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告

日本公認会計士協会近畿会 第53回定期総会報告
会報部 竹中 陽介
が、ホテル阪急インターナショナルにおいて2019年

出席者は715名であり、本日の出席者127名を加え

6月25日（火）13:30定刻より開催されましたので、

ると842名となるため、総会開催に必要となる議決

会員の皆様にその概要を報告いたします。

権を有する会員および2号準会員の5分の1以上の出

Ⅰ．定期総会（13:30〜15:45）

の報告があり、その後、総会で予定されている報

司会進行は、山添清昭総務部副部長が担当し、日本

告・審議が開始されました。

定例役員会

席があることから、本総会は有効に成立している旨

稿

時点で出席したと看做される委任状提出による総会

寄

第53回の日本公認会計士協会近畿会の定期総会

公認会計士協会の関根愛子会長にもご臨席いただき、
式次第に従い実施されました。

５．報告事項

１．開会宣言
後藤紳太郎副会長による第53回定期総会開会の宣

各部・委員会の第53事業年度の事業及び会
務に関する活動状況について、適宜各部・委員
会を担当する副会長より報告が行われました。

２．国歌斉唱

・後藤紳太郎副会長

斉唱が行われました。

総務部、監査会計委員会、IT委員会、公認
会計士制度70周年記念事業準備特別委員会
・安原徹副会長

2018年4月1日から定期総会当日までに逝去され

会報部、地区会部、税制・税務委員会、中

た会員に対し、出席者全員による黙祷が捧げられま

堅・若手会計士委員会、公認会計士制度70

した。

周年記念誌編纂特別委員会

総会議事に先立ち、
近畿会規約第16条の2

・岩井正彦副会長
会員業務推進部、国際委員会、経営委員
会、組織内会計士委員会

髙田篤会長より議長に

・北山久恵副会長

和田頼知会員が指名さ

広報部、研究・CPE研修部、社会・公会計

れました。

委員会、女性会計士委員会

ＣＰＥ研修会

第1項の規定に基づき、

会長活動報告

４．議長の指名及び定足数報告

ご案内

３．物故者に黙祷

厚生部

言が行われました。

総会開催に先立ち、出席者により国歌「君が代」

地区会

（１）第53事業年度事業報告及び業務に関する報告の件

また、近畿会規約24
・廣田壽俊副会長

事録署名人に蔵口康裕

経理部、厚生部、非営利会計委員会、社会

会員と乾一良会員が指名されました。

保障委員会、近畿会財政の在り方検討特別

近畿会規約第21条第2項及び第3項の規定により、

会員異動

条の規定に基づき、議

委員会

和田頼知議長より、議決権保有者3,569名に対し、現
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議長より、前頁の各報告に関連して質問
を求めたところ、出席者による質問はあり
報

ませんでした。

は前年度より改善し84.4％となった旨、報告がなさ
れました。
当議案に関する出席者からの質疑はなく、和田頼

告

知議長は出席者に対し賛否に関する挙手を求め、書
（２）選挙管理委員会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

面決議による賛成者704名（反対2名）と併せ、賛
成多数により本議案が承認可決されました。

近畿会役員選挙規程第7条第1項により選
寄

任された選挙管理委員、同規程同条第2項に

稿

より選任された予備委員及び同規程同条第5
項により選挙管理委員の中から選任された選

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

挙管理委員長について報告がなされました。
定例役員会

安井康二総務部長より、近畿会規約及び近畿会会
（３）近畿会役員選挙結果報告の件

費規程改正の背景について、協会本部理事会におい

地区会

選挙管理委員長から、近畿会役員選挙に

て、協会財政の在り方検討プロジェクトチームより

ついて、会長、副会長、幹事及び監事がそ

「持続可能な財政の在り方に関する提言」が報告さ

れぞれ定数内立候補であったため、全員無投

れ、会費の減額制度に関する改正案が理事会で承認

票当選により新役員が決定した旨の報告がな

されたことを受け、近畿会として対応するものであ

されました。

る旨の説明が行われました。
当議案に関する質問として、「総会議案書の説明
のみでは内容の理解が困難であるため、委任状提出

６．審議事項

厚生部

審議に先立ち、和田頼知議長より、現時点で総会

時に判断できるための情報を提供してほしい」との

出席者は本人出席者145名、書面議決権提出者706

意見があり、安井総務部長より、総会にあたっての

名、合計851名であり、本日の議案は近畿会規約第

事前説明に関しては留意が必要であった旨の回答が

23条第1項により出席した会員及び2号準会員の過

ありました。

半数を持って決することになっている旨の説明がな

上記の質疑応答後、和田頼知議長は出席者に対し
賛否に関する挙手を求め、それぞれ第2号議案に関

されました。
ご案内

する書面決議による賛成者701名（反対2名）及び
第１号議案

第53事業年度

財務諸表等承認の件

監事を代表して松山治幸監事より、監査報告が行
われ、業務並びに予算の執行は近畿会規約に従い、

第3号議案に関する書面決議による賛成者698名
（反対5名）と併せ、賛成多数により本議案が承認
可決されました。

会長活動報告

総会並びに役員会の決議に基づき誠実に行われてお
り、また、第53事業年度の財務諸表等は本会の損益
及び財産の状況を適切に示しているものと認める旨
の監査報告がなされました。
また、第53事業年度に実施した広報事業（テレビ

第４号議案

第54事業年度 事業計画（案）承認の件

北山久恵次期会長予定者より、第54事業年度のス
ローガン・基本方針、重点施策、各部・委員会の事
業計画について概要説明がなされました。

ＣＰＥ研修会

大阪でのCM放映）について、役員会等で議論し、

当議案に関して、「会費の利用方法について検討

近畿会としての広報の在り方を検討した旨の追加報

してほしい」との意見があり、北山次期会長予定者

告がありました。

より、近畿会財政に関しては近畿会改革推進特別委

会員異動

その後、大谷智英経理部長より、第53事業年度の

員会を立上げ、その中で引き続き近畿会財政の適切

財務諸表等の概要についてスライドを用いて、前年

な運用に関する検討を継続したい旨の回答がありま

との対比、予算との対比等について説明があり、当

した。

事務局だより

期経常増減額は予算よりも損失額は減少したもの

上記の質疑応答後、和田頼知議長は出席者に対し

の、前年度7百万円のマイナスから15百万円のマイ

賛否に関する挙手を求め、書面決議による賛成者

ナスとなったこと、また、各部・委員会において計

697名（反対6名）と併せ、賛成多数により本議案

画された事業活動の実施に努めた結果、予算執行率

が承認可決されました。
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第５号議案

第54事業年度

正味財産増減に関する

予算書（案）及び資金調達、設備投資

の柱＋基盤・発信」と題して、協会本部活動の報告
がありました。
報

及び特定資産に係る予算書（案）承認
大谷智英経理部長より、正味財産増減に関する予

告

１．公認会計士監査の信頼性向上

の件

・会計監査の情報提供の充実

算書（案）及び資金調達、設備投資及び特定資産に

監査の透明性の向上のためのKAMの導入、情報

係る予算書（案）に関する概要説明がありました。

発信（日経新聞やデジタルサイネージ広告の掲

当議案に関する出席者からの質疑はなく、和田頼

載、シンポジウムの開催等）、通常とは異なる監

寄

査意見についての説明、監査基準の改訂

稿

知議長は出席者に対し賛否に関する挙手を求め、書
面決議による賛成者698名（反対6名）と併せ、賛
成多数により本議案が承認可決されました。

・副会長通知「本3月期決算に係る監査の実施に当
たって」の公表
提言集」の公表

７．会員褒賞
（１）近畿会褒賞細則第2条第１項第一号による褒

・期末監査期間の確保
10連休対応に係る懸念事項の報告、意見交換

賞（永年業務褒賞）

・監査業務とIT・AI

公認会計士登

IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課

して30年以上で

題」の公表、グローバル会計・監査フォーラム

あり、かつ満80

「AIを活用したビジネス・監査の展望と課題」の

歳以上にして公

開催、新聞に公告掲載
・英国の監査規制等を巡る動向

認会計士として

競争市場庁（CMA）法定監査サービス市場に関

貢献された3名

する調査、財務報告評議会（FRC）に関する独立

の会員に対して、

性レビュー（キングマン・レビュー）、監査の品

髙田篤会長より

質と有効性に関する独立レビュー（ブライドン・

表彰状と記念品

レビュー）
ご案内

が贈呈されました。
２．多様な領域での会計インフラへの貢献
英孝会員

真川

正満会員

・協議会を通じた業務支援
富田英孝会員

・社会福祉法人の監査対象範囲の拡大
・厚労省 社会福祉法人の会計監査の導入効果・課題
に関する調査結果

（２）近畿会褒賞細則第2条第１項第二号による褒賞

会計監査による効果、監査報酬の負担感、会計監
査における事務負担の軽減策要望

近畿会の役員
した1名の会員

自立した資源調達と組織経営の必要性、組織ガバ

に対して髙田篤

ナンス確立の要請、異なる法人形態間の事業及び

会長より感謝状

ステークホルダーの差異縮小
・地方行政制度をめぐる動き

と記念品が贈呈

内部統制に関する方針の策定、監査制度の充実強

されました。

会員異動

化、統一的な基準による財務書類の作成
後藤

ＣＰＥ研修会

・非営利組織における財務報告のあり方の検討

に通算10年在任

会長活動報告

富田

厚生部

真川正満会員

近畿会の発展に

和弘会員

地区会

録の期間が通算

佐野

定例役員会

監査の信頼性向上、監査業務改善のための「監査

紳太郎会員

・企業ガバナンスの向上に資する公認会計士の貢献
「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要

Ⅱ．協会本部会務報告（16:00〜17:20）
関根愛子会長より、「3つ

・中小事務所フォーラムの開催

18141
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綱案」の決定、社外役員ネットワークの設置

特
集

３．人材育成・魅力向上

で、公認会計士が税理士登録をする際には税

・修了考査の結果

務に関する専門性を問う能力担保措置を講じ

報

受験者数・合格者数・合格率とも下落

告

・女性会計士活躍促進

るべきであるとの議論がなされていると聞い
たが、そのような状況になっている経緯につ

女性会計士活躍の更なる促進のための中長期的な
KPIの設定、KPI達成に向けた施策

いて質問がありました。
これに対して、関根愛子会長（以下会長）

寄

・国際人材の育成

より、質問にあった通り、同答申の中で10年

・会計基礎教育推進

前と全く似たような意見が出ていることは把握

稿

今後の学校教育における会計の取扱い（学習指導

しており、本部理事会においても報告してい

要領における会計情報の提供・活用についての記

る。これは税理士会においても一部の意見であ

載追加）

るとの認識であるが、日本公認会計士協会とし

定例役員会

・国際貢献活動

ても対応策を検討中の状況である。ただし、過
去と比較すると税理士会に属する公認会計士は

４．プラットフォーム・情報発信

増加しており、相互のコミュニケーションも良

・第22回役員選挙の実施

好であると回答がありました。

・記者会見の実施
地区会

・アニュアル・レポート2019の発行
・第53回定期総会会則変更提案議題
・会則・規則の全般的見直し
執行から独立した機関に関する規則の見直し等

厚生部

・自然災害への対応

（２）KAMの導入に関して
監査の透明性を向上させ、監査報告書の情
報価値を高めるためにKAM（監査上の主要
な検討事項）が導入されたと理解している
が、一方、監査報告書上で企業の会計情報が

