を担われていることでしょう。

おります。

近年益々厳しい目が向けられる、会計不正や会計
会長活動報告

不祥事。組織の中でそれを未然に防ぐべく活動する

今後とも引き続き、皆さまのご支援をよろしくお
願い申し上げます。

組織内会計士がいます。複雑化・高度化する会計理

ＣＰＥ研修会

社会保障委員会の活動を振り返って

社会保障委員長

大川

幸一

会員異動

１．社会保障委員会の設置について

計委員会に属していた社会

社会保障委員会は3年前に新たに設置された委員

福祉法人小委員会と医療法

会です。当時、社会福祉法人と医療法人の法定監査

人小委員会を社会保障委員

の導入が検討されていたことから、日本公認会計士

会に移管する形で発足しま

協会本部の動向と整合させる形で、近畿会非営利会

した。

事務局だより
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特
集

２．委員会の活動について

士であることが当委員会の特徴です。個人開業の方

両小委員会ともに、新たに会計監査を実施するこ

は、強烈な個性とバイタリティーにあふれる人が多

とになるため、各法人の現状（法令、規則、組織、

く、私にとっては、毎回大きな刺激を受ける非常に

報

業務内容、業務プロセス、会計実務等）と監査実務

有意義な委員会となりました。委員会を重ねるごと

告

上の様々な課題についての研究を活動の中心に置

に、顔と名前も一致し、委員会後もほぼ毎回食事を

き、委員からの疑問や協会本部の動向などをテーマ

ご一緒させていただき、委員相互の懇親も深めるこ

に毎月ディスカッションを行いました。また、会員

とができました。
寄

向けの研修、各法人実務担当者への研修、中日本五

４．結び

交換なども行いました。

当委員会は新たに設置された委員会でしたので、

稿

会研究大会での研究発表、行政所管部局等との情報

模索しながら運営してきた面もありましたが、委員
当委員会は公認会計士にとっての新たな業務領域

長のご指導はもとより、社会福祉法人小委員会、医

を対象とするため、委員登録いただいた方は非常に

療法人小委員会の神原委員長、大西委員長の知見と

多く、当初両委員会ともに、近畿会の会議室の椅子

行動力によるものです。また、近畿会事務局の方々

が足りないほど多くの委員の方にご参加いただきま

にも相当の事務負担をおかけしましたが、積極的に

した。委員の多くの方が、この領域で既に税務顧問

ご対応いただきました。改めて皆様に感謝申し上げ

や会計顧問をなさっている、または、今後この領域

ます。引き続き、当委員会の運営へのご協力よろし

で業務を行うことを検討されている個人開業の会計

くお願い申し上げます。

地区会

会を何とか運営することができたのは廣田担当副会

定例役員会

３．委員会の特徴について

厚生部
ご案内

新語・用語

長生きリスクに備える保険

会長活動報告

トンチン年金

日本の高齢化は急速に進んでいる。長生きは喜ばしいが、生活資金の心配が増えるのも事実だ。そのよう
それは一七世紀のイタリア人トンティが発案した年金制度に想を得たものだ。トンティの名にちなみトン
チン年金と呼ばれるその制度は、国庫への出資者に対して年齢ごとにグループ分けし、その集団が規定年齢
に達したとき、集団全員の出資額を元に終身年金を支払うというものだ。特徴は、その年齢に達する前に死

ＣＰＥ研修会

な金銭的なリスクに備える新タイプの保険が販売され、売れ行きは好調だという。

亡した人の分も含めて生存者に配分される点にある。生存者は年々減るし、死亡者への死亡保険金は支払わ
これが、死亡保険金の割合を抑え、その分、生存者への分配度を上げた、相互扶助的な性格をもつ終身個
人年金として現代によみがえった。五〇歳から七〇歳まで保険金を支払い、七〇歳から年金を受け取る場

会員異動

れないので、長生きするほど得をすることになる。

合、元を取れるのは八九歳あたりから。トンチン年金同様、長生きするほど得をする保険である。
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報告 REPORT
報
告
寄
稿

大阪市立総合生涯学習センター共催
一般向け会計セミナー
「公認会計士と学ぶ“会計”基礎のきそ」

定例役員会

広報部
近畿会広報部では昨年度に引き続き、今年度も大
阪市立総合生涯学習センターと連携し、一般向け会

桂

真理子

そこで会計のプロである公認会計士が会計のコツ
をポイント解説。

地区会

計基礎セミナーを開催いたしました。広報活動の一環

数字が苦手なあなたでも会計をストーリーから理

として、広く一般向けに公認会計士を目指す方の増

解すれば、要領よく会計スキルが身につきます。さ

加、会計に慣れ親しんでいただく機会の提供、公認会

あ一緒にキャリアアップを図りましょう！

計士の認知度の向上などを目的とした取り組みです。
というメッセージとともに、大阪市立総合生涯学
習センターで広く一般に募集をかけましたところ、平

厚生部

日夜の無料会計講座は募集開始から2週間ほどで定員
に達し、当日は老若男女、学生から営業職、リタイア
された方までたくさんの方にご参加いただきました。

ご案内

第１回「仕事で役立つ！決算書分析のポイント」
桂真理子
第1回では決算書を読み解くポイントを解説。
「成長する会社とは？」「ヤバい会社の見抜き方
は？」など実例や簡単なクイズを織り交ぜつつ解説

会長活動報告

しました。いつもの小中学生向け会計講座のテン
ションで開始したところ、最初はシーンとしていた
セミナー開催概要

社会人受講者の皆様でしたが、ワークやクイズをは

【第１回】

さみつつ、明るく楽しく不正の見抜き方を解説して

ＣＰＥ研修会

2019年3月6日(水)

19:00〜21:00

「仕事で役立つ！決算書分析のポイント」
講師

桂

真理子（公認会計士）

【第２回】
2019年3月13日(水)

19:00〜21:00

会員異動

「会計目線で経済ニュースを斬る！」
講師

田中

知幸（公認会計士）

社会人三種の神器といえば…語学、IT、会計。し
事務局だより

かし独学で身につけるのは難しい。
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いるうちに、最後には粉飾決算を見抜く例題をこな
せるまでになり、達成感ある2時間となりました。

特
集

第２回「会計目線で経済ニュースを斬る！」
田中知幸

さいごに
開催後の受講者アンケートではたくさんのコメン
トをいただき、励みになりました。何よりも、こう

報

斬り、経済や決算のニュースから会計の基礎を解説

した講座を積み重ねることによって、多くの皆様が

告

しました。新聞記事を見ますとやはり不正会計の記

会計を身近に感じ、公認会計士に親しみをもってい

事が多かったので、このセミナーでも不正会計につ

ただき、認知度向上につながればいいなと思ってい

いて触れました。会計士や経理部向けの研修と異な

ます。

寄

第2回では今話題の経済ニュースを会計目線から

会計の概要を説明し、それらを新聞記事にまでつな

催いただきました大阪市立総合生涯学習センターの

げるまでの道のりをわかりやすく説明する難しさを

皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

勉強させていただきました。またその伝え方も意識

有難うございました。

定例役員会

最後になりましたが、企画から当日の運営まで共

稿

り広く一般向けの研修なので、会計の基礎から不正

しながら、セミナーを進めさせていただきました。

地区会
厚生部

2019年 近畿会地区会定期総会開催予定表
豊

能

日
未

時

場

ご案内

地区会名

所

定（ 調整中のため、詳細確定次第地区会の皆さまにご案内いたします。）

北部大阪

7/ 3
（水）

吹田・摂津

未

京

阪

7/ 8
（月）

調整中

調整中（本町周辺）

河

内

6/30（日）

17：00

大阪とらふぐの会

泉

6/20（木）

18：30

鯛よし

大阪市北

6/22（土）

18：30

はまぐり庵

大阪市南

7/ 9
（火）

18：30

フレンチビストロ ル ドール（セントレジスホテル大阪）

み や こ

6/17（月）

19：00

六本木樓外樓（ホテルグランヴィア京都）

北

摂

未

阪

神

6/22（土）

12：00

メゾン・ド・タカ

み な と

6/ 7
（金）

18：30

神戸外国倶楽部

奈

未

godai

定（ 調整中のため、詳細確定次第地区会の皆さまにご案内いたします。）
佐一郎屋敷

百番
吉祥別邸

定（ 調整中のため、詳細確定次第地区会の皆さまにご案内いたします。）
芦屋

会員異動

定（ 調整中のため、詳細確定次第地区会の皆さまにご案内いたします。）

6/ 7
（金）

17：30

ＣＰＥ研修会

和 歌 山

京都肉・鉄板焼

会長活動報告

良

18：30

安愚楽 本店
2019年5月31日現在

18057
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※詳細は各地区会からの案内をご確認ください。

