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「異色の公認会計士」シリーズ 第5弾
TVで視聴者に伝える仕事
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−第５弾−
報
告

異色の公認会計士シリーズ

寄

TVで視聴者に伝える仕事

定例役員会

「5秒前！4、3、2…」フロアディレク

稿

荻窪 輝明

ターの合図がスタジオの静寂を破る瞬
間、カメラの向こう側にいる視聴者の皆
様に「今日もよろしくお願いいたしま
す！」と心の声。地域経済の活性化を応

地区会

援し、毎週1企業・団体にスポットをあ
て、その魅力を紹介するとともに、旬の
経済トピックをわかりやすく解説するTV
番組『滋賀経済NOW』（びわ湖放送、毎
週土曜日22:00〜22:30＜再放送＞毎週日

2年目に入りました。
“異色の公認会計士”シリーズで私の最近の活動

が多くあり、私にとっても大切な出会いとなってい

厚生部

曜日8:00〜8:30）のレギュラーを務めて

ます。

今回は、個人として2009年以来の寄稿となります。

オにゲストを迎えるケースもあります。限られた時

異色というほどではないかもしれませんが、少しで

間の中で見聞きした情報、経営者や担当者へのイン

もこの業界を盛り上げ、社会のお役に立ちたいとい

タビューを通じて何がその企業の特徴や強みか、一

う思いを持ちながら、10年の歳月を経て再び皆様に

言でいえば何を目指し実現している会社か、といっ

メッセージをお届けする機会を嬉しく思います。

た点が視聴者に伝わるように話を引き出します。そ
れを理解して要約し、可能な限り分かりやすくお伝
えすることに努めています。企業のトップにとどま
らず、時には日本銀行の支店長、経済団体の長など

現在出演する番組は週1回の放送ですので、年間

との対話機会もあります。

約50のテーマと企業・団体との出会いがあります。
もう1つは、経済に関するタイムリーなトピック

業に至るまで、地域経済を支える大切な担い手の取

を私が解説するコーナーです。地域経済や放送回に

り組みを紹介するものです。個々の会社ならではの

関連するテーマがあれば一番よいのですが、なかな

哲学、経営者の理念や信念、従業員が日々頑張って

かそううまくはいかないので、広く日本や世界経済

取り組む姿から、生きた経営に触れることができま

に関する話題にも触れている印象です。

す。様々な規模の経済主体に関わり多様な考え方を

過去に紹介したトピックの例ですが、消費増税、

理解すること、仕事への心構えなど吸収できること

2025年問題、シェアリングエコノミー、ESG投資、
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会員異動

主なコーナーは2つ。まずは、中小・零細から大企

ＣＰＥ研修会

2つのコーナー

会長活動報告

企業や展示会への取材に直接行くケース、スタジ
ご案内

を紹介してもらえないか？と声をかけていただいた

特
集
報
告

5G、ICT、SDGs、デジタルマネー、リカレント教

上 ですが、自分が話すとき、他人の講演を聞くと

育、金融経済概況、改正入管難民法、新元号といっ

き、テレビで誰かが話しているとき、色々な場面で

寄

た国内外で関心の高いトピック、Vtuber、デパー

の言葉遣い、話し方、姿勢やしぐさ、表情などを以

稿

トコスメ、ハロウィン、プライベートブランド、コ

前に増して注目するようになりました。

ミックマーケットのように消費者や若者が関心を抱

定例役員会

くトピック、コーポレートガバナンス・コード、

仕事の多くに通ずることかもしれませんが、自分

CSR、有価証券報告書のように会計士も関わるト

が興味を抱き気づくこと、自分から改善し向上する

ピックまで、実に様々なジャンルを扱います。

意識を持って取り組むこと、達成まであきらめずに
地道な積み重ねを続けること、その先にきっと成長

地区会

出演当初は、テーマが途中で足りなくなるので

や成功があるのであって、明日急にできていること

は？という心配もありましたが、身近な話題を含め

なんてない、番組のおかげもあって、そう考えさせ

れば毎週1回の放送では伝えきれないほど経済ト

られる日々を過ごしています。

ピックは多いものだと感じます。番組のナビゲー

厚生部

ターとして求められる役割は経済を分かりやすく解

私が経済トピックを解説するコーナーでは、自ら

説すること。決して公認会計士であることが前提と

テーマを提案すること、構成を考えることも少なく

はなっていませんが、やはりこれまでに業務を通じ

ありません。先に挙げたテーマの中で会計士に関わ

て培った経験が生かされることも多く、クレジット

りそうなものがあったのはこうした理由もありま

表示などに“公認会計士”と紹介されることによっ

す。自分でセリフを考え、内容を要約し、かみ砕い

て、会員の1人としてこの業界の認知度向上に貢献

た分かりやすい表現に変え、実際の言葉にすること

できればという思いもあります。

は思うよりも容易ではない作業を伴いますが、相手

ご案内

に「伝える」「伝わる」大切さを学ぶまたとない機
会となっています。会計士に関連しそうな話題が増

番組に関わることで気づかされること

えることで、自然と会計や会計士が身近になると期

番組には台本やシナリオがあるのが常ですが、企

待しながら次なるテーマを考えることもあります。

会長活動報告

業や団体との対話や感想を述べるシーンでは、受け

大雑把ですが、当日の時間軸としては、局に入

答えによるアドリブや、その場で考えて回答すること

り、打合せ、メイク、リハーサル、本番、CM用の

が自然と多くなります。日常会話で
はほ と ん ど の 場合気になりません

ＣＰＥ研修会

が、全員が黙っている無言の時間が
テレビで何秒も続くのは不自然なも
のです。会話に反応する瞬発力、話
し過ぎず、かといって聞きすぎず、
長すぎず、平易な言葉に言い換え、

会員異動

噛まずになど、普段の会話で使う言
葉を意識することは多くなったと思
います。どこまでいっても課題はな
くならないであろうし、まだまだ途

事務局だより
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活動の中には、小学校から大学まで、また教員向

前の週が終わった瞬間またはそれ以前からテーマや

けなどそれぞれの年代に合わせた金融経済教育に関

トピックを探し、取材先の確定、台本作成のための

する授業への取り組みもあります。授業の内容は事

寄

情報収集と勉強、台本に書かれたシナリオを事前に

前に学校の先生と相談し、スライドは手作りしま

稿

思い描く、などが毎週のサイクルとなっています。

す。特別支援学校を担当させていただいた折には授

ギリギリになることもありますが、仕事にリズムを

業のやり方を工夫し、手探りながらも私自身大変勉

とる役割にもなってくれています。

強になりました。毎年授業依頼の連絡を下さる定時
制高校の先生は、異動により引き継ぎをされながら

作品に関わるチームは、出演者はもちろん、制作

もどの先生も熱意でいっぱいです。ボランティアで

現場では照明にカメラ、音声など、実にたくさんの

活動することも少なくはなく、業務に携わるなか体

方が携わっています。自分では直接反応の見えない

力勝負であったこともしばしばでした。

他の活動としては、日本学生支援機構の派遣事業

する気持ちで臨んでいます。多くの番組でエンド

を通じて、全校集会や保護者会で奨学金制度の説明

ロールが流れると思いますが、作品に関わっている

を行っています。いざ返済となって苦心するという

方々の思いを想像しながら、これを眺めるのも番組

話はメディアでも知られてきましたが、それ以前に

を楽しむ一つかもしれません。

奨学金が本来の使い方をされない、学生のために使
われない話を耳にしたことがあったからです。自治

私の活動を支えるもの

通じて、メディア出

体では生活困窮者自立支援の相談員をしたことな
ど、先に述べた様々な取り組みにおいて学んだこと
は大きいと実感しています。そしてそれを何かに役
立てられるよう今後も努めたいと思います。

など活動の幅は徐々に

るといっても、フルタイム雇用が前提であればなかな

広がっていきました。

か受け入れられるものではありません。いろいろと受

証券会社に勤務してい

け入れてくださる環境に感謝しながら現在に至ってい

たこともあり取得する

ます。現在の所属先は、毎日出勤できない私が個人の

ことになった、証券ア

これまでの活動を継続しながら、法人の一員としても

ナリストやファイナン

活動できる環境を提供するという形で勤務していま

シャル・プランナーなどの所属団体での活動は、日

す。今後も業務の幅や視野を広げる機会を前向きに捉

常業務以外で様々な取り組みをする機会にもなりま

えて、しっかり取り組むつもりです。

した。そのひとつに、日本証券アナリスト協会経由で
突然飛び込むことになった公認会計士の世界、当

ながる大きなきっかけともなっています。様々なご縁

時は想像をしていなかったほどの多くの出会いとた

によってつないでいただいたことはもちろん言うまで

くさんの経験の場に感謝して、これからも私なりの

もありません。

会計士像を追い求め歩んでいきます。
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会員異動

証券アナリストとしてテレビ出演したことは、今につ

ＣＰＥ研修会

業務外で何か取り組むには、副業が浸透しつつあ
会長活動報告

演、新聞や雑誌の取材

ご案内

個人の仕事やご縁を

厚生部

もあり得る環境ですので、毎回、一瞬一瞬を大切に

地区会

視聴者に届く媒体、初対面で一度限りの方との仕事

定例役員会

番宣撮影といった流れとなります。さかのぼると、

特
集

特集 SPECIAL SECTION
報
告

近畿会会長就任のご挨拶
会長

北山

久恵

寄
稿
定例役員会

2019年6月25日開催の日本公認会計士協会近畿

やAI等を活用し監査の

会定期総会を経て、近畿会会長に就任いたしました

品質と効率性を高めて

北山久恵でございます。また、協会本部におきまし

いくのか、求められる

ても、副会長に就任させていただく予定です。改め

能力・スキルは何か、

て、近畿会、初の女性会長として、この大役に身の

これからの監査の在り

引き締まる思いでございます。

方について調査研究し

地区会

私は、今、令和とともに就任となり、新たな時代

提言を行います。また、監査上の主要な検討事項

のはじまりに業界全体が大きく変わるべき時が来た

（KAM）を含め、監査の透明性向上への対応及

と熱い思いを抱いております。近畿会会長として、

び不正事例の調査研究を行います。さらに、監査

近畿会の先駆けの精神をさらに高め、新しい取り組

実務の実態調査（監査期間・時間・報酬等）を行

みにより、これからの公認会計士業界の未来を切り

い、改善に向けた提言を行っていきます。

拓いていくと、決意を新たにいたしました。
２．公認会計士の活動領域の拡大に対する会員への

Ⅰ．スローガン
厚生部

支援を行い、地域社会への貢献を図ります。

社会はイノベーションの時代を迎えています。会

地方公共団体、非営利法人（特に社会福祉法

計士の業界においても、まさにイノベーションが求

人、医療法人）の会計・監査の発展・充実に向

められていると言っても過言ではありません。

けての調査研究・活動を通じて、会員の業務遂

ご案内

そこで、スローガンを「イノベーションにより公

行を支援するとともに地域社会への浸透・貢献

認会計士の未来を切り拓き、社会からの期待に応え

を図ります。また、税務、コンサルティング、

る」といたしました。

海外関係業務、組織内会計士及び社外役員等の

具体的には、以下の基本方針のもと重点施策によ
り、公認会計士の魅力を高めイノベーションを図っ

多様な分野で活躍する会員の業務遂行を支援し
ます。

会長活動報告

ていきます。
３．多様な価値観を持つ優秀な人材が活躍できる魅

Ⅱ．基本方針

力ある業界にするため、公認会計士業界及び近

監査・会計プロフェッションとして「イノベー

畿会におけるイノベーションを推進します。

ＣＰＥ研修会

ション」により、監査及び会計に対する社会からの

新たな取り組みとして、監査法人、個人、組

信頼を確立するとともに、新たな時代に必要とされ

織内会計士、女性、若手等、そういった枠を超

る会計人材の育成と活躍支援を行い、公認会計士と

えて、横断的にイノベーションを推進する2つ

いう職業の魅力を高め、これからの公認会計士業界

の委員会を立ち上げます。

の未来を切り拓きます。

その一つのダイバーシティ推進委員会では、
ダイバーシティ＆インクルージョンの推進を図

会員異動

Ⅲ．重点施策

ります。組織横断的に「働き方改革」「職場環

１．監査の品質の維持向上を目指した監査業務の調
査研究と情報発信を行います。

事務局だより
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境の整備」「多様なキャリアパス」等の取り組
みを情報交換し、業界全体に提言します。

ITやAIなどテクノロジーの進化は監査に大き

また、もう一つの近畿会改革推進特別委員会

な影響を与えます。公認会計士がどのようにIT

では、近畿会の会務改革の推進を図ります。会
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これらにより、会員の協会活動への参画を高

増やし、会計士業界の優秀な人材確保につなげ

稿

検討し、具体的に改革案を提言し推進します。

これらにより、公認会計士を目指す受験生を

寄

務活動、情報発信、財政など、近畿会のあり方を

ます。

め、協会活動の活性化、会員相互間の交流を活
６．協会本部との適切な連携を図ります。
協会本部の動向や最新情報の提供を通じて会
４．新たな時代を切り拓く魅力ある公認会計士の人
材を育成します。
研修体系を見直し、今までにない勉強会やセ

員の業務遂行の支援を行うとともに、必要に応

定例役員会

発にしていきます。

じて協会本部に対して近畿会の会員の意見や取
組みを集約し提言等を行います。
このように公認会計士という職業の魅力を高めて

ションとしての人材育成には、基礎的な監査・

いくことにより、会計士業界にイノベーションをも

会計のスキルはもちろんのこと、ヒューマンス

たらし、監査・会計プロフェッションとして、社会

キル、考える力、伝える力が必要です。プロと

からの信頼を確立するとともに、社会からの期待に

しての基礎力を高めるための人材開発をしてい

応える会計人材の育成と活躍支援を行い、これから

きます。

の公認会計士業界の未来を切り拓いてまいります。

厚生部

社会の期待に応える監査・会計プロフェッ

地区会

ミナーを開催いたします。

また、経営者の考え方を引き出し、経営戦略
近畿会会長に就任させていただいたことを使命と

用力を培い「コンサルティング能力の高いプロ

受け止め、誠実に、誇りをもって、これらを推進し

フェッショナル会計士」の育成を図ります。具

てまいります。何卒、より一層のご支援とご協力を

体的には、コミュニケーション能力、判断力、

賜りますよう、よろしくお願いいたします。

ご案内

や経営課題についてアドバイスできるような応

論理構成力、人を動かす力などのスキルを育成
会長活動報告

する研究会を開催していきます。
これらを通じて、監査も含め提供するサービ
スの品質を高め、拡大する活動領域で活躍でき
る魅力ある会計士の育成につなげます。

ＣＰＥ研修会

５．公認会計士の認知度向上のための広報活動によ
り社会の視点からの魅力を上げ、優秀な人材を
確保します。
一般的な広報活動や大学・高校生への職業紹
介、中学・小学生への会計基礎教育（ハロー！

会員異動

会計）など、本部と連携しながら地域会として
担うべき広報活動を効果的に行い、公認会計士
の認知度を高め、公認会計士業界の魅力を伝え
ていきます。
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副会長就任のご挨拶
報
告

副会長・近畿会改革推進特別委員会

委員長就任挨拶
副会長 後藤 紳太郎

6月25日の定期総会で、3期目となりますが副会

表をしていただいたことで

寄

長に就任をいたしました後藤紳太郎です。これから

す。ブロックチェーンの仕

稿

3年間、北山久恵新会長のもと近畿会が活発な会務

組みや暗号化の技術など仮

を推し進めていけるよう、副会長としてこれまで以

想通貨を支えているテクノ

上にがんばって行きたいと思っております。

ロジーについてまで知見を広げ、それに基づいて、

定例役員会

この3年間は、総務部、監査会計委員会、IT委員
会を担当させていただきました。それぞれの部長、
委員長をはじめとする構成員の皆様の活躍で様々な
成果を出せたのではないかと思っております。
総務部は、安井部長のもと総会、役員会に関する

地区会

事項、近畿財務局等の官公庁、協会本部や中日本五会

会計・監査の領域での課題の検討など幅の広い成果
を出していただきました。
次の3年間は、会員業務部（矢本浩教部長）、IT
委員会（細谷明宏委員長）を担当するとともに、近
畿会改革推進特別委員会の委員長もさせていただき
ます。