日本赤十字社への寄附
・持続可能な社会構築に向けた日本公認会計士協会

公表されることにより情報流出に伴い企業が
不利益を被る可能性もあるが、記載内容に関

の取組み

しては限定列挙等を行わず、各監査人の判断

「持続可能な社会構築における協会の課題・取組

に任せられるのかとの質問がありました。

ご案内

検討委員会」での検討

これに対して会長より、KAMは国際監査基
準においてはフレームワークアプローチを取ら

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

最後に関根会長より、

れ限定列挙されていないものの、日本において

3年間の会長任期満了に

は限定列挙するかしないかにつき相当な議論を

伴い2019年7月22日

重ねた。また、仮に基準等において限定列挙を

（月）の本部定期総会を

行ったとしても最終的な記載責任は監査人にあ

もって役員交代を迎える

り、実務上は記載内容に関して個々に判断せざ

ことの報告とお礼の言葉

るを得ない。会計監査の在り方や監査報告書の

がありました。

透明化については色々な考え方があるため、新
体制になってからも引き続き議論を重ねてほし

Ⅲ．会員の声を聞く会（17:20〜17:45）

いとの回答がありました。

協会本部の会務報告を受け、小松野悟新総務部長
の司会進行により、引き続き会員の声を聞く会が開

その他、本部会長・役員選挙の方法や日本公認会

催されました。その主な内容は以下のとおりです。

計士協会における税務業務支援の在り方、協会本部会

会員異動

費の見直し等に関して、多岐にわたる意見が発出され
（１）税理士法改正に関して
日本税理士会連合会制度部より提出されて
いる「次期税理士法改正に関する答申」の中

事務局だより
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る有意義な「会員の声を聞く会」となりました。

特
集

報告 REPORT

小松野

悟

めに会計監査の専門家として活動しております。

期総会記念交流会が開催されました。

様々な環境変化、期待の変化に応じて、その使命を
忘れず、身を引き締めてやっていきたい。」
続いて、株式会社大阪

記ホテルにて開催することになりました。開催場

証券取引所

所・時期が例年と異なるにもかかわらず、ご来賓44

社長

名、会員・準会員243名の計287名と、多数の皆様

のお言葉とともに、乾杯

をお迎えし無事開催することができました。至らな

のご発声を頂きました。

かった点も多々あろうかと思いますが、お越しいた

「今年度、関西で複数

だきました会員・準会員の皆様、本当にありがとう

の会社が新規上場してい

ございました。

ます。ただし、IPOは

代表取締役

山道裕己様より次

地区会

まず、北山久恵新会長から次のとおり開会の挨拶
がありました。

定例役員会

伴い、例年とは異なり、週末ではない火曜日に、上

ゴールではなく通過点で
あり、ステークホルダー

陣を切って新しいことに

価値向上が必要です。取引所は公認会計士とともに

挑戦してきました。私は

企業の透明化、株式市場の魅力向上、日本経済の成

近畿会の先駆けの精神を

長に貢献していきたい。北浜に上場予備軍の拠点を

さらに高め、新たな取り

設ける予定です。関西の魅力的な上場予備軍を適正

組みにより、これからの

に監査し、投資家の適切な判断に役立てていただ

公認会計士業界を切り拓

き、関西経済をともに盛り上げていきたい。」
また、ご来賓の杉ひさたけ参議院議員からは、

ます。キーワードは「イ

「元財務大臣政務官としての財政の中心での貴重な

ノベーション」。社会はイノベーションの時代を迎

経験をさせていただきました。引続きご指導賜りた

えています。公認会計士業界においても、まさにイ

い」とのお言葉をいただきました。
最後に、廣田壽俊副会長から、次の閉会の挨拶を

ありません。全国にある地域会の中で2番目に大き

もって盛況のうちに記念交流会は終了いたしました。

な組織として、なすべきことは協会本部に対して新

「我々役員としての最初の任期になるが、心機一

たな風を吹き込み、会計士業界の活性化を図ること

転、北山新会長の下、一致団結してことに臨み、近

と考えています。業界を魅力的にし、コンサルティ

畿会の発展に貢献していきたい。」

ＣＰＥ研修会

ノベーションが求められていると言っても過言では

会長活動報告

きたいという思いがあり

ご案内

との対話を通じて持続的に成長し、中長期的な企業
厚生部

「近畿会は、いつも先

ングスキル等の研修を充実させ魅力的な人材を育成
し、社会の認知度をさらに向上させていきたい。」
ご来賓からは、日本公
認会計士協会

稿

待しています。我々は国民経済の発展に寄与するた

寄

2019年6月25日（火）午後6時20分から午後8時
まで、ホテル阪急インターナショナルにて第53回定
今回の記念交流会は、G20大阪サミットの開催に

告

総務部長

報

第53回定期総会記念交流会報告

関根愛子

会長より次のとおりご挨
会員異動

拶がありました。
「任期を全うされた髙
田前会長、大変お疲れ様
でした。北山新会長の下
の発展に向けた施策を期

18143
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でさらに伝統ある近畿会

特
集

報告 REPORT
報
告

ダイバーシティ推進委員会

寄
稿

関西大学 商学部での「公認会計士の魅力、
多様な活躍の可能性について」の授業報告

定例役員会

西口

和成

地区会

はじめに

今回の授業では、主に管理会計を中心に組織内公認

令和元年6月18日（火）にご自身も公認会計士で

会計士としてどのような貢献が出来るか、また監査

ある関西大学商学部・馬場英朗教授の講義内で、

法人以外の活躍の場で公認会計士が活躍出来る場と

『公認会計士の魅力、多様な活躍の可能性につい

してどのような可能性があるかをお伝えしました。

て』の授業を実施しました。
今回の授業は、関西大学商学部の中でも、主に簿
記2級以上を有している商業高校出身の1回生を対
象とした「会計学演習」の講義の1コマ(90分)で実

厚生部

施しました。
馬場教授より、公認会計士の受験を目指す1つの
プロセスとして、まずは簿記1級の講座を受講し
て、適性を見ながら公認会計士を目指す人を増やし

ご案内

ていくために、公認会計士および簿記・会計につい
ての魅力を伝え、簿記１級の勉強のモチベーション

会長活動報告

となるような発表となればとのお話がございまし

大学院在学中：吉田由佳さん

た。そのため、発表者には、多様性のあるメンバー

吉田さんは、大手監査法人勤務（ベンチャー支

が集まり、異なった角度から公認会計士の業務につ

援、監査）、ファンド運用会社を経て現在は非常勤

いて興味を持っていただけるような授業となるよう

として監査に関与されながら大学院で経営管理を学

に努めました。

び、大学の起業部にて創立メンバーとして大学発ベ

ＣＰＥ研修会

前半は、発表者3人から、それぞれの経歴（公認

ンチャーの支援をされています。主に個人開業して

会計士を志望した動機や、今の働き方を選択するま

いる公認会計士として起業支援にどのような貢献が

での判断・経緯）、現在の仕事、公認会計士の魅

出来るか具体例を交えて発表いただきました。

力、そして受講生へのメッセージを伝え、後半は小
グループに分かれての質疑応答を含めたグループ
ディスカッションを実施しました。

会員異動

外資系企業勤務：西口和成
私は、大手監査法人から外資系事業会社へ移り、
現在は事業計画の立案やモニタリングを担当してい
ます（Financial Planning & Analysis）。そこで

事務局だより
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まとめ

小野寺さんは大手監査法人勤務中で近畿会のダイ

今回の発表では、公認会計士の魅力について多様

バーシティ推進委員会副委員長をご担当されていま

な観点で具体例も含めてお話をさせていただきまし

す。2019年3月に女性会計士委員会が発行した「公

た。受講生の方には将来自分が公認会計士として活

寄

認会計士のワーク・ライフ・バランスおよびキャリ

躍する姿のイメージができることを願いつつ、今後

稿

告

近畿会ダイバーシティ推進委員会：小野寺和子さん

アに関するアンケート調査結果」についてお話いた

の勉強のモチベーションにしていただけることを期

だきました。500名を超える会員に対するアンケー

待しています。
定例役員会

ト結果をもとに、特に業界としての働き方改革が近
年進んでいる点については非常に大きな魅力として
あげられました。

地区会
厚生部
ご案内

（2019年8月10日〜9月13日）

近畿会および各部・委員会行事予定

8.21 （水）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会

8.30 （金）
会議室18:30〜20:00

8.22 （木）

経営委員会

会議室18:30〜20:30

会長活動報告

※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。

9. 3 （火）
研修室10:00〜16:40

正副会長会

会長室16:00〜18:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

8.23 （金）

9. 6 （金）

夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

IT委員会、監査会計委員会共催研修会

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

9. 9 （月）
組織内会計士委員会 社外役員セミナー

ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室15:00〜17:00

9.11 （水）

会員業務推進部

研修室18:30〜20:30

税制・税務委員会研修会

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

9.13 （金）

研修室14:30〜17:30

研修室13:30〜16:00

会員業務推進部

会員異動

8.26 （月）

研修室18:30〜20:10

ＣＰＥ研修会

夏季全国研修会

会議室18:30〜20:30

C.P.A.NEWS 2019.08 Vol.722
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告

地元大和高田で公認会計士をアピール (第3弾)
〜子供が行ける身近な場所でハロー！会計を〜

（“信頼”のパートナー 公認会計士）

寄
稿

広報部

田中

知幸

広報部では、社会貢献活動及び会計教育活動の一環として、小・中学生

定例役員会

を対象に「ハロー！会計」という会計講座を実施しています。大阪では毎
年実施し、要請があれば学校などへ出張して実施しています。
前回に引き続き、大和高田市立図書館から中・高生向けのハロー！会計
のご希望を頂き、7月7日（日)に実施して参りました。
(過去同館で実施したハロー！会計)