特
集

報告 REPORT
報
告

監査会計委員会研修会：報告

寄
稿

平成31年3月期の会計・監査上の
主な改正点と開示上の留意点
監査会計委員会 副委員長 （講師） 山添 清昭

定例役員会

2019年4月15日（月）午後1時30分から3時30分

16日に公表された「『税効果会計に係る会計基準』

までの2時間、近畿会の研修室において、監査会計委

の一部改正」等により、「繰延税金資産」「繰延税

員会主催の研修会「平成31年3月期の会計・監査上の

金負債」の科目表示区分の改正や「税効果会計の注

主な改正点と開示上の留意点」を開催しました。

記」の注記事項の改正などがされました。③平成30

地区会

研修開催の時期が、3月期決算会計・監査上の対

年3月13日付けで公表された「債券の利回りがマイ

応を検討する時期に当たっていたこともあり、ご参

ナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割

加いただいた方は、非常に関心が高く熱心に聴いて

引率の当面の取扱い」について、昨年と同様、引き

いただきました。研修会は、関西地区三会の共同開

続き注意が必要です。また、④平成30年3月14日付

催であり、近畿会104名、兵庫会33名、京滋会15

けで「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に

名の合計152名の参加者がありました。

関する当面の取扱い」が公表されています。さら

厚生部

研修会で説明した内容を中心に、報告します。な

に、⑤「収益認識に関する会計基準」等が、平成30

お、文中の意見や解釈は、講師の私見によるもので

年3月30日付けで公表され、当期より早期適用がで

あることを申し添えます。

きます。これら新基準や新取扱いは、いずれも平成31
年3月期に影響のあるものであり、留意が必要です。

ご案内

１. 平成31年3月期の会計・監査上の主な
改正点と実務上の留意点

月5日付け、「監査基準」の改訂が公表され、「監

研修の前半では、平成31年3月期の主な改正点を

査上の主要な検討事項（KAM）」の導入と監査報告

整理し、その内容を説明しました。

一方、監査に関連する改正としては、平成30年7

書の記載事項等の見直しがされました。

会長活動報告

平成31年3月期においては、会計処理の改正とし

これら、改正項目について、実務上の留意点につ

て、①平成30年1月12日付け「従業員等に対して権利

いて解説をしました。以下に研修会で説明した主な

確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関す

内容と、平成31年3月期の実務上の主な留意点を記

る取扱い」が公表されました。また、②平成30年2月

載していますので、ご参考にしてください。

ＣＰＥ研修会

テーマ
Ⅰ．平成31年3

研修の内容
(主な基準等の改正点に下線を記載)

平成31年3月期の実務上の主な留意点

（１）会計基準等の改正

会員異動

月期におけ

１．「従業員等に対して権利確定

・近年、企業がその従業員等に対して新株予約権を付

る会計・監

条件付き有償新株予約権を付

与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従

査上の主な

与する取引に関する取扱い」

業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が見

改正点

の公表（実務対応報告第36

られます。当該取引に関する会計処理の取扱いは必

号、平成30年1月12日公表）

ずしも明確ではなかったことを受けて、当該新株予
約権を発行する企業の会計処理について、取扱いが
公表されたものです。本実務対応報告は、平成30年
4月1日以後適用するとされており、該当する会社

事務局だより

は、留意が必要です。
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特
集

テーマ

研修の内容

平成31年3月期の実務上の主な留意点

(主な基準等の改正点に下線を記載)

準』の一部改正」等の公表

や評価性引当額、繰越欠損金に関する注記事項の追

（企業会計基準第28号等、

加等の改正が行われました。これら改正は、平成30

平成30年2月16日公表）

年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の

（改正内容は、下記Ⅳで解説）

告

・繰延税金資産（負債）を固定区分に表示する見直し

報

２．「『税効果会計に係る会計基

期首から適用するとされていますので、留意が必要
寄

です。
時期に関する当面の取扱い）」

連して、退職給付債務の計算における割引率に関し

の公表（実務対応報告第37号、

て、企業会計基準委員会より当面の取扱いが公表さ

平成30年3月13日付け公表）

れています。平成29年3月に公表された実務対応報
告第34号の当面の取扱いを、引き続き、当面の間適
用するとされていますので、留意が必要です。
・資金決済法が改正され、仮想通貨が定義された上

貨の会計処理等に関する当面

で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されま

の取扱い」の公表（実務対応

した。これを受けて、仮想通貨の会計処理及び開示

報告第38号、平成30年3月14

に関する当面の取扱いが今回公表されています。本

日付け公表）

取扱いは、平成30年4月1日以後開始する事業年度

地区会

４．「資金決済法における仮想通

定例役員会

・国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関

稿

３．「実務対応報告第34号の適用

の期首から適用するとされています。仮想通貨交換
業者や仮想通貨の利用者は、留意が必要です。
準」等の公表（企業会計基準

・収益認識会計基準が、企業会計基準より、平成30年
3月30日付けで公表されました。

第29号、企業会計基準適用

・2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業

指針第30号、平成30年3月30

年度の期首から適用するとされています。また、早

日付け公表）

期適用として、平成30年4月1日以後開始する連結
会計年度及び事業年度の期首から適用することができ
るとされていますので、早期適用される会社は、特

ご案内

（改正内容は、下記Ⅱで解説）

厚生部

５．「収益認識に関する会計基

に留意が必要です。
・国内子会社又は国内関連会社が指定国際会計基準又

在外子会社等の会計処理に関

は修正国際基準を適用している場合の連結財務諸表

する当面の取扱い」等の改

作成における取扱いが、本改正実務対応報告18号

正・公表（改正実務対応報告

で、示されています。平成31年4月1日以後開始す

第18号等、平成30年9月14日

る連結会計年度の期首から適用することとされてお

改正）

り、公表日以後終了する連結会計年度において、早

・有価証券報告書について、主に①財務情報及び記述

内閣府令等の一部を改正する

情報の充実、②建設的な対話の促進に向けた情報の提

内閣府令」の改正（平成31

供、③情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組

年１月31日公表）

み、の3つの観点からの改正がされました。これらの

（改正内容は、下記「２．平

一部は、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に

成31年3月期の開示上の留意

係る有価証券報告書から適用するとされていますの

点」で解説）

で、留意が必要です。
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会員異動

１．「企業内容等の開示に関する

ＣＰＥ研修会

期適用できるとされており、留意が必要です。
（２）有価証券報告書の開示ルールの改正

会長活動報告

６．「連結財務諸表作成における

特
集

テーマ

研修の内容
(主な基準等の改正点に下線を記載)

平成31年3月期の実務上の主な留意点

報

（３）監査基準等の改正

告

１．「監査基準」の改訂と「監査

・金融庁から、平成30年7月5日付け、「監査基準」

上の主要な検討事項（KAM）」

の改訂が公表され、公認会計士の監査報告書に「監

の導入がされる（平成30年7

査上の主要な検討事項（Key Audit Matters: KAM)」

月5日公表）

（以下、「ＫＡＭ」という。）の記載が新たに設けら

寄

（改正内容は、下記Ⅲで解説）

れるとともに、監査報告書の記載内容の明確化や充

稿

実を図る観点からの改訂が行われました。
・KAMについては、2021年3月期に係る財務諸表の
監査から適用するとされています。ただし、それ以

定例役員会

前の決算に係る財務諸表の監査から適用することを
妨げないとされています。一方、KAM以外の監査
報告書の記載事項等見直しについては、2020年3月
期に係る財務諸表の監査から適用されます。
・日本監査役協会と日本公認会計士協会より共同で公

に関する共同研究報告」の改

表されている「監査役等監査人との連携に関する共

正（平成30年1月25日公表）

同研究報告」が改正されました。今回の改正は、前

地区会

２．「監査役等と監査人との連携

回（平成25年11月）の改正以後行われた会社法の
改正や監査役監査基準等の改正を反映した改正がさ
れています。

厚生部

Ⅱ．「収益認識
に関する会

１．新基準公表のねらい
２．収益認識会計基準の基本的な

・新基準では、財務諸表間の比較可能性の観点から、
IFRS第15号の基本的な原則を基本的にすべて取り

計基準」の

方針について

入れるとされており、また、適用上の課題に対応す

内容と適用

・連結財務諸表に関する方針

るために、代替的な取扱いが公表されています。

上の留意点

・個別財務諸表に関する方針

・実際の導入までに、各社において、自社及び自社の

ご案内

３．原則的な取扱い
・収益認識の5段階のステップ

業界にどのように影響するかの分析に着手すること
が必要ですし、会計面のみならず、業績評価、業務

４．代替的取扱い

プロセスやITシステムへの影響も評価する必要があ

５．収益認識会計基準の実務への

ります。

会長活動報告

影響
Ⅲ．「監査基準」 １．監査基準の改訂のねらい
の改正の内

２．KAMについて

・KAMとは、「当年度の財務諸表の監査の過程で、
監査役等と協議した事項のうち、職業専門家として

ＣＰＥ研修会

容と適用上

（1）KAMとは何か

当該監査において特に重要であると判断した事項を

の留意点

（2）KAMの決定プロセス

いう」とされていますので、KAM導入によりこれ

（3）監査報告書のKAMについ

まで以上に監査役等と監査人との連携が重要となる

て記載すべき事項
３．KAM以外の監査報告書の記
載事項の見直し
４．適用時期について

ものと考えられます。
・今回の改正で、KAM以外の監査報告書の記載事項の
見直し（監査報告書の記載順序の見直しや新たに意見
の根拠の区分を設ける改訂、監査役等の責任の追加記

会員異動

載など）もされていますので、ご留意ください。

事務局だより
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特
集

テーマ

１．改正の全体像
２．改正の内容

・①「会計処理の取扱い（左記（Ａ）、(Ｂ））」が改
正されるとともに、②「表示・注記の取扱い（左記

会計基準』

①会計処理の取扱い

（Ｃ）、(Ｄ））」について、改正がされています。

の一部改

（Ａ）個別財務諸表における子

いずれも、平成31年3月期において強制適用ですの

正」の内容

会社株式等に係る将来加

と適用上の

算一時差異の取扱い
業における繰延税金資
産の回収可能性に関す

正に伴う会計方針の変更として取り扱うことになり
ます。該当される会社は、留意が必要です。
・また、②「表示・注記事項の取扱い」の改正は、繰
延税金資産（負債）を固定区分に表示する見直しや

②表示・注記事項の取扱い

評価性引当額、繰越欠損金に関する注記事項の追加

（Ｃ）表示の取扱い

であり、これらは、表示方法の変更として取扱うと

（Ｄ）注記事項の取扱い

されていますので、ご注意ください。

定例役員会

る取扱い

・①「会計処理の取扱い」の改正は、会計基準等の改

稿

（Ｂ)（分類1）に該当する企

で、留意が必要です。
寄

留意点

告

会計に係る

平成31年3月期の実務上の主な留意点

(主な基準等の改正点に下線を記載)