厚生部

の他会との連絡、日本監査役協会、大阪証券取引所、

近畿会改革推進特別委員会は、会員の協会活動へ

大阪弁護士会等の団体とのさまざまな会合の準備・運

の参画・利用の促進、会員相互間の活発な交流等、

営、諸規定に関する事項などの役割を果たしておりま

協会活動の活性化を目的として、近畿会の会務改革

すが、これらが滞りなく実施できたことを会員、役

を推進していくために新たに設置された特別委員会

員、事務局の皆様に感謝いたします。役員会運営で

です。次の項目に対して必要な調査・検討を行い、

は、大型のiPadを導入して画面共有によるスムーズ

提言及び具体的な計画案の策定を行っていきます。

な会議運営ができたのではないかと考えます。

（１）事業内容の見直し

監査会計委員会では、疋田委員長のもと、これま

（２）近畿会会務の透明化

ご案内

でにない企画にチャレンジをしていただきました。

（３）働き方改革に向けての会務の在り方の検討

その成果としてKAMチームは、「監査報告の改革−

（４）近畿会事務局の移転等に関する検討

欧州企業のKAM事例分析」を林隆敏先生の編著のも

（５）近畿会財政の継続的検討

会長活動報告

と、日本公認会計士協会近畿会監査会計委員会編集

会員業務推進部では、会員業務推薦の在り方につ

協力というかたちで出版をすることができました。

いて抜本的な再検討を行い、若手会計士の開業支援

監査会計委員会は、第Ⅱ部事例分析編を担当し、こ

をはじめとして公認会計士業務の充実強化と公認会

れまでの欧州企業のKAMの事例研究の成果を公表す

計士の社会的認知に繋がるものに変えていきたいと

る機会を得ることができました。また、不正チーム

考えています。

ＣＰＥ研修会

は、不正事例の研究から、不正を防止するための監

IT委員会は引き続き担当させていただきますが、

査役等とのコミュニケ−ションについての研究へと

AIをはじめとして最近のテクノロジーの進展を受け

より実務に役立つ成果を出していただきました。特

て、我々の業務がどのように変わっていくのか、変

に、監査役協会との共同研究において従来型のアン

わっていくべきなのか、近畿会らしい新しい視点を

ケートだけではなく、監査役等と直接面談し話を伺

もって、AIを実際に使ってみるという新しいチャレ

いながらベストプラクティスを引き出しまとめても

ンジもしていきたいと考えています。

らい、その成果を発表していただきました。

これまで2期6年間副会長として近畿会のさまざま

会員異動
事務局だより

IT委員会は、石原委員長のもと情報システムの監

な会議、会合や会務に参加をしてきました。ボラン

査、会計、管理に係る理論及び実務の調査研究、会

ティアベースであるにも関わらず、中堅・若手の会

員のITに関する知識、技能の向上のための研修を

計士が近畿会運営の原動力となり、新しい発想で会

行っていますが、この3年間で特に印象に残ったの

務を進めていただいていることについて、本当にあ

は、仮想通貨に関する研究とその成果を研修会で発

りがたいことであると思っています。私は、近畿会

08

C.P.A.NEWS 2019.07 Vol.721

18092

特
集

会計士の皆さんにのびのびと発言をしてもらい、新

のメンバー、事務局が気持ちよく会務ができ、持て

しい発想で会務をしてもらうことが大切だと感じて

る力を遺憾なく発揮してもらうことを本旨として、

います。これまでの慣行や前例にこだわることな

その成果を近畿会会員の皆さんと分かち合えるよ

く、変えていかないといけないものは変えていき、

う、私に与えられた役割を果たして行こうと思って

若手・中堅の会計士がその力を十分発揮できる環境

おります。

を整え、その活動をサポートしていく役割であると

告

かかわっていただいている、役員の方、部・委員会

報

の役員の中では古手の会計士ですが、若手・中堅の

今後ともご理解、ご協力よろしくお願いします。
寄

思っています。これからの3年間、近畿会の会務に

稿

副会長就任にあたって

副会長 安原 徹
検証する時期が来ているの

副会長はこれで3期目。長すぎるのではないかと

ではないかと思います。
一方、協会の自主規制強

たので、あえて3期目にチャレンジすることに致し

化の流れのなかで、品質管

ました。

理レビュー制度の充実が図

振り返ってみると、副会長1期目の担当は、広報

られました。この点につい
ては、主として中堅・若手会計士から、調書様式を

会、2期目は会報部、地区会部、税制・税務委員会、

埋める「作業」が増加し、全体を見渡して考える時

中堅・若手会計士委員会、公認会計士制度70周年記

間的余裕がなくなったという意見をしばしば耳にし

念誌編纂特別委員会を担当させて頂きました。3期目

ます。つまり、要求される監査手続や文書作成が急

となる次期は、税制・税務委員会、経営委員会、経

増した結果、監査人自身が「監査品質向上を目指し

理部、地区会部、厚生部の担当を予定しています。

てやっているんだ」という内面的な自発性を喪失

策、広報といったIR系を中心に関わってきました

い、外面だけ飾ればいい。」といったニヒルな態度

が、監査・会計をはじめとする公認会計士の本流に

に堕していくのではないかとの懸念を覚えます。こ

は少なくとも担当として関与したことは一度もあり

のままでは「規範の形式化、外面化」が監査の秩序

ませんでした。しかし、興味がなかった訳ではな

を内側から腐蝕させていかないだろうか？これが杞

く、会務に携わるなかで、常に監査・会計をウォッ

憂に終わればいいのですが…。直接の担当ではあり

チしてきたつもりです。

ませんが、監査のあるべき姿を考えていきたいと思

過去6年、監査をめぐる状況は大きく変わりまし

います。

在り方に関する懇談会」提言が公表され、日本公認

やるべきことは山積しています。中小企業について

会計士協会からも、監査法人のガバナンスコードへ

は上場企業で求められるコーポレート・ガバナンス

の対応、レビュー結果の外部への公表、監査報告書

に加え、ファミリー内の利益相反を避ける配慮や身

へのKey Audit Mattersの記載などの施策が打ち出

近な人たちの中でフェアであることが求められま

されました。これらは監査の過程を「透明化」して

す。これまで、事業承継、信託、後見、相続税対策

外部に知らしめ、外部からフィードバックを得るこ

など個別のテーマごとに検討してきましたが、ファ

とによって、監査人側にとっても高品質な監査を提

ミリービジネスに対するガバナンスといった形、つ

供するインセンティブになるという「好循環」を期

まり、個々のテーマに横串を刺すような視点で検討

待するものです（会計・監査ジャーナルNo.744

できればと考えています。
非力な私ですので任期中にどこまで実現できるか

着した感がありますので、フィードバックを受けて

自信はありませんが、精一杯努力していきたいと思

の品質向上が期待通りの成果をもたらしたかどうか

います。

18093
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Jul.2017参照）。現時点でKAM以外は一応実務に定

会員異動

次に、主な担当の非上場中小企業関連についても

ＣＰＥ研修会

た。会計不正事件を受けて金融庁より「会計監査の

会長活動報告

し、「外からの規範を守っているように見えればい
ご案内

このように、税制税務、経営といった中小企業施

厚生部

部、非営利会計委員会、社会保障委員会、経営委員

地区会

も考えましたが、過去2期でやり残した感が強かっ

定例役員会

6月から改めて近畿会副会長に就任します。

特
集

近畿会副会長就任にあたって
報

当期より二期目の近畿会副会長に就任する廣田壽

副会長 廣田 壽俊
として職員の時間確保と休

告

日取得に苦労している現況

俊です。
先の任期では、社会保障委員会、非営利会計委員

です。監査業務のテクニカ

会、厚生部、経理部、近畿会財政の在り方検討特別

ルな面のみならず、監査法

委員会を担当しました。この任期からは監査会計委

人での勤務状況も調査・改

寄

員会、組織内会計士委員会、会報部、総務部を担当

善の方途を研究しても良い

稿

します。

状況にありますが、公認会計士を目指す志望者が減

協会本部では、監査業務審査、規律調査担当の常

ることがないように、業界に対し監査手続や働き方
について改善案を提示できるような先鞭をつけてみ

務理事に就任します。
定例役員会

先の任期での社会保障委員会、非営利会計委員
会、厚生部、経理部、近畿会財政の在り方検討特別

たいと思います。そのような観点も含めて監査会計
委員会の委員長を支援していきます。

地区会

委員会を簡単に振り返りますと、社会保障委員会に

第二に組織内会計士委員会に関して。

ついては社会福祉法人、医療法人が監査対象になる

ご承知の通り、幸い公認会計士の活躍する領域は

年度として本部理事会にあがる最新の情報を委員会

拡大しています。例えば、組織内会計士として、そ

に還元し、会員の判断材料を適時に提供しました。

の専門的な知識や経験を生かして会社に勤務し、そ

厚生部については新たな企画を織り込み、参加世代

の会社のために貢献する会員や社外取締役や社外監

を広げ会員の親睦が図られるよう企画しました。あ

査役に就任して役員になる会員がいらっしゃいます

と非営利会計委員会は委員長や委員の方々の方向性

が、そのような組織内会計士や社外役員が活躍する

を見極め目指すところを同じ目線で追えるように活

領域の一つになってきています。

厚生部

動し、経理部は正確かつ明瞭な決算報告を目標にし

どなたもいつかは監査法人を卒業するタイミング

ました。近畿会財政の在り方検討特別委員会では他

がでてきます。その専門的知識や幅広い業務経験、倫

地域会と整合を図りながら、前後10年間の試算を

理観、場合によってはグローバル対応力をもって、そ

行い、資金の有効利用（案）を提示できたと思って

の会社に勤務しても役員に就任して取締役会に入っ

います。

ても公認会計士は有用であることを社会にアピール

ご案内

次は二期目として、新たな担当である監査会計委

する機会を提供し続けていたいと思いますし、その

員会、組織内会計士委員会、会報部、総務部それら

後も彼らとの繋がりが切れることがないように、

の部・委員会をどのように活動していってもらおう

ネットワークを構築し組織内会計士や社外役員の会員

と考えているか、に触れたいと思います。

に対しさまざまな企画を提供し続けて行きたいと考え

会長活動報告

第一に監査会計委員会に関して。

ています。そのような点から、組織内会計士委員会の

三期前は私も監査会計委員長を拝命していまし

委員長を支援しようと思っています。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

た。今の監査会計委員会は私が担当していた時より

第三に会報部に関して。

も、研究範囲も広く、その奥行きも深くなっている

どの地域会も会報誌をもっています。歴代の会報

印象を持っています。もともと監査会計委員会は会

部部長の努力と会報部員の努力の賜物で、近畿

計監査に関する研究・調査を主とする重要な常置委

C.P.A.ニュースは各種委員会の活動や近畿会定期総

員会であるとの認識です。近畿財務局とは企業財務

会・本部定期総会を始めとして紙面内容が大変充実

研究会としてその研究結果を発表し、日本監査役協

しており、かつ読みやすく会報誌の中でも出色であ

会にも研究結果を発表し意見交換を行います。会員

ると考えます。その伝統を守り、記事や紙面内容が

に対しては、会計不正の研究や新しい会計・監査

公正で偏ることがないように会報部の部長を支援し

ルールの研究を行って近畿会の研修会で会員に対し

ていこうと考えています。

成果発表をします。ただ、最近は監査手続としてIT

最後に総務部に関して。

を活用する機会がさらに増え、実施すべき監査手続

総務部は、近畿会では定期総会や記念交流会・新

も増えることにより、手続完了するまでにかなりの

年賀詞交歓会、公認会計士試験合格者祝賀会を開催

時間を要します。関与先は働き方改革として監査法

し、東京会や関西地区三会との連絡窓口を担当しま

人に協力を求め、どの監査法人も労基法対象の士業

す。外部に対しては、近畿財務局幹部、大阪弁護士

10
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日本公認会計士協会近畿会が対外的に堂々と対峙

会、不動産鑑定士協会、土地家屋調査士会、弁理士

できるように、かつ円滑な運用になるような規程の

会）などの窓口になります。

改訂を実現しているように、総務部長を支援してい
こうと考えています。

告

また、総務部は日本公認会計士協会近畿会規約を

報

会、日本監査役協会関西支部や五士業（大阪弁護士

始めとした諸規程の更新を担当します。対外的に近

協会本部は公認会計士をとりまく環境に対して、業

畿会会長を支え、かつ、近畿会の運営面で重要な規

界発展のために的確に対応していける施策を打ってい

程の管理を担当する重要な部署です。一方、日本公

くことが大事な業務です。一方、地域会は会員に直接

認会計士協会本部は内部の効率化、意思決定の迅速

対峙して、本部の施策を実行し、会員の至便のために

寄

化の観点や収支の改善のためその規程を改訂し続け

活動することが大事な業務になります。着実に遂行し

稿

ています。それとの整合をタイムリーに常に図って

ていくことを自らのポリシーとして副会長職をこなし

いかねばなりません。

ていこうと思います。

副会長就任のご挨拶

副会長 安井 康二
会に対して貢献しています。

地区会

この度の定期総会で副会長に就任することになり

定例役員会

どうぞ、よろしくお願いいたします。

そうした魅力ある公認会計

おいては、無投票ではございましたが副会長に当選

士の姿を、広く知っていた

させていただき、誠にありがとうございました。こ

だく活動をしてまいります。

れまでの9年間の会務活動、とりわけ直近3年は総務

広報活動には効果測定の難

部長として正副会長を間近で補佐してきた経験を活

しさというものがあります

かし、全力で近畿会会務に取り組んでまいります。

が、私自身を振り返っても、この職業を知ったきっか

任期中、私が担当する部・委員会は、ダイバーシ

けは高校生の時、受験雑誌に掲載されていた数センチ

ティ推進委員会、広報部、公会計委員会、国際委員

の大きさの職業紹介記事でした。この出会いがなけれ

会、中堅・若手会計士委員会の5つです。

ば、私は公認会計士になっていませんでした。我々が
思う以上に、世間の公認会計士に対する認知度は低い

士委員会」を包含し、女性のみならず、多様な価値

と考えます。地域会として身近な様々な手段により、

観を持つ優秀な人材が活躍できる魅力ある業界にす

効果的に広報活動を行ってまいります。
に、パブリック分野における公認会計士に対する認

イバーシティ＆インクルージョン」の重要性が認識

知度向上に向けて、様々な取組みを企画していま

されてきており、「働き方改革」は専門家集団であ

す。特に地方自治法の改正により、2020年4月以降

る監査法人においても避けられない経営課題となっ

全面導入される地方自治体の内部統制制度の導入

ています。そうした中、「先駆け」の精神の伝統を

は、重要なトピックであり、民間企業の内部統制監

持つ近畿会において、こうした委員会を発足するこ

査等で培った内部統制に関する公認会計士の知見・

とは大変意義深いことであり、担当副会長を担わせ

経験を十二分に発揮する責務があると考えます。首

ていただくことは非常に光栄に感じております。組

長・地方議員・自治体職員・会員等向けに、自治体

織横断的な情報共有や業界への提言等に向け、原繭

内部統制制度改正の動向、導入の効果等についての

子委員長を中心とする委員会の皆さんと、すでにス

シンポジウムの開催等、地域社会への貢献のために

タートダッシュしています。

も、積極的な活動をしてまいります。
国際委員会においては、富田真史委員長を中心

認会計士の認知度向上のための広報活動を実施して

に、これまで実施してきた研修等（IFRSセミナー

まいります。会計不祥事等により監査・公認会計士

や国際メッセ等）や、調査研究活動（アジアを中心

への信頼性が揺らぐ一方、大多数の公認会計士が監

とする他国の公認会計士との交流や制度等の調査研

査を誠実に行っており、また、様々な形、役割で社

究等）を継続してまいります。大企業だけでなくあ

18095
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宮口亜希部長を中心とする広報部においては、公

会員異動

しい委員会です。近年、あらゆる組織において「ダ

ＣＰＥ研修会

公会計委員会においては、奥谷恭子委員長を中心
会長活動報告

ることを目的に、北山新会長の発案で設置された新

ご案内

ダイバーシティ推進委員会は、従来の「女性会計

厚生部

ました安井康二です。昨年12月の近畿会役員選挙に

特
集

らゆる規模の企業においてグローバルでの活動が進

めのインキュベーターとして、中堅・若手会計士委

む中、公認会計士業務におけるグローバル対応は避

員会の活動にご期待ください。

報
告

けることができない課題であり、会員に有益な情報

最後に、副会長就任とともに、本年の本部役員選

提供やネットワーク構築をお手伝いするとともに、

挙に当選させていただき、7月には本部理事にも就

若い会員等の皆様の目線を高く、視野を広く持って

任させていただきます。選挙の際、私がお約束した

いただく活動をまい進いたします。

3つの役割は以下のとおりです。

中堅・若手会計士委員会は、谷間薫委員長のリー

１．監査の最前線において監査チームを率いる責任

寄

ダーシップのもと、不確実な時代の中でも、公認会

稿

計士業界の将来発展を目指し、また、若手の意識改

２．近畿会の諸先輩方の思いの承継者として、本部に

革、制度改革や業務改革を目的とした若手独自の企

対し適切なガバナンスを効かせる発言をします。

画・運営によるセミナーや研究活動を推進してまい

３．業界の未来を作り出す担い手として、会務に全

定例役員会

ります。現在の就職環境においては、合格者の大半

者として、現場の声を本部に届けます。

力を尽くします。

が監査法人に就職されており、「組織的な」運営が

会員数全国2番目の規模の地域会の副会長とし

進む監査法人の業務に追われ、外部との交流により

て、また本部理事として、地域と業界の健全な発展

刺激を受けたり、業界の将来について語りあったり

と会員の皆様の活躍を全力でサポートしてまいりま

する機会は持てていないと思います。自らのキャリ

す。皆様の積極的な会務へのご参画とご支援をお願

アも、業界の発展もともに実現する中堅・若手のた

い申し上げます。

地区会

副会長就任のご挨拶

副会長 洪 誠悟

厚生部
ご案内

このたび日本公認会計士協会近畿会の副会長に就

いずれも過去から多くの

任することになりました洪誠悟でございます。近畿

諸先輩方が取り組んでこら

会での活動につきましては、2期6年幹事として従

れた目標ですが、これらを

事し、直近の1期3年は会務から離れておりまし

担当部・委員会の活動を通

た。今回、副会長として再び会務に従事させていた

じて、あるいは、近畿会会

だくことになりましたが、皆様にご挨拶をさせてい

務全体について議論する正

ただくにあたり、改めて近畿会副会長の職責を考え

副会長会及び地域会役員会の活動を通じて実現すべ

ますと身の引き締まる思いです。

く努力したいと思います。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

私は、これまで幹事として中堅・若手会計士委員

地域会は、協会本部などに比べて会員の皆様とも地

会、監査会計委員会、地区会部、総務部において各

域社会とも近い距離にある組織です。その距離感を生

会務に従事してきました。今回、副会長として担当

かして会員のニーズを汲み上げた施策が実行できます

しますのは、研究・CPE研修部、非営利会計委員会

し、地域社会へもより身近な存在として貢献ができる

及び社会保障委員会の3つの部・委員会であり、い

と考えます。そういう意味では、今回担当いたします

ずれも初めて携わる領域です。うまくできるか不安

研究・CPE研修部の活動や、多くの独立開業してい

ではありますが、どれも興味深い事業であり部・委

る会員の皆様が関与する領域を分掌する非営利会計委

員会に参画される幹事の皆さんとともにこれから活

員会及び社会保障委員会の活動は、まさに取り組みが

動するのが楽しみでもあります。

いのある活動だと受け止めています。
研究・CPE研修部では、山本憲吾部長はじめ副部

さて、私は今回の副会長の立候補にあたり、会務

長の皆さんとともに活動を行ってまいります。特

会員異動

に取り組む目標として次の3点を掲げました。

に、近畿会主催の研修会について、従来の研修体系

（１）公認会計士の認知度向上のための対外的な情

にとらわれずに研修体系を見直し、新たな研修会の
開催にもチャレンジしていきたいと思います。ま

報発信・貢献
（２）会員及び準会員（以下、「会員」といいま
す。）の皆様のニーズにあった施策の実行

事務局だより
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会を2回主催することが予定されています。伝統あ
る研究大会をぜひ成功させたいと思います。

（３）後進育成

12

た、任期中（3年間）に近畿会が中日本五会研究大

18096

特
集

を行ってまいります。特に、監査制度が導入されて

会を設置しています。非営利会計委員会では、小幡

まだ時間が経過していないため、実務上の留意点な

寛子委員長及び各専門委員長はじめ副委員長の皆さ

どについての調査研究や研修会の開催など会員の皆

んとともに活動を行ってまいります。特に、各専門

様の円滑な業務に資するよう努めたいと思います。

分野において会員の皆様に向けた研修会等を開催す

また、地方自治体などの地域の関連他団体との連携

るとともに、地方自治体などの地域の関連他団体と

や法人向けの相談会の開催などにより、地域社会に

の連携や法人向けの相談会の開催などにより、地域

もお役に立てるよう努めたいと思います。

寄

び学校法人の3つの組織に分けてそれぞれ専門委員

告

各専門委員長はじめ副委員長の皆さんとともに活動

報

非営利会計委員会は、非営利法人、NPO法人及

稿

社会にもお役に立てるよう努めたいと思います。
最後になりましたが、近畿会執行部の一員として
公認会計士業界及び近畿会の将来のために精一杯努

2つの組織に分けてそれぞれ専門委員会を設置して

力する所存です。皆様のご支援を何卒よろしくお願

います。社会保障委員会では、纐纈和雅委員長及び

いいたします。

総務部長就任のご挨拶

総務部長 小松野 悟
つの業務を着実に遂行して

近畿会での活動としましては3期目の幹事に就任す

いくことに注力いたしま

ることとなります。伝統ある近畿会において、総務部

す。具体的には、様々な会

長という協会活動全般に関わる役職を担当させていた

議において活発な意見が出

だくことになり、大変身の引き締まる思いです。

るように進行を滞りなく行

厚生部

このたび総務部長を拝命いたしました小松野です。

私は、研究・CPE研修部長の時から、近畿会の活

地区会

部・委員長就任のご挨拶

い、各種パーティー等は円
滑な運営に注意を払い、他団体との情報交換と交流

い、サポートしていきたいという思いを持って活動し

を深められるように準備し、事務局のサポート体制

てまいりました。若輩であり歴代の総務部長の方々の

を強化し、その他様々な局面でのあらゆる調整を確

足元にも及びませんが、常に「一歩前進」の気持ちを

実に行ってまいります。

①定期総会、正副会長会、定例役員会等の各種会議
の実施
②記念交流会、新年賀詞交歓会及び公認会計士試験
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

会からの期待に応える」の実現に向けて、前例に囚
われることなく常に合理的に物事を考え、会員の皆
様と目線を合わせて、誠実に行動することを心がけ
ていきたいと考えています。
これらの総務部長としての職責は、私一人では果
たすことができません。髙見勝文副部長、谷間薫副
部長、事務局のメンバーと力を合わせ、近畿会会