地区会

実施年月

内

容

2018年2月 お買い物でゴー！（主に小学校低学年向け）

近畿C.P.A.ニュース掲載
2018年4月号

2018年7月 牛丼屋とステーキ屋の原価計算（小中学生向け） 2018年9月号

容も講師がきちんと板書をして、参加者が板書を見るように

厚生部

１．集客

することで授業に集中させるよう配慮しました。さらに講師

今回は、中高生を対象にしたので、開催日も工夫しまし

が「あだ名」でも自己紹介しながら、参加者に親近感を持た

た。定期テストの時期や部活などの予定も考慮し、図書館

せていました。こうした過去からの反省点を生かして、前回

と相談して決めました。

より参加者の目線を意識した講義を進めました。

ご案内

市内中学生全員（約1300人）にチラシを配布した他、

当日は、地元の中和新聞が取材に来てくださり、授業の

親への周知を図るため地元の3つのスーパーに掲示の協力

様子のみならず多くの参加者の感想を丁寧に汲み取ってく

依頼をしました。しかし掲示に応じてくれたのは1店のみ

ださりました。

で、そこに望みを託しました。市役所の新聞記者室に行き

参加した9人は、中学生の他、当日申込みをしてくれた

プレスリリースもしました。その結果1社（奈良新聞社）

小学生、6月にワークショップを行った高田商業高校から1

は事前告知してくれました。また、読売KODOMO新聞に

名、大和高田市外の県内から1名、大阪府から1名でした。

会長活動報告

市外・県外の方は、近畿会のホームページで検索して参

も掲載しました。
さらに、当日図書館の職員の皆様が来館者にも声をかけ

加された方で、参加者の意識は高かったです。

てくださり、参加者は、最終的に9人になりました。ご参

親子で参加されている方も2組おられました。1組は、

加頂いた皆様、ご尽力頂いた図書館に感謝申し上げます。

高校生のご子息とお父様でした。お父様は、40代で経営

２．いよいよ当日
ＣＰＥ研修会

今回のテーマは、ピザ屋の原価計算で、講義のゴールは
損益分岐点売上高の算定でした。

者になられ、身をもって会計の大切さを知ったので、参加
されたとおっしゃっていました。会計基礎教育が学校教育
で必要とおっしゃられ、アンケートにもその旨コメントを
頂きました。

これまでは、私も講師を多々経験させて頂きましたが、

もう1組は、中学一年生のご息女と参加されていたお父

広報活動の裾野を広げるために、今回は若手に譲り、地元

様で、一緒に熱心に講義を聞いておられました。講義の後

の高校を卒業した坪田さんと忌部さんにお願いしました。

会員異動

二人とも地元開催ということで快く参加してくれまし

も講師に問題文の前提について率直なご意見まで頂き、高
い関心をお持ちでした。

た。また、地元に事務所を開設されてご活躍の森村さん、

中和新聞の記者も前職は経営者でしたので、会計には馴

大阪から巻淵さん、志倉さんも快く参加してくれました。

染みがあるとおっしゃられ、熱心に最後まで講義に参加し

テキストは、11ページほどにわたりましたが、参加者の

ながら取材してくださりました。

事務局だより

ペースを読みながら丁寧に対話して進めました。また前回の

講義の後半は、一次関数を用いた損益分岐点売上高の算

ハロー！会計での反省点を生かし、テキストに書いている内

定にまでにおよび難易度が上がるため、希望者のみに絞っ
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特
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て後半の講義を進めました。殆どの参加者が残ってくれ、
皆で損益分岐点売上高を算定しました。

●損益分岐点はどんなグラフを書けばいいのかわからな
かった。説明はわかりやすかった。

こうして準備した一通りのテキストの範囲を無事終える
なお、当日の模様はTRC（図書館流通センター)のイン

告

トラでもご紹介いただいております。過去開催分も掲載し

報

ことができ、予定どおり終了することができました。

て頂き、他県の図書館からの問い合わせまで受けたことも
あり、今回もその効果に期待したいところです。

寄

３．最後に

稿

広報部では、こうしたハロー！会計を含む広報活動を継
続します。
私は広報部に携わって約3年ですが、ハロー！会計は、大
阪などで公募型のイベントもしながら、やはり子供向けの

義と現金主義を足すと最も良さそうなことが分かりま

イベントなので小規模でもいいので身近な距離感（いわゆ
る子供が自転車で参加できる距離）で裾野を広げて実施で
きればと思っていました。
幸い、大和高田では図書館がイベントの開催に協力的で

した。

これまで継続的にハロー！会計を実施させて頂いていま

です。自分のこれからのお金の使い方にも反映させて

す。広報部ではこうしたご縁も大事にしながら、身近な場

いきたいと思いました。

所でも広報活動ができればと思っています。

●僕は商業高校に通っていますが、今回の授業は会計の深

皆様の身近な場所でもご用命がありましたら、是非広報

地区会

●多くのプランを考え、結果を出すのは本当に楽しかった

定例役員会

アンケートにも様々なコメントを頂きました。
●発生主義と現金主義の基礎がよく分かりました。発生主

部までご連絡ください！

いところまで聞けました。
●日本でもっと社会に出た時に役に立つセミナーが増えれ

「子供が行ける身近な場所でハロー！会計を」

ばいいと思います。

厚生部

2019年7月15日（月） 中和新聞に掲載されました。

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
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寄稿 CONTRIBUTION

書評

報
告

田中章介 著

寄
稿

『魏志』倭人伝に係る、もう一つの解釈
−邪馬台国位置論に関連して−

定例役員会

安原 徹
本稿は、近畿会会員で租税法研究者として名高い

を重視するあまり、『魏略』や『広志』が看過さ

田中章介先生が、邪馬台国の所在について考察され

れ、あるいは少なくとも軽視されてきたのではない

たものです。

か。」と主張されます。

地区会
厚生部

田中先生は、大学で教鞭を執られる傍ら、租税法

次に文献の検討に入ります。最初に取り上げる

学研究の一環として邪馬台国の税制を研究してこら

『広志』には、「伊都国」、「邪馬嘉国」、「女

れました。その成果の一端は、「魏志倭人伝『収租

国」にかかる記述がみられることから、「邪馬嘉

賦有邸閣』の解釈」（『税』第67巻第3号、2012

国」と「伊都国」の位置関係、邪馬「嘉」国と邪馬

年）や「邪馬台国における「租」税と「賦」税」

「臺（台）」国の異同、「女国」と「邪馬嘉国」の

（『阪大法学』第62巻第3・4号、2012年）に著さ

関係といった3つの論点について詳述されます。

れています。本稿は、これらの前提ともいうべき邪
馬台国の所在地の解釈に関わる研究成果です。

二番目の『魏略』では、「伊都国」や「女国」ま
での道程と距離が示されています。一方、『魏略』

ご案内

邪馬台国の位置といえば、以前から畿内説か九州

には『魏志』に記された邪馬台国の記述がありませ

説かをめぐって議論が絶えないところです。ところ

ん。田中論文では、これらの行程をめぐる検討、

が、近年奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡や佐賀県

「女国」とは別に書き分けられた「女王国」にかか

の吉野ヶ里(よしのがり)遺跡などの発掘を契機に、考

る検討がなされます。

古学の見地からこれらの遺跡が邪馬台国の所在地で
会長活動報告

はないかと大きく報道され、脚光を浴びました。

さらに、『魏志』を含む三国志の版本が刊行され
る直前の10世紀後半に編纂された『太平御覧』の記

本稿は、このような考古学的な成果とは一線を画

述を参照します。これは『魏志』の最古の版本以前

し、あくまで文献の解釈から位置論について問題を

のものなので資料的価値があるとの判断です。『太

提起するものです。

平御覧』には「女国」のほか「耶馬臺国」の名が登

ＣＰＥ研修会

従来、邪馬台国論争は3世紀後半の晋の陳寿の手

場し、これらの国への行程記事が記されています。

になる「『魏志』倭人伝」（以下『魏志』という）

また、8世紀の唐の時代の律令制度を記した『大唐

に依拠するものがほとんどでした。しかし、史書に

六典』も検討します。

会員異動
事務局だより

偏向や誤記が含まれるのは当然のことなので、史料

最後に、『魏志』倭人伝の記述をもとに、中国帯

の信憑性や正確性を文献解釈によって批判するとと

方群からの里数行程や卑弥呼による統治の時代背景

もに、その出所や伝来過程を調べることが必要とな

が総括されます。そして、以上の詳細な検討を踏ま

ります。田中先生は、『魏志』のみならず、それに

えて、次の結論に至ります。

先行する史書である『魏略』や『広志』等にも立ち

「3世紀半ばのわが国はいまだ列島的統一には至っ

入って検討を試みられます。そこではまずこれらの

ておらず、むしろ、①北九州勢力（伊都国・奴国な

史書の編纂年次や依拠関係を明らかにしたうえで、

どを含む邪馬嘉国連合）、②狗奴国勢力、並びに③

「これまでの邪馬台国位置論においては、『魏志』

畿内大和の新興勢力（『魏志』倭人伝にいう邪馬
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特
集
報
告
寄
稿

その他の関連史書を読み直し、あくまでも文言と論

のである。」

理にこだわり整合性を重視して推論した。その際に

「一体、「女王之所都」は何処か、ということであ

想像を逞しくすることや類推は極力避けた。問題は

るが、日数行程等に関する虚偽情報を排除すると、

関連する史書の信憑性であるが、たといその全体的

それは邪馬嘉国（＝女国）に他ならない、これが結

史書価値は低くても、史書中の一文言に真実が隠さ

論である。そうすると、もちろんそこに卑弥呼は居

れているかも知れないのである。その一文言を看過

る。卑弥呼は邪馬嘉国の女王であるとする記述はな

してはならない、筆者はそのように考えて論述をす

いが、彼女はそこに「倭」王として君臨しているの

すめた。結果、幸いにして一つの解に達し得たの

である。」

で、以上をもって本稿を終わりたい。」
これは、江戸時代に緻密な論述によって九州説の

でのスリリングな分析もさることながら、先生の史

立場を明確にした本居宣長が、古事記をはじめとす

料に対する一貫した「読み」の姿勢です。この点に

る古文献解釈において一切の主観的恣意を排除しよ

関し、先生は次のように書かれていますので、少し

うとした姿勢に通じるものがあり、大変感銘を受け

長くなりますが引用します。

た次第です。

して「撰者の考えのごとく読む」ということではな

叢」第77-78号に掲載されたもので、一般の書店で

い。筆者なりには、それを文献の文言および論理に

入手することは困難と思われます（インターネット

可及的にこだわる解釈をすること、すなわち「文言

での閲覧は可能なようです）。しかしながら、本稿

的・論理的理解」（法律解釈にいう、「文言解釈お

は大変に興味深い内容ですので、ぜひ多くの会員に

よび論理解釈」に相当する。）と理解していて、本

目を通して頂きたいと思います。入手方法等不明な

稿は、そのような視点からの、もう一つの文献解釈

点がありましたら近畿会までお問い合わせ下さい。

の試みである。」

田中先生、ありがとうございました。

ＣＰＥ研修会

なお、この論文は大阪学院大学の「人文自然論
会長活動報告

「「素直」な読み方こそが難題であって、それは決

ご案内

この論文を読んで印象に残るのは、結論に至るま

厚生部

身）の鼎立状態にあったと結論づけることができる

地区会

「本稿で、筆者はあらためて『魏志』倭人伝および

定例役員会

壹国勢力、すなわち初期ヤマト政権またはその前

会員異動
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特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度