報

Ⅳ．「『税効果

研修の内容

３．適用上の留意点
説しました。
以下に、研修会で説明した、平成31年1月31日付

研修の後半では、平成31年3月期の開示上の留意

けの「企業内容の開示に関する内閣府令等の一部を

成する『「有価証券報告書の作成要領」（平成31年

改正する内閣府令」（以下「内閣府令の改正」とい

3月期提出用）』をもとに、平成31年3月期におけ

う）の改正の内容について、まとめていますので、

る有価証券報告書作成上の主な改正点について、解

ご参考にしてください。

厚生部

財務会計基準機構が作

点について、公益財団法人

地区会

２. 平成31年3月期の開示上の留意点

（１）主な改正点

されました。
財務情報及び記載情報の充実

Ⅱ

建設的な対話の促進に向けた情報の提供

Ⅲ

情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み

改正後の規定は、以下のとおり適用されます。
①上記、Ⅱ「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目等は、平成31年3月31日以後に終了

会長活動報告

Ⅰ

ご案内

平成31年1月31日付けで、金融庁より、内閣府令の改正が公布・施行され、主に以下の観点からの改正が

する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
し、上記①以外については、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用
可とされています。
具体的な項目ごとの適用時期については、内閣府令の附則でご確認ください。

改正の主な内容は、以下に示すとおりです。有価
証券報告書の該当項目を示していますので、次の「改

正後の有価証券報告書の記載項目」と合わせてご確
認ください。
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会員異動

（２）改正の内容と有価証券報告書の改正項目

ＣＰＥ研修会

②上記①以外は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。ただ

特
集

●改正の主な内容と該当項目
改正の主な内容

該当項目

報

●経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優

１．経営方針、経営環境

び記述情報

位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営

及び対処すべき課題

の充実

者の認識の説明を含めた記載が求められます。

等

告

Ⅰ．財務情報及

●事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や

２．事業等のリスク

記号
Ａ

Ｂ

時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの
寄

対応策の説明が求められます。

稿

●会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確

３．経営者による財政状態、 Ｃ

実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等

経営成績及びキャッ

に関する経営者の認識の記載が求められます。

シュ・フローの状況

定例役員会

の分析
Ⅱ．建設的な対

●役員の報酬について、報酬プログラムの説明（業績連

話の促進に

動報酬に関する情報や役職ごとの方針等）、プログラ

向けた情報

ムに基づく報酬実績等の記載が求められます。

の提供

●政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等につ

(４) 役員の報酬等

Ｄ

(５) 株式の保有状況

Ｅ

いて開示が求められるとともに、個別開示の対象となる
地区会

銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大されます。
Ⅲ．情報の信頼

厚生部

・以下の開示が新たに求められます。

(３) 監査の状況

性・適時性

●監査役会等の活動状況

①監査役監査の状況

Ｆ

の確保に向

●監査法人による継続監査期間

②会計監査の状況

Ｇ

けた取組

●ネットワークファームに対する監査報酬等

●改正後の有価証券報告書の記載項目
改正後の有価証券報告書の記載項目は、以下に示

正後の有価証券報告書の記載項目」の記号を記載し

すとおりです。改正の項目（網掛け記載）に、上記「改

ています。

ご案内

有価証券報告書・記載項目
主として連結情報

第一部

企業情報

第１

企業の概況

第２

事業の状況

会長活動報告

１．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（←Ａ）
２．事業等のリスク（←Ｂ）
３．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（←Ｃ）
４．経営上の重要な契約等

ＣＰＥ研修会

５．研究開発活動
第３

設備の状況

１．設備投資等の概要
２．主要な設備の状況
３．設備の新設、除却等の計画
個

別

情

報

第４

提出会社の状況

会員異動

１．株式等の状況
２．自己株式の取得等の状況
３．配当政策

事務局だより
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特
集

有価証券報告書・記載項目
４．コーポレート・ガバナンスの状況等
報

(１）コーポレート・ガバナンスの概要

告

(２）役員の状況
(３）監査の状況
①監査役監査の状況（←Ｆ）
②会計監査の状況（←Ｇ）

寄

(４）役員の報酬等（←Ｄ）
第５

稿

(５）株式の保有状況（←Ｅ）
経理の状況

冒頭記載
結

情

報

１．連結財務諸表等

定例役員会

連

(１）連結財務諸表
(２）その他
個

別

情

報

２．財務諸表等
(１）財務諸表
(２）主な資産及び負債の内容

地区会

(３）その他
第６

提出会社の株式事務の概要

第７

提出会社の参考情報

第二部

提出会社の保証会社等の情報
厚生部

独立監査人の監査報告書
内部統制報告書
確認書

これら改正点について、適用上の相談をクライア
ントからいろいろと受けることが考えられます。ま

示していますように盛りだくさんです。また、適用上

た、監査の局面では、
「 監査基準」の改正に伴い、ＫＡ

の留意点も多岐にわたります。とくに、平成31年3月

Ｍの記載や「監査報告書」の記載事項の見直しなどの

期では、
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」

対応を通じて、監査役等とのより一層の連携も求め

の強制適用や新たに公表された「収益認識に関する

られます。以上の観点から、これら会計・監査上の改

会計基準」の早期適用などに留意が必要です。また、

正点に対する理解をより深めておくことが重要にな

有価証券報告書の開示面の改正も定性的な記載を中

ると考えます。

会長活動報告

平成31年3月期の会計・監査上の改正点は、上記に

ご案内

おわりに

心に対応が求められます。
ＣＰＥ研修会
会員異動
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特

集

第 回 リレー随筆

一度は、会計士試験に合格してから現在までの

て、それはそれで寂しく思う今日この頃。その瞬間

く一方、成長に伴いしなくなっていく行為もでてき

あっという間に物が増えていってしまう。可愛い

日々である。定期的に部屋を整理していかないと

我が子がすごく可愛い！
経緯を執筆していこうと思ったものの、規程文字

子供服を見つけ、その服を着せた時の我が子の姿

火を噴かせる妻が老後の楽しみと言いながら写真を

ると …
。
出かける際も当然、子供の生活リズムを優先し

その瞬間を切り取る写真がどんどん増えていく。最

冒頭に書いた通り、我が子がすごく可愛い。

綺麗にアルバムに整理してくれており、私はその恩

て動くので、時間や場所は変わってきた。やはり

数まで書き切る自信がなく、またリレー随筆は自

昨年の８月、自分が転職したての時期に、元気

恵にあずかっている。写真だけではなく動画として

買い物しやすいショッピングモールの利用率は格

高の被写体である我が子の写真を綺麗に残していく

な女の子が我が家に産まれてきてくれた。入社が

も残していきたいため、今度はビデオカメラを新調

段に上がった。加えてベビールームの存在の大き

由なテーマでよかったため、ずっと思っているこ

決まった時に、会社側に妻の出産予定日が近しい

していかな

さたるや否や、昔はスペースの存在すら知らな

を想像すると …
服が増えていくのは当然の摂理で
ある。おもちゃも同様で、楽しく遊ぶ姿を想像す

ことは伝えていたため、出産日に会社を休ませて

ければなら

かったであろうに。

ため、カメラを新調した甲斐がある。そのカメラの

もらい出産に立ち会えた。産まれてくるその瞬間

ない。

とを主軸に書き直すこととした。

に 、 そ の 場 で 喜 び を 嚙み し め る こ と が で き 、 一 生

そうなのかもしれない。自分の中では産まれてく

としての自覚が芽生えないと言われるが、確かに

ている母親とは違い、実際に産まれてこないと親

の、存在は大きなものだった。よく父親は妊娠し

産まれたての赤ちゃんは、身体は小さいもの

増えていき、

おもちゃが

子供の服や

かったが、

の物しかな

婦二人だけ

部屋も夫

し、一人の時では想像できないような現在の暮ら

人間として成長していくのだと感じる。

こととなる。子供だけではなく親も一緒に、一人の

い。子供を通して色々なことを知り、体験していく

かったことが気になったり、新たに気づくことも多

行動が大きく変化した。今まで気にも留めていな

このように家族が増えたことで、考え方や視点、

忘れることのない時間を過ごすことができた。

る前から自覚をしていたつもりだったが、やはり

配置を考え

稿

定例役員会

地区会

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

もあるため、責任感も一人の時よりは増した。た

妻と子供の話をして楽しくて笑いが溢れる暮ら

実際に我が子を抱いた瞬間、より強い自覚が芽生

寄

を繰り返す

しがある。なんちゃってだが私も一家の大黒柱で

ご案内

て模様替え

厚生部

えるほどの存在の大きさであった。

告

すくすくと育ち、できなかったことができてい

報

18064
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特

集

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

告

侑騎

分も笑顔で一日を過ごし、休日は家族で過ごすこ
とを楽しみに。

西尾

第116回

報

だ一緒に分かち合える人がいることの大切さも実
感している。冒頭に書いていた通り、子供が産ま
れてくるタイミングで転職活動をしていた。妻が
妊娠の後期で大変な時期であったため、妻には負
担をかけないようにと一人で勝手にしょい込み

33
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悶々としながら転職活動を行っていた。悩みが一
定量溜まった際に、妻が見兼ねて話を聞いてくれ
た。一人の問題ではなく家族の問題として、将来
のことについて二人で相談し合えたことで、溜
まっていた悩みが解消されていった。支えているつ
もりだったが支えられており、共に支えあっていた
のだと感じた。転職活動を終了した今となっては、
本当にあの時のことを妻に深く感謝している。
あまり文章の構成を考えずに書き出してしまっ
たため色んなところに派生してしまったが、今一
度冒頭の内容に戻ることにする。
転職後は 時出社に変わったため朝はゆっくり