⑤その他各部・委員会に属さない業務もしくは複数

長・副会長・幹事・各部・委員会が実施する、近畿

の部・委員会が関連していて各部・委員会間の調

会の会員の皆様のための活動を、より深いところで

整が必要な業務の取りまとめ等

裏方として支えることができるように、微力ながら

と理解しております。

善処して参ります。
北山新会長のもと、今後とも近畿会の更なる発展の

針や目標を大きく掲げたいところですが、総務部の

ために尽力していく所存ですので、皆様の温かいご支

役割は上記のように多岐にわたることから、一つ一

援とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

18097

C.P.A.NEWS 2019.07 Vol.721

13

事務局だより

本来であれば、3年間の任期における何らかの方

会員異動

④近畿会事務局の運営

ＣＰＥ研修会

合格者懇親会等のパーティーの実施

ベーションにより公認会計士の未来を切り拓き、社

会長活動報告

総務部の仕事については、

また、第54事業年度事業計画スローガン「イノ

ご案内

動を会員の皆様にとってより有益なものにしていきた

忘れず、会務を行ってまいりたいと思います。

定例役員会

社会保障委員会は、社会福祉法人及び医療法人の

特
集

経理部長就任のご挨拶
報

この度、幹事3期目で経理部長を担当させて頂き

日本公認会計士協会近畿
会は非営利法人であり、収
入の大部分は会員から徴収

報部の副委員長を担当させて頂き、2期目では地区

した会費であります。それ

会部長も担当させて頂きましたが、この度3期目で

を予算主義の基、中長期の

経理部長をさせて頂くこととなりました。これまで

収支均衡の実現を大前提と

稿

の部・委員会とは異なり、各部・委員会が策定する

して、予算が策定され、その執行が行われます。経

予算やその執行のモニタリング、会費の収納、出納

理部長の役目としてはその予算の策定過程やその執

及び物品管理等、陰から協会運営そのものに携わっ

行を適切にモニタリングして行く事が大切だと考え

て行く責任の重い役割だと感じております。また何

ておりますが、その前提として会員の皆様の意に

より近畿会自体の決算を行い、会計監査や業務監査

沿った形で予算がしっかりと策定され、その執行が

に対応する事も求められます。監査法人勤務の私自

適切にモニタリングされることが意義ある事だと考

身、監査は長年行ってきましたが決算を組む経験自

えます。その為には会員の皆様のご意見も重要であ

体はないため、不安もありますが、近畿会の事務局

り、各部・委員会の予算策定やその執行にご意見の

には優秀な方が多くおられる事は長年の会務で存じ

ある方が、各部・委員会に参加くださり、積極的に

上げており、今後も事務局の皆様方から多くを学

ご意見を下さる事を期待しています。

定例役員会

幹事1期目、2期目を通して監査会計委員会、会

寄

告

ます髙見です。よろしくお願い致します。

経理部長 髙見 勝文

地区会
厚生部

び、自分自身の成長につなげると共に会員の皆様の

経理部長として3年間無事に責任を果たしていき

お役にたてるように頑張っていきたいと思います。

たいと考えますので、会員の皆様をはじめ、事務局

何より監事監査で指摘を多く受けないようにしたい

の皆様、近畿会幹事、監事の皆様、今後ともご支援

と思っています。

のほどよろしくお願い致します。

厚生部長就任のご挨拶
この度、厚生部長に就任いたしました荒井巌でご

厚生部長 荒井 巌
ファミリーツアー（3月）

ご案内

等、幅広い世代に、またご

ざいます。
2013年6月に初めて近畿会幹事としての協会活動

家族で楽しんでいただける

に携わり、今回2度目の幹事就任となります。前回

企画も交え考えております。

の3年間は社会・公会計委員会及び厚生部を担当さ
会長活動報告

せていただき、今回は引き続き厚生部を部長として

厚生事業は、一度ご参加いただくとリピーターに

担当することとなりました。副部長を務めて頂く精

なられる方も多いのですが、会員の中には厚生行事

鋭の方々や、企画力、実行力満載のサポーターの

の存在すらご存じない方、行ってみたいけれど躊躇

方々のご支援、ご協力を得ながら、今度の活動も開

してしまっている方もいらっしゃるかも知れませ

始いたしました。

ん。ご参加いただければみなさんきっと楽しんでい

ＣＰＥ研修会

ただけると思いますし、普段お話しする機会のない
最初の企画は、7月21日開催の『夏休みグルメツ

会員の方との交流、親睦の場になると思います。

アー〜川床料理 in 京都貴船』です。この企画は前々

会員異動

厚生部長の時に始まった大人気企画ですが、今年も

これから3年間、会員の皆さまに興味を持って参

定員150名のところ350名を越えるお申し込みを頂

加いただけるような魅力ある企画を、安原担当副会

きました。

長はじめ、谷間副部長、中野副部長、末永副部長、
大川副部長、北川副部長、井上副部長そして若手サ

事務局だより

この企画から始まって、家族囲碁教室(8月)、

ポーターの方々と共に、さらに京滋会、兵庫会、準

フットサル大会（9月）、グラン倶楽部（11月）、

会員とも協力関係を築きながら作り上げていきたい

近畿C.P.A.ゴルフ選手権（11月）、クリスマスパー

と思っています。

ティ（12月）、ボウリング大会（1月）、春休み
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どうぞ宜しくお願いいたします。

特
集

会報部長就任のご挨拶「魅力ある『近畿C.P.A.ニュース』の発行を目指して！！」
会報部長 山添 清昭
報

直近、1年間の「近畿C.P.A.

です。2010年6月から近畿会幹事を務めており、今

ニュース」を見ますと、「異

回の4期目の幹事任期において、会報部を担当する

色の公認会計士」、「翔る！

ことになりました。

ニッポンの公認会計士」、
寄

会報部としての役割は、近畿会が毎月発行してい

告

この度、会報部長に就任いたしました、山添清昭

「リレー随筆」、「公認会

あり、具体的な、会報部の事業計画の詳細は次のと

会員に親しみやすい記事の掲載があります。毎回、

おりです。

紙面の内容も充実しており、これまでの会報部の皆

（１）近畿会の委員会活動を会員に連絡伝達

様の努力の賜物であると思います。

（２）近畿会派遣の本部常置委員会の活動状況を適
時に連絡伝達
（３）地区会等の活動状況を伝えることにより、会
員相互の親睦やボランティア活動のための情
（４）話題性のあるものは、取材等を通じて適時に
連絡伝達
（５）研究大会、定期総会等の活動状況を取材し、
参加できない方に情報を連絡伝達
に内容を連絡伝達
（７）連載記事、特集記事等については、会員に読
んでもらえるような、より親しみやすい記事

この度、広報部長に就任いたしました宮口亜希です。

これから、3年間、近畿会の会員の皆様に読んで
いただけるような紙面作りに努めてまいりたいと考
えております。そのために、廣田担当副会長はじ
め、植村副部長、大川副部長、髙見副部長、竹中副
部長、そして会報部員の方々と共に、さらに京滋
会、兵庫会、準会員会や近畿会の各地区会の皆様と
も協力関係を築きながら、「近畿C.P.A.ニュース」
において、魅力のある紙面づくりを目指していきた
いと考えております。
どうぞよろしくお願いします。

広報部長 宮口 亜希

会長活動報告

広報部長就任のご挨拶

て、企画し、実現していきたく考えております。

ご案内

を検討

で、多様なニーズに応じた企画を会報部員全員で考え

Wikipedia等の記載内容
を近畿会広報にあてはめて

携わり、そのあと一期空きまして、今回が3度目の

みますと、『広報』（PR＝

幹事就任となります。最初の3年間は女性会計士委

Public Relationship) と

員長を担当させていただき、前3年間は厚生部長を

は、『公認会計士の資格及

しつつ、広報副部長もさせていただきました。なの

び仕事内容などの情報発信を行う業務。広報とは情

で、広報のことはすでによくよく知っている…とん

報を受発信することで、新聞や雑誌などの媒体に記

でもありません！

事として取り上げてもらったり、一般の方にその資

方々にお任せしてばかりでした。

とのことです。
一般の方からみると、『公認会計士』とは、難し
そうな試験を受けて資格を取り、何か会計的な仕事

あらためてその意味と今後の活動について考えてみ

をしている職業…みたいに、ふわっとしか認識されて

ました。

いないように思います。自分たちが生業としている資

18099
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そんな私が広報部長を拝命し、『広報』について

会員異動

きず、前広報部長、前副部長そしてサポーターの

格や活動内容などを理解してもらうことを含む。』

ＣＰＥ研修会

2010年6月に初めて近畿会幹事として協会活動に

前期の広報活動は、なかなか思ったように尽力で

厚生部

（６）公認会計士制度に関わる重要な問題は、適時

ンの先生方まで、多様な方が手に取られる会報ですの

地区会

報を提供

「近畿C.P.A.ニュース」は、新人会計士からベテラ

定例役員会

計士のこだわり」、「2019年年男・年女」など、

稿

る会報「近畿C.P.A.ニュース」の発行を行うことで

特
集
報

格や仕事内容を外部へわかりやすく発信し、社会全体

広報活動というのは短期的に目標を達成するとい

にもっと認知されなければなりません。そのために社

うより、長期的な視点で目標を達成していくものだ

会との接点を積極的に作る必要があります。

と思います。また、その効果がはっきりと目に見え

告
寄

そういった意味で、子供向けイベント『ハロー！

るものではありません。公認会計士の魅力を発信し

会計（小学生〜中学生に会計や会計士のことを楽しみ

続けることによって、認知度が上がるかもしれな

ながら学んでもらうイベント）』や、高校生、大学生

い、イメージアップにつながり、会計士になりた

向けの『制度説明会』、社会人向けの『一般向け会計

い！という方が増え、優秀な人材も集まりやすくな

セミナー』等は今後も引き続き行ってまいります。

るかもしれない、ひいては、業界の発展に貢献する

稿

これ以外にも、その時々で、効果的な広報ツール
があればそれを利用し、情報発信をしていきたいと
思っています。

ことができるかもしれない、といった期待を胸にこ
の3年間、活動を行っていきたいと考えています。
会員の皆様も、広報活動へのご理解、ご協力のほ

定例役員会

ど、よろしくお願いいたします。

研究・CPE研修部長就任のご挨拶

研究・CPE研修部長 山本 憲吾

地区会

このたび、研究・CPE研修部長に就任させていた
だくことになりました、山本憲吾と申します。

そのような環境において、
社会の期待に応えることの

厚生部
ご案内

近畿会の幹事は2期目になります。これまで研

できる魅力ある公認会計士

究・CPE研修部についてはほとんど関与がありませ

の人材育成の観点から、従

んので、部の運営において不慣れな点が出てくるか

来の監査や会計の伝統的な

と思いますが、担当副会長、副部長の皆様のお力添

スキル以外に、どのような

えをいただきながら、会員の皆様により良いCPE研

スキルが求められるのかを改めて検討して研修体系

修、研究発表の場を提供できるよう、尽力していき

を整理するとともに、各部・委員会と連携しなが

たいと考えております。

ら、必要な研修、勉強会等を適宜実施していきたい

研究・CPE研修部の役割、活動としましては、従

と考えております。

会長活動報告

来どおり、①会員のCPE単位履修の促進、サポート

また、上述⑤の中日本五会研究大会の企画運営に

等、②協会本部との連携、③京滋会、兵庫会との連

ついては、私の3年の任期においては近畿会で2回主

携、④各部・委員会との連携、⑤中日本五会研究大

催することになります。非常に重責を感じるところ

会の企画運営、の5項目を計画しておりますが、今

ではありますが、より多くの会員の皆様へ研究発表

回、新たな項目として、⑥研修体系の見直し、につ

の機会を提供できるようしっかりと進めていきたい

いても取り組んでいきたいと思っています。

と思いますので、会員の皆様には引き続きご協力を

我々公認会計士を取り巻く環境は特にグローバル

よろしくお願いしたいと思います。

ＣＰＥ研修会

化やデジタル化の影響を受け、変化が非常に激しく

部の運営にあたっては、随時会員の皆様のご意見

なっており、また、公認会計士に求められる役割に

など賜りながら進めていきたいと思っています。会

ついても財務諸表監査だけではなく、税務、会計、

員の皆様におかれましては、今後とも研修へのご参

内部統制に関連する助言業務や経営管理のコンサル

加、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

ティング等、これまで以上に広がっており、あわせ
会員異動

て、社会からの公認会計士に対する期待も高まって
いると思います。

事務局だより
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特
集

会員業務推進部

部長就任ご挨拶

の取り組みを共同で進める

告

た矢本浩教でございます。

特に関西を基盤とした団体

報

この度、会員業務推進部の部長を拝命いたしまし

会員業務推進部長 矢本 浩教

ことで、顔の見える関係性
部長のもと、ベンチャー育成に貢献したり、ベン

公認会計士が活躍できる土

チャーキャピタルや銀行や信用金庫といった金融機

台作りをしていきたいと考

関との連携を模索したり、有識者としての立場から

えております。

稿

を構築し、さまざまな形で
寄

これまでも、会員業務推進部は岩井副会長、荻窪

委員としての推薦を行うことで主に行政との連携を
若い世代は新しい可能性に満ち溢れると同時に斬

うな活動は今後も公正・公平な形での業務推進にな

新な視点での新しい挑戦をしています。朝を活動的

るべく努めてまいりたく存じます。

に迎えるようなイベントや集まりが増えているのも
その一端です。一方でシニア世代もますます元気に

様変わりしつつあり、ITやAIの進化により、監査

を感じます。また、制度が整い日本で働いたり、観

を中心とした公認会計士の仕事の在り方は変わりつ

光に訪れる外国人も増加しつつあります。公認会計

つあります。また、社会の会計士に対するニーズ

士の中でも海外で挑戦する方々も増えてきていま

は、専門家として監査のみならず、事業承継や

す。外国人を雇用し奮闘している彼らの経験はます

M&Aのサポート活発化に見られるように業務も多

ます貴重なものとなると予想されます。このような

様化し、社会においても会計の重要性が高まってい

環境の中で、海外とのつながりを、会計というツー

る背景からリーダーシップを求められる場面が増え

ルを利用した事業を通じて相互理解の機会へと昇華

ています。

させる事業を行ってまいりたいと考えております。
元号も変わり、令和元年にはG20が大阪市の南港

れ、スポーツや国際社会でSDGsの普及に取り組む

で開催されました。各国の首脳が一堂に会する会場

企業や団体が増えていることから新しい分野に挑戦

として大阪が選ばれたことを誇りに感じて、期待に

する公認会計士が増える必要があると考えます。

応える近畿・大阪にする気持ちを持っております。
舞洲で開催される大阪・関西万博を2025年に控

がはびこってきて国際間の連携が薄れている現状が

えており、近畿の都市はチャンスにあふれていま

ある中、経済面では、これまで以上の連携がますま

す。このような機会を生かして、国際的な交流の機

す求められています。

会を積極的に活用し、近畿の都市が活性化するにあ
たり、日本公認会計士協会近畿会も中心的な役割を

そこで、社会における公認会計士の地位や認知度

果たす団体の一つになることに貢献してまいりたい
ＣＰＥ研修会

向上のためには、他の団体との連携が不可欠です。

会長活動報告

政治の世界では、欧米を中心として自国中心主義

ご案内

医療法人や社会福祉法人にも監査が義務付けら

厚生部

なり、シニア起業をしている方々も増えていること

地区会

しかし、ここ数年で公認会計士を取り巻く環境は

定例役員会

進めたりと活発な活動をしてまいりました。このよ

と存じます。

会員異動
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特
集

地区会部
報
告
寄

部長就任のご挨拶と心意気

地区会部長 種田 ゆみこ

この度、地区会部長に就任した種田ゆみこです。

ることを目的として創設され

近畿会での幹事5期目で、再び地区会部長（前回は

ており、補習所同期会は、

初幹事の2007年〜2010年に厚生地区会部長）を担

「補習所入所年次」という

当することになり、会員の皆様の意見を賜わりなが

基準で同年代の会員の皆様

ら、担当副会長・副部長や近畿会事務局の方々と一

の交流を図ることを目的と

緒に頑張ります！

して創設されております。

稿
定例役員会

さて、地区会部の活動は「地区会の活動支援」と

地区会部の活動は、会員の皆様が普段活動される

「補習所同期会の活動支援」を基本項目とし、当事

フィールドを離れ、会員間でのオープンな交流を行

業年度においては次のような活動を予定しており、

う場を提供し、その活動を支援していくことによっ

基本的に前髙見勝文地区会部長時代の前事業年度と

て、会員の皆様、ひいては近畿会全体の発展に寄与

変更する予定はありません。

することと考えております。
前回の私の就任挨拶を見ると、（補習所同期会は

（地区会の活動支援）
（１）地区会活動活性化のための意見交換会の実
施（地区会会長会の実施）

まだなかったので）「地区会としては、会員住所地
での地区会活動の活性化支援を強い目標とし、多世

地区会

（２）地区会の活動実績把握

代の会員との意見交換、企画内容および組織見直

（３）地区会活性化に向けた企画の提案

し、各地区会の催しの支援をする所存です。上記の

（４）その他地区会活動のサポートの実施

ように変革を試みる厚生・地区会部に対する皆様の

（補習所同期会の活動支援）
（１）補習所同期会活性化のための意見交換会の
厚生部

実施（同期会世話人意見交換会の実施）

ご意見を、近畿会事務局まで、どしどしお寄せ下さ
い！」と書いていました。その思いは今も変わりま
せん。私自身も補習所同期会世話人ですし、地区会

ご案内

（２）補習所同期会の活動実績把握

部の担当を離れてからも頼まれた地区会イベントへ

（３）合同補習所同期会の企画・立案及び実施

の集客サポートしています。催しへの集客の苦労も

（↑最近はこれが人気らしいです）

わかりますので、地区会長や補習所同期会世話人の

（４）補習所同期会登録制度の企画・立案

皆様との意見交換を通じて、｢地区会」及び「補習

（５）補習所同期会の広報活動の実施

所同期会」の活動が少しでもよりよいものになるよ

（６）その他補習所同期会のサポートの実施

うに努力してまいりますので、ご理解とご協力のほ

地区会は、普段活動されている職場という枠とは

ど、何卒よろしくお願い致します！！！

異なり｢住所地｣という基準で会員の皆様が交流を図
会長活動報告

監査会計委員長

就任にあたって

監査会計委員長 柴原 啓司

ＣＰＥ研修会

この度、監査会計委員長を拝命しました。監査会

監査会計委員会は、北山

計副委員長、委員として9年間参加させていただ

久恵会長の第54事業年度事

き、諸先輩方の後姿を追いかけながら活動して参り

業計画を受け、下記のコン

ました。その中で得た学びは、「監査・会計という

セプトで活動します。

インフラに携わる我々公認会計士は、個人や所属組

会員異動
事務局だより

織のことだけを考えるのでは無く、社会に貢献する

監査会計委員会のコンセプト

という視点が重要」ということです。幸い、これま

監査及び会計に対する社会からの信頼を確立する

での協会活動を通じて、志を同じくする仲間に巡り

とともに、新たな時代に必要とされる監査・会計の

合い、かけがえのない経験をさせていただきまし

あり方を提言することにより、監査・会計プロ

た。今後は、この経験を後輩にも受け渡していける

フェッションとして「イノベーション」を起こせる

ように、さらに精進して参りたいと思います。

ような活動をする。
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「イノベーション」とは、「新結合」、「新機
軸」、「新しい考え方」、「新しい産出法」を指