報
告

第3回定例役員会報告
2019年6月25日（火）11時30分〜13時

寄

場

所：ホテル阪急インターナショナル

４階「紫苑」

稿

出席者：34名（役員数４2名）

審議事項
この件については、特段意見もなく協議を終
定例役員会

第１号議案

会員の褒賞について

（提 案 者）総務部長

安井

了した。

康二

（提案説明）提案者より、以下の2件について説明

報告事項
第１号

があり、審議の結果承認された。
１．近畿会褒賞細則第2条第1項第一号に該当す
地区会

る下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細
則第3条により表彰状及び記念品を定期総
会において贈呈する。

会長報告

（報 告 者）会長

髙田

篤

（報告内容）6月報告
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は、2019年5月13日

記
厚生部

佐野

和弘

富田

に、6月のIESBAの会議に先立ち、各国基準設
英孝

真川

正満

定機関（NSS：National Standard Setters）

計3名（順不同、敬称略）

の会議が開かれ、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、次のことが提案

２．近畿会褒賞細則第2条第1項第二号に該当す

された。

ご案内

る下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細

一つ目は、PIEである監査において報酬依存度

則第3条により感謝状及び記念品を定期総

が5期連続して15％を大幅に（Significantly）

会において贈呈する。

上回った場合（30％を目安とする。）には、監
査人を強制交代する。また、2期連続して報酬

記

依存度が15％を超えた場合には、監査報告書等

後藤紳太郎（役員10年）
会長活動報告

計1名（敬称略）

において開示することが提案された。
二つ目は、PIEである監査関与先に対して、
財務諸表等に直接、間接に影響する非保証業務

第２号議案

部・委員会の部・委員長及び
副部・副委員長の委嘱について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

ＣＰＥ研修会

（提 案 説 明 ）提案者より業務運営細則第10条、第

が自己レビューの阻害要因を生じさせる場合に
は、その業務提供を禁止する。監査関与先に非
保証業務を提供する場合は、統治責任者から事
前承認を得る必要がある。

12条に基づき、第54事業年度〜第56事業年度

これらの提案に対して、日本（金融庁）か

に係る部・委員会の部・委員長及び副部・副委

ら、「国によって統治制度が異なり、事前承認

員長を委嘱したいとの説明があり、審議の結果

の要求については、各国の制度を考慮すべき」

承認された。

とのコメントが出された。
上記が、今後のIESBAの会議でどのように

会員異動

協議事項
第１号議案

議論され、公開草案として出されるかは、今の

2019年度年間行事予定案について

（提 案 者）総務部長

安井

康二

ところ定かではないが、引き続き、動向にご留
意頂きたい。

事務局だより

（提案説明）提案者より、2019年度の年間行事予

最後に、役員の皆様方には、3年の間、近畿

定について、配付資料「近畿会年間行事予定表

会の会務活動をお支え頂き、本当にありがとう

（案）」のとおり予定しているとの説明があ

ございました。心より御礼申しあげます。

り、協議に入った。
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第２号

理事会報告

１．（報 告 者）理事

２．英国の監査規制等を巡る動向
岩井

・競争市場庁（CMA）法定監査サービ

正彦

ス市場に関する調査（2019年4月18

報

日最終報告書公表）

告

（報告内容）５月23日開催の常務理事会及び５
月24日開催の理事会報告
■理事会

・財務報告評議会（FRC）に関する独立

会長報告

レビュー（キングマン・レビュー）

１．金融庁「企業会計審議会監査部会」の

2018年12月18日

開催

報告書公表

た新機関「監査・報告・ガバナンス庁

監査人が採るべき手続の目的及び具体

（ARGA）」を設立することを中心

的内容

とする抜本的な改革を提案

期待ギャップへの対応

2019年3月11日

監査人の法的責任

り政府方針発表・意見募集（期限：6

所轄庁（BEIS）よ

改革案を基本的に受け入れる方針

効果・課題に対する調査結果について」

・下院ビジネス・エネルギー・産業戦略

・会計監査による効果
各項目とも７割を超える法人で、会計

委員会による調査

監査の実施で効果があると回答

2019年4月2日

報告書「監査の将

契約時に約半数の法人が監査報酬の負

CMA調査、キングマン・レビューの

担が重いと感じているが、監査終了時

内容を支持し、監査業界の抜本的改革

には、９割超えの法人が満足と回答

を求める
・監査の品質と有効性に関する独立レ

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）

2019年4月10日

ムからの報告に関する件

意見募集（2019年

6月7日まで）

２．品質管理委員会からの意見具申「品質
管理レビュー手続の一部改正につい

監査（保証業務を含む）の将来の在り

て」に関する件

方に関する中長期的かつ抜本的検討
ライアンス（GAA）からの意見提

１．総務委員会からの意見具申「会則・規

出予定

則の全般的な見直しに係る会則の一部

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
題・取組検討委員会からの中間報告
「持続可能な社会構築に向けた公認会

北山

計士の貢献」に関する件

久恵

２．「日本公認会計士協会の租税施策（税

■理事会

する件

会長報告

１．「企業会計審議会監査部会」
・監査基準・中間監査基準・四半期レ

■理事会協議事項
１．「個別事案審査制度における公表の在
り方等に関する報告書」に関する件

ビュー基準の改訂に係る公開草案

ＣＰＥ研修会

務業務支援施策）の現状と課題」に関

月14日開催の理事会報告

会長活動報告

１．持続可能な社会構築における協会の課

告に関する件

（報告内容）6月13日開催の常務理事会及び6

ご案内

⇒グローバル・アカウンティング・ア

■理事会審議事項

２．（報 告 者）理事

厚生部

ビュー（ブライドン・レビュー）

１．実務補習所運営検討プロジェクトチー

２．第53事業年度事業及び会務に関する報

地区会

来」公表

・監査報酬の負担感

変更等」に関する件

定例役員会

月11日）

２．厚労省「社会福祉法人の会計監査の導入

稿

人の対応について

寄

FRCを廃止し、明確な法的権限を持っ

・「その他の記載内容」に対する監査法

監査報告書の意見の根拠の記載について

第３号

広報部報告

書における意見根拠区分の記載

（報 告 者）担当副会長

守秘義務について

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

北山

公認会計士法との整合を図り、守秘義

１．公認会計士制度説明会

務の対象は、企業の秘密に限ることを

（１）摂南大学
（日

久恵

時）2019年5月28日（火）
13:20〜14:50

（参加者）経営学部 ２回生等：190名
18151
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明確化

会員異動

無限定適正意見以外の場合の監査報告

特
集

（２）近畿大学
（日

２．（公社）日本監査役協会関西支部の6月特別

時）2019年6月19日（水）

講演会（近畿会共催）の実施結果について

報

15:00〜16:30

（日

時）2019年6月21日（金）

告

（参加者）経営学部会計学科

14:30〜16:00
（場

1回生等：170名
（３）大阪経済大学
（日

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（テーマ）「監査役と会計監査人との連携

時）2019年6月24日（月）

について〜監査役等に対するア

寄

16:20〜17:50

ンケート結果について」

稿

（参加者）公認会計士資格に関心のある学生
14名

会員54名

３．「監査会計委員会研修会」の実施結果につ

２．大和高田市立高田商業高等学校での職業紹
介の実施について
定例役員会

（日

（参加者）監査役協会385名
いて
（日

時）2019年6月24日（月）

時）2019年6月10日（月）

13:30〜17:00

10:40〜12:20
（参加者）高校3年生

（場

所）阪急うめだホール

19名（２回実施）

３．公認会計士の日記念セミナーについて
（日

時）2019年7月18日（木）

（場

所）ホテルグランヴィア大阪

（阪急百貨店うめだ本店９階）
（テーマ）①「監査報告に関連する監査基準
委員会報告書の改正について」
②「KAM適用に向けた課題」

地区会

15:00〜16:30
20階

（参加者）会員

244名

監査役協会

「名庭」

109名

（テーマ）「インバウンドとイノベーショ

第７号

ンが紡ぐ関西経済」
厚生部

（講演者）山田

ダイバーシティ推進委員会報告

（報 告 者）ダイバーシティ推進委員会委員長

泰弘氏

原

（日本銀行理事 大阪支店長）

繭子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

第４号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

１．「AIベンチャーも証言！ベンチャー・ファ
小松野

悟

ご案内

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

イナンスの成功と失敗」研修会の実施結果
について
（日

１．CPE協議会の実施結果について

（場

第５号

会員業務推進部報告

会長活動報告

（報 告 者）会員業務推進部長

時）2019年6月16日（日）
13:30〜15:00

２．CPE研修計画及び実施結果について

所）梅田阪急ビルオフィスタワー

（テーマ）第一部「京大発AIベンチャーが
荻窪

語る！資金調達の成功の秘訣」

輝明

第二部「公認会計士が語る！ベ

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況に
ついて報告があった。

ンチャーによる資金調達の失敗

高槻市 高槻市自動車運送事業審議会委員の推薦

予防法」

ＣＰＥ研修会

大阪府

大阪府公益認定等委員会委員の推薦

他10件

（講

師）第一部 株式会社データグリッド
代表取締役社長 岡田 侑貴氏
第二部

第６号

監査会計士委員会報告

（報 告 者）監査会計士委員会委員長

松本
疋田

鏡子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
会員異動

１．監査会計委員会の編集協力による書籍の出
版について
書籍名：「監査報告の変革−欧州企業のKAM
事例分析−」

事務局だより

出版社：株式会社中央経済社
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公認会計士
雄大氏

（出席者）会員24名

一般4名

特
集

地区会 REPORT
報
告

みなと地区会 定期総会及び懇親会 開催報告
みなと地区会 前会長 藤原 学

寄

18時半より、三ノ宮

に来賓としてご参加いただいて、気さくなお話を頂

「トアロード」の最北

戴しており、いつも感謝しております。恒例の参加

端に位置する神戸外国

者全員による一言近況報告では、皆さんマイクを持

倶楽部にて、みなと地

つと一言では済まず、ついつい二言三言と。。。オ

区会定期総会及び懇親

フィシャルな場では言いにくいはずの話も何故か言

会が開催されました。神戸外国倶楽部は、1869年

えてしまう不思議な時間です。

定例役員会

兵庫会の林会長は、毎回、みなと地区会の懇親会

稿

令和元年6月7日(金)