に行くことにする。この笑顔に応えるように、自

さて今日も妻と子供の笑顔に見送られて、仕事

る。子供というのはつくづくすごい存在である。

い笑顔を見ていると疲れが取れて元気にもなれ

らず、寧ろ良くなってくれる。また子供の何気な

る時があるとはいえ、それはまた別の話 。)朝だと
夜中と違い好きなだけ抱きしめても機嫌は悪くな

に眠っているため抱っこすることも憚られる 夜(中
に子供が起きた時は、寝かしつけとして抱っこす

るのが有難い。夜帰ってくる時間帯だと、さすが

行った後は、一緒に遊ぶ時間も多少なりとも作れ

準備することができる。子供と共に朝の支度を

10

特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度

報
告

第1回定例役員会報告
2019年4月11日（木）18時〜20時15分

寄

場

所：近畿会研修室

稿

出席者：32名（役員数４2名）

審議事項
（１）近畿会規約の一部改正（案）について
定例役員会

第１号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。
１．準会員2名について、診断書を添付の上、

会費減額の特例についての年齢要件を廃止
して、年齢に関わらず公認会計士としての
業務を行わない会員を減額対象とすること
から、該当する条文を改正するもの。

地区会

疾病の為の会費免除の申請があった。近畿

また、併せて規約の構成、字句等の整理

会会費規程第8条第1項第二号に該当するた

をおこなうもの。

め、近畿会規約第13条第1項により会費を

（２）近畿会会費規程の一部改正（案）について

免除したいとの説明があり、審議の結果承

会費減額の特例の要件及び手続について

認された。

該当する条文を改正するもの。

２．会員3名及び準会員1名について、勤務先へ
厚生部

の休暇届（写）を添付の上、出産・育児の為

また、併せて規程の構成、字句等の整理
をおこなうもの。

の会費免除の申請があった。近畿会会費規程
第8条第1項第三号に該当するため、近畿会

この審議事項については、活発な意見があ

規約第13条第1項により会費を免除したいと

り、挙手による採決の結果、賛成17名、反対

の説明があり、審議の結果承認された。

15名であったが、僅差ということもあり、提案

ご案内

者より、一旦取り下げたいとの申出があり提案

第２号議案

会費減額に係る「日本公認会計士協会
近畿会規約」及び「近畿会会費規程」
の一部改正（案）について

会長活動報告

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）提案者より、2019年1月17日開催の

内容を再度調整し、再審議することとなった。

協議事項
第１号議案

第54事業年度の事業計画案について

（提 案 者）次期会長予定者

北山

久恵

ＣＰＥ研修会

本部理事会において、協会財政の在り方検討プ

（提案説明）提案者より、第54事業年度の事業計画

ロジェクトチームからの報告「普通会費及び業

案（「スローガン」及び「基本方針」並びに「重

務会費に係る会則等の一部変更要綱案」が提案

点施策」）については、2019年２月開催の定例

され、承認された。また、これを受けて本部総

役員会でご承認頂いたところであるが、それに基

務委員会で検討した結果、2019年2月22日開

づいて、各部、各委員会より提出いただいた事業

催の本部理事会において、「普通会費及び業務

計画案を取りまとめさせていただいた。

会員異動

会費に係る会則等の一部変更案」が提案され、

近畿会定期総会に提出することとなる。ご意

承認された。この変更案は、2019年7月22日

見をいただきたいとの説明があった。引き続い

開催の本部定期総会において審議されることに

て、各部、各委員会の事業計画案について詳細

なる。ついては、日本公認会計士協会近畿会規

な説明があり、協議に入った。

約及び近畿会会費規程について、近畿会として
対応するため、一部改正したいとの説明があ

事務局だより

り、審議に入った。
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この協議については、活発な意見交換がなさ
れ、協議を終了した。
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特
集

■常務理事会審議事項

報告事項

１．会則・規則の全般的見直しプロジェクト

会長報告
髙田

な見直しについて」に関する件

篤

（報告内容）4月報告

告

（報 告 者）会長

チームからの報告「会則・規則の全般的

報

第１号

２．品質管理レビュー制度等検討プロジェク

国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の3月

トチームからの報告『「品質管理レ

のボード会議において、下記2点の重要な提案

ビュー制度等に関する会則等変更要綱

がなされている。

案」及び「公開草案に対するコメント及

寄

び対応」』の公表に関する件

稿

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いという提

■理事会報告事項
１．基幹システム更改プロジェクト進捗報告

ロッパにおいて導入されているルールである

に関する件
２．社会福祉法人監査の実施状況に関する実

が、USや日本では導入されていない。ヨー

態調査に関する件

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ているが、

第３号

総務部報告

IESBAでは、9月（遅くとも12月）に公開草案

（報 告 者）総務部長

が出される可能性もあり、留意が必要である。

（報告内容）報告者より、第8回五士業合同協議会

2点目は、保証業務の提供先に対して、非保

（当番会：（公社）大阪府不動産鑑定士協会）

安井

康二

の実施結果について報告があった。

等による事前承認を必要とすることが提案され

（日

時）2019年3月18日（月）
17:00〜18:30

（場

所）KKRホテル大阪

5階「瑞宝の間」

要な影響度調査等を行っており、然るべき対応

（テーマ）「各士業におけるAIの影響及び今後

を行う予定である。会員の皆様におかれては、

の対策、またビッグデータ等ITの日

これらの今後の動向にご留意頂きたい。

常業務での活用方法について」

を切り、協会本部についても4ヶ月を残す余り

（公社）大阪府不動産鑑定士協会4名、

となった。既に事業年度は3月で終了したが、

大阪土地家屋調査士会4名、

任期の最後まで、全力で取り組みたいと考えて

日本弁理士会近畿支部5名

第４号
第２号

理事会報告

（報 告 者）理事

廣田

（報告内容）3月19日開催の常務理事会及び3月20
会長報告

１．マラソン大会（関西地区三会共催）の実施
結果について
（参加大会）「ABC万博たこやきマラソン
2019」
（日

ス市場に関する調査報告書」
ビュー（キングマン報告書）

時）2019年3月10日（日）
10:30〜13:10

（場

所）万博記念公園内10キロコース

会員異動

・財務報告評議会（FRC）に関する独立レ

壽俊

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

１．英国の監査規制等を巡る最近の動向
・競争市場局（CMA）「法定監査サービ

廣田

ＣＰＥ研修会

日開催の理事会報告
■理事会

厚生部報告

（報 告 者）担当副会長
壽俊

会長活動報告

いる。

ご案内

（出席者）近畿会5名、大阪弁護士会6名、

厚生部

ている。

協会会務も、近畿会では残りの任期は3ヶ月

地区会

証業務の同時提供を行うに当たっては、監査役

協会本部では、現在上記の2点について、必

定例役員会

案がなされている。このルールは、既にヨー

（参加者）会員・準会員26名、ご家族3名

上記報告書は会計・監査ジャーナル（3月
号〜5月号）に連載
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特
集

２．春休みファミリーツアー「春の味覚を１日

（参加者）自由論題

満喫！！」の実施結果について

午前の部：270名
午後の部：269名

報
告

（日

時）2019年3月24日（日）

統一論題の部

：252名

（場

所）兵庫県三田市方面

懇親パーティー

：137名

（内

容）しい茸ランドかさや（食育体験、
シイタケ狩り、BBQ）、イチゴ狩

２．CPE協議会の開催結果について
３．CPE研修計画及び実施結果について

り、めんたいパーク
寄

（出席者）会員・準会員55名、ご家族116名

第７号

会員業務推進部報告

稿

（報 告 者）会員業務推進部長

第５号

広報部報告

（報 告 者）広報部長

荻窪

輝明

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
種田

ゆみこ

ついて報告があった。

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
定例役員会

１．大阪市立総合生涯学習センターとの連携講
座「公認会計士と学ぶ『“会計”の基礎の

和泉市

和泉市外部評価委員会委員の推薦

大阪家庭裁判所

家事調停委員の推薦

他4件

きそ』」の実施結果について
（日

時）《その１》2019年3月6日（水）
19:00〜21:00

第８号

（報 告 者）監査会計委員会委員長

地区会

《その２》2019年3月13日（水)
19:00〜21:00
所）大阪市立総合生涯学習センター

（対

象）一般

鏡子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
西支部との共同研究会の実施結果について
（日

（参加者）①67名、②71名

時）2019年3月13日（水）
17:00〜19:00

厚生部

２．「ハロー！会計in奈良」の実施結果について
時）2019年3月21日（木・祝）

（場

所）日本監査役協会関西支部

会議室

（テーマ）「監査役等と会計監査人との連携

13:30〜16:00

について、監査役等に対するアン

ご案内

（場

所）奈良商工会議所

（対

象）小学校5年生〜中学校3年生

（参

加）25名、保護者20名

4階中ホール

ケート結果について」
（出席者）関西地区三会9名、
（公社）日本監査役協会関西支部13名

３．公認会計制度説明会（大学訪問）の実施結
果について

２．第266回企業財務研究会（京滋会担当）の
実施結果について

（大学名）関西大学
会長活動報告

（日

疋田

１．関西地区三会と（公社）日本監査役協会関

（場

（日

監査会計委員会報告

（日

時）2019年4月3日（水）

10:00〜12:00

13:00〜14:00
（参加者）商学部

時）2019年4月6日（木）

（場

新入生700名

所）近畿財務局 会議室

（テーマ）「訂正報告書の事例分析（不適切
な会計処理と経営者の姿勢）」

第６号

研究・CPE研修部報告

ＣＰＥ研修会

（報 告 者）研究・CPE研修部長

（出席者）近畿会5名、京滋会6名、
小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第50回中日本五会研究大会（当番会：兵庫

兵庫会2名、近畿財務局11名
３．「監査問題特別委員会」による提言後の対
応状況について

会）の実施結果について
（日

時）2019年3月23日（土）
①自由論題

会員異動
事務局だより
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・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
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公会計委員会報告

（報 告 者）公会計委員会委員長

③懇親パーティー 17:20〜19:00
（場

第９号

守谷

義広

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．地方公共団体包括外部監査監査人・監査委
員協議会の実施結果について
（日