必要かという視点で意見交換する。
・3年間の活動を通じて、皆が楽しく、成長できる
ような場を目指す。

れて、新しい価値を創造し、企業・産業・社会に変

監査会計委員会では、以下のキーワードに関する

化を起こすことを指します。

告

どに対して新しいアイデア・テクノロジーを取り入

報

し、従来のモノ・サービス・方法・仕組み・組織な

・所属組織の枠を超えて、業界の発展のために何が

テーマを中心に取り組んでまいります。会員の皆様

監査会計委員会が提供する「価値」とは、監査・

のご意見を取り入れながら、積極的に活動していく

会計を通じて社会に貢献することであり、身近なと

所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろし

寄

ころでは会員の皆様にご満足いただける情報を提供

くお願い致します。

稿

し、所属メンバーが成長できるような活動をするこ
とです。新しい「価値」を創造するためには、守る

監査会計委員会が取り組むキーワード
・不適切会計事例

ていくことが大切だと考えています。そのため、監

・監査上の主要な検討事項（KAM）

査会計委員会では、新副委員長が集まり以下のルー

・監査品質の指標（AQI）

ルを決めました。

・監査法人のローテーション制度

定例役員会

べきものを明確にしつつ、新しい考え方を取り入れ

・高品質な会計監査を実施するための環境の整備

監査会計委員会のルール
・前例にとらわれない活発な意見交換を行う。

適切な監査時間の確保、監査報酬の決定の在り方

・先輩方が積み上げてこられた良き伝統を尊重し、監

監査におけるITの活用

地区会

監査役等と会計監査人との連携の強化

査会計委員会の名にふさわしい品質レベルを守る。

厚生部

非営利会計委員長の就任にあたりまして 非営利会計委員長 小幡 寛子
的研究及び会計処理等の適

ました小幡寛子です。今までは当委員会内の公益法

正確保に資する研究」、「子

人専門委員会に委員として参加するだけで、これと

ども・子育て支援制度への

いった協会活動は行っておりませんでした。そこ

対応」を継続して行い、こ

で、一度くらいは協会活動に深くかかわろうとの思

れらの研究活動の成果を会

いで幹事に立候補しましたところ、幹事初年度から

員へ情報提供するため研修

委員長の大役を拝命し、未だ準備ができていない状

会を実施いたします。また、大阪府私学課等との情

況ですが、精一杯がんばりますのでどうぞよろしく

報・意見交換会も計画しております。
学校法人の監査に携わっておられる会員の方は多
数おられると思います。ぜひ、その経験を生かして

非営利会計委員会には、次の3つの専門委員会が

当専門委員会の委員としてご活動ください。

１．学校法人専門委員会

２．NPO法人専門委員会

２．NPO法人専門委員会

専門委員長には、金志煥氏が就任されます。

３．公益法人専門委員会

調査研究活動として、「会員のNPO法人指導に資
するため、NPO法人の会計及び税務など経営管理に
ついての調査研究」を引き続き行います。
当専門委員会の特徴として、近畿会所管の自治体
の担当部門との意見交換会のほか、NPO法人を運営

専門委員長は、引き続き船越啓仁氏です。

しておられる方々の生の声を聴く機会を数多く設定

調査研究活動は、「学校法人の新会計基準の実務

する予定です。

18103
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１．学校法人専門委員会

会員異動

協同活動、③研修会の開催を活動の柱としています。

ＣＰＥ研修会

あります。

どの専門委員会とも、①調査研究、②関連団体との

会長活動報告

お願いいたします。

ご案内

この度、非営利会計委員会の委員長に就任いたし

特
集

NPO法人の運営に関心を持たれている方は多い
のではないでしょうか？

ぜひ、当専門委員会に参

報

加して、NPO法人に関与してください。

また、当専門委員会の特徴として、大阪府の公益
法人立入検査に同行する嘱託職員（現在9名）を推
薦しています。これは他の都道府県では見られない

告

取り組みです。立入検査に同行して、公益法人の運

３．公益法人専門委員会

営に協力しませんか。

専門委員長には、私（小幡）が兼務いたします。
研究テーマとして、従来は公益法人に関することが

非営利会計委員会の役員構成は、洪誠悟担当副会

寄

中心でした。しかし、公益法人になるためには、ま

長の他、委員会副委員長に奥谷恭子氏、濵田善彦

稿

ず一般法人（社団、財団）を設立する必要があり、

氏、矢本浩教氏、そして各専門委員長です。しか

一般法人はすでに5万法人を超えています。そこ

し、これらメンバーだけでは委員会は成り立ちませ

で、研究対象範囲を広げ、一般法人の設立・運営、

ん。会員の皆さまのご協力が必要です。

定例役員会

公益法人への認定申請の相談に応じられるよう、幅

ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

広く勉強・研究を行う予定です。

地区会

社会保障委員会 委員長就任にあたって

社会保障委員長 纐纈 和雅

新たに社会保障委員会の委員長に就任しました、

関わりを持つようになりま

纐纈（こうけつ）と申します。

した。つまり、地域包括ケ

厚生部

社会保障委員会では、「社会福祉法人専門委員

アシステムの中心を担う社

会」、「医療法人専門委員会」という二つの専門委

会福祉法人、医療法人を監

員会を運営しますが、これら二つの委員会は、従前

査する我々、公認会計士の

の「小委員会」から「専門委員会」へと名称を新た

社会的役割も高まっている

にして活動をスタートします。

と言えるのではないでしょうか。

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

名称を新たにする背景には、社会福祉法人、医療

社会福祉法人は平成29年度、医療法人は実質平成

法人が担う社会的役割の高まりがあります。皆さん

30年度から法制化された外部監査が始まったばかり

は『地域包括ケアシステム』というものをご存知で

であり、これらの法人の監査実務には色々と課題が

しょうか。いわゆる団塊世代が75歳以上の後期高

あるものと推察します。特に、医療法人にあっては

齢者となり、3人に1人が65歳以上の高齢者という

「医療法人会計基準」が平成28年4月に厚生労働省

社会が到来し、医療や介護をはじめ社会保障の危機

令により公布されてから日が浅いため、法人におけ

が提唱されている『2025年問題』があります。そ

る経理実務に、必ずしも深く浸透・定着している訳

の2025年の先を見据え、社会保障費の増加を抑え

ではないように思われます。こうした状況認識のも

るべく、地域における「住まい」「医療」「介護」

と、「専門委員会」としては、社会福祉法人、医療

「予防」「生活支援」の5つのサービスを一体的に

法人における会計実務、監査実務の定着と向上に向

提供できるケア体制を構築しようというのが『地域

けた活動を、会員向け、法人向けに展開していきた

包括ケアシステム』です。この地域包括ケアシステ

いと考えています。

ムにおいて、社会福祉法人、医療法人はそのサービ
ス提供の中心的役割を担っていく存在なのです。

私自身、これらの法人との関わりで認識したこと
は、法人が抱える経営課題がそこそこ高難度である

会員異動
事務局だより

その社会福祉法人、医療法人に外部監査制度が導

ということです。それぞれの事業はいずれも行政の

入されたのはまだ最近のことです。会計士とこれらの

規制・監督のもとにあり、事業所の開廃には許認可

法人との関わりは、従前は会計顧問といった形が中心

が必要です。収入は診療報酬、介護報酬、給付費・

であったと思われますが、外部監査制度が導入された

措置費・運営費として公定価格が定められていま

ことを機に、監査人というより重い責任を伴う立場で

す。運営施設には具備すべき設備や配置人員の定め
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があります。少子・超高齢社会において、そうした

期待も感じています。それに応えてこそ、我々公認

規制下で、社会の公器として持続的な安定した経営

会計士への信頼も高まるものと思います。専門委員

が求められているのです。昨今は人材の確保が多く

会に参加すれば、そうした役に立つヒント、知見が

報

の法人で切実な課題となっています。我々公認会計

得られる、そのような委員会を委員の皆さんととも

告

士ができることに限界はあるとはいえ、監査人とし

に目指していければと思っています。

ての役割にとどまらず、良きアドバイザーとしての
寄

公会計委員長 奥谷 恭子
運営が求められ、さらに説

す、奥谷恭子と申します。私は当委員会の副委員長

明責任が求められます。課

を1期3年担当してまいりました。前委員長の様々

題を抱える地方公共団体に

な施策をさらに推進しつつ、新たな時代に対応した

対して会計・監査・経営の

公会計委員会の運営に取り組んでまいりたいと存じ

専門家としての公認会計士

ます。

がさらに活躍していくこと

定例役員会

このたび公会計委員会の委員長を担当いたしま

が求められるでしょう。
この2020年からはさらに地方公共団体に内部統

士協会、全国の各地域会の中で初めて、当近畿会内に

制制度が導入されます。当制度への準備対応など注

設けられました。石油ショック直後の経済激動の時期

目を浴びる2019年度においては次の事業を計画し

に国、地方公共団体という非営利組織体の財政、会計

ています。

の課題に注目し、委員会を設けられた先輩方の先見の

①首長・地方議員・自治体職員・会員等向けに地方

明が素晴らしかったことと改めて思います。
昭和、平成、令和、と時代は変わり、時代のニー

公共団体内部統制制度改正の動向、導入の効果等
についてのシンポジウムを開催

りました。なお、2019年4月より委員会名称は従前

③包括外部監査人・監査委員協議会の開催

の「社会・公会計委員会」から「公会計委員会」へ

④前期において発刊した関連業務に従事するための

改称されました。日本公認会計士協会本部での委員

基礎知識を整理した「公認会計士が活躍するパブ

会名称と統一しつつ、活動範囲は従前どおり地方公

リック関連業務の基礎知識」を活用した会員向け

共団体を中心とした会計制度及び監査制度とし、活

研修の開催

地方公共団体を取り巻く環境は、さらに厳しく

⑤公会計・公監査制度の充実・発展に向けた調査研
究及び提言

研究会」報告書（2018年7月）によりますと、近畿

との関係、自治体での公認会計士の役割等を解説

会の担当エリアである大阪府・奈良県・和歌山県の

する広報活動

1府2県下の市町村112のうち、2015年に比べて

「人口減少下における満足度の高い人生と人間を尊

2040年の人口が増加する、と予測されている市町

重する社会の構築」に向けて公認会計士がさらに活躍

村はゼロであり、20％超の人口減と予測されてい

し、社会貢献をさらに重ねていくことができるよう、

る市町村は78もあります。こうした人口減社会の

委員会で取り組んでまいりますので、先生方のお力添

中で、地方公共団体においては効率的かつ効果的な

えの程どうぞよろしくお願い申し上げます。
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⑥次世代を担う大学生向けに自治体の仕組みと会計
ＣＰＥ研修会

なってきています。総務省「自治体戦略2040構想

会長活動報告

②地方公共団体職員向け研修会の開催
ご案内

ズに対応して当委員会の役割もさらに拡大してまい

発に活動してまいります。

厚生部

と名付けられ、1975年（昭和50年）に日本公認会計

地区会

公会計委員会は、設立当時は「社会会計委員会」

稿

公会計委員長就任のご挨拶

特
集

国際委員長就任にあたって

国際委員長 富田 真史

報

このたび国際委員長を拝命いたしました、富田真

告

史と申します。若輩者ではありますが、微力を尽く

企画としていきたいと考え
ております。
また、前任の山本憲吾委

私自身、近畿会幹事としては3期目になります

員長の任期中には新たに海

が、これまでの2期・6年間にわたって同委員会の

外視察企画が行われまし

寄

副委員長として参画してまいりました。皆さまご存

た。参加いただいた会員の

稿

知のとおり、近畿会国際委員会の活動自体は歴史が

皆さまには好評であり、この企画についても引き続

長く、これまでにも様々な取り組みが行われてきて

き開催して参りたいと考えております。次回開催か

いますが、これからの3年間の任期においては、ま

らは、単に海外へ視察に行くだけではもったいない

ず過去の委員長・委員の皆さま方が築き上げてこら

ですので、視察前に対象国の会計・税務セミナーを

れた種々のセミナーやイベント等について、しっか

開催・受講いただき、予備知識をもったうえで渡航

りと継続実施するとともに、実施するからには会員

することを検討しています。また、参加会員の皆さ

の皆さま方に「参加してよかった」と思ってもらえ

まに良い気づきがあれば、各種研究大会やセミナー

るよう努めてまいりたいと思います。

等での報告も視野に入れるなど、参加会員だけでは

定例役員会

す所存ですので、どうぞ宜しくお願いいたします。

具体的には、従来から実施しているIFRSセミナー
地区会

について、一通りの基準解説が終了したことから縮

なく、その他の会員の皆さまにも経験を共有できる
ような企画にしていきたいと考えております。

厚生部

小して開催することも考えられましたが、「学びな

その他にも国際委員会として、大阪弁護士会との

おしセミナー」ということで、過去に実施した基準

共催セミナーや勉強会といった活動も継続して行っ

も改めてテーマとして取り上げることとしました。

ており、会員の皆さまが国際的な業務を行われる際

最新の基準動向などの情報をお伝えすることも有意

の参考となる情報の提供に努めていきたいと考えて

義ですが、IFRSの基準そのものが身近に学べる環

おります。

境というのは会員の皆さまにとっても大変有意義な

海外駐在経験もなく、取り立てて英語が得意では

ものと考え、従来通りの最新情報のご提供とあわ

ない私にとって、「国際委員長」は身に余る職務だ

せ、継続して実施して参りたいと思います。

なと思う反面、これまでの委員会経験に期待いただ

ご案内
会長活動報告

前々任の田中久美子委員長の発案で始まった「国

いてご指名くださったと理解しております。安井副

際メッセ」についても、引き続きこれまで同様の規

会長、山本副委員長、今井副委員長、井上副委員

模で開催して参りたいと考えています。今年で5回

長、植村副委員長ならびに委員の皆さまのお力添え

目を迎えますが、その間で近畿会国際委員会と各国

をいただきながら、国際メッセを通じて構築された

で活躍する会員の皆さまとのネットワーク化も進ん

ネットワークや関係の皆さま方のご協力も得つつ、

でまいりました。日本企業の活動がグローバル化す

会員の皆さまにとって有意義な国際委員会であるよ

るにつれ、ここ数年間の間でも海外で活躍する公認

う、委員会運営して参りたいと思います。至らぬ点

会計士の先生方は増えています。参加いただく会員

も多々あるかとは思いますが、ご指導・ご鞭撻のほ

の皆さまはもとより、講師を務めてくださる先生方

ど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ＣＰＥ研修会

にも、ネットワーキングの場として活用いただける

素人目線で切り開く新たなる挑戦

税制・税務委員長 田中 久美子

会員異動

「税制・税務委員会の委員長をお願いしたいんや

したが、とりあえず「無理

けど…。」ある日のこと、担当副会長からの突然の

です！」と丁重にお断りさ

電話に、驚きのあまりなんと返事をしていいのか言

せていただきました。

事務局だより

葉も出ませんでした。何かの間違いでは？税務業務

「やっぱりお願いできな

をやったこともなければ、今後やるつもりもない私

いかなあ。外部との接点も

が税制・税務委員会の委員長って何を血迷った結論

あるし、どうしてもお願い

なんですか？！担当副会長から色々と説明を受けま

したいんやけど。」二日後、担当副会長からまたお
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スパートや重鎮がいらっしゃるので、委員長として

点では不適格な私にどうしてもお願いしたいという

はそのアレンジャーになればいいんですね。そし

状況は尋常ではない。もう少し冷静に状況を把握し

て、調査研究に関しては、弁護士会と共同で実施す

報

たほうがいいかもしれないと思い、前任の委員長に

る長期のプロジェクトと定期的に委員会のメンバー

告

率直なご意見をいただこうとお電話させていただき

で税制税務のトピックスを取り上げてディスカッ

ました。前任委員長のお話によると、彼も3年前に

ション等を行う単発のものがあるとのこと。長期プ

委員長のお話をいただいた際には税制税務に関して

ロジェクトは3年後の小冊子発行を目指すらしいの

は素人であったけれども、担当副会長や税制税務の

ですが、単発ものは委員会内での検討にとどまって

エキスパートの方々がいらっしゃるのでその中で勉

いるとか。よし！それなら検討結果を会報に載せて

強させてもらったとのこと。いや、でも申告書も書

広く会員に情報提供してはどうかなと元会報部長の

いたことのない私にできるのか？確信は100％持て

血が騒いでしまいました。

得ない状況を少しでも改善できるのであれば何とか

が、素人目線だからこそ一般会員が必要とする情報

しなければ女が廃る！妙な正義心だけでお引き受け

発信ができるかもしれない。そのための重鎮もエキ

することにしてしまいました。

スパートも揃っているのであれば、私はアレン
ジャーに徹するのも悪くはないのではないか。それ

委員会の現状と今後の進め方について打合せを行い

が私が貢献できる道のひとつではないだろうかと今

ました。私なりに理解した限りでは、委員会のメイ

では至極前向きに考えております。どうかこれから

ンの仕事としては①一般会員向け研修と②税制税務

3年間よろしくお願いいたします。

地区会

早速、担当副会長と前任委員長とにお会いして、

定例役員会

確かに税制税務に関しては素人の私ではあります

稿

なかったが、近畿会の会務として素人に頼まざるを

寄

電話をいただきました。どう考えても知識や経験の

に関する調査研究の二つ。この研修についてはエキ

経営委員長 安井 聖美

この度、経営委員会委員長に就任しました安井聖

て前年までの成果物をさ

美です。どうぞよろしくお願い致します。

厚生部

経営委員会委員長就任にあたりまして

らに深化・拡充させる予

後、奈良市で現在独立開業し、平成25年7月から日

の重要テーマである事業

本公認会計士協会近畿会奈良地区会選出の幹事とし

承継、事業再生、起業創

て、活動させていただいております。

業のいずれにおいても、

監査法人時代の会計監査、独立後の税務・コンサ

企業体の事業性の評価とこれにもとづく改善・発展

ルティング業務を経験して、現在感じることは、公

が必要となります。どのように事業性の評価を行っ

認会計士の活動範囲と社会ニーズの広さと多様性に

ていくかは、金融機関の融資態度にも影響を与える

ついてです。

ことから、金融機関とも意見交換を行い、公認会計
士が果たせる役割と業務について研究します。

め、経営委員会を活性化するべく微力ですが、委員

②弁護士会、弁理士会、不動産鑑定士会との研究・

長として努力する所存です。皆様、どうぞよろしく

発表会では、「知的財産権や情報・ネットビジネ

お願い致します。

ス」、「ファミリー企業に対するガバナンス」、
「企業価値評価の算定方法」等をテーマとして挙

委員会（年間10回程度）、②弁護士会・弁理士会・

げ、各々の専門的観点から共同研究を行い、研究

不動産鑑定士会との研究・発表会（年間6〜8回）、

結果をまとめていく予定です。

③講演会の開催、④銀行業協会等への講師の派遣、

③講演会は、上記①、②に関連するトピックなテー
マについて、大学教授やエキスパートの先生を講

①定例委員会では、公認会計士のコンサルティング

師に招き、会員の皆さまの知識とスキルの向上に

ツールとして企業体の事業性の評価ツールについ

役立つものにする予定です。

18107
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⑤CSR専門委員会の開催を計画しております。

会員異動

経営委員会の基本的な活動内容としては、①定例

ＣＰＥ研修会

会員の先生方の業務向上と社会貢献に資するた

会長活動報告

定です。昨今の日本経済

ご案内

私は、平成19年9月まで監査法人に17年間勤務

特
集
報
告

④講師の派遣としては、大阪信用保証協会、大阪銀

環境・CSR関連部会と最新情報の共有、普及活

行協会等の外部機関からの「事業承継」や「事業

動、統合報告などの研修セミナーを行います。今

再生」、「不正リスク対応」等のテーマの依頼に

回は、SDGs（持続可能な開発目標）をテーマに

対し、経営委員会より講師を推薦します。

する予定です。

⑤CSR専門委員会では、CSR情報の活用に関する調

皆様のご参加をお待ちしております。

査研究、日本公認会計士協会本部経営研究調査会
寄
稿

ダイバーシティ推進委員会

委員長就任挨拶
ダイバーシティ推進委員長 原 繭子

定例役員会
地区会

はじめに
〜ダイバーシティ推進委員会の誕生〜

ティ＆インクルージョンを

この度、ダイバーシティ推進委員会の委員長に就

な価値観を持つ人材が活躍

任いたしました原繭子と申します。女性会計士委員

でき、イノベーションが起

会委員長を経て、これからの３年間お世話になりま

こる状況に近づけることと考えております。

す。どうぞよろしくお願いいたします。
近畿会では2019年4月より「ダイバーシティ推進

推進することにより、多様

また活動は
１）女性活躍（こちらは女性会計士専門委員会が担当)