に旧居留地に設立された歴史ある外国人専用の会員
地区会

制社交倶楽部で、通常、日本人の利用は制限されて
いますが、縁あってみなと地区会のイベント会場と
して何度も利用させていただいています。当日は朝
から小雨模様でしたが、兵庫会及び近畿会からのご
来賓も含め28名の会員・準会員の方々に参加いた

厚生部

だきました。
定期総会の報告事項および審議事項は下記のとお
りで、審議事項は異議なく承認可決されました。
報告事項

活動実績の件

・2018年度

決算の件

・地区会規約一部変更の件
・役員改選の件
・2019年度

事業計画案及び予算案

馴染みの三ノ宮のダイニングバーで二次会を行いま
した。
みなと地区会は、世代を問わぬ参加者の拡大・定

て無事に会長を退任することになりました。予算は

着・同地域の会員相互の懇親を目的として、基本的

有効に使い切り、新規参加者を増やすというモッ

に年3回イベントを開催しています。具体的には、

トーのもと2018年度は予算の消化率も99.4%、残

秋の家族参加型イベント、2月のCPE研修と冬の味

額が6,700円とおおむね達成できたのではないかと

覚を食す会、6月の総会と懇親会の3回で、みなと

思っています。2019年度からは新会長をサポート

地区会の地域的特性を生かして港・山での参加体験

し、引き続き魅力あるイベントを企画、実行してい

型の催し、神戸ならではの雰囲気のお店めぐりを実

ければと考えています。

施しています。
みなと地区会の催しは、毎年、趣向を凝らしなが

ら林俊行会長、近畿会からは地区会部の矢本浩教副

らご家族、ご友人なども合わせて大勢の方のご参加

部長をお迎えし、旬の食材を使用した美味しいコー

があり、若い方も多数参加されています。みなと神

ス料理と飲み放題の宴席で、会員相互の懇親を深め

戸ならではのイベントを企画していますので、ま

ました。

だ、来られたことのない方も、是非、お気軽にご参

18153
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加ください。

会員異動

総会に引き続き、懇親会はご来賓として兵庫会か

ＣＰＥ研修会

役員改選の件とあるように、私はこの総会をもっ

会長活動報告

承認の件

懇親会の後は、大挙して、これまたみなと地区会

ご案内

審議事項

・2018年度

特
集

地区会 REPORT
報
告
寄

みやこ地区会
定期総会・懇親会 開催報告

稿

みやこ地区会 会長 今井 康好

定例役員会

はじめに

事（高田圭悟さん、千葉郁太郎さん、金子和さん、

2019年6月17日、夜の京都を一望できる、「ホ

高矢佳宏さん、川端昌子さん、井上豪さん、瀧上直

テルグランヴィア京都

六本木

樓外樓」にて、み

人さん）の総勢10名で運営を行って参ります。

やこ地区会の定期総会が開催されました。みやこ地

地区会

区会は、京都府（八幡市、京田辺市、木津川市、相

2018年度の活動内容について

楽郡を除く）と滋賀県に在住する会員で構成されて

2018年度は、10月に「酒蔵見学ツアー」を開催

います。定期総会には、京滋会の山田陽子副会長、

しました。遊覧船「三十石船」に乗船後、普段は開

近畿会から岩井正彦副会長および我那覇篤司地区会

放されていない、創業340年の伏見の老舗酒蔵「山

部副部長のご参加をいただき、総勢14名で開催され

本本家」を見学し、直営の「鳥せい本店」で日本酒

ました。定期総会の概要は以下の通りです。

とともに多彩な鶏料理を堪能しました。2019年3月

厚生部

には、京都るり渓温泉にて、参加者全員が高原バー
議

題：① 2018年度収支決算報告の件
② 2018年度事業実施報告の件

ベキューで賑やかに過ごした後、思い思いに温泉な
どの近隣施設を楽しみました。

③ 2019年度事業計画（案）承認の件
ご案内

結

④ 2019年度予算（案）承認の件

おわりに

⑤ 新役員選任の件

みやこ地区会では、地区会員の親睦・交流を活発

果：すべての議題について承認可決

にすることを目的として、地域に根ざした企画を実
施することとしています。歴史のある京都や自然豊

会長活動報告

2019年度の役員異動では、前幹事の泉裕介さん

かな滋賀の豊富な観光資源等を活用して、魅力的な

および前監事の毛利亮太さんが退任され、新たに、

企画を行って参りますので、みなさまどうぞ積極的

千葉郁太郎さんが幹事に選任されました。泉さん、

なご参加をお待ちしております。また、ご意見、ご

毛利さん、地区会活動に多大なるご協力を賜りまし

要望やアイデア等ございましたらいつでも運営メン

て大変ありがとうございました。千葉さん、ご協力

バーにご連絡ください。

ＣＰＥ研修会

どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、前副会長の私が新会長に選任され、前会長
の中川雅之さんが副会長となりました。中川前会長
並びに歴代会長がこれまで培ってこられたみやこ地
区会の伝統を大切に精一杯臨んでまいる所存ですの

会員異動

で、なにとぞご協力のほど、よろしくお願い申し上
げます。また、前幹事の塚本純久さんが新監事に選
任されました。塚本さん、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

事務局だより

2019年度は、会長、副会長、監事および7名の幹

18

C.P.A.NEWS 2019.08 Vol.722

18154

どうぞよろしくお願い申し上げます！

特
集

地区会 REPORT
報

泉地区会 定期総会開催報告

告

泉地区会 副会長 白樫 英宏
寄

18:30から、「鯛よ

辺」について』とい

し百番」にて、近畿

う資料をもとに、こ

会の後藤紳太郎副会

の地界隈のこれまで

長と石原佳和地区会

の歴史として、目く

部副部長にもご出席

るめく変わりゆく激

をいただき、総勢22名の皆さまとともに、泉地区

動の時代背景等をご

会の第19回定期総会を開催いたしました。

説明いただきました。
1918年（大正7年)

日から7月17日に延期されての開催となりました

に建立された「鯛よ

が、今年度は天候もよく、予定通り開催できる運び

し百番」の建物の中

となりました。

は、大正レトロの雰

地区会

昨年は、大阪北部地震の影響で当初予定の6月18

南方会長ご説明

囲気そのままで、タ
イムスリップしたよ

前会長より、2018年度の事業及び決算の報告をさ

うな印象を受けるほ

せていただくとともに、2019年度の事業計画、収

どで、美味しいすき

支予算関係につきましても、全員異議なくご承認い

焼きに舌鼓を打ち、

ただきました。

ご出席いただいた皆

林新会長乾杯ご発声

厚生部

さて、本総会におきましては、泉地区会南方得男

定例役員会

た『「鯛よし百番周

稿

令和元年6月20日

様、和気藹々とした

伴う役員改選がございました。林由佳新会長、神前

時間をお過ごしいた

泰洋新副会長をはじめとして、全9名の新役員の

だけたのではないかと思います。

一本締め

ご案内

さらに、今回の総会におきましては、任期満了に

方々にご就任いただくことにつきましても、満場一
して熱い抱負を述べていただきました。

泉地区会では会員の皆さまが楽しく語らい充実し
た交流を図っていただける機会をご提供いただける
ことと思いますので、これからも地区会活動に奮っ

改めて、2018年度の地区会事業を振り返ってみ

てご参加いただきますようお願い申し上げます。

会長活動報告

致でご承認いただき、林新会長からは就任に際しま

ますと、千代松大耕泉佐野市長との面談に始まり、
ＣＰＥ研修会

和歌山マリーナシティでのイベント、天野山カント
リークラブで恒例の泉地区会親睦ゴルフ会、高野山
金剛三昧院での阿字観体験宿泊ツアーと、いずれも
成功裡に終えることができましたこと、ご参加、ご
協力をいただきました皆さまに改めて御礼申し上げ

会員異動

たいと思います。
そして、今回の懇親会会場となりましたのは、飛
田新地南端の「鯛よし百番」。

18155
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この会場を選ばれた南方会長より、予めご準備され