時）2019年３月18日（月）
17:00〜19:00

特
集

第11号

（場

所）近畿会会議室

（内

容）「当年度の監査テーマ（包括外部

社会保障委員会報告

（報 告 者）社会保障委員会委員長

大川

幸一

員）について」、「監査対象団体の

向け研修会の実施結果について報告があった。

地方自治法等の一部を改正する法律

（日

時）2019年3月29日（金）

監査制度、ガバナンス・内部統制等

（場

所）近畿会研修室

に関するご意見・ご質問について」、

（テーマ）「医療法改正に伴う医療法人におけ

への対応状況について」、「自治体

15:00〜17:00

びに社会・公会計委員会に対する

について」

稿

る公認会計士等による監査への対応

寄

「公認会計士協会本部、近畿会並
ご要望等」ほか

告

（報告内容）報告者より、医療法人経営者・管理者

報

監査人）・重点監査項目（監査委

（出席者）会員等9名、医療法人関係者9名

（出席者）包括外部監査人9名、監査委員7名、
２．小冊子の発刊について

第12号

（報 告 者）国際委員会委員長

（１）「自治体の内部統制〜地方自治法改正
と内部統制」

憲吾

（報告内容）報告者より、大阪弁護士会との共催研
時）2019年3月29日（金）

（場

所）大阪弁護士会館

14:00〜17:00

非営利会計委員会報告
廣田

会議室

（テーマ）「クロスボーダーＭ＆Ａ『法務面の留

壽俊

意点（プランニング、中間契約、DD、

（報告内容）報告者より、学校法人会計に関する意

最終契約、クロージング等）』、『ア
ウトバウンドＭ＆Ａとタックススト

（日

ラクチャリング』」

時）2019年3月8日（金）

（場

所）近畿会会議室

（内

容）「次年度の私立学校園に対する補助

（出席者）会員等35名、弁護士32名

第13号

IT委員会報告

（報 告 者）IT委員会委員長

ついての行政上のトピックス」、

（報告内容）報告者より、情報システムコントロー

「計算書類受付の際の指摘事項及び

ル協会（ISACA）大阪支部との共催研修会の

補助金検査時の問題点」ほか

実施結果について報告があった。

大阪府教育庁私学課4名

佳和

時）2019年3月13日（水）

会長活動報告

（日

石原

18:30〜20:30
（場

ご案内

金制度等について」、「学校法人に

（出席者）非営利会計委員会7名、

厚生部

見交換会の実施結果について報告があった。
15:00〜17:00

地区会

（日

連業務の基礎知識」

（報 告 者）担当副会長

山本

修会の実施結果について報告があった。

（２）「公認会計士が活躍するパブリック関

第10号

国際委員会報告

定例役員会

社会・公会計委員会7名

所）近畿会研修室

（テーマ）「外部委託先管理の再整理」
（出席者）会員等32名、ISACA会員48名

ＣＰＥ研修会
会員異動
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特
集

地区会 REPORT
報
告
寄

京阪地区会
「あべのハルカス・ホテルビュッフェのご報告」

稿

京阪地区会 会計担当 竹田 雅司

定例役員会

2019年3月10日（日）、「あべのハルカス・ホテ

とはいえ、雨でも美味しい食事にはありつけま

ルディナービュッフェ＋展望台観覧企画」と題し、

す。メインのビュッフェ会場へ移動！カラフルな前

総勢56名（会員18名とご家族38名）で、地区会親

菜、（ホテルといえば）ローストビーフ、シェフ焼

睦会を開催しました。

立ての和牛ステーキ、イタリア製ピザ窯器で焼かれ

地区会

ご存じのとおり、「あべのハルカス」は現在高層

た特製ピザなどの沢山の食事に加え、生ビール、シャ

ビルとしては日本一の高さ（300m）を誇り、その

ンパン、ワインなどのお酒、もちろん各種ジュース、

中の「大阪マリオット都ホテル」のレストラン

そして、10種類以上のジェラートやケーキなどのデ

COOKA（クーカ）では、食事はもちろん、大開口

ザート面も充実していました。皆様でテーブルを囲

の窓から景色・夜景を楽しむことができます。

み、大人は食事・お酒・会話に夢中、子供はジュー

厚生部

今回は、このホテルレストランでのディナー

スやジェラートに夢中といった雰囲気で会が進みま

ビュッフェに加え、ハルカス展望台チケット（食事

した。皆様にリラックスして親睦を深め、楽しい時

前でも、食事後の夜景でもOK）もセットにし、最

間を過ごして頂けたものと思っております。

上階から大阪一円を360度パノラマで観覧すると
いった贅沢な企画でした。
「あべのハルカス」は、平安時代のいにしえの言

ご案内

葉、「晴るかす」（心を晴れ晴れさせる）が由来だ
そうで、「はるか先を見渡す」という意味も込めら
れたそうです。その言葉どおり、「晴れていれば」
六甲山系、淡路島から明石海峡大橋、そして関西国

会長活動報告

際空港まで心晴れ晴れに見渡すことが可能です。
実はこの企画、一昨年も開催しましたが、その時
は、あいにくの雨。私を含む幹事メンバーはリベン
ジを胸中に秘めながら、「今度こそ、快晴！」の願

ＣＰＥ研修会

いで、再び企画しました。

今年度の京阪地区会では、夏の「会員懇親会」、
秋の「ゴルフ会」（奈良地区会と共同開催）、冬の

会員異動

その結果は…、今回も再びの雨。しかも前回以上

「ニフレル＆観覧車（エキスポシティ）」と開催

の大雨。残念ながら、今回も「はるか先を見渡す」

し、今回の春の「ホテルビュッフェ＋展望台」によ

ことは叶いません

り、「春夏秋冬」開催をコンプリートしました。お

でした。参加者の

そらく京阪地区会では初めての成果だと思われま

中 に 雨 男 （ 雨

す。企画は大変ではありますが、参加者の皆様に楽

女？）が潜んでい

しんで頂いているご様子と、御礼のお言葉、また初

るに違いない（私

回参加の方も増えてきている事実を糧に、来年も懇

の可能性大…）。

親会を中心とした企画を継続していきますので、ぜ
ひご参加ください。
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報
告

近畿実務補習所第25期同期会の報告
第25期補習所同期会 幹事 岩井 伸太郎

寄

昨年8月に近畿会地区会部主催により補習所第21期

て、本当に楽しく盛り上がったので「来年もしよう」と

生〜第30期生の合同同期会が開催されました。そこで

いうことになり、全員参加型じゃんけんで幹事に勝った

各期の同期会開催の促進が行われたため、第25期同期

二人が、次回の幹事に選出されました。次回懇親会の日

会の開催に向けて動き出した次第です。

程も「令和2年4月3日（金）」に決まりました。

世話人には、石黒訓さん、川上章夫さん、新免和久
さんと私の4人がなり、日程及び場所を決定しまし

次回幹事の中井史郎さん、八木一法さん、よろしく

定例役員会

し、誰も乱れることがなかったのはさすがです。そし

稿

１．開催前話

お願いいたします。

た。近畿会で判明している同期50人のうち物故者等の
地区会

7人を除いた43人に案内状を送ったところ、31人の
方々からファックスまたはメールで返信をいただき、
同期の元気な様子を伺うことができて大変なつかし
く、かつ本当にうれしく思いました。

厚生部

２．同期懇親会当日
2019年4月5日（金）、新世界の通天閣近くにある
老舗料亭において久しぶりに懇親会を開催しました。

３．同期懇親ゴルフ

出席者は17人で、遠方にもかかわらず、東京、愛媛

懇親会翌日の4月6日（土）、名門「宝塚ゴルフ倶楽

県、姫路、竜野からも参加してくれました。

部」にて一組四人で懇親ゴルフを開催しました。懇親
会に出席できなかった同期の日根野文三さんと藤本勝

おり、それから約40年が経過しています。さすがに出

美さんがこの懇親ゴルフに参加してくださいました。

席者17人は、全員60歳代です（ジャスト60歳の方もお

スコアは、幹事の権限で内緒にいたします。

ご案内

私たち25期生は、昭和54年10月に補習所に入所して

られます）。しかし、皆さんお元気に現役でがんばっ

４．最後に

が、完全にリタイアされた方はおられませんでした。

補習所の同期と知り合ってから、今年でちょうど40
年になります。その間、時々会っていた同期もいれば本
当に久しぶりの方もおられました。また、補習所時代に

会長活動報告

ておられ、一人ずつ近況報告をしていただきました

はほとんどしゃべったことのない同期も今回の懇親会で

れませんが、今回は、40年前から同期であったことの
親近感をあらためて感じさせられた懇親会でした。
次回（令和2年4月3日）を、本当に楽しみにしてい

当日は、大いにしゃべり、大いに飲みました。写真を

ちなみに、私たちが補習所に入所した昭和54年
（1979年）は、初の国立大学共通一次試験が実施さ
れ、サッチャーが英国首相に就任し、「ウォークマ
ン」が発売され、広島が創設30年目で日本一（江夏の
21球）に輝いた年でした。

18071
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ご覧になれば盛り上がり方がわかると思います。しか

ます。
会員異動

（前列左より）岡崎 毅、田中 裕、梅津善一、岩井伸太郎
中野和子、長谷川佐喜男、八木一法
油井 滋、中井史郎
（後列左より）毛利隆志、佐伯直輝、石黒 訓、横田一郎
中本行則、川上章夫、石島 隆、柳 年哉
（敬称略）