委員会」を新たに設置いたしました。ダイバーシ

２）働き方及びキャリアパス

ティ推進委員会は、男女雇用機会均等法施行の翌年

３）その他新規既存を問わず多様な状況に対応すべ

厚生部

である1987年6月に設置された「女性会計士委員

き事項

会」を母体としています。女性会計士委員会は日本

を対象に、研修会、講演会等のイベント開催や調査

の公認会計士業界では初めての女性活躍目的の常置

研究として取り組んでまいります。特に近畿会の

委員会であり、30年近くの間、日本唯一の女性会

部・委員会が組織横断的な連携が伴うように考えて

計士のための委員会として存続してきました。そし

おります。

ご案内

て、設置から32年目を迎え、近畿会に初の女性会

また、近畿会の部・委員会の連携はもとより、本

長が誕生するにあたり、広く多様な価値観を有する

部や他の業界との連携も、今まで以上に積極的に進

会員の活躍推進を業界に起こすべく、新たにダイ

めていきたいと考えています。

会長活動報告

バーシティ推進委員会を立ち上げることになりまし
た。なお、今までの女性会計士委員会は、ダイバー

今後の情報は、ダイバーシティ推進委員会サイ

シティ推進委員会傘下の専門委員会として、女性に

ト に掲載いたしますので、どうぞご覧ください

関する企画に引き続き取り組んでまいります。

（https://www.jicpa-knk.ne.jp/jyosei/）。

ＣＰＥ研修会
会員異動

活動目標と活動内容

最後に

北山新会長による近畿会スローガンには「イノ

ダイバーシティ推進委員会は、女性会計士委員会

ベーションにより公認会計士の未来を切り拓き、社

がそうであったように、情報交流のプラットフォー

会からの期待に応える」が掲げられました。イノ

ムとして、業界を牽引する存在となることを目指し

ベーションの創出・推進は5つの重点施策により行

て活動いたします。特に、今まで近畿会の研修会や

われ、その一つに、「多様な価値観を持つ優秀な人

イベントに参加したことがない会員・準会員の皆様

材が活躍できる、魅力ある業界にする」ことが謳わ

が関心や気づきを持つきっかけになれば幸いです。

れています。ダイバーシティ推進委員会の役割は、

新たに発進するダイバーシティ推進委員会を、ど

公認会計士業界および近畿会においてダイバーシ
事務局だより
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うぞよろしくお願いいたします。

特
集

IT委員会

この度、IT委員会の委員長に就任させていただく
ことになりました細谷明宏と申します。IT委員会委

１．IT監査やITトピック
に関する研究

員長を拝命し、改めて身の引き締まる思いでござい

（１）新しいテクノロジー

ます。

告

IT委員長 細谷 明宏
報

委員長就任挨拶

の進化、特にAI（人
工知能）の進展とこ

企業における情報システムの利用はますます多様

れを利用した監査に

化・複雑化し、ITは着実にかつスピードを増しつつ

ついて、監査に関する新手法など、未来の監査

変化しています。電子的な取引記録や証憑など電子

に関する研究を行うこと

寄

我々公認会計士業界を取り巻く環境を見ますと、

適切に対応することが求められてきています。さら

る新テクノロジーの進展が監査業務に与える影

に、AI（人工知能）を搭載した会計処理システムが

響について検討し、今後監査人として何をすべ

クラウド環境で提供され始め、フィンテック技術や

きなのかについて考察、研究を行います。

インフラの進展も目覚ましく、企業を取り巻く経営
環境が大きく変化しつつあります。逆に、監査業務

（２）IT監査やITトピックに関する研究を行い、
研修会等を実施すること
IT委員会実務指針第6号の実務に必要な研

効かつ深度ある監査手続の実施が試行され始めてい

修会や新しいIT領域（フィンテックやAIな

ます。我々は、新テクノロジーに使われる側ではな

ど）の研修会の他、ITが身近に感じられる研

く、これを使う側となるように積極的に行動するこ

修会等を行う予定です。

関する知識や理解は、今まで以上に重要なものにな

２．協会本部との連携や他の関連団体との交流
および近畿会内との他委員会との交流

ると考えられます。

日本公認会計士協会本部、ISACA（情報システ
ムコントロール協会）大阪支部などの関連団体と交

るメンバーはもちろんのこと、IT監査以外の多種多

流・情報交換の他、近畿会の他の委員会との情報交

様な業務に従事しているメンバーがそれぞれの経験

換・情報共有を行い、多様な情報収集及び情報共有

を活かして、会員・準会員の皆様に有用な情報提供

に努めます。

ご案内

そこで、IT委員会では、普段IT監査に従事してい

厚生部

とが求められていると思っております。

地区会

の世界でも新テクノロジーを積極的に取り入れ、有

このような環境下、我々公認会計士にとってITに

定例役員会

監査会計委員会とも連携し、AIに代表され

稿

的監査証拠がより一層増大しており、監査上これに

ができるよう、活動していきたいと考えています。
具体的には、前年度までのIT委員会の活動を踏ま

IT委員会実務指針第4号、最新の情報セキュリ

え、本年度から3年間で次の施策を実行していきます。

ティ技術などの研究・研修会を通じて、会員・準会
員の皆様のセキュリティ意識の向上に努めます。

員・準会員の皆様のIT委員会へのご参加とご支援を
何卒よろしくお願い申し上げます。

ＣＰＥ研修会

IT委員会の趣旨にご賛同いただけるより多くの会

会長活動報告

３．情報セキュリティ意識の啓発

会員異動
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特
集

就任のご挨拶

中堅・若手会計士委員長 谷間 薫
られております。特に若手

手会員の会務活動への参画意識を高めることを目的

会計士の多くは監査法人に

とした委員会です。私は、過去3期間中堅・若手委

勤務しており、監査を実施

員として、委員会活動を行ってまいりました。う

するため、大変難しい状況

ち、2期間は副委員長として、委員長をサポートし

にあると考えます。今後の

寄

て委員会活動を行ってきました。この度、縁あって

監査はデジタル化に伴い、

稿

委員長に就任いたしました。

ITリテラシーを高める必要があります。しかし、IT

報

中堅・若手会計士委員会は40歳未満の中堅・若

告
定例役員会

過去3期間においては、各委員長のもと、将来の

リテラシーを高めることを目的とするのではなく、

会計士像や会計士の魅力・キャリアの検討を行って

抽出されたデータをどのように検証するのかが、今

きました。前委員長の委員会では、「キャリアデザ

後の公認会計士の能力に必要不可欠になってくると

イン・ワークショップ」を実施したり、AIや近未来

思います。これは監査の現場だけでなく、税務やコ

ビジネスでの監査、今後の公認会計士協会の在り方

ンサルティング等公認会計士のフィールドで必要な

について検討を行いました。特に本来の目的である

能力だと思います。そのような公認会計士が近畿会

中堅・若手会員の会務活動への参画意識の向上のた

から一人でも多く排出できるよう微力ながら委員会

めに、今後の公認会計士協会の在り方については、

活動を実施していきたいと思います。

地区会

このような活動を行うために一人でも多くの会員

中日本五会研究大会で発表を行いました。
私が就任した今後の3年間においては、中堅・若

が委員会活動に参加してもらえたらと思いますの

手会員が会務活動に積極的に参加できるような委員

で、委員でもサポーターでも結構ですので、興味の

会活動を実施したいと考えております。そのために

ある方は是非参加してください。

厚生部

は、担当副会長・副委員長7名を中心として、委員

最後に、過去の委員長が行ってきた委員会活動

やサポーターと協力して、どのようなセミナーやイ

は、皆さん「さすが」というものでした。私も3年

ベント・研究を行っていけばいいか、十分に議論し

間委員長として、その重責を全うし、次の委員長に

て実施したいと考えております。

「さすが」と思われるよう、バトンタッチしたいと

現在の中堅・若手会計士が置かれている状況は、

考えております。よろしくお願いします。

ご案内

社会の急激な変化により、その変化への対応が求め

組織内会計士委員会 委員長として

組織内会計士委員長 原田 貴志

会長活動報告

今般、組織内会計士委員会の委員長に就任するこ
ととなりました、原田貴志と申します。

組織内会計士委員会主催
の会員向けセミナーを3回開

ＣＰＥ研修会

現在、在阪のエネルギー系商社に勤務している組

催する予定です。テーマや

織内会計士で、これまで組織内会計士委員会の一員

時期についてはまだ決まっ

として、その活動に参加して参りました。

ておりませんが、皆さんに

前委員長である藤枝さんが任期満了に伴い退任さ
れ、その任を引継ぐこととなりました。これまで、

興味を持って頂いて、より
多くの方にお集まり頂ける内容にするつもりです。

会員異動

諸先輩方が続けてこられました活動内容を着実に継

また、恒例となっております東海会所属の組織内

続すると共に、皆様のご意見を伺いながら、これま

会計士の皆様との合同での宿泊研修を9月に開催す

でになかった新しい取り組みも行っていきたいと考

る予定です。今年度は東海会の皆様に準備を進めて

えております。

頂いており、会場は岐阜を予定しております。活発

ここで、今年度の組織内会計士委員会で予定して
いる活動内容について、簡単にご紹介したいと思い

事務局だより

ます。
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な意見交換ができることを、今から楽しみにしてお
ります。

特
集

するつもりです。組織内会計士の活躍の場の拡大

内会計士の講談の作成を考えております。私自身は

や、人数の増加に寄与することができないかと期待

勉強不足で、講談について詳しいことは全く知らな

しております。

報

これまでになかった新しい取り組みとして、組織

また今年度からは、社外役員専門委員会が組織内

めていると聞きました。そこで、組織内会計士の活

会計士委員会の中に組織されることになりました。

動内容を創作講談として講談作家の方にまとめて頂

社外役員専門委員会の委員長には、藤枝さんに就任

き、11月に講談の定席で、講談師に発表頂くことを

頂いております。社外役員専門委員会としては、会

考えております。また、発表会の他にも、世間一般

員向けのセミナーを3回、外部向けの連続セミナー

寄

の皆様にも組織内会計士の活動内容について知って

を4回予定しております。こちらについては、藤枝

稿

頂くべく、広報活動に使用できないかと、様々な方

さんを中心に準備を進めて頂いており、皆様のお役

法を検討しております。

にたてる内容になるものと思います。
委員長としての活動は初めてのことで、分からな

は、かねて、組織内会計士の活動内容をまとめた小

いことばかりですが、皆様のお力もお借りしなが

冊子を作成して、各大学や企業に配布しておりま

ら、組織内会計士委員会の活動内容をさらに充実さ

す。今般、この内容を刷新することも予定しており

せる決意でおります。精一杯頑張って参りますの

ます。年度末までには完成させて、関係各位に配布

で、どうぞよろしくお願い致します。

定例役員会

組織内会計士のことを知って頂く取り組みとして

告

かったのですが、古典芸能の一つで、今、注目を集

地区会
厚生部
ご案内

（2019年7月12日〜8月9日）

近畿会および各部各委員会行事予定

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

ダイバーシティ推進委員会 正副委員長会議

会議室10:00〜13:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

会議室18:30〜20:00

7.31 （水）

国際委員会

正副会長会議

第51回中日本五会研究大会 第１回準備委員会

7.16 （火）
ＤＶＤ研修会

監査会計委員会

研修室13:00〜16:40

8. 1 （木）

会議室18:30〜20:30

研究・CPE研修部

会議室10:00〜12:00

第53回定期総会（中継）

研修室13:00〜17:00

地区会長会議

研修室18:00〜19:30

夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

8. 9 （金）
研修室10:00〜17:00

夏季全国研修会

会員異動

会議室18:00〜20:00

7.28 （日）
広報部「ハロー！会計」

会議室13:00〜17:00

8. 8 （木）

7.23 （火）
経営委員会

第２回家族で囲碁会

8. 5 （月）

7.22 （月）
本部

研修室13:00〜14:40

8. 3 （土）

7.20 （土）
組織内会計士委員会

CPE制度説明会

会議室15:00〜17:00

ＣＰＥ研修会

税務業務部会

会長活動報告

7.30 （火）

7.12 （金）

研修室10:00〜16:40
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寄稿 CONTRIBUTION

書評

報
告

櫻井通晴 著

寄
稿

『契約価格、原価、利益 管理会計の視点による防衛装備品の
効率的・効果的な開発と生産（同文館出版）』を読んで

定例役員会

西尾 行正
１．櫻井先生とのご縁と本書のメッセージ
本書はわが国で会計学

２．国際情勢、競争市場の実態に合わない訓令
『調達部品等の予定価格の算定に関する訓令』

地区会
厚生部

者が防衛問題、防衛装備

防衛省の予定価格は1962年に制定された訓令に

品の調達問題に本格的に

よって律せられ実施されてきましたが国際情勢、政

取り組んだ初の書です。

府方針の変化に対応して改正されていないため、

30年以上前になります

種々の不合理性が生じています。それにもかかわら

が、私は、母校専修大学

ず防衛省では現状維持のままであり、このままでは

の生田校舎において公認

将来に大きな禍根を残すという事態に櫻井先生は危

会計士試験研究会『計修

機感を抱いておられます。先生は、日本は米国の国

会』という勉強会で著者

防政策から学ぶことが多いと考えておられ、本書は

櫻井先生から原価計算の

主として米国の防衛装備品の契約価格、原価、利益
の算定方式の研究により、管理会計と原価計算の研

基礎をご指導して頂きま
した。櫻井先生はその後

（本体価格4,800円＋税）

究者としての立場から、日本の防衛省に努力した者

ご案内

ハーバード大学に留学され、公認会計士二次試験と

が報いられる制度を導入すべく世に問うた著者渾身

三次試験の試験委員を歴任されました。管理会計の

の野心作であるのです。

大御所であられます。近畿会の会員、準会員で櫻井
先生の著書で勉強された人が多数いらっしゃるはず

３．本書の目的と方向性

会長活動報告

です。計修会では学者として厳しい研究をされ実務

本書の目的は、現行の「訓令」の課題を明らかにする

に裏付けられた迫力ある講義を拝聴できました。人

とともに、米国における防衛装備品の法規制、なかでも

生の艱難辛苦を乗り越えられた先生から薫陶を受け

原価計算基準審議会（Cost Accounting Standards

たようにも思っています。

Board;CASB）の原価計算基準（Cost Accounting

ＣＰＥ研修会

本書は副題『管理会計の視点による防衛装備品の

Standards;CAS）連邦調達規則（Federal Acquisition

効率的・効果的な開発と生産』とあるように防衛問

Regulation;FAR）国防連邦調達規則−補足（Defense

題を取り扱っています。日本では、防衛問題につい

Federal Acquisition Regulation-Supplement;

て言及することはタブーとされています。日本学術

DFAR-S）を研究することによって、「訓令」を含む

会議は軍事問題について研究すべきではないという

わが国の諸規定の契約制度上の問題点や課題を明ら

声明を出しています。それにもかかわらず櫻井先生

かにすることです。加えて、その問題を解決するた

が何故防衛装備品の調達問題に関する著書をご出版

めの方策として、海外の制度の研究を参考にして、

されたのか。

研究試作・開発または先進的な防衛装備品の初期段

会員異動

それは櫻井先生が原価計算と管理会計の研究者の

階の開発・生産において、パフォーマンス基準に基

立場から防衛省の利益算定の問題を議論すること

づく契約制度の適用を提案することにあります。そ

は、純粋に、国民の納税負担の軽減と、国の持続的

の目的のため、本書では次の3つの課題に取り組ん

発展を期待するため国民の1人として貢献すべきで

でいます。本書は次の3部からなっています。

事務局だより

あるという強い意志をお持ちだからなのです。
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４．本書の構成と特徴
防衛装備品の調達に関する「訓令」の特徴

第Ⅲ部では、アーンド・バリュー・マネジメント
（Earned Value Management;EVM）の意義と課

告

と課題

政府調達のためのEVMSの有効性

報

第Ⅰ部

第Ⅲ部

第Ⅰ部では、日米両国に共通する防衛装備品の調

題が考察されます。米国では、一定規模（5千万ド

達の特徴−情報の非対称性とモラルハザード−を明

ル：約55億円）以上の防衛装備品の契約はEVMが

らかにします。まず、防衛省における利益の算定、

規則上強制されています。本書では、わが国におい

防衛省が現在採用している製造間接費の配賦に加工

ても日本企業に適合したEVMを導入構築するため

寄

費比率を用いることの妥当性を検証し、その問題点

に、簡易版であるEVM Liteが提唱されています。

稿

を浮き彫りにしています。次に、防衛装備品の契約
価格との関連で、借入資本利子の原価性と許容原価

・付録１

契約担当官に対するアンケート調査

主義を貫くことは今後の防衛産業だけでなく、日本

「調達物品等の予定価格の算定に関する訓令」改

の将来にとって最善の道ではないことは明らかだと

定の方向性

いうことです。そこで第Ⅰ部では訓令の課題とその
問題解決の方策として、パフォーマンス基準の制度
の方向性を提示しています。

このアンケートは防衛施設庁の幹部と契約担当官
に向けて訓令改定の方向性に関する調査結果の分析
かり大変興味深い内容です。

地区会

です。この調査結果は契約担当官の素直な意見がわ
パフォーマンス基準制度の意義と趣旨、特徴は次

定例役員会

性を考察します。防衛産業のみが保護主義的な平等

最後に付録として以下が付け加えられています。

のとおりです。すなわち、パフォーマンス基準制度
本書を通読された読者は、本書が単なる防衛装備

し、革新的な技術の開発を促進し、以って納税者の

品の調達問題に関する解決書ではなく、防衛調達制

負担を軽減する制度」をいいます。具体的には、こ

度の改革を意図して執筆された著書であることに気

れまで契約の受注会社が一方的に負っていたコスト

づかれるはずです。

厚生部

とは、「原価を低減し、納期を早め、品質を向上

超過リスクを官民が適正に負担することと、コスト
注会社に報いようとする制度です。要するに努力し

本書の想定する読者は、第一義的には、防衛省と

た企業が報われる制度なのです。つまり、官は適正

取引業者です。しかし、櫻井先生が最も読んでほし

で合理的なコストを一定の範囲で負担し、受注会社

いと考えておられるのは一般の読者です。すなわ

はコストの多寡を中心とするパフォーマンスに応じ

ち、防衛装備品とは関わりのない建設・土木関係契

て得られる報酬が増減する契約制度を構築します。

約業者、行政、独立行政法人などの関係者だけでな

この構想によって政府と契約業者の間にwin-win

く、企業経営者、研究者です。そのため本書では、

の関係が成立することが期待されます。最終的な目

一般の読者が読み易いように多くの専門用語の脚注

的は、効率性と経済性を高めることで納税者の負担

を付ける等工夫がされています。

を軽減することにあるのです。

ご存知の通り、本書は本年度の日本公認会計士協

会長活動報告

５．本書の想定読者
ご案内

低減について積極的な活動によって成果を上げた受

会学術賞選定されました（会計・監査ジャーナル6月
国防省における契約価格、原価、利益の算定

号）。わが国を代表する原価計算、管理会計研究者に
よる労作であり、会計プロフェッション必読の書であ

が防衛装備品の調達に果たしてきた役割を考察すると

ります。そして広く多くの一般の読者に読まれること

ともに、米国の国防省で活用されている防衛装備品の

を切に願っています。また、本書を読まれる際に、防

契約価格、原価、利益算定のメカニズムを明らかにし

衛装備庁のホームページを参照されることをお勧めし

ます。米国国防省の利益は、個別企業のパフォーマン

ます。本書は我々職業会計人に防衛問題、国家安全

ス向上の努力が利益算定方式の中に組み込まれる形と

保障について関心を高めてくれる貴重な書でもあり

なっていますが、先生はわが国の現行の訓令では契約

ます。

業者は機能、品質、革新性といったパフォーマンスを
防衛装備庁のホームページ

問題点があると喝破されています。

https://www.mod.go.jp/atla/soubichou_gaiyo
u.html
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向上させようとするモチベーションが湧かないという