特
集

地区会 REPORT
報
告
寄

河内地区会
夏ふぐを堪能する会

稿

河内地区会 会長 西村 智子

定例役員会

令和元年6月30日（日）、河内地区会で総会と懇
親会を八尾の「大阪とらふぐの会

パターンなので、一口でも食べ応えがあります。さ

佐一郎屋敷」で

らに鱧とフグの一口大のお寿司と鱧のお吸い物、そ

開催しました。このお店は会員制で会員の方の紹介

のあと名物の焼きフグ、ふぐの天ぷら、てっちりと

がないと行けません。地元での開催ということもあ

続きます。てっちりの後は、お約束の雑炊。そして

り、案内状を発送後、実質3日で定員いっぱいにな

最後はアイスクリームでコースは終了しました。

りました。

どの料理も創意工夫に富んでおり、ふぐだけでは

地区会

お店は八尾の住宅街にあります。白壁の古民家を
リノベーションした建物で会員制のため大きな看板

なく夏らしく鱧も出していただき、皆様には楽しん
でいただいたのではないかと思っています。

厚生部

も出ておらず、知らない人が通りかかっても、おそ

懇親会の後半からは、河内地区会の今年度の事業

らく気が付かないと思います。昔ながらの街並みの

計画について担当役員から告知がありました。今年

中、曲がりくねった細い路地を駅から10分ちょっと

は、10月19日（土）〜20日（日）に白浜へ1泊旅行

多少迷いながら歩いていきました。

に行きます。アドベンチャーワールドでパンダを見

お店につくと総会開始です。議案書に沿って総会

るのを楽しみにしています。12月7日の第一土曜日

はつつがなく終了し、集合写真を撮影したあと、白井

は、恒例の河内ワインさんでの忘年会です。今回の

さんの乾杯のご発声でお料理がスタートしました。

総会の前日まで大阪でG20のサミットが行われてい

ご案内
会長活動報告

最初は、ふぐの皮の

ましたが、晩餐会で提供された河内ワインの2018

ポンズあえです。料理

年のデラウェアの新酒を我々も去年の忘年会で試飲

の上には、金箔が乗っ

させていただいていました。今年の忘年会も例年ど

ています。二皿目は、

おり、プロミュージシャンによる生ライブも予定し

夏らしく鱧のお料理で

ています。その他、11月頃になると思いますがゴル

す。卵と身がジュレで

てっさ

フコンペも予定しています。今年も会員相互の懇親

ＣＰＥ研修会

固められている凝った

を図るために様々なイベントを企画していますの

一皿でした。三皿目

で、奮ってご参加のほど、よろしくお願い申し上げ

は、鯨の生肉をゴマ油

ます。

で味付けしたお料理、
そして、四皿目にして、
お寿司

てっさ登場。ここの
てっさは、よくある薄

会員異動

造りをポンズで食べる
パターンではなく、薬
味を山ほど載せてブツ
切りのお刺身を食べる

事務局だより

てっちり
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特
集

地区会 REPORT

沖田総司、土方

が始まります。今は宝塚ホテルが建築中ですが、

歳三といった登

フェンスにも雰囲気を保つ工夫があり、夢の国への

場人物も、かっ

誘いを大事にしているのが分かります。大劇場の建

こいい男役によ

物は、天井が高く西洋のお城のようで、異世界に来

るかっこいい場

た感があります。その大劇場改札を入ってすぐに洋

面が満載。七夕

館風の階段があり、自動演奏のグランドピアノに2

の場面もあり、7月7日の観劇にぴったりでした。

メートルの盛花という撮影スポットが用意されてい

ショーのほうは華やかでスピーディ、歌の得意な

ます。そこに並び、参加者で記念撮影をしました。

トップコンビの魅力が余すところなく披露され、ダ

（今回は40名と大人数のため、予告していた撮影

ンスの得意な2番手スター以下のかっこよさを堪能

時間に揃っていた方で撮りましたので、間に合わな

しました。宝塚の男役は現実にはあり得ない理想の

かった方ごめんなさい。）

男性。娘役もまたあり得ない存在で、男役をより男

定例役員会

を観劇しました。宝塚駅を降りたところから夢の国

稿

ちろん斎藤一や

寄

2019年7月7日の七夕の夜、宝塚歌劇団雪組公演

告

大阪市南地区会 梨岡 英理子

報

大阪市南地区会報告
「宝塚歌劇団雪組公演『壬生義士伝／Music Revolution！』観劇会」

地区会
厚生部

らしくかっこよく見せる虚構の世界を支える存在。
普通の女優さんより、より可愛らしく清楚で素敵な

／見習いたい」と思うこともあります。3時間、理

ご案内

女性を作っていて、男役・娘役を「見習ってほしい

想の人々が織りなす美しい物語、夢の世界を楽しみ

今回は食事会がなかったので、参加者の方から簡
単にしか感想をお聞き出来ませんでしたが、「チ
ケットが大変取り難い公演を見ることができまし

会長活動報告

ました。

た！」と喜びの声多数。また当日はトップ娘役・真
彩希帆さんのお誕生日で、見る人が見ればわかる！

売とのこと。早くに手配していてよかったです。

というスペシャルシーンもあったらしく、とてもお

端っこですが１階10〜14列と前方席をとれたの

得だったとのことです。客席降りではハイタッチ！

で、皆さん大喜び。

近くで見るジェンヌさんは細くて綺麗、素敵な笑顔

演目は浅田次郎原作の「壬生義士伝」。新選組の

に感動します。非日常の空間でゴージャスな一日を
会員異動

なかでもほぼ無名に近い吉村寛一郎が主役の、家族

ＣＰＥ研修会

劇場内では立ち見客がいっぱいで、立ち見券も完

過ごし、リフレッシュできました。

愛に溢れた物語。涙が溢れる感動の物語でした。も
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特
集

厚生部 REPORT
報
告

ゴルフ部開催報告
山本

宏昭

寄
稿

日

時

参加者

令和元年6月6日（木）

場

所

茨木カンツリー倶楽部

19名

天

候

晴れ

西コース

定例役員会

第299回近畿CPAゴルフ会が、上記の通り開催されました。
今回は、井上誠一氏の設計による本格的チャンピオンコースである西コースでのプレーとなりました。この
コースは平成18年に日本女子オープンも開催されましたが、平成23年に一部改造されております。
快晴で上々のコンディションでしたが、ラフは一度入ると脱出が難しくショットの正確性が求められるコース

地区会

であります。結果的にいつもより成績に差が出たように思います。
そんな中、杉本光伸会員が、ネット71とただ一人のアンダーパーで優勝されました。おめでとうございます。
（伝聞ですがバンカーから直接カップインやロングパットを気合で次々決められたとのことです）
一方、私はというと常連の先輩である山本智三会員がおニューのドライバーで後半調子を上げられたにもかか
わらず、ティーショットが最後まで安定せず、ほとんどフェアウェイにいかず不完全燃焼でした。しかしながら

厚生部

マッカーサーのようなサングラスで安定したゴルフをされる小黒会員、大技小技にスキのない小川会員と共に楽
しくラウンド出来たことは収穫でした。
終了後は、皆和気あいあいと今日のプレーを思い返し
ながらのゴルフ談義となりましたが、次回の茨木高原が
記念すべき300回目の開催となるため、今年は何かした

ご案内

いですね、という話になりましたが具体的な結論は出ず
に終わりました。
12月の鳴尾GCの後の忘年会（すき焼きパーティー）
で何か起こるかもしれませんので、皆さまのご参加をお

会長活動報告

待ちしております。
優勝者

（上位入賞者のみなさん）

（敬称略）

ＣＰＥ研修会
会員異動

NET

今後の予定

21

71

令和元年10月1日（火）田辺カントリー俱楽部

86

13

73

令和元年12月3日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部

41

84

11

73

50

54

104

31

73

53

52

105

31

74

順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

杉本

光伸

45

47

92

2

位

小川

泰彦

44

42

3

位

酒井

清

43

4

位

岩井伸太郎

5

位

増田

明彦

ドラコン：酒井

GROSS HDCP

清、増田明彦、吉川雅偉、西田俊幸、小黒敬三、山本宏昭

ニアピン：樋口秀和、岩井伸太郎、増田明彦×2、西谷俊治、酒井
ベストグロス：酒井
事務局だより
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清
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清×2、杉本光伸
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囲碁部だより（恒例東西対抗戦）
世話役 坂井 俊介

寄

ず私たちCPAの最大の課題になっていくのではな
いでしょうか？
とまあ、そんな話題を対局後の懇親会で話しなが

滋会の合同チームからは6名の計17名の参加があり

ら、さらにまた東西で友好を深めた次第です。東軍

ました。西軍からは今年も山中静先生が94歳の御

は世代交代が進んでおり、30代、40代の若手がど

年で参加されました。また、財団法人日本棋院から

んどん出てきます。西軍も何とかしなければと思い

桐本和夫プロも参加され、手すきの方には指導碁を

ます。囲碁のできる皆さん、特に若手の皆さん、是

打っていただきました。

非入部していただき、会を盛り上げていっていただ

定例役員会

ました。東京会からは11名、近畿会、兵庫会、京

小さな漁港が眼下に広がるホテル最上階の部屋で

稿

今年の東西対抗戦は、7月7日（日）〜8日（月）
の2日にわたり熱海ニューフジヤホテルで開催され

けないでしょうか。
地区会

対局しました。景色を楽しみながら落ち着いた雰囲
気でゆっくり囲碁を打つのも、趣向があり、贅沢な
気持ちになります。さらに、七夕の日に東西が1年
に1度の再会を果たすというロマンティックな設定
の中、対局は必然的に盛り上がりました。今年はな

厚生部

んと、東軍15勝、西軍15勝の引き分けという珍し
い結果となりました。
囲碁業界では、中邑菫（すみれ）ちゃんが今年4
なお、個人戦の成績は次の通りです。（敬称略）

近の一番の話題です。黒嘉嘉（こくかが：モデル＆

優勝
２位
３位
４位
５位

台湾女流棋士7段）さんと記念対局が行われた際に
は大勢の報道陣が詰めかけ大きなニュースになりま
した。椅子にクッションを敷き、足元に台をおいて
対局するかわいい姿が印象的でした。といっても、
最近は、AIが人智の及ばない踏み込んだ手を打っ

勝孝
俊介
巧
武郎
孝義

7段
9段
6段
7段
4段

4勝1敗（東軍）
4勝1敗（西軍）
4勝1敗（東軍）
4勝1敗（西軍：兵庫会）
3勝2敗（東軍）

＊同率の場合は、対戦相手全員の勝ち数の多い順、それでも
同数の場合は年齢順で順位を決定。

て、世界のトップ棋士を負かすようになってきたた

東西対抗戦：15勝15敗（引き分け）

め、AIが神と人間との間のような存在になってきま

西軍参加賞：近藤一郎
西育

るので、それぞれ個性があります。以前は想定外の

松山治幸

良

3段、山中

静

2段

2段

ＣＰＥ研修会

した。不思議なことにAIは自己学習によって強くな

4段（京滋会）

会長活動報告

当然ながらプロですから相当強いです。

安井
坂井
高橋
福永
虫明

ご案内

月に史上最年少10歳でプロ棋士になったことが最

手を打たれると暴走することがありましたが、人間
のはるか先を見越した手を打つようになってきてい
ます。囲碁ソフトの世界選手権も毎年開催されてい
ます。
囲碁業界での活躍ぶりに比べると、監査業界での

会員異動

AIの実力はまだまだ20〜30級レベルと思えるほど
ですが、いずれは監査業界を席捲するに違いありま
せん。ドライなサンプルテストはなくなり、怪しい
ポイントだけに絞った監査手法に変革されることで
しょう。今後AIとどう付き合うかが、囲碁業界なら
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観劇部活動報告
吉川 和美

寄
稿

劇団四季

リトルマーメイド

2019年7月15日（月）、観劇部の今年度1回目の活

青を基調とした中に、真っ赤なカニをセンターに、鮮

定例役員会

動として、劇団四季による『リトルマーメイド』の13

やかなピンクのクラゲやビビットな海藻に熱帯魚が、人

時公演を見てきました。

魚の世界のすばらしさを歌う「UNDER THE SEA」
は圧巻でした。そのほかにも、カモメ役が丘に上がっ
て足が動かない人魚を励ますために踊るタップダンス
の場面、人魚姫アリエルを喜ばそうとディナーを準備
するコックのコミカルな調理の場面など、見所がたく

地区会

さんありました。その他にも素晴らしい場面がたくさ
んあるのですが、これ以上詳しく記すと今後観劇する
方のネタバレになってしまうので、このあたりとさせ
ていただきます。これを読まれた皆様も機会がござい
ミュージカル『リトルマーメイド』は、ディズニー