ＣＰＥ研修会

親しくお話することができました。幹事の贔屓目かもし

特
集

厚生部 REPORT
報
告

春休みファミリーツアー報告
厚生部サポーター

末永

直之

寄
稿

3月24日（日）、天気は曇り。少し肌寒さの残る中、好

し表面を焼いてカサのヒダ部分に水滴が出てきたら塩を

評により2回目となった「しい茸ランドかさや」をメイン

ふっていただきます。「うまいっ！」。初めて口にされた

とする春休みファミリーツアーが開催されました。

方は感動されていました。ほんとに美味しいです。味の濃

今回は、しい茸狩りにバーベキュー、その後二郎いちご

定例役員会

狩りへと移動して、帰りはめんたいパークへ立ち寄るとい
う欲張りで盛り沢山なツアーです。

さや豊かな香りがたまりません。取り過ぎたかなと思って
もペロリと食べられる美味しさでした。
続いてバスに乗って向かったのは二郎（にろう）農園。

地区会

さて、当日は西梅田駅前駐車場に集合し前回よりも大幅

その柔らかさのため一般に流通する事が少なく美味しいと

増となった総勢172名がバス4台に分かれて「しい茸ラン

評判の二郎いちご。ビニールハウスに誘導され、早速ひと

ドかさや」へと出発。西梅田からは約1時間の道のりで

口！「美味しい！」。やさしく品のある甘さに皆さんから

す。「しい茸ランドかさや」は兵庫県三田市にある関西随

も美味しいという歓声が聞こえました。二郎農園は3月中旬

一のきのこ狩りスポットで、約8万本の原木を保有してお

から開園していますが、予約がとりにくく、この記事を書

り、年中、しい茸狩りが楽しめる観光農園です。到着後、

いているときにHPを見

まずは全員で食育キノコクイズに挑戦！意外と知らないし

てみると「ご好評により

い茸の知識を学べました。

ご予約が入りにくくなっ

厚生部

会員の皆様、しい茸には、「菌床（きんしょう）」と

ております」となってい

「原木（げんぼく）」の2種類があることをご存知です

ました。ご予約頂いた旅

か？一般にスーパーで見かけるのは菌床しい茸になりま

行会社さんに感謝です。

ご案内

す。原木しい茸の生産量はしい茸全体の10％程度とな

バーベキュー、いちご狩りでかなりお腹はいっぱいです

り、その主な生産地は、静岡県、鹿児島県、群馬県等とな

が、バスに乗りめんたいパークへ。またまた出来立て明太

ります。

子の試食。これもまた「うまいっ！」。お腹いっぱいなは
ずなのにご飯が欲しくなった自分にびっくりしました。

クイズが終わるといよ

会長活動報告

いよしい茸狩り！しい茸

帰りのバスに戻ると、そこでサプライズ！小山ロール＆

狩りへは施設内の山道を

焼き菓子のプレゼントが。暫く喜びでバスの中がざわざわ

5分程度歩いて移動しま

していました。企画者のサプライズ大成功といったところ

す。原木にいっぱい生え

でしょうか。小山ロールの賞味期限は当日中のため、自宅

ているしい茸はどれも筋

に帰ってもまだ「美味しい！」のおまけ付きでした。美味

肉質で、菌床しい茸とは

しいものを沢山食べて贅沢なプレゼントと共に満足感の大

全然違います。原木に

きい素敵なツアーとなりました。次回も乞うご期待！

ＣＰＥ研修会

しっかりくっついている
ので収穫する際にちぎれ
ないよう気をつけながら
根元部分をグッとひっ
ぱって取ります。取りすぎたかなと思いながらもカゴいっ
ぱいに詰め込み、バーベキュー会場へ移動です。

会員異動

バーベキュー会場は広々としたお座敷で、調理道具や食
事も全て用意され、感じの良いスタッフの方々がお手伝い
下さり、子供連れでも楽しくお昼の時間を過ごすことがで
きました。しい茸の食べ方は、まず、しい茸の石づきを取

事務局だより

ります。次に、裏面をさっと焼きます。そしてひっくり返
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特
集

厚生部 REPORT
報

カラオケ部会活動報告

告

石原 佳和
寄

近くのスナック「和」で、平成最後のカラオケ部会

があるのもカラオケ部会の面白み

稿

2019年3月26日の夜、大阪天満宮の裏、繁盛亭

かもしれません。

が行われました。昭和の面影が残るレトロな雰囲気
今年度もカラオケ部会をよろ

います。

定例役員会

は、天神橋筋商店街ならではだと思

しくお願いいたします。令和最
初のカラオケ部会は8月に開催予

の点数が甘いところです。多

定です。カラオケ好きの方もそ

少音程を外しても、歌詞を間

うでない方も大歓迎です。皆様のご参加をお待ちし

違えても、高い点数がもらえます。

ております。

地区会

このお店の特徴はカラオケ

今回は南森町に本社を構える清文社からも飛び入
りで参加していただきました。めいめ
いが持ち歌を披露する傍らで、本の
厚生部

執筆の話などが話題になりまし
た。出版社の方も書き手を探し
ておられるそうです。趣味の
つながりが、意外なところで

ご案内

仕事に結びついたりすること

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

ＣＰＥ研修会

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
行っております。

会員異動

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
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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特
集

厚生部 REPORT
報
告

ゴルフ部開催報告
江崎

誠

寄
稿

日

時

2019年4月4日（金）

場

所

宝塚ゴルフ倶楽部

天

候

晴

2019年4月4日、宝塚ゴルフ倶楽部において、第298回目の近畿CPAゴルフ会が開催されました。前日までは
定例役員会

寒の戻りで、かなり冷え込んでいたのですが、当日は一変、春らしい陽気に恵まれ、桜の咲き始める中でのゴル
フ日和となりました。
今回は通常のハンディ戦とは別に、3年間の参加実績による新ハンディによる近畿会会長杯取切戦も行われました。
取切戦では、市原会員がグロス81、ハンディ8、ネット73という見事なスコアで優勝され、通常戦は山本宏昭
会員が優勝されました。おめでとうございます。
今回は、会場となった宝塚ゴルフ倶楽部と次回6月6日の会場

地区会

となる茨木カンツリー倶楽部を少し紹介させていただこうと思
います。宝塚ゴルフ倶楽部は、距離もあり、バンカーが多数か
つ巧みに配置され、私などにとっては大変難易度の高いコース
です。また、バンカーの砂も一通りでなく、砂の薄い固めのバ

厚生部

ンカーもあれば、さらさらの砂をたくさん盛り込んだ砂場のよ
うなバンカーもあり、さらに難易度を高くしています。
当倶楽部は大正15年に宝塚ホテル内にできた社交倶楽部に付
設された３ホールの練習コースから始まり、関西では5番目に歴

取り切り戦 優勝者

市原正人 会員

史があるそうで、まさに倶楽部と言うのにふさわしい歴史と伝
ご案内

統がある倶楽部です。
次に、茨木カンツリー倶楽部ですが、さらに歴史が古く、大
正12年に大阪倶楽部の若手実業家らにより建設計画がすすめら
れた、大阪でもっとも歴史のある名門コースだそうです。

会長活動報告

このような名門ゴルフ場でプレイをさせていただけるのは本
当に有難いことです。この場をお借りして、招待して下さる各
倶楽部メンバーの先輩方に感謝いたします。

（上位入賞者のみなさん）
ＣＰＥ研修会

順

位

氏

優

勝

山本

2

位

3

名

会員異動

IN

OUT

宏昭

50

49

99

市原

正人

42

39

位

吉田

豊道

41

4

位

辰巳

忠次

5

位

杉本

光伸

GROSS HDCP

今後の予定

26

73

令和元年 8月1日（木）茨木高原カンツリー倶楽部

81

10

71

令和元年12月3日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部

47

88

15

73

（10月は未定。12月は鳴尾ゴルフ倶楽部のすき焼き亭を

49

44

93

16

77

51

50

101

21

80

ニアピン：小川泰彦、岩堀雅彦、小黒敬三、市原正人
事務局だより

ドラコン：山田拓幸、西谷俊治
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山本宏昭 会員

NET

市原会員は2回連続欠席のため2位

42

優勝者

（敬称略）

18074

1年前から予約して忘年会を開催します。）

特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

板戸 史朗
寄

宇治周辺の散策ハイキング （参加者会員14名

稿

2019年4月28日（日）

非会員1名)
定例役員会

平成最後のハイキング部は、宇治周辺の天ヶ瀬ダム、
宇治平等院等を巡るコースを散策してきました。当日は
春の陽気に誘われて総勢15名が京阪宇治駅に集合、まず
はゆっくり歩いて宇治上神社に参拝。

会長活動報告

無事吊り橋を渡れば、あとは宇治川を下って平等院
へ。千年の時を超えて滔々と流れる宇治川のほとりは、
平安時代、やんごとなき貴族の別荘が立ち並んでいた場
所であり、優雅な気分にひたりながら散策。
平等院の門前では待ち時間2時間との案内に拝観を見
送り、手前の藤棚を暫し鑑賞してから、お茶とスイーツ
の福寿園へ直行。

ご案内
ＣＰＥ研修会

18075
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事務局だより

ここで休憩したあと3時頃現地にて解散。全長9キロの
楽ちんコースとのうたい文句に誘われて参加した私には
丁度よい運動量でした。
これが掲載される頃には既に終わっていますが、次回
は5月26日奈良柳生の里ハイキングを予定しています。
（これも全長12キロの初心者コースだそうです。）

会員異動

お昼時になり、目の前の鳳凰湖を眺めながらのお弁当
の味はまた格別。鈴木会員はじめメンバーからの嬉しい
差し入れに感謝。お腹も一杯になったところでお目当て
の天ヶ瀬ダムへ。
このダムは、淀川本流に建設された唯一のダムで、高
さ73m、長さ254m、甲子園球場70杯分の貯水量をもつ
巨大ドーム型アーチ式ダムの上を歩いてきました。