会員異動

第Ⅱ部では、CASBによるCAS、FAR、DFAR-S

ＣＰＥ研修会

第Ⅱ部

特
集

寄稿 CONTRIBUTION

公認会計士のこだわり −第１７弾−

報
告

エンジョイ将棋

〜観て楽しい、指しても楽しい〜
寄
稿

川喜多 由博

定例役員会

最近は一般紙やテレビにも将棋が取り上げられ、

な質問や発言に対して、棋士が臨機応変に対応する

将棋ブームですね。私の将棋歴は浅く、まだ「こだ

様は、業務で司会や講師をするときの手本にもなる

わり」という域に達していませんが、執筆の機会を

と思います。

頂きましたので、趣味の将棋を紹介します。
私が将棋を始めたきっかけは、ゲームそのものに

地区会
厚生部

私が初めて将棋に触れたのは小学生ですが、その頃

対する興味だけではなく、棋士や将棋界に対する興

はあまり熱中せず、定跡や囲いも知りませんでした。

味でしたので、詰将棋や定跡本などの将棋に強くな

顔と名前が一致する棋士は羽生善治九段だけでした。

るための本を読んで勉強するのは後回しになり、

興味を持ち始めたのは、修了考査に向けた勉強を

様々なテーマの棋士の本（写真はその一部）を読ん

していた2006年頃、情熱大陸で佐藤康光九段（当

だり、映画を観たりしました。どの本も印象に残る

時二冠）が特集されている回を見て、棋士ってカッ

ことが書かれているのですが、ここでは、羽生九段

コイイなと思ったのがきっかけでした。それから、

の本の一節を紹介します。

同期や上司とたまに将棋をするようになり、関西将
棋会館での大盤解説会を聞きに行ったり、将棋の格
言集を読んだりしました。格言とは、「桂馬の高跳

ご案内

び歩のえじき」や「両取り逃げるべからず」のよう
な局面を考えていく上での道標のようなもので、た
くさん知っていればそれだけ考える幅が広がり、引
き出しが多くなるというものです。もっとも、遵守

会長活動報告

すべきルールや必勝法ではないので、必ずしも毎回
その格言が通用するとは限らないのですが、そうい
うところが私は好きです。

「実は勝負を決めているのは、知識でも頭の回転

ＣＰＥ研修会
会員異動

最近は、アベマTV、ニコ生、将棋プレミアムな

でもなくて、−もちろんそれらが勝負を有利にする

どのネットやTVでプロ棋士の解説を気軽に聞くこ

ことには間違いありませんが−最後は『負けたくな

とができて便利で楽しいのですが、関西将棋会館の

い』と思う気合いや、努力しても勝ちに恵まれない

大盤解説会では、プロ棋士と女流棋士による解説

ときに持ちこたえる根性とか、今の時代にはまった

（雑談も含む）を間近で聞くことができるだけでな

く評価されない泥臭い能力が大きいのではないかと

く、観客とのやりとりがあったり、一緒に次の一手

思っています。」（「羽生善治

を考える際に日常以上に頭を使えたりしますので、

治 文春文庫）

戦う頭脳」羽生善

知的エンターテイメントとして、とても楽しい時間

最後は、気合や根性というのが気に入っていま

を過ごせます。1,500円〜2,000円で数時間楽しめ

す。もっとも、この前段で、トッププロ棋士同士で

ますので、映画を観に行く感覚で、大盤解説会に

は、知識の多さや頭の回転の速さにほとんど差がな

行ってみてはいかがでしょうか。観客からの突発的

いことが述べられています。

事務局だより
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ムだからこそ負けたくないので、やり始めていない

りしたら、困ってましたわ。」のような感想を聞け
ることはほとんどないですよね。

寄

さて、将棋に多少の興味はあるものの、知的ゲー

稿

という方もいらっしゃると思います。確かに、将棋

あるプロ棋士がよくいる居酒屋にて、たまたま居合

いていないため、「将棋ウォーズ」も「ぴよ将棋」

わせた御夫婦と話が弾み、一手一手交互に指すペア

も２級から昇級していません。ただ、私のような級

将棋をしたことがあります。一人で指す将棋とは

位者でも、ネット・TVや将棋連盟ライブ中継アプ

違って、ペア将棋の場合、自分のペアに指し手の意

リで対局や棋譜解説を観たり、大盤解説会の場で考

味が理解できるような手を指す必要があります。一

えたりすることで、将棋を十分楽しむことができま

手詰の局面でもない限り、一人だけで勝ち切ること

す。スポーツファンが必ずしもプレイヤーではな

はできないので、テニスのダブルスよりも気を遣い

く、応援・観戦が中心な人が多いのと同様に、将棋

ました。自分の中では良い手でも（仮に最強AIによ

ファンも指せなければ（強くなければ）いけないわ

る最善手であったとしても）、ペアが理解できない

けではありません。ゲームに強くなることは後回し

手では、結果的に悪手になってしまうかもしれませ

にして、エンターテイメントや気分転換として、将

ん。なんだか、将棋以外にも当てはまるようなこと

棋に触れてみてはいかがでしょうか。

だなと思いました。

厚生部

要な気はします。私も日常は詰将棋すらほとんど解

地区会

貴重な経験といえば、関西将棋会館から徒歩圏に
定例役員会

に強くなるにはある程度集中して取り組む時期が必

ちなみに、私のような級位者同士の将棋は、お互
いにミスをしますし、詰みも逃しますので、逆転の
チャンスがあって、ゲームとしても楽しめます（指
ご案内

すと、疲れる上に、悔やむことが多いのですが、そ
れらも含めて楽しめます。）。

そこで、将棋アプリだけではなく、人とも対局し
館の道場で対局したことがあります。緊張しました
が、年齢性別関係なく、挨拶→真剣勝負→感想戦が

（写真は、左から、居酒屋「串ぼうず」の店主、「さ

できました。「負けました」と小学生に、頭を下

ばきのアーティスト」こと久保利明九段、私です。)

は、知識も頭の回転も子供に負けているんやなと自
覚できる良い機会でした。

皆様、将棋が気になってきたり、久しぶりにやっ
てみたくなったりしてきましたか。
近畿会厚生部には、ゴルフ、囲碁、カラオケ、テ

再現できることが魅力ですし、相手から「あそこ

ニス、旅行・写真、ハイキング、観劇、アウトドア

で、こう指されていれば困っていた」などと聞くこ

の趣味の会がございますが、残念ながら、まだ将棋

とができることも貴重だと思いました。監査や調査

がありません。

の後に、同じ側にいる上司・先輩から指導を受ける

どなたか一緒に将棋の会を作りませんか。会員同

ことはあったとしても、相手側から「実は、あの場

士で将棋をしたり、棋士から指導を受けたり、居酒屋

面で、こう聞かれていたり、あそこを見られていた

で将棋談義ができたら楽しいだろうなと思います。
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会員異動

将棋の感想戦は不確実な「たられば」ではなく、

ＣＰＥ研修会

げ、率直な指導を受けたことが新鮮でした。自分

会長活動報告

てみようと思い、東京出張の夜、千駄ヶ谷の将棋会

特
集

報告 REPORT
報
告

第23回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

寄
稿

『メガイベントのセキュリティ対策
〜デジタル時代のイベントに対して、我々は何をすべきか〜』
IT委員会

定例役員会

2019年5月23日（木）から

立川

正人

インフラとなっており、

地区会

25日（土）の3日間、日本公認

今後もその傾向は顕著

会計協会近畿会IT委員会とし

になっていくことが予

て、サイバー犯罪に関する白浜

想されます。そのよう

シンポジウム（於：和歌山県立

な中、重要な機密情報

情報交流センターBig・U）に

に触れることが多い

参加いたしました。

我々公認会計士が、サ
イバー攻撃や情報セ

今年のシンポジウムは、ラグ

キュリティに対して無

厚生部
ご案内

ビーワールドカップ2019や東

関心であることは許されません。セキュリティリス

京2020オリンピック・パラリ

クが増大する中、どのような攻撃が流行し、どのよ

ンピック競技大会という世界的なメガイベントを控

うなリスクが高まっているのか、どのような対策が

え、電力や交通、通信ネットワークなどのインフラ

考えられるのかなどの最新動向を、各分野の最先端

を狙った比較的新たなサイバー攻撃や、AIを利用し

の方々からの生の情報としてキャッチアップし続け

たサイバー攻撃や新たな機能を付加したランサム

ることや、それに対して身近なところにどのような

ウェアによる攻撃が懸念されていることから、いか

影響があり、どのような対策を講じるべきなのかを

に参加者・関係者の安全を確保していくかがテーマ

考えることは、セキュリティ意識の涵養、向上とい

とされました。

う観点からも極めて有意義であると感じました。

会長活動報告

企業活動や我々公認会計士の業務はもちろん日常
生活に至るまで、情報機器や情報家電は欠かせない

限られた紙面ですので、以下に講演テーマと講演
者をご紹介いたします。

＜講演概要＞

ＣＰＥ研修会

講演テーマ

講演者

「サイバーテロの脅威にどう立ち向かうのか？組織の

テオドロス・ニーマイヤー 氏

レジリエンスを高めるための実践的なアプローチ」

（デロイト トーマツ リスクサービス株式会社）

「「ビックイベントで残せるセキュリティ対策レガ
シー」〜データ主導時代を見据えて〜」
「JPCERT/CCから見たメガイベントとインシデント

会員異動

対応」
「５G／IoT時代のサイバーセキュリティ政策」
「日本を取り巻く多様なサイバー攻撃の現状〜サプラ
イチェーンリスクを中心として〜」

事務局だより
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西本

逸郎 氏（株式会社ラック）

岡村

久道 氏（弁護士法人英知法律事務所）

菊地

浩明 氏（JPCERT／CC）

真鍋

敬士 氏（JPCERT／CC）

竹内

芳明 氏（総務省）

伊東

寛 氏（ファイア・アイ株式会社）

特
集

「警察におけるサイバー攻撃対策」

トを機に見直すサイバー攻撃対策の優先順位〜」

小野寺

健一 氏

（警察庁警備局警備企画課サイバー攻撃対策室長）
雲田

陽一 氏（NISC）

楠

正憲 氏（Japan Digital Design）

司会進行：上原

哲太郎 氏

他（RIIS）

の展望などを掘り下げ、非常に内容の濃い講演でし

務省及び関連法人に至るまで、サイバーセキュリ

た。その中でも、特に我々の業務にも関連がありそ

ティの最前線で活躍する実に様々な立場から見た現

うだ、という観点から印象に残ったのは以下の指摘

状認識や具体的事案の分析、現在の取り組み、今後

です。

地区会

事業会社のみならず、弁護士、学者、警察庁、総

定例役員会

「2020年何が起こるのか、そしてその後どうなるのか」
（パネルディスカッション）

裕之 氏

稿

「そのプライオリティで大丈夫ですか？〜メガイベン

藤代

（法政大学社会学部メディア社会医学部准教授）

寄

「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
たサイバーセキュリティ政策について」

講演者

告

「フェイクニュースの脅威と対策」

報

講演テーマ

・第4次産業革命（インダストリー4.0：オンライン上の命令による大量生産）は、サイバー攻撃と物理的な
攻撃の境界を曖昧にしている。
理解が不十分である。そもそも、すべての産業がデジタル化する時代、IT業界というものは存在しない。

厚生部

・世界中の多様性を包含するビッグイベントを開催する我が国は、セキュリティを議論する以前に、ITへの
・新たな社会インフラとなる第5世代移動通信システム（５G）の特徴（超高速、超低遅延、多数同時接続）
により、自動車、産業機器、ホームセキュリティ、スマートメータ等の新たな産業領域が繋がるが、一方

ご案内

で、これにより「新たな脅威」が生じる。

IT委員会では、法律や会計などと同様に必要不可

もビジネス環境（特に

欠なインフラとなっているITの知識を会員の皆様に

根幹であるIT環境）が

共有する活動などを行っています。私の様にITに詳

激変している中、社内

しくない方でも一緒に活動する中で自然と知識が身

規程や仕事の仕方（内

につきますので、少しでもITにご興味をお持ちであ

部統制）については、

れば、一度ぜひ近畿会事務局までご連絡ください。
ＣＰＥ研修会

長年ほとんど変わらず

会長活動報告

ここ数年だけを見て

にいる、という会社も
あるように聞きます。
それが事実であれば、環境に適応できていないとい
う意味で、健全とは言えないのではないかと感じま

会員異動

す。その一方で、環境に適応するべく対応している
企業に対して、我々公認会計士が価値あるサービス
を提供し続けるためには、ITの最新動向への理解
は、もはや常識として求められるだろうという思い
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を新たにしました。

特
集
報
告

＜白浜シンポジウムって何？＞
白浜シンポジウムは、20年以上も前の1997年に和歌山県警のコンピュータやネットワークを使った犯罪
が発生したとき、警察が迅速に対処するために、広くセキュリティ専門家との交流が重要であろうとの認識
を契機に、ISACA（情報システムコントロール協会）大阪支部が主催者となって「第1回コンピュータ犯罪

寄

に関する白浜シンポジウム」として開催されたという歴史あるイベントです。

稿
定例役員会
地区会

現在では、「情報セキュリティワークショップin越後湯沢」（例年10月頃開催）と「サイバーセキュリ
ティシンポジウム道後」（例年3月頃開催）といった関連イベントと共に全国の産官学のセキュリティ関係者
（警察関係、政府系機関、学術関係者、セキュリティ専門会社、報道各社など）が集まり、情報交換を行う
厚生部

場として定着しています。
内容も講演のみならず、警察関係者向けのデジタル・フォレンジック捜査演習（セキュリティ道場in白
浜）や白浜市長もお越しになるウェルカムパーティー、その後20時からホテルの宴会場を警察（警察関係者

ご案内

のみ参加可能）、人材育成、自治体、官民連携、重要インフラ、CSIRTの分野ごとに分け、それぞれの分野
のリーダーを座長として、車座に座ってドリンクやおつまみと共に“深い”意見交換を行う交流会（夜の部
における“知恵の交換”、“参加者の交流”が真の目的ともいわれています。）など、まさに濃厚な3日間と
なっています。さらに、参加者が顧客企業サーバ管理者となって、発生するインシデントに対処するという

会長活動報告

情報危機管理コンテストというイベントも並行して開催されます。

ＣＰＥ研修会

会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です
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

会員異動

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

事務局だより
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特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度
報

第2回定例役員会報告

告

2019年5月15日（水）18時〜20時15分
所：近畿会研修室

寄

場

稿

出席者：27名（役員数４2名）

審議事項
ここで第5号議案に移る前に安井総務部長か

第53事業年度事業報告書承認の件

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提 案 説 明 ）提案者より、第53事業年度事業報告
書について資料に基づいて提案説明があり、審
議の結果、原案通り承認された。

ら、第5号議案については次の協議事項の結果
に関わるため、先に協議事項を行いたいとの説
明があった。

協議事項

第53事業年度予算流用及び財務
諸表等承認の件

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

（提案説明）

「近畿会会費減額の特例」に係る
今後の取扱いについて

（提 案 者）総務部長

安井

康二

地区会

第１号議案
第２号議案

定例役員会

第１号議案

（提案説明）提案者より会費減額の特例について、
前回役員会での審議の状況及び意見等を踏まえ改
めて協議したいとの説明があり、協議に入った。

会計規程第7条第2項により、中科目間の
予算流用を致したいとの説明があり、審議

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。

厚生部

１．予算の流用について

の結果、原案通り承認された。
２．第53事業年度財務諸表等承認の件

ここで髙田会長より、本協議の結果を踏まえ
近畿会業務運営細則第4条による通知外議決の

に実施した近畿会監事監査の結果について、

提案があり、出席者の同意を得て、第6号議案

大きな指摘事項はないとの報告があった。

として審議に入った。

続いて提案者より、財務諸表等について
資料に基づき説明があり、審議の結果、原

第54事業年度事業計画（案）承認の件

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提 案 説 明 ）提案者より、第54事業年度事業計画
議の結果、原案通り承認された。

（提 案 者）総務部長

安井

康二

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。
2019年1月17日開催の本部理事会におい
て、協会財政の在り方検討プロジェクトチーム
からの報告「普通会費及び業務会費に係る会則

第４号議案

（提 案 者）経理部長

大谷

智英

等の一部変更要綱案」が提案され、承認され
た。また、これを受けて本部総務委員会で検討
した結果、2019年2月22日開催の本部理事会
において、「普通会費及び業務会費に係る会則
等の一部変更案」が提案され、承認された。こ
の変更案は、2019年7月22日開催の本部定期

料に基づいて提案説明があり、審議の結果、原

総会において審議されることになる。ついて

案通り承認された。

は、日本公認会計士協会近畿会規約及び近畿会

18119
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（提案説明）提案者より、各予算書案について、資

会員異動

第54事業年度「正味財産増減に係る
予算書（案）」及び「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

ＣＰＥ研修会

案について資料に基づいて提案説明があり、審

会費減額の特例に係る「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

第３号議案

審議事項（通知外議決）
第６号議案

案通り承認された。

ご案内

提案説明に先立ち、松山監事より5月8日

特
集

会費規程について、近畿会として対応するため

２．選挙管理委員及び予備委員並びに選挙
管理委員長の選任結果報告の件

次のとおり一部改正致したいとの提案説明が
報

あった。

告

（１）近畿会規約の一部改正（案）について

３．近畿会役員選挙結果報告の件
会費減額の特例についての年齢要件を

（審議事項）
第１号議案

第53事業年度財務諸表等承認
の件

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
寄

することから、該当する条文を改正する

稿

もの。また、併せて規約の構成、字句の

第２号議案

日本公認会計士協会近畿会規
約の一部改正（案）承認の件

第３号議案

近畿会会費規程の一部改正
（案）承認の件

整理を行うもの。
（２）近畿会会費規程の一部改正（案）について

第４号議案

第54事業年度事業計画（案)承
認の件

定例役員会

会費減額の特例の要件及び手続きにつ
いて該当する条文を改正するもの。ま

第５号議案

第54事業年度「正味財産増減

た、併せて規程の構成、字句等の整理を

に係る予算書（案）」及び

行うもの。

「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

地区会

この議案については審議の結果、原案どおり
承認された。

報告事項

また、第6号議案の承認に伴い、提案内容変
更による第5号議案の取り下げ及び近畿会業務

第１号

会長報告
髙田

厚生部

運営細則第4条による通知外議決の提案が髙田

（報 告 者）会長

篤

会長からあり、出席者の同意を得て、第7号議

（報告内容）報告者より、5月の報告が次のように
あった。

案として審議に入った。

新しい「令和」の時代が始まった。外務省は、

第７号議案

第53回定期総会開催承認の件
（第5号議案の提案内容変更）

ご案内

（提 案 者）総務部長

安井

康二

諸外国向けに「令和」の説明として「Beautiful
Harmony」と訳している。新時代が「美しい調
和」の時代になれば、素晴らしいと感じている。
さて、以前にも報告した英国の状況について