ましたらぜひご観劇いただければ幸いです。

厚生部

が1989年に製作した劇場版長編アニメーションを自ら

ご案内

舞台化したものです。2008年のブロードウェイが初

観劇のあとは、恒例の会員同士の意見交換会を行いま

演、2012年6月には「ヨーロッパ版」が誕生し、舞台

した。今回の感想はもちろんのこと、観劇部には宝塚歌

全体のビジュアル面をより印象深くするべくディズ

劇団のファンも多く、次回観劇予定の星組演目や、退団

ニーと四季技術チームスタッフにより作られたのが日

が発表されたトップスターや次期トップスターについて

本版で、2013年4月よりロングランで公演されていま

あれこれ情報交換するのも楽しいひと時でした。

す。四季とディズニーとの提携は、『美女と野獣』
（1995年〜）、『ライオンキング』（1998年〜）、

観劇部では、劇団四季、宝塚歌劇、東宝ミュージカ

『アイーダ』（2003年〜）に続く提携第4弾とのこと

ルを各1回程度、年3回程度の活動を行っています。こ

です。

れが掲載されるころには終了していますが、次回は8

会長活動報告

月4日（日）宝塚大劇場にて星組公演を、第3回は
ストーリーは、みなさんご存知のアンデルセンの「人
魚姫」で、最初は夏休みの演目ですし少し子供向けかと

2020年1月4日（土）に東宝ミュージカル『天使にラ
ブ・ソングを』を予定しています。

ＣＰＥ研修会

も思いましたが、大人でも十分楽しむことができまし

観劇部では引き続き、新たな部員を募集しておりま

た。ハッピーエンドになっているのはさすがディズニー

す。ご興味のある方は近畿会事務局までお気軽にお知

といったところでしょうか。しかし、悪役も実力派で大

らせください。

変魅力的でした。今回は子供連れが多かったものの、男
性1名で参加されている方もいらっしゃいましたし、老
若男女それぞれに楽しめる作品だと思いました。

会員異動

舞台では、全体をまるで水族館の水槽のように立体
的に利用する演出がされており、舞台転換が上下に動
くため、観客も登場人物と一緒にまるで海底と海上を
浮き沈みしているような感覚を味わいました。人魚が
泳ぐ演技もまるで海中にいるのではと思うようなリア

事務局だより

ルさでした。
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ハイキング部報告

告

南方 得男
寄

非会員5名)

スの中、心配された雨は免れました。これまでハイキング

したが、ここ行者杉からタンボ山のあとは和歌山県橋本市を

部員からお声がけいただいた弁護士や税理士、経営者の

左手に見下ろしながら、身体に心地よい風が通る道を歩いて

方々４名と京滋会からお一人の参加があり、総勢10名が

ゆきました。紀見峠というくらいですからまた登りがあるの

集まりました。南海高野線 河内長野駅9時に集合したあと

ではと覚悟していたのですが、我々は紀見峠のまだ上のほう

千早川沿いの鱒釣り場前でバスを降りました。夏休みに

から降りてきたようです。車道はさらに低地を走っているの

入った大勢の家族連れが釣りを楽しんでいるのを横目に見

でそこから見ると峠なんだと理解したと同時に、もう登りは

ながら千早峠を目指して山を登っていきます。

無さそうだとほっとしました。ここに至る下り坂が急で高低

もうすぐ梅雨明けという初夏にあって、人が踏みつける山

差があり何段もの階段がしつらえてあり、幅は広くないが上

道のところどころにも草が生えてきていて、「人が入らない

から足を踏み込む木組みが丁寧に作られていました。後日ふ

とすぐ森になってしまうんだ。生命って力強いものなん

くらはぎに筋肉痛を覚えましたが、おかげで安全なハイキン

だ。」とそれを身近に感じて登っていきます。ハイキング部

グができたのだと思います。

に参加して腰痛マッサージでお世話になっている先生から

地区会

すでにバス停から気温が低いなと感じながら歩いていま

定例役員会

令和元年7月21日（日）、西日本では、大雨とのニュー

稿

ダイヤモンドトレール〜神福山・タンボ山〜 （参加者会員5名

ゴールの南海高野線 紀見峠駅まであと30分ほどだとわ
かると満足感を味わうべくご褒美に「ア

ときに、月１回のハイキングが運動不足以上の効果があるん

イスキャンディー食べたいね。」と

だ、いまこの登りを頑張れば相応の効果があるんだと、しん

口々に降りていきました。過去のハ

どいときはそれを励みにいつも頑張っています。

イキングではお店が無い

紀見
アイス 峠駅にて
キャ
ほおば ンディーを
りやれ
やれ

厚生部

「筋肉がついてきてるね、何かやってるの？」を尋ねられた

ことが多かったのでみな

ご案内

さん心配していました
が、駅前のお店の冷凍
ケースから一気に8本の
アイスキャンディーがな
次回は8月18日（日）です。大阪府民の森ほしだ園地を予
道程のところどころに道案内が立てられていて、また段

定しています。ご興味ある方は近畿会事務局和田尚美さん

差部分も木材等がキチンと入れられてよく整備されていま

までご連絡ください。直前の天候予想と開催可否の連絡は

した。ここ「ダイヤモンドトレール」について河内長野市

世話役様よりご連絡頂けます。

会長活動報告

くなりました。

観光協会の説明では、奈良県香芝市屯鶴峯（どんづるぼ

ＣＰＥ研修会

う）から金剛山を通り和泉市槇尾山まで続く全長約45キ
ロメートルの自然歩道で、金剛石（ダイヤモンド）にちな
んで名付けられたとのことです。神福山（じんぷくさん）
までには登りは少なくなって鳥の声にも耳を傾ける余裕が
出てきました。行者杉の社
あたりで腰を下ろし、世話

会員異動

役の鈴木邦明会員がいつも
余分に用意してくださる焼
き豚、コロッケ、しぐれ煮
をみんなでいただきつつ、

「行者杉」にて

「行者杉」の社

18161
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夏休みグルメツアー 報告
厚生部 北川 廣基

寄
稿
定例役員会

2019年7月21日（日）に「夏休みグルメツアー」

くれるほど、涼やかな空間となっていました。写真

を開催し、盛況のうちに終えることができました。

は当日撮影したものですが、素人の写真では川の流

これもひとえに、協会会員の皆様、事務局をはじめ

れる音や木々のざわめきや、肌に触れる涼やかな風

とした準備に携わられた方々のおかげと感謝してお

などをお伝えすることはできません。皆様にはぜひ

ります。

現地に足を運んで頂きたく考えております。

今回のグルメツアーは、昨年度に引き続き、「貴
船べにや」にて行いました。

グルメツアーと題しておりますので、川床だけで
なくお料理がメインとなります。趣向を凝らしたお

地区会
厚生部

貴船といえば貴船

料理が次々に運ばれてきました。どれも美味しく頂

神社で有名ですが、

きましたが、個人的に印象に残ったのはアユの塩焼

社伝によると、神武

きです。川に見立てられたお皿の上をまるで鮎が泳

天皇の母である玉依姫

いでいるようでした。鮎は、きっちりと火が通って

命が、黄色い船（き

おり、頭から丸ごと食べられるとのこと。また、

ぶね）に乗って淀川・

「鮎は苦みが、ちょっと…」という方にも安心です

鴨川・貴船川を遡り、

（かく言う私も鮎の苦みは苦手です）。苦みを感じ

当地に上陸し、水神

ることなく骨ごと味わえる一品です。

である高龗神（たか
おかみのかみ）を
ご案内

祭ったことが始まり
と伝えられているそうです。また干ばつ時には黒馬
を、長雨には白馬を歴代の天皇が奉納して祈願したそ
うで、古（いにしえ）の時代から“水”を司る神社と

会長活動報告

して信仰を集めています。

150名を超えるたくさんの方々が参加されること

今回会場になった「貴船 べにや」は、その貴船神

も当グルメツアーのおススメしたい点です。近くの

社へと至る道沿いにお店を構えおり、清らかな水を湛

席の方々と、料理を頂きながら会話することで、新

える貴船川を床とし、美味しい料理でおもてなしいた

しい出会いもあれば、旧交を温めて頂くこともでき

だけるお店です。

ます。会食の時間は1時間半ですが、会話や美味し

ＣＰＥ研修会

い料理を楽しんでいると、あっという間に過ぎてし

ご参加頂い

まいました。

た方々は実感

会員異動

されたと思い

最後となりますが、今回ご参加頂いた方々にとっ

ますが、周囲

て楽しいツアーとなりましたら幸いです。当ツアー

を囲う緑が強

は来年も開催を予定しております（当日すでに来年

い日差しを和

の予約をおさえております）ので、次回開催時に

らげ、足元を

は、ぜひお申込みをいただければと思います。ま

さらさらと流

た、来年ご参加される方々に楽しんで頂けるよう来

れる川の水が周囲を心地よく冷やしており、川床に

年も準備を進めたいと思います。

事務局だより

足を踏み入れると、今が夏ということを忘れさせて
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北山久恵会長活動報告

2019年度

告

2019年6月25日近畿会定期総会を経て近畿会会長に、2019年7月22日の本部定期総会を経て本部副会長に就任いたしまし

報

TOPICS

会務報告

た。これからの公認会計士業界の未来を切り拓いていく決意で、3年間、重点施策を推進していきますので、ご支援いただきま
すようお願いいたします。
7月18日、令和はじめての「公認会計士の日」の記念セミナーを開催しました。『インバウンドとイノベーションが紡ぐ関西

寄

経済』というタイトルで、日本銀行理事大阪支店長山田泰弘氏にご講演いただき、約150名の方にご参加いただきました。

稿

7月に、関係諸団体への新役員就任の挨拶回りをいたしましたが、KAMが話題となりました。7月12日付で、会長声明
「『監査上の主要な検討事項』の適用に向けて」が公表されており、監査の価値向上のため、監査人がKAM導入の趣旨を十分
に理解し能動的に取り組むことが求められています。なお、近畿会監査会計委員会が編集協力した『監査報告の変革』(林隆敏
編著)が発刊され、KAMの欧州企業における先行事例を分析・紹介しています。是非、参考にしてください。

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

6月25日

火

18:20〜20:00

第53回定期総会

6月26日

水

16:00〜17:00

記者会見

大阪証券記者クラブ

6月28日

金

18:00〜20:00

日本公認会計士協会京滋会 第51回定期総会 記念交流会

ホテルグランヴィア京都

次期正副会長会議

日本公認会計士協会（TV)