厚生部

この神社は宇治平等院と同じユネスコ世界遺産「古都
京都の文化財」17ヶ所のひとつで、菟道稚郎子（うじの
わきいらつこ）、仁徳天皇、応神天皇が祀られ、本殿
（上の写真）は平安後期に建造された日本最古の神社建
築だそうです。御朱印ガールが御朱印をもらっている
間、暫しボランティアガイドさんの話に耳を傾けていた
ところ、宇治川をはさんで東側がこの世（現世）で西側
はあの世（来世）だそうです。東側にある宇治上神社
（現世）からこの宇治川（三途の川）を渡ると西側の平
等院鳳凰堂（来世）にたどり着くという西方浄土の世界
を体感してきました。
興味深い話もそこそこに神社を出発、青々としたモミ
ジの間からの木漏れ日を浴びながら、ゆるやかな山道
（東海自然歩道）を登っていくと30分ほどで仏徳山
（132m）山頂へ。
ここで宇治の街を
一望したあと、緩
やかな山道を下っ
ていき、天ヶ瀬ダ
ムの手前の広場に
到着。

地区会

ダムから30分ほどで天ヶ瀬吊り橋に到着。渡り始める
と吊り橋が風にあおられたのか足元が揺れはじめ、思わ
ず引き返しそうになりました。

特
集

髙田篤会長活動報告

2019年度

報

TOPICS

会務報告

告

新しい「令和」の時代が始まりました。外務省は、諸外国向けに「令和」の説明として、「Beautiful Harmony」と訳して
います。新時代が「美しい調和」の時代になれば、素晴らしいと感じます。
さて、以前もお伝えし、日経新聞等にも取り上げられている、英国の状況について再度記載いたします。英国競争・市場庁
（CMA）は、2019年4月18日に監査市場に関する調査結果の最終報告書を公表し、提言を行いました。下記に主な事項を記

寄

載いたします。

稿

提言の一つ目は、「運営の分割」です。CMAは、Big4の英国における監査業務のコンサルティング業務からの運営上の
（Operational）分割をし、管理、会計及び報酬を区分することを提言しています。
二つ目は、「共同監査の強制」です。英国ではBig4の寡占状態にある監査市場に、Big4以外の事務所との共同監査を提言し
ています。

定例役員会

三つ目は、「企業の監査委員会に対する規制」です。CMAは、規制当局がより積極的に監査委員会の責任を問うことを提言
しており、監査委員会が監査人を選任・監督する際にその判断を報告すること、及び監査委員会が監査人の十分なチェックを
行わない企業に対して規制当局が公的な戒告を行うことを含むとしています。
これらの提言に対して、英国ではその提言の実効性に対する疑問の声も多く上がっており、英国における規制等が今後どの
ようになるのかについて、注視が必要と考えます。

地区会

日

付

曜日

4月25日

木

5月7日

火

時

間

会務の内容

場

所

16：00〜18：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10：00〜12：50

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

14：30〜17：30

正副会長会議

日本公認会計士協会

厚生部
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

5月8日

水

10：00〜14：30

近畿会監事監査

日本公認会計士協会近畿会

5月14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

5月15日

水
18：00〜20：00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

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

12：00〜12：55

個別事案検討P.T.

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

10：00〜15：00

理事会

日本公認会計士協会

13：30〜14：00

一般財団法人 会計教育研修機構（理事会事前打合せ）

日本公認会計士協会

14：30〜17：30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10：00〜13：00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

5月22日

5月23日

水

木

5月24日

金

5月30日

木

5月31日

金

(作成月日:2019年5月31日)

会員異動
事務局だより
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集

2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年5月実績及び6月予定
時

間

分野

研修会テーマ

報

実施月日

単位

講

師

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

本部税務業務部会共催DVD研修会
13:00〜14:40 税

務「最近の租税判例
（相続税・贈与税 編）」

2

（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
務

寄

15:00〜16:40 税

「資産税実務入門編 資産税とは何か」

2

稿

（2019年3月28日開業するなら知っておきたい税
務実務研修会（第22回））
DVD研修会

5 月 3 0 日 13:30〜16:15 監

査

「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された

3

手続業務等の解説」

定例役員会

（2019年3月20日本部研修会）
DVD研修会
13:00〜14:40 倫理等
6 月 5 日

「公認会計士の職業倫理−最近の相談事例等を踏ま
えて−」

2

（2019年2月6日 春季全国研修会）
DVD研修会
15:00〜16:40 監

査「監査提言集の解説〜
「期末日近くの取引」ほか〜」

2

地区会

不正
事例

（2019年2月6日 春季全国研修会）
DVD研修会
10:00〜11:40 税

務「民法改正による税務への影響」

2

（2018年12月6日 冬季全国研修会）
6月14日

DVD研修会
13:00〜16:00

織「3時間で学べる民法改正

環

境 経緯と改正法の概要」

民法（債権関係）改正の

3

厚生部

組

（2019年2月4日 関西地区三会共催研修会）
ダイバーシティ推進委員会研修会
6 月 1 6 日 13:30〜15:00

組

織「AIベンチャーも証言！ベンチャー・ファイナンス

環

境 の成功と失敗」

2

岡田侑貴氏（株式会社データグリッド代表取締
役社長）、松本雄大氏（公認会計士）

（会場：梅田阪急ビルオフィスタワー）

6 月 2 1 日 14:30〜16:00 監

査

等に対するアンケート結果について」

ご案内

日本監査役協会関西支部講演会（監査会計委員会）
「監査役等と会計監査人との連携について〜監査役

近畿会監査会計委員会

2

（会場：ザ・リッツ・カールトン大阪）
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
査

とKAM適用に向けた課題」

住田清芽氏（本部監査・品質管理基準担当常務
理事）、西田俊之氏（本部監査基準委員会委員

4

長）、林隆敏氏（関西学院大学商学部教授）

（会場：阪急うめだホール）
6 月 2 5 日 13:30〜17:30 倫理等

第53回近畿会定期総会
（会場：ホテル阪急インターナショナル）

4

会長活動報告

6 月 2 4 日 13:30〜17:30 監

「監査報告に関連する監査基準委員会報告書の改正

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

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
報
告

会員情報の変更手続についてご案内

寄

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。

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。

稿

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）

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

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
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

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
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

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)

事務局だより
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「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。

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

使える

学校法人会計テキスト

FAX

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

URL

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

連結納税の実務

寄

わかる

03- 3515 -8 9 6 0

廣川昭廣 編
大蔵財務協会 刊
定価2,963円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

これって個人情報なの？意外と知らない実務の疑問

清原 健・武井洋一・三宅英貴
鈴木正人 編著
同文舘出版 刊
定価3,600円＋税

稲葉一人・阿部晋也
税務研究会 刊
定価1,800円+税

組合員特価

総務部社員が法律家や実務家に聞く会
話形式なので、実務に沿った対処の仕方
が学べます。SNSやアプリの連携など、
身近なところでかかわる個人情報の取り
扱いを取り上げており、あなたの個人情
報保護法について、起こりうるトラブル
の対処の仕方がわかります。

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

厚生部

会計不正リスクへの対応を念頭におき、
内部統制・内部監査を理解するうえで重要
な概念、関連する諸原則を解説していま
す。また、公認会計士を念頭におき、監査
人と内部監査部門との連携の実効性向上に
向けた実務を検討した章を設けています。

組合員特価

共著

地区会

会計不正の予防・発見と内部監査

定価より15％引き（送料別）

連結納税導入時の手続及び連結開始、
加入時の時価評価の問題等の事前準備、
連結納税終了及び離脱についてＱ＆Ａ方
式で分かり易く解説しています。連結納
税申告書の作成にあたってのポイントも
具体的に説明しています。

定例役員会

「この本さえあればひとりで学校の決
算・分析ができる！」をテーマにした実務
書です。学校法人会計について図表をふん
だんに用いて解説し、具体的な事例・仕訳
を示しています。また、監査対策用の
チェックリストも収録しています。

稿

杉野泰雄 著
中央経済社 刊
定価5,000円＋税

ご案内

全農食品オンラインショップ開設のお知らせ
公認会計士協同組合では全国農協食品株式会社と提携し、オンラインショップを開設いたしました。当組合のホームページの「全農
食品オンラインショップ」からアクセスしてください。

会長活動報告

≪ご利用方法≫
①「全農食品オンラインショップ」にアクセスしたら、新規会員登録をしてください。
その際に、「ご招待コード」の入力欄がありますので、招待コードを入力してください。
表示価格から10％割引になります。
ご招待コード cpaco190a1 （シーピーエーシーオーイチキュウゼロエーイチ）
②「商品一覧」から商品を選び買い物かごに入れご購入手続きにすすんでください。

ＣＰＥ研修会

※商品を選んだカートに値引きされた金額が表示されます。
※「頒布会」の商品は、年間予約はできますが値引きはありません。
＊このサービスは組合員、組合員のご家族、組合員の事務所職員を対象としております。
組合に未加入の方は、ご加入の上ご利用ください。

印刷物販売のご案内

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。

会員異動

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。
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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特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

告

計

合計

前田
木村
小島

890

4,466

髙本

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,541

35

3,576

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

33

846

雄基
理生
素直
和希

（会
員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

竹下 新馬 （四号準会員）
長谷川 智大（四号準会員）
和田 章宏 （四号準会員）

（2019年4月30日現在）

寄
稿

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

定例役員会

4月23日付
裕美

豊山

絢加

入会者
地区会

4月23日付
金子 優作 （会
美濃島 広人
（会

員）
員）

大和田

亮 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
4月2日〜25日
【事務所】

厚生部

荒井
池田
岡本
沖
柏木
児玉

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

巌
（会
哲雄 （会
伸吾 （会
聡
（会
忠
（会
秀康 （会
（会
髙木 勇
野村 利宏 （会
古田 賢司 （会
宮内 威
（会
森内 茂之 （会
山田 茂善 （会
柳
承煥 （会
石川 宗隆 （会
石田 顕治 （会
荏開津 希央（会
岡部 広大 （会
小澤 実
（会
勝田 賢次 （会
木内 達也 （会