開催要領及び提出議案を下記のとおり予定して

再度伝えておく。英国競争・市場庁（CMA）

いるとの提案説明があり、審議の結果、原案ど

は、2019年4月18日に監査市場に関する調査

おり承認された。

結果の最終報告書を公表し提言を行った。主な

会長活動報告

（提 案 説 明 ）提案者より、第53回定期総会に係る

事項は次のとおりである。
（１）運営の分割

記

CMAは、Big4の英国における監査業

１．定期総会開催要領
（１）開催日時

ＣＰＥ研修会

2019年6月25日（火）

務のコンサルティング業務からの運営上の

13:30〜20:00

（Operational）分割をし、管理、会計及

（２）開催場所 ホテル阪急インターナショナル
（３）総会次第
①総

（２）共同監査の強制

会員異動

会

13:30〜16:20

英国ではBig4の寡占状態にある監査

②本部会務報告

16:30〜17:30

市場に、それ以外の事務所との共同監査

③会員の声を聞く会

17:30〜18:00

を提言している。

④記念交流会

18:20〜20:00

２．総会提出議案

査委員会の責任を問うことを提言してお

１．第53事業年度事業及び業務に関する報
事務局だより

告の件
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（３）企業の監査委員会に対する規制
CMAは、規制当局がより積極的に監

（報告事項）

36

び報酬を区分することを提言している。

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
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特
集

委員会が監査人の十分なチェックを行わ

第４号

研究・CPE研修部報告

委員会が監査人の十分なチェックを行わ

（報 告 者）研究・CPE研修部長

ない企業に対して規制当局が公的な戒告

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．CPE協議会の実施結果について

告

これらの提言に対して、英国ではその

悟
報

を行うことを含むとしている。

小松野

２．CPE研修計画及び実施結果について

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

第５号

会員業務推進部報告

どのようになるのかについて、注視が必

（報 告 者）会員業務推進部長

要である。

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に

輝明

寄

荻窪

理事会報告

（報 告 者）理事

北山

◇摂津市市街地再開発事業
久恵

及び4月19日開催の理事会についての報告が
あった。

事業協力者選定委

員会委員の推薦
◇第48回全国高等学校総合文化祭和歌山県実行
委員会監事の推薦
他4件

定例役員会

（報告内容）報告者より4月18日開催の常務理事会

稿

ついて報告があった。

第２号

【会長報告】
（１）「2019年3月期の決算に係る監査の実施

（３）修了考査の結果

監査会計委員会報告

（報 告 者）監査会計委員会委員長

疋田

鏡子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．（公社）日本監査役協会関西支部の6月特別

地区会

に当たって」の公表
（２）協会本部の次期会長が手塚正彦氏に決定

第６号

講演会（近畿会共催）の開催予定について
【理事会：審議事項】

時）2019年6月21日（金）

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

第54事業年度事業計画案に関する件
【理事会：協議事項】

14:30〜16:00

租税施策検討プロジェクトチーム「日本公認

（テーマ）「監査役と会計監査人との連携に

会計士協会の租税施策の現状と課題」に関す

ついて〜監査役等に対するアン

る件

ケート結果について」

【理事会：報告事項】

師）監査会計委員会

及び同委員会メンバー

（１） 次期専務理事の公募に関する件
（２）非営利組織会計検討会からの公開草案

２．「監査会計委員会研修会」の開催予定につ
いて
（日

営利組織における財務報告の検討〜財務
報告の基礎概念・モデル会計基準の提案

13:30〜17:30
（場

〜」』に関する件
（３）IFAC−国際会計士倫理基準審議会（IESBA)

（阪急百貨店うめだ本店9階）

略と2020年〜2021年の作業計画」に対
するコメント』に関する件

②「KAM適用に向けた課題」
（講

師）①住田
①西田

松山

俊之氏（本部

監査基準

委員会委員長）
隆敏氏（関西学院大学商

学部教授）
治幸

会員異動

（報 告 者）監事

監査・品

質管理基準担当常務理事）

②林

監事監査報告

清芽氏（本部

ＣＰＥ研修会

委員会報告書の改正について」

（４）監査基準委員会からの答申『IFAC−国
議資料（CP）「2020年〜2023年の戦

所）阪急うめだホール

（テーマ）①「監査報告に関連する監査基準

ニューヨーク会議報告に関する件
際監査・保証基準審議会（IAASB）討

時）2019年6月24日（月）

会長活動報告

『非営利組織会計検討会による報告「非

第３号

疋田鏡子委員長

ご案内

（講

厚生部

（日

（報告内容）第53事業年度決算監査の結果につい

18121
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阪神地区会
〜芦屋『メゾン・ド・タカ』のお料理

稿

阪神地区会 安原 徹

定例役員会

2019年6月22日、一昨年、昨年に引き続き芦屋

冬瓜で包み込ん

のレストラン、『メゾン・ド・タカ』において阪神

だお料理。まわ

地区会総会が開催されました。総会の後の懇親会は

りには蜂蜜、蕎

レストランでのお食事。高山英紀シェフの料理を堪

麦の実、紫蘇を

能しました。

添え、そこに桃

地区会

高山シェフは東京の『シェ・イノ』ご出身、渡仏

の色をつけた

され現地でのミシュラン星付きレストランを経て、

ヴィネグレット

2007年に芦屋『メゾン・ド・ジル』のシェフに就

ソースを合わせたお料理。

任。ノルマンディーの『ジル』との9年間の提携を

厚生部

経て2016年『メゾン・ド・タカ』としてスタート

鴨のフォアグラのポワレ

されました。

トウモロコシのショーフロアと合わせて

ご案内

お店のホームページには「素材感を大切に。日本

フランス産のフレッシュのフォアグラをポアレ

人の感性で、地元のテロワールを生かしたここ芦屋に

し、蜂蜜とシェリービネガーで作ったラッケという

しかないレストランを。」とのメッセージが掲げられ

ソースを塗って

ています。この短いメッセージに込められたシェフの

います。まわり

想いが伝わってくる素晴らしいお料理でした。

にはとうもろこ

そこで、まず、今日のメニューをご紹介します。

しのムース、コ
ーンスロットの

毛蟹のプディング

甲殻類のキャラメルソース

会長活動報告

「ガリ」とエストラゴン風味

新芽を合わせて
います。

エストラゴンの風味をつけたカニのほぐし身に和風
のガリ（生姜）を混ぜ、トマトムースを合わせた上

香ばしく仕上げた鮎

に、甲殻類から

キュウリと大葉のジェノベーゼ

磯の香る帆立貝のムース

ＣＰＥ研修会

とったジュレを

鮎を三枚におろし骨は骨せんべいに。おろした身

添えたお料理。

の間にアオサと帆立貝のムースを挟んでいます。鮎

濃厚な蟹の旨味

の下にはきゅうり、大葉、バジル、松の実でこしら

とガリが見事に

えたジェノベー

調和していました。

ゼを敷いていま
す。まわりには

会員異動

セップ茸のパウ
冬瓜で包み込んだオマール海老
甘酸っぱい蜂蜜のヴィネグレット

ダーをまぶしま
穂紫蘇を添えて

オマール海老と桃を合わせ、それをスライスした
事務局だより
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稿

鴨胸肉のロティ
皮目を香ばしく焼いた鴨のロティ、赤ワインを使っ

「和」との融合。伝統に根差したフランス料理の技
法を用いながら、ガリ、紫蘇、ゴボウといった和の
素材が使われ、正統派のフランス料理であると同時

う、揚げたごぼ

に、日本の「素材感」「テロワール」を強く感じる

う、豆苗という

ものでした。しかもイノベーティブやフュージョン

取り合わせ。土

などといったどの国籍かわからない料理ではなく、

の香りのする野

日本とフランスという出自をはっきりと印象付ける

菜類と鴨がよく

内容でした。改めてホームページのメッセージの一

合いました。

言一句に納得した次第です。

お口直しには、メロンと青リンゴ、バジルのグラ

阪神地区会では今後も地区会員（定員に余裕ある
ときには地区会外の会員も）の親睦を深めるととも
に、公認会計士としての一体感、信頼感、公認会計

モンドのブラン

士協会への帰属意識等を醸成していきたいと考えて

マンジェを敷き、

います。今後とも阪神地区会をよろしくお願い申し

仕上げにテーブ

上げます。

ご案内

ニテ。底にアー

厚生部

お口直し

地区会

たきんぴらごぼ

定例役員会

実山椒と共に赤ワインの香るきんぴらごぼう

今回のコースメニューで強く印象に残ったのは

ルでメロンの
スープが注がれ
会長活動報告

ました。
デザート
赤ワイン、オレンジピール、スパイスで煮詰めた

ＣＰＥ研修会

アメリカンチェリーとタイムのアイスクリームに
ショコラムース
をかぶせたデザ
ート。タイムの
砂糖漬けを添え
ています。

会員異動
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大阪市北地区会総会＆阪神タイガース観戦
大阪市北地区会 副会長 天野 晴代

寄
稿
定例役員会

大阪市北地区会では毎年

いてしまった。正確には着ぐるみに入っているであ

総会の日に阪神タイガース

ろう誰かにである。トラッキーとレオがエールの交

観戦を行っています。今回

換でダンスをしたのだが、トラッキーはダンス慣れ

はデイゲームのセ・パ交流

しておらず残念。一方、レオはダンス大会優勝戦か

戦を放送席真後ろのグリー

とおもう位のキレッキレのダンス。極めつけに、ダ

ンシートで観戦し、その後

ンスの締めの連続8回バック転。回転の高さもばっち

は梅田に移動して、天然は

り。内村航平が「レオ」の着ぐるみに入っているのでは

まぐり三昧。

豪華！放送席真後ろのグリーンシート席

ないか、と疑って
しまうほどの身体

地区会
厚生部

１．ふるさと埼玉県からようこそ

能力の高さ。野球

対戦相手は埼玉西武ライオンズ。私は現在、大阪

観戦なのに野球よ

の塗料会社に勤務しているが、生まれも育ちも埼玉

り先にマスコット

県。最近、魔夜峰央原作の「飛んで埼玉」という映

観戦で盛り上がっ

画で若干知名度が出てきたかもしれない海無し県の

てしまった。
レオ（左）とトラッキー（右）

出身である。渡辺美里（「My Revolution」女性歌

ご案内
会長活動報告

手）が1986年からの20年間コンサートを続けたあ

３．ジェット風船を膨らませる板戸会員！

の埼玉西武球場からやってきた球団だけにちょっと

総会時の阪神戦

気になる。恥ずかしながら、野球にも、ライオンズ

は敗戦が大半で

にも思い入れはない。「埼玉」というキーワードが

あったが、今回は

今回気になったのである。甲子園球場の97％は阪神

違った。3回裏に

ファン、ライオンズ席はわかさ生活の看板の前に約

3点を挙げ、6対2

3%。埼玉スタジアムのサッカー戦で赤一色にそまる

で勝利。安心して

浦和レッズの熱狂的ファンと、甲子園球場の黄色一

甲子園球場名物の

色の熱気に満ちた阪神ファンが瓜二つに思えてなら

ジェット風船（税

ない。事実、試合に負けた時はファンが元気いっぱ

抜200円）を7回

いになると聞

裏に膨らますのだ

いており、多

ライオンズ席は
ここだけ

が、あちらこちら

ＣＰＥ研修会

分実際もそう

で、「パン、パ

なのであろう。

ン」風船が割れ

無事に大阪に

る。よほど肺活量

戻るため勝利

がある人だらけな

を祈念。

頑張って風船を膨らませる板戸会員

舞い踊る黄色い風船

のか、風船がコスト削減で品質低下なのかと一瞬耳
ライオンズ席は僅か約3％

会員異動

を疑った。その中、板戸会員のジェット風船は丈夫

２．「レオ」にトキメキ

だったようで、膨らますのにかなり大変だった様

どっちも頑張れとは思ったが、マスコットはごめ

子。ジェット風船が舞い上がる光景は圧巻。これを

んなさい。愛くるしい阪神の「トラッキー」ではな

見るために甲子園球場に来ていると言ったら野球

く、西武ライオンズのマスコット「レオ」にときめ

ファンの方に怒られるかもしれない（笑）。勝利が

事務局だより
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見えているから、9回表になったとたん、あちらこ

一度にこんなにたくさんのはまぐりを食べるのは最初

ちらでジェット風船を準備。すごい威圧感だから、

で最後ではないか。美味しすぎて、「はまぐり最高

埼玉西武ライオンズは「おいおい、まだこれから俺

‼」って感じ。本来の目的である総会は何処へや

寄

たちが攻めるんだけど…。」って思っただろうなぁ。

ら。内田会長や近畿会からの来賓の安原副会長は挨

稿

そんなのお構いなしに、阪神ファンはありったけの

拶してたなぁと微かな記憶。食いしん坊の私は、阪

ジェット風船を準備。「パン、パン」割れるのも7

神戦とはまぐり堪能に満足の一日でした。
定例役員会

回裏と同じ。いや、それ以上に聞こえた。メーカー
に一言クレームを言う必要があるのではないかと思
う位である。

４．梅田では天然まぐり三昧
いて、あっという間に梅田に到着（敗戦の時の車内
とは違うなぁと実感）。その後、阪急三番街の「は

プリップリの10年物天然はまぐり 大量の天然はまぐり七年物

地区会

阪神勝利で、阪神電車の車内も非常に落ち着いて

まぐり庵 吉祥別邸」へ。阪急三番街地下2階とは思
えないぐらい落ち着いた個室でしかも席は掘り炬燵
厚生部

式。ランチョンマット代わりに敷かれた紙には「は
まぐり」の由来（浜栗説）のほか、心置きなくお酒
を飲んでくださいと言わんばかりに「はまぐりは二
日酔い改善にばっちり」とのメッセージ。プリップ
リの10年物の天然はまぐり（8cm×6cm×“驚異

ご案内

の2cm”）や、一人15〜20個はあったのでは思う
位の大量の7年物天然はまぐり鍋などを堪能。多分、

新語・用語

生産工程を管理し、安全な農産物を

会長活動報告

GAP

どう生産されたか分からない食品を口にするのは不安なことだ。その農産物が食品として安全なのかを消
より良い農業のための「農業生産工程管理」である。
GAPに取り組むには、日々の整理整頓や生産記録の記帳を基本に、農場内をチェック項目に従って点検す
る。チェック項目には異物混入の防止などの「食品安全」、適切な施肥などの「環境保全」、機械・設備の

ＣＰＥ研修会

費者が知り、また、生産者が示すにはどうしたらいいだろうか。そのための取り組みが「GAP」、すなわち

点検や整備などの「労働安全」のほか、人権保護や農場経営管理などもある。
される流れがあり、オリンピック・パラリンピックの食材調達にはGAP認証が必要であるし、日本でも
GAP認証を取得した農産品のみ扱う流通業者も出てきているためだ。認証取得には就労者の安全意識の向

会員異動

必要に応じてGAP認証を取ることで、生産者として差別化を図ることができる。国際社会では認証が重視

上、イメージ向上、海外と高値での取引などの効果もあり、農水省は啓発を進めている。
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和歌山地区会 2019年 親睦ゴルフ会、
定期総会及び懇親会 報告

稿

和歌山地区会 会長 宮本 富雄
和歌山地区会は和歌山県内に住所がある公認会計

定例役員会

士31名・会計士補2名・公認会計士試験合格者17

帰りの高速では、ひどい風雨で前が見えず、冷や
汗をかきました。

名、計50名の地区会員の他に、和歌山県内に事務

また、ここまで天候がひどい日にコンペが予定さ

所を有する県外在住の賛助会員5名で活動しており

れることも希と感心しながら、帰途につきました。
（以上、和中会員報告）

ます。
なお、当地区会は他地区会（奈良地区会を除く）
地区会

とは異なり、会員の研修・親睦行事以外に和歌山県

定期総会・懇親会は、近畿会の髙見勝文地区会部

専門士業団体連絡協議会に加入し、他士業との交流

長をお迎えし、当初13名出席の予定が急用等のため2

事業（よろず無料相談、親睦ゴルフ等）に参加して

名キャンセルとなり11名での開催となりました。

います。
定期総会では、2018年度の事業報告・決算報
厚生部

2019年6月7日（金）午後5時半から、例年どお

告、2019年度の事業計画・予算案の他、地区役員

り「安愚楽」において和歌山地区会の定期総会を開

改選を審議し、新たに山中盛義会員が地区会長に選

催いたしました。

任されました。山中新地区会長以下新たな地区役員

総会当日は午前10時前頃に大雨警報が発令され
るなど大荒れの天気となりました。

のもと、各地区会員の協力を得て活発な地区会活動
が期待されます。

ご案内

定期総会に先立ち午前8時半より有田東急ゴルフ
クラブでの親睦ゴルフ会も予定していましたが、以
下の通り中止となりました。

総会終了後は懇親会となり、最高齢（94歳）の
山中静会員が欠席のため、代わりに稲田稔彦会員が
乾杯の音頭を取り会食がはじまりました。最近の公

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

コンペの前日の天気予報では、当日の午前は曇

認会計士業界の動向や地区会員の動静、初めて参加

り、午後より雨が降り出すとのことでしたので、コ

した賛助会員（夏には住所変更して地区会員となる

ンペ当日の昼食時にでもコンペを続行するか否かを

予定）の玉置会員の自己紹介、その他四方山話に花

皆さんとの協議で決めようと考え、コンペを予定通

が咲き、時間の経つのも忘れ、予定より遅く午後８

り行うこととしました。

時半、最後も稲田稔彦会員の締めのご挨拶で閉会と

コンペ当日の朝、既にかなりの雨が降っていた
が、一人の判断でキャンセルはできないので、一旦は
ゴルフ場に集合していただき、皆さんと協議して決行
するか否かを決めようと思いました。所定の時間に参
加予定者は全員そろいましたが、協議するまでもなく

会員異動

コースでの風雨がきつく、ゴルフ場によるとその時点
でプレイしている人はいないとのことでした。
参加予定者で、しばし雑談し、夜の総会までどう
しようかとの話をしつつ解散となりました。

事務局だより
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なりました。

特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

新田 泰生
寄
稿

2019年5月26日（日）

柳生の里と笠置寺ハイキング（参加者会員13名)
次に向かったのは笠置寺です。途中大きな岩に掘

例な暑さとの予報で暑さに慣れない体に少し不安を

られた阿対（あたや）の石仏をみて緩やかな登りでか

覚えながら9時43分に笠置駅に集合し、柳生の里か

さぎGCを横に見ながら笠置寺に到着しました。

ら笠置寺を巡るウォーキングに出発しました。
左に木津川を見ながら布目川合流地点に向かいま

笠置寺の巨石は信仰の対象で、建物が建てられ人

定例役員会

今回は令和最初のハイキングです。5月としては異

が住みついたのは1300年前。その頃笠置山の大岩石
に仏像が彫刻され修

やかな上りです。そばに川が流れているせいか暑さ

験行場として栄えた

も感じず気持ちよく歩けました。途中水流により浸

ようです。その後平

食された甌穴群（おうけつぐん）に立ち寄り小休止。

安時代から鎌倉時代
までは栄えたようで

した。持参したコンビニ弁当にいつもの鈴木会員の

すが、元弘の乱によ

差し入れに感謝。料理がまったく出来ない私もいつ

り倒幕に失敗した後

かはと思いながら美味しく頂きました。

醍醐天皇を迎えたこ

厚生部

2時間ほどで柳生の里に到着。ここで昼食となりま

地区会

した。そこからは布目川の流れの音を聞きながら緩

とにより、笠置山は
全山焼亡し明治初期
には無住の寺となっ

笠置寺正月堂前の弥勒磨崖仏
（みろくまがいぶつ）

笠置寺の写真の巨石を見ながら少し下りまた登り
ながら一周800ｍを歩きましたが、この頃は少し足

ご案内

たようです。

にきていました。
旧柳生藩陣屋跡にて

会長活動報告

空腹もみたされたところで旧柳生藩陣屋跡にて集
合写真。柳生十兵衛になっているのは誰でしょう。私
のなかでは柳生十兵衛といえば千葉真一。
「柳生一族
の陰謀」での千葉真一はかっこよく大ファンでした。
その後旧柳生藩の家老屋敷へ。家老屋敷では観光協
ことなどを聞きながらつかの間の休息。
木津川を「ゆるぎ石」の崖から眺める