関係諸団体への就任挨拶回り

近畿税理士会、大阪弁護士会
株式会社大阪取引所

大阪国税不服審判所への就任挨拶

大阪国税不服審判所
日本公認会計士協会近畿会

7月1日

月
14:00〜15:30
9:30〜10:00

7月5日

金

11:30〜12:00

近畿税理士会

7月9日

火

10:30〜12:00

関西大学

7月10日

水

9:00〜11:00

7月11日

木

7月12日

金

新役員就任挨拶

関西大学

講義

日本公認会計士協会

14:00〜17:00

会計教育研修機構セミナー「AIの進展と会計リテラシー」

経団連会館

10:00〜12:00

ダイバーシティ推進委員会

日本公認会計士協会近畿会

13:00〜15:00

会計教育研修機構

日本公認会計士協会（TV)

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

次期正副会長会議

日本公認会計士協会

引継ぎ

火

16:30〜18:30

7月18日

木

15:00〜16:30

7月20日

土

13:00〜18:00

日本監査研究学会

7月22日

月

13:00〜20:00

日本公認会計士協会 第53回定期総会､懇親パーティー

「公認会計士の日」記念セミナー
第41回東日本部会

ホテルグランヴィア大阪
駒澤大学

ＣＰＥ研修会

7月16日

会長活動報告

次期正副会長会議

ご案内

火

厚生部

7月2日

ホテル阪急インターナショナル

地区会

9:00〜10:30

記念交流会

帝国ホテル
金融庁、財務省、国税庁

7月23日

火

9:30〜16:30

定例役員会

日

本部正副会長､関係諸団体への就任挨拶回り

日本経済団体連合会
日本監査役協会

7月24日

水

14:30〜17:30

次期正副会長会議

日本公認会計士協会

7月25日

木

16:30〜18:30

近畿税務研究会第50回定時総会後意見交換会

ホテル日航大阪

会員異動

日本証券業協会､日本取引所

18163
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(作成月日:2019年7月25日)

特
集

INFORMATION

公認会計士協同組合
報

新刊書販売のご案内

告
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますよう
ご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

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

URL

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

寄

相続税 更正の請求 −Q&Aと事例解説−

勘定科目統一の実務

稿
定例役員会

KPMG/あずさ監査法人アカウンティン
グアドバイザリーサービス 編
中央経済社 刊
定価2,700円+税

渡邉定義 編著
平岡 良・山野修敬
新日本法規出版 刊
定価4,300円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

地区会

第2版

定価より15％引き（送料別）

Q&A編では、相続税の更正の請求に
ついて、一般的な取扱いや基本的な考え
方をわかりやすく解説。事例編では、更
正の請求の要件や手続等について争われ
た判例・裁決例を取り上げ、実務上問題
となるポイントを解説しています。

会計情報の質を向上させ、グループ経
営管理を強化するためには、勘定科目の統
一が必須の取組みとなります。検討の手が
かりとなるよう、システム対応や進め方の
ポイント、ケーススタディ等を具体的に解
説しています。

英文会計が基礎からわかる本

著

新版 医療・福祉施設における消費税の実務

清村英之 著
同文舘出版 刊
定価2,300円＋税

安部和彦 著
清文社 刊
定価2,600円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

厚生部

英文会計の基礎的内容から応用的内容
までをコンパクトに解説。100問以上の
練習問題を盛り込み、巻末には和訳と解
答・解説を掲載しています。英文会計を
初めて学ぶ人も段階的に学ぶことができ
ます。

定価より15％引き（送料別）

医療機関や介護・福祉施設の消費税に
焦点を絞り、その申告実務を解説すると
ともに、現場で実際に問題となっている
事項を取り上げ、Ｑ＆Ａ形式で説明して
います。平成31年度税制改正の影響、
課非判定一覧表も掲載。

ご案内

希望者グループ保険加入のおすすめ
公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施しております。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
平成30年12月1日現在70歳6カ月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者800万

会長活動報告

円、お子様300万円です。
また、この制度は1年毎の収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金としてご加入者に還元することとなっております。
当協同組合では特別に保険金額150万円コースも設定しており、このコースですと毎月の掛金は、33歳の男性は178円、女性は127
円、53歳の男性は549円、女性は394円と一層加入しやすい保険料となっています。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求下さい。（組合に未加入の方は、組合に
ご加入していただくことが条件となります。）

ＣＰＥ研修会

【引受保険会社】日本生命保険相互会社・第一生命保険株式会社

全農食品オンラインショップをご利用ください！
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。
「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。

会員異動

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）

メロン・桃・スイカ・ブドウ・枝豆など、季節の果物等が続々登場。品質と美味しさに自信あり!!
＊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。

事務局だより

組合に未加入の方は、ご加入の上ご利用ください。
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2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年7月実績及び8月予定
時

間

7 月 1 8 日 15:00〜16:30

8 月 1 日 13:00〜14:40

10:00〜11:40
8 月 6 日

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

8 月 9 日 13:00〜14:40

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

15:00〜16:40

8 月 2 6 日 15:00〜17:00

4

山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）

2

3

志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

佐藤正樹氏（公認会計士）

2

2

総務省自治行政局行政課担当官

2

矢野貴詳氏（本部監査基準委員会起草委員長）

2

松田玲子氏（本部品質管理委員会副主席レビュー
アー）
髙瀬靖史氏（本部品質管理委員会主査レビュー
アー）、中野亮平氏（本部品質管理委員会主査レ
ビューアー）
中川隆之氏（本部監査業務審査担当常務理事）、
北方宏樹氏（本部監査業務審査担当常務理事）

2

2
不正
事例

2

西田俊之氏（本部監査基準委員会委員長）、和久
友子氏（本部監査基準委員会起草委員長）、御園
生豪洋氏（本部監査基準委員会起草委員長）

2

2

浅野敬志氏（首都大学東京大学院経営学研究科
教授）

2

財務省主計局法規課公会計室担当官
谷口義幸氏（金融庁証券取引等監視委員会事務
局開示検査課長）、柳川俊成氏（金融庁証券取引
等監視委員会事務局開示検査課統括調査官）

2
不正
事例

2

会員異動

8 月 2 3 日 13:00〜14:40

大阪支店長）

ＣＰＥ研修会

8月22日

山田泰弘氏（日本銀行理事

会長活動報告

15:00〜16:40

2

ご案内

10:00〜11:40

2

厚生部

8 月 8 日

2

地区会

13:00〜15:40

師

定例役員会

7 月 2 2 日 13:00〜17:00

本部税務業務部会共催DVD研修会
「相続税・贈与税 土地評価の基礎知識及び事例で
税 務
確認する留意点（前半）」
（2019年4月12日税務業務部会研修会（第67回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「相続税・贈与税 土地評価の基礎知識及び事例で
税 務
確認する留意点（後半）」
（2019年4月12日税務業務部会研修会（第67回））
公認会計士の日記念セミナー（広報部）
倫理等「インバウンドとイノベーションが紡ぐ関西経済」
（会場：ホテルグランヴィア大阪）
倫理等 第53回本部定期総会
関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
倫理等
2
「CPE制度の概要」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「消費税税率引上げのタイミングをまたぐ取引の適
税 務
用税率の考え方」
（2019年6月5日税務業務部会研修会（第68回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「事業承継税制特例法適用のための実務上の留意事項」
税 務
（2019年5月8日開業するなら知っておきたい税務
実務研修会（第23回））
夏季全国研修会
倫理等「改正倫理規則等の概要について−企業等所属の会 2
員に対する規定（違法行為への対応等）−」
夏季全国研修会
税 務「現在の税制上の課題と今後の展望〜税制の在り方に関
する提言と令和2年度税制改正意見・要望書の解説〜」
夏季全国研修会
「「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施
監 査
ガイドライン」及び「『監査基準（案）』
・
『実施要領』」
について」
夏季全国研修会
監 査「監査基準委員会報告書のリスク評価に係る改正に
ついて」
夏季全国研修会
監 査「2018年度の品質管理レビューの結果と2019年度
の品質管理レビューの方針」
夏季全国研修会
監 査「監査の品質管理の実務（事例解説集による改善勧
告事項事例の説明）」
夏季全国研修会
監 査
「監査提言集の解説」
夏季全国研修会
監 査「監査報告に関連する監査基準委員会報告書等の改
正について（その1）」
夏季全国研修会
監 査「監査報告に関連する監査基準委員会報告書等の改
正について（その2）」
夏季全国研修会
会 計「近年の会計・開示制度の変更と会計情報の有用性
への影響」
夏季全国研修会
会 計
「国の公会計の取組について」
夏季全国研修会
監 査「最近の不正会計事例について〜監査の観点からの
分析〜」
関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会）
スキル
「ダイバーシティ・マネジメントのメカニズムと活用例」

講

稿

15:00〜16:40

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

寄

7月16日

研修会テーマ

告

13:00〜14:40

分野

報

実施月日

関口倫紀氏（京都大学経営管理大学院教授）
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ご案内
報

CPE協議会からの重要なお知らせ

告

継続的専門研修制度協議会
寄

2018年度より「法定監査業務に従事する会員に該当するか」の

稿

報告が必要になりました
2018年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認され、「法定監査業務に従事

定例役員会

する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に報告していただくこととなりました（報告期限：当該事業
年度終了後の４月15日まで）。
なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従事した場合は、従事する会員
に該当します。

地区会

年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
CPEの研修免除申請が承認された会員は、当報告は不要です。
法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされる会員
は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の

厚生部

履修及び申告が必須となり、前記単位を取得できなかった場合は、CPE義務不履行となり措置の対象となります。
報告の方法は単位申告の方法（電子申告またはFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告い
ただけますようお願いいたします。

ご案内

●継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2018年４月13日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第22条

当該事業年度の全部又は一部の期間において法定監査業務に従事する会員の必須単位数は、前条の研修科

目に加えCPE協議会が指定する監査の品質及び不正リスク対応に関する研修科目について、１事業年度につき
会長活動報告

６単位（CPE協議会が指定する不正事例に関する研修科目を２単位以上含む。）とする。
２

CPE協議会は、毎事業年度、会員から前項に規定する会員に該当するか否かについて報告を徴するものとす
る。この場合において、前項に規定する会員に該当しない旨の報告をした会員以外の会員は、前項に規定する
会員とする。

ＣＰＥ研修会

【電子申告会員の報告方法】
当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。
上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される
画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）
※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。

会員異動

【FAX申告会員の報告方法】
次ページの「法定監査従事状況報告書」を印刷していただき、記入・押印の上、ご郵送ください。
なお、書類の未着トラブルを防止するため、「簡易書留」、「特定記録郵便」等での送付をお勧めいたします。

事務局だより

【問合せ先】研修グループ
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会員異動
報

会 員 数
会 員

転入者

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,537

35

3,572

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
10

32

837

計

合計

879

4,451

（2019年6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

会員名簿記載事項の変更
6月10日〜26日
【事務所】

地区会

川原
大東
田間

尚子
俊介
郁子