会員異動
事務局だより

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

小林
匂坂
佐藤
佐野
島
寺政
中川
藤田
本間
身野
山本
横田
椎野
下竹
富田
中瀬
長谷
萬谷
坂口
山下

靖央 （会
員）
真久 （会
員）
祐基 （会
員）
良承 （会
員）
克仁 （会
員）
尚範 （会
員）
美雪 （会
員）
和宏 （会
員）
有紀哉（会
員）
将之 （会
員）
清寛 （会
員）
慎一 （会
員）
友教 （会
員）
祥夫 （会
員）
英孝 （会
員）
守
（会
員）
隆行 （会
員）
尚彦 （会
員）
祐樹 （四号準会員）
竜一郎（四号準会員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

中
義則 （会
中本 久美子（会
長谷川 浩之（会
樋野 智也 （会
宮川 麻由里（会
石田 祐介 （会
田中 滋樹 （会
田中 雄介 （会

【自宅】
阿部
池原
小澤
久保
島田
菅原
瀧
谷間

恵理
伸幸
悠二
亮
知典
亮平
和訓
薫

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

前田
岡墻

純志 （会
歩美 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

員）
員）

松村
渡邊

康平 （会
建三 （会

員）
員）

転入者
4月16日〜25日
川西 弘泰 （会
須田 和通 （会
中村 和貴 （会
細野 剛 （会
板倉 謙吉 （会

資格変更（準会員から会員へ）
上羽

【事務所・自宅】

員）
員）
員）
員）
員）

京
京
京
東
東

4月10日〜25日
赤井 真一郎
（会
員）
伊賀 嘉則 （会
員）
石藏 晋也 （会
員）
磯上 真也 （会
員）
裏山 景子 （会
員）
大西 智之 （会
員）
奥田 知行 （会
員）
員）
清﨑 雅人 （会
佐藤 紗里 （会
員）
武田 庄吾 （会
員）
谷口 純一 （会
員）
谷村 幸則 （会
員）
内 健祐 （会
員）
羽生 和陽 （会
員）
濱本 典彦 （会
員）
毛利 亮太 （会
員）
湯本 規子 （会
員）
平田 龍市 （会
員）
藤井 謙太 （会
員）
濱田 直治 （二号準会員）
葛川 万蔵 （四号準会員）

兵
兵
京
兵
兵
兵
東
京
兵
兵
京
兵
兵
京
兵
京
兵
兵
京
兵
兵

滋
滋
滋
京
京

会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り

転出者
庫
庫
滋
庫
庫
庫
京
滋
庫
庫
滋
庫
庫
滋
庫
滋
庫
庫
滋
庫
庫

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

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

退会者
三谷
松田
清水
成相
山下
坂口

喜一郎（会
員） 3 月 6 日 付
安正 （会
員） 3 月 1 5 日 付
明
（会
員） 4 月 2 3 日 付
正樹 （会
員） 4 月 2 3 日 付
幸一 （会
員） 4 月 2 3 日 付
祐樹 （四号準会員） 4 月 1 6 日 付

死
死
業
業
業
退

務
務
務

亡
亡
止
止
止
会

廃
廃
廃

監査法人の変更
4月3日付
暁監査法人

大阪事務所

新

設

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より可能です。
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（2019年6月14日〜7月12日）

近畿会および各部各委員会行事予定

6.25 （火）

DVD研修会

研修室10:00〜16:00

6.17 （月）
会議室18:30〜20:00

正副会長会

ホテル阪急インターナショナル 9:30〜11:30

定例役員会

ホテル阪急インターナショナル11:30〜13:00

第53回定期総会（協会本部会務報告／会員の声を聞く会）
ホテル阪急インターナショナル13:30〜18:00

6.21 （金）
記念交流会

6.24 （月）

7.10 （水）
阪急うめだホール13:30〜17:30

ホテル阪急インターナショナル18:20〜20:00

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

稿

監査会計委員会 特別講演会 ザ・リッツ・カールトン大阪14:30〜16:00

寄

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

監査会計委員会研修会

告

6.14 （金）

報

※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。

会議室18:30〜20:00

ダイバーシティ推進委員会

会議室10:00〜12:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

厚生部

会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です

地区会

DVD研修会内容: 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」

定例役員会

7.12 （金）

会費のお支払は、毎回の振込みが要らず振込手数料も不要な「預金口座自動振替制度」が便利です。是
非ご利用いただきますようお願い申し上げます。
<本部経理グループ連絡先>

新語・用語

耳につけるコンピュータ
スマホ登場以来、次はウエアラブルコンピュータ（身につけるコンピュータ）の時代だといわれてきた。
及は進んでいない。その中で今、これこそウエアラブルの本命だと目されているのが「ヒアラブル」なコン
ピュータだ。
ヒアラブルデバイスとは、耳に装着するイヤホン型またはヘッドホン型デバイスのことだ。その機能は音

ＣＰＥ研修会

しかし、スマートウオッチやメガネ型デバイスが登場しても、用途が限られていることもあり、それほど普

会長活動報告

ヒアラブルデバイス

ご案内

TEL：03-3515-1121、FAX：03-5226-3351、E-mail：keiri@jicpa.or.jp

を聞くことだけではない。例えば、高感度なセンサーマイクを搭載してAIとつなぐことで、画面を見たり手
で操作したりすることなく、秘書機能ソフトを使うことができる。また、耳には毛細血管が多いので、バイ
められている。
街中でイヤホンをする人は多く、ヒアラブルデバイスへの抵抗感は少ないと考えられることから、いよい

会員異動

タルサインセンサーを搭載して心拍数や血圧、体温などを検出し、健康管理に役立てるという研究開発も進

よ本格的なウエアラブル時代の幕が開くと期待する向きも多い。
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特
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事務局だより
報

【弔事】

告

・会 員 髙繁 直樹氏
2019年3月23日ご逝去

・会 員 木村 秀夫氏（兵庫会）
2019年5月4日ご逝去 満96歳

満96歳

寄

・会 員
武司氏のご母堂 貞子様
2019年5月10日ご逝去 満85歳

稿
定例役員会
地区会

日本公認会計士協会近畿会
厚生部

第53回定期総会 （CPE単位：4単位）
〈 総会にご出席の場合は、必ず議案書をご持参願います 〉
（ 日 時 ） 2019年6月25日（火）

13:30〜20:00

（ 場 所 ） ホテル阪急インターナショナル

４階

ご案内

（ 次 第 ） Ⅰ．定期総会

13:30〜16:20

１．報告事項
第53事業年度事業及び業務に関する報告の件

２．審議事項
会長活動報告

第1号議案

第53事業年度財務諸表等承認の件

第2号議案

近畿会規約及び会費規程の一部改正（案）承認の件

第3号議案

第54事業年度事業計画（案）承認の件

第4号議案

第54事業年度「正味財産増減に係る予算書（案）」及び

ＣＰＥ研修会

「資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

Ⅱ．協会本部会務報告

16:30〜17:30

Ⅲ．会員の声を聞く会

17:30〜18:00

Ⅳ．記念交流会

18:20〜20:00

※記念交流会の会費は無料です。多数ご参加の程お願いいたします。
会員異動

『※定期総会のご出欠にかかわらず、議案書に同封の「書面議決書（ハガキ）」を必ず事前に
ご提出をお願い致します。』

事務局だより
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特

集

告

寄

稿

定例役員会

■マザーズ 新規上場申請者に係る各種説明資料
作成要領 2019年4月改訂版
■JASDAQ上場申請レポート作成要領
2019年5月改訂版
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 総合ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社

厚生部

ご案内

カ国・地域首脳会議︵Ｇ

会長活動報告

サミッ

ＣＰＥ研修会

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

地区会

近頃、大阪市内では主要

サミット当日に関して、高速道路の利用自粛の呼びかけや

ト︶開催を知らせるポスターやアナウンスが増えてきました。
Ｇ

一部の公立学校の休校が決まるなど、開催が近づいてきた気配
ヶ国はどこの国かご存知

会員異動

事務局だより
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の

〒541‐0052

ですか？メンバーは、仏・米・英・独・日・伊・加・ＥＵのＧ

企画として、今回は監査法人を退職さ

お問合せ先

も感じます。ところで、このＧ

７参加国・国際機関の他、アルゼンチン・オーストラリア・ブ
ラジル・中国・インド・インドネシア・メキシコ・韓国・ロシ
ア・サウジアラビア・南アフリカ・トルコです。さらに、招待
国・国際機関として、オランダ、シンガポール、スペイン、ベ
トナム、ＡＳＥＡＮ議長国、ＡＵ議長国、ＡＰＥＣ議長国、国
連、国際通貨基金、世界銀行、世界貿易機関、国際労働機関、
の国・国際機関の参加があるそうです。世界中からこれほど

経済協力開発機構、アジア開発銀行、世界保健機関などなんと

重な機会であると改めて認識しました。近年取りあげられる議
題として、世界経済、貿易・投資、開発、気候・エネルギー、
雇用、テロ対策、移民・難民問題等多岐にわたります。今回は
せっかくの機会でもありますので、いろいろと興味をもって、
開催を見守りたいと思います。
このＧ が開催される６月下旬に現在の日本公認会計士協会近
畿会の役員の任期が満了します。６月号では退任される役員のご
挨拶を掲載しています。３年間いろいろな思いや志を持ってご活
動をしてこられました。今回のご挨拶により、その思いを感じ
異色の公認会計士

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。

20

取っていただけるかと思います。また、好評をいただいておりま
す

自由帳﹂を立

応 募 方 法

20

れ、福祉施設﹁就労準備型放課後等デイサービス

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

20

多くの人々が、ここ大阪に一堂に集まるということは本当に貴

37

ち上げられた 井さんの紹介です。多方面で活躍されている公認

)

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

応 募 資 格

20

植村達生

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

20

大阪事務所

仰星監査法人

20
”

会計士を知る機会にしていただければと思います。

︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

“

報

【寄贈図書】

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。

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
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