ＣＰＥ研修会

会の方が江戸時代2人の家老が柳生藩を守っていた

ここからは木津川沿いの笠置駅まで急な下りをひ
した。全長12キロでしたが、繁忙期明けのうえ運動不
足だったので心地のよい疲れでした。ちなみに歩数

会員異動

たすら歩き笠置駅に無事全員が到着4時に散会しま

計は24,000歩でした。
次回7月21日のダイヤモンドトレール〜神福山・
旧柳生藩家老屋敷前にて

たいと思います。

18127

C.P.A.NEWS 2019.07 Vol.721

43

事務局だより

タンボ山〜も今回とほぼ同じ距離なので是非参加し

特
集

髙田篤会長活動報告

2019年度

報

TOPICS

会務報告

告

近畿C.P.A.ニュースの5月号に国際会計士倫理基準審議会（IESBA）における15％ルール等の改正の動きについて記載いた
しましたが、今月もその後の状況について報告いたします。
2019年6月にIESBAの会議が開かれました。そこでは、15％ルール及び被監査会社への非保証業務の提供について、下記の
ことが提案されました。（３月時点での提案内容から一部変更されています。）

寄

一つ目は、PIEである監査において報酬依存度が5期連続して15％を大幅に（Significantly）上回った場合（30％を目安と

稿

する。）には、監査人を強制交代する。また、2期連続して報酬依存度が15％を超えた場合には、監査報告書において開示す
ることが提案されています。
二つ目は、PIEである監査関与先に対して非保証業務を提供する場合は、統治責任者から事前の同意を得る必要がある、と
いうものです。

定例役員会

これらの提案に対して、6月のIESBA会議に先立って開催されたNSS（Natinal Standard Setters：各国基準設定機関）の会
議に出席した日本（金融庁）から、「国によって統治制度が異なり、事前承認の要求については、各国の制度を考慮すべき」
とのコメントが出されました。
上記のIESBAの提案が公開草案を経て、今後どのように基準化されるのか、現在のところ定かではありませんが、引き続
き、動向にご留意頂きたいと思います。
最後に、会員の皆様方には、3年の間、近畿会の会務活動にご理解とご支援を頂き、本当にありがとうございました。心より

地区会

御礼申しあげます。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

厚生部

6月5日

水

16：00〜18：00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

6月6日

木

14：30〜17：30

正副会長会議

日本公認会計士協会

個別事案審査検討P.T.

日本公認会計士協会

10：00〜15：00

常務理事会

日本公認会計士協会

15：00〜17：30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

18：00〜20：00

役員懇親会

日本公認会計士協会
日本公認会計士協会

9：00〜 9：50

6月13日

木

ご案内
会長活動報告

6月14日

金

10：00〜16：00

理事会

6月21日

金

14：00〜18：30

中国会

10：00〜11：30

正副会長会

ホテル阪急インターナショナル

11：30〜13：20

定例役員会

ホテル阪急インターナショナル

13：30〜18：00

第53回定期総会

ホテル阪急インターナショナル

18：20〜20：00

第53回定期総会記念交流会

ホテル阪急インターナショナル

6月25日

定期総会（本部会務報告）

リーガロイヤルホテル広島

火

ＣＰＥ研修会

(作成月日:2019年6月25日)

会員異動
事務局だより
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特
集

本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

ご案内

告

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

寄

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

稿

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

報

会員情報の変更手続についてご案内

定例役員会

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

地区会

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

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）

厚生部

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

ご案内

協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

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

会長活動報告

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

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

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

変更」画面から会員情報に変更がないかどうかを次

４．ID及びPW入力

の要領にてご確認いただきますようお願いいたしま

５．
「会員情報の確認・変更へ」をクリック

す。

６．登録事項及び届出事項がともに変更がないことを確

確認いただきますようお願いいたします。

認後、
「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボ

会員異動

なお、過去に既に確認いただいている方も再度ご

ＣＰＥ研修会

会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員

タンをクリック
７．
「登録事項・届出事項ともに変更なし」がグレーになり、

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

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

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

業種別

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

不正パターンと実務対応

稿

編

定価より15％引き（送料別）

組合員特価

定例役員会
地区会

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

非営利法人に関する消費税は、「特定
収入」の扱いが複雑でわかりにくいもの
です。本書ではワークシートとフロー
チャートを用いて、非営利法人特有の消
費税計算の一連の流れを解説。複数税率
の適用にも対応しています。

ハイドアンドシーク2〜繰り返される国際的租税回避〜

社会福祉法人会計
有限責任監査法人トーマツ
清文社 刊
定価5,000円＋税

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

中田ちず子 著
税務研究会 刊
定価3,300円＋税

業種別の監査対応の説明にとどまら
ず、具体的なデータ分析手法を紹介してお
り、異常点を識別するヒントとして活用頂
けます。また、監査の現場が見える「エピ
ソード」も7つ盛り込み、不正リスクシナ
リオ想定の糸口を提供しています。

詳解

URL

全訂四版 ワークシート方式による 公益法人等、国・地方公共団体の消費税

ＥＹ新日本有限責任監査法人
中央経済社 刊
定価2,400円+税
組合員特価

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

伏見俊行 著
大蔵財務協会 刊
定価2,200円＋税

編

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

正義とは何か、租税回避は是か否か、
アジアの新興国とどのように関わってい
くか。新興国における日本の税務協力の
足跡を辿ると共に、インドネシア税務総
局の仲間との交流を描きながら、国際的
租税回避の深層に深く切り込みます。

厚生部

日常の実務から、今後想定される論点
までを網羅した、社会福祉法人会計のテ
キスト。最新の会計基準や通知を盛り込
み、勘定科目別に解説するほか、計算書
類に関する指標や利活用事例、事業再編
などについても説明しています。

ご案内

夏休みはニッポンレンタカーで出かけよう！
夏休みのお出かけには、ニッポンレンタカーの「ワンデイスキップ」をご利用ください。
「ワンデイスキップ」は
①一般料金より20％〜最大55％割引でご利用いただけます。
②ご利用の2時間前までにご予約いただける、インターネット限定商品です。

会長活動報告

③ご予約からお支払いまですべてWEBで完了するので、ご出発時もスムーズです。
（クレジットカードでWEB決済を行っていただきます。）
＊ヤナセプレミアムカーレンタル
メルセデス・ベンツ、Audi、BMWのレンタルも行っております！
専用入口

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

ID

7438

PASSWORD

38142（半角）

ＣＰＥ研修会

当組合のホームページ「クルマ」の「ニッポンレンタカー」からアクセスできます。
※このサービスは組合員を対象としております。未加入の方は加入の上ご利用ください。

安全性能と機能美に優れたボルボ車のご案内
公認会計士協同組合では、ボルボ・カー・ジャパン株式会社と提携し、ボルボ車を優待価格でご紹介しております。組合員の皆様に
は、通常小売価格の6〜13％引きでお求めいただけます。
優待価格を適用するには、下記の手順により当組合からの紹介が必要になります。

会員異動

①ご購入希望者は当組合ホームページ「クルマ」の「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のコーナーから「提携制度利用申込書」を
ダウンロードして必要事項をご記入のうえ、当組合にFAXでお送りください。
②当組合でFAXを受信後、組合員であることを確認したうえで、ご指定のディーラーへお送りいたします。
③ディーラーよりご購入申込者へご連絡し、商談開始となります。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、未加入の方はご加入の上ご利用ください。

事務局だより
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2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年6月実績及び7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

DVD研修会
13:30〜14:40 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）

寄

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

稿

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）

定例役員会

6月14日

DVD研修会
13:00〜16:00

組

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

（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）

地区会

（会場：梅田阪急ビルオフィスタワー）
日本監査役協会関西支部講演会（監査会計委員会）
6 月 2 1 日 14:30〜16:00 監

査

「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

等に対するアンケート結果について」
（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

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

とKAM適用に向けた課題」

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

厚生部

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

4

（会場：ホテル阪急インターナショナル）
本部税務業務部会共催DVD研修会

務

土地評価の基礎知識及び事例で

確認する留意点（前半）」

2

ご案内

13:00〜14:40 税

「相続税・贈与税

（2019年4月12日税務業務部会研修会（第67回））

7月16日

本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税

務

「相続税・贈与税

土地評価の基礎知識及び事例で

確認する留意点（後半）」

2

会長活動報告

（2019年4月12日税務業務部会研修会（第68回））
公認会計士の日記念セミナー（広報部）
7 月 1 8 日 15:00〜16:30 倫理等「インバウンドとイノベーションが紡ぐ関西経済」

2

山田泰弘氏（日本銀行 理事 大阪支店長）

（会場：ホテルグランヴィア大阪）
7 月 2 2 日 13:00〜17:00 倫理等 第53回本部定期総会

4

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

会員異動
報

会 員 数
会 員

【事務所・自宅】

準 会 員

告

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

32

838

計

合計

881

4,457

（2019年5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）

奥野

厚志

(会

員）

玉山

良平

庫
滋
玉
京
庫
庫

よ
よ
よ
よ
よ
よ

(会

員）

転入者
5月14日〜29日
大黒 智陽 (会
員）
玉置 絢子 (会
員）
齋藤 一将 (会
員）
能任 哲也 (会
員）
員）
濵本 有仁 (会
小寺 秀和 (四号準会員）

兵
京
埼
東
兵
兵

会
会
会
会
会
会

り
り
り
り
り
り

5月21日付
大谷
風谷

徹
基匡

濱田

祐良

和田

慎祐

地区会

会員名簿記載事項の変更
5月8日〜29日
【事務所】
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

許
俣野
大山

小泉 直之 (会
員）
澤田 佳祐 (会
員）
森元 信友 (会
員）
足達 元哉 (会
員）
甲斐田 郁雄(会
員）
金橋 祥
(会
員）
鯉淵 拓真 (会
員）
小松 慎典 (会
員）
柳川 英紀 (会
員）
大山 晨
(四号準会員）

北川
衣笠
熊捕
桑野
杉木
関根
寺澤
原
和田

池上
洪
大保

厚生部

髙田
田邉
寺本
德丸
西田
新田

ご案内

濵田
平塚

由香
誠悟
政二
篤
太郎
悟
公義
直樹
泰生
善彦
博路

(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会

仁九 (会
員）
朋子 (会
員）
貴裕 (会
員）
是人 (会
員）
稲葉 麻緒 (会
員）
大塩 佑
(会
員）
宗岡 徹
(会
員）
尼﨑 裕子 (四号準会員）
竹本 剛
(四号準会員）
世良田 英靖 (四号準会員）

【自宅】

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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直樹 (四号準会員）
亜矢子(四号準会員）
継太 (四号準会員）
翔
(四号準会員）
雄一 (四号準会員）
良平 (四号準会員）
毅
(四号準会員）
良太 (四号準会員）
淳佑 (四号準会員）

転出者
5月10日〜29日
岸野 健治 (会
員）
國廣 健一郎(会
員）
員）
髙橋 則之 (会
宇野 佐世 (会
員）
岡野 光樹 (会
員）
小林 宜史 (会
員）
塩本 洋千 (会
員）
山本 清寛 (会
員）
石原 誠士 (四号準会員）
岡田 光幸 (四号準会員）
鈴木 智子 (四号準会員）
谷口 桃香 (四号準会員）

兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
神奈川県会へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
埼 玉 会 へ
東 京 会 へ

退会者
谷井
亀岡
大谷
池本
石川

正弘
由雄
徹
憲哉
良輔

(会
員） 3 月 2 7 日 付
(会
員） 3 月 3 1 日 付
(二号準会員） 5 月 2 1 日 付
(四号準会員） 5 月 2 4 日 付
(四号準会員） 5 月 2 4 日 付

死
死
業
退
退

務

廃

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。

亡
亡
止
会
会

特
集

役員会出欠表
職

会

長 髙田

氏

名

4/11 5/15 6/21 出席回数 役

職

氏

名

2/7

○

○

○

6

幹

事 西 村 幸 平

○

○

副会長 岩 井 正 彦

○

○

○

○

○

○

6

幹

事 原

繭 子

○

○

副会長 北 山 久 恵

○

○

○

○

○

○

6

幹

事 疋 田 鏡 子

○

副会長 後藤紳太郎

○

○

○

○

○

○

6

幹

事 藤 枝 政 雄

○

副会長 廣 田 壽 俊

○

○

○

○

○

○

6

幹

事 細 谷 明 宏

副会長 安 原

徹

○

○

○

○

○

○

6

幹

幹

事 荒 井

巌

○

○

○

3

幹

事 石 原 佳 和

幹

事 種田ゆみこ

幹

事 大 川 幸 一

○

幹

事 大 谷 智 英

○

○

○

○

幹

事 荻 窪 輝 明

○

○

○

○

幹

事 奥 澤

○

幹

事 奥 谷 恭 子

幹

事 奥 村 孝 司

○

幹

事 小野寺和子

○

○

○

幹

事 我那覇篤司

○

○

○

幹

事 木 下 隆 志

幹

事 小 松 野 悟

○

○

○

○

幹

事 髙見 勝 文

○

○

○

○

幹

事 立 川 正 人

幹

事 田中久美子

○

幹

事 田 中 知 幸

○

幹

事 谷 間

○

幹

事 常 田 英 貴

幹

事 富 田 真 史

望

○

○

○

○

○

○

4

○

○

○

6

○

○

○

4

○

○

○

○

○

○

○

事 南 方 得 男

○

○

○

○

幹

事 宮 口 亜 希

○

3

幹

事 守 谷 義 広

○

4

幹

事 安 井 康 二

○

○

3

幹

事 山 添 清 昭

○

○

6

幹

事 山 本 憲 吾

○

○

6

幹

事 矢 本 浩 教

○

○

4

幹

事 吉 永 徳 好

○

○

○

○

2

幹

事 和田林一毅

○

○

○

○

4

幹

事 安井

聖美

○

○

4

幹

事 名倉

健三
26

31

○

○

○
○

○
○

○

○

○

○

5
4

○

4

○

4

○

○

○

○

○

○

○

6

○

○

○

○

○

5

○

○

○

○

○

○

○

○

5

○

○

○

5

○

○

○

6

○

○

4

27

34

182

4

0
32

○

5

監

42 42 42 42 42 252
率 76.2% 61.9% 73.8% 76.2% 64.3% 81.0% 72.2%
○
○
○
○
○
6
事 蔭 山 幸 男 ○

○

2

監

事 辻 内

○

○

○

○

○

○

5

監

事 松 山 治 幸

○

○

○

○

○

○

6

○

○

4

出 席 人 数

2

3

3

3

3

3

17

○

○

4

定

3

3

3

3

3

3

18

○

1

出

○

5

○

出

席

章

員
席

5

率 66.7% 100% 100% 100% 100% 100% 94.4%

厚生部

○

○

○

5
○

6

○
○

○

○
○

○

○

○
○

○

出 席 人 数 32
定
員 42

4
0

○

4/11 5/15 6/21 出席回数

地区会

薫

○

3/7

定例役員会

1/11

○

稿

3/7

○

寄

2/7

○

告

1/11

篤

報

役

ご案内

厚生部からのお知らせ

7月21日（日）

夏休みグルメツアー
※受付は終了しています。

8月3日（土）

家族囲碁教室
（三会共催）

会長活動報告

日頃は厚生事業にご参加いただきありがとうございます。
今年度の厚生行事予定についてお知らせいたします。ぜひお手帳に控えていただき、皆様お誘い合わせのうえ
ご参加ください。なお、事前のご案内ですので、変更があるときはご容赦ください。
9月7日（土）

第12回
フットサル大会

11月19日（火）

11月30日（土）

グラン倶楽部

第10回
近畿C.P.A.ゴルフ選手権

※70歳以上の会員対象

3月22日（日）

第６回
ボウリング大会

春休み
ファミリーツアー

（三会共催）

12月8日（日）

クリスマスパーティ
（三会共催）

会員異動

1月25日（土）

ＣＰＥ研修会

（三会共催）
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特
集

事務局だより
報
告

【慶事】
・準会員

藤垣

拓也氏

寄
稿

【弔事】

定例役員会

・会 員 成瀬 俊昭氏
2019年6月2日ご逝去 満76歳
・会 員 池畑 幸博氏
2019年6月13日ご逝去 満84歳

・会 員 奥谷 尚吾氏のご尊父 淳一様
2019年4月26日ご逝去 満81歳
・会 員 岡森 久倫氏のご母堂 惠美子様
2019年5月21日ご逝去 満88歳

【寄贈図書】
地区会

■会計プロフェッショナルの税務事案奮闘記 2
ストーリーで学ぶ租税法判例プラス30
寄 贈 者 日本公認会計士協会京滋会
編 著 者 日本公認会計士協会京滋会
監
修 木田 稔
発
行 株式会社清文社

■税務・労務ハンドブック 令和元年版
寄 贈 者 井村 登
著
者 井村 登、馬詰政美、菊池
佐竹康男、井村佐都美
発
行 株式会社清文社

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

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

仰星監査法人

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
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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

弘

特

集

報

告

厚生部

ご案内

会長活動報告

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

ＣＰＥ研修会

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。

会員異動

【近畿会事務局夏季休暇のお知らせ】

地区会

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。

定例役員会

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

稿

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い

寄

まもなく夏本番。皆様、夏休みの計画はもう立て

連休もろくに家族をどこにも連れていけな

られましたでしょうか。行き当たりばったりの私
も、
かっただけにプレッシャーを感じ始めている今日こ
の頃です。

事務局だより
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さて、今月号の表紙は夏空の下、大海原を渡る船
の写真となっています。船といえば、２０１９年６
月は役員改選期にあたり、令和という新時代の幕開
けとともに、近畿会初の女性会長である北山久恵新
会長の下、新たな船出となります。今月号では、新

)

畑江敏之（080-5719-2514）

8/13（火）〜8/15（木）・緊急時の連絡先／事務局長

たに就任される正副会長及び部・委員長が就任の挨
拶を執筆なさっています。どの就任の挨拶も各部・
委員会の役割内容がコンパクトにまとめられ、かつ
就任される皆様の熱い思いが掲載されております。
是非お読みいただければと思います。
また、﹁異色の公認会計士シリーズ﹂では、先日
の定期総会をもって役員幹事を退任されました荻窪
輝明氏による﹁ＴＶで視聴者に伝える仕事﹂が掲載
されています。公認会計士の業務を通じて培った経
験が生かされることが多いことに触れられ、大変興
味深い文章でしたので、こちらも是非お読みいただ
ければと思います。
最後になりましたが、今まで協会活動に参加した
ことのない私がこの度、縁あって近畿会幹事をさせ
ていただくこととなります。若輩者ではあります
が、諸先輩方のご指導の下、多くを学び、微力なが

大川真広

ら業界発展に貢献できればと思います。皆様、何卒
よろしくお願い申し上げます。

︵会報部

E-mail：kaiin@jicpa.or.jp

TEL：03-3515-1122
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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。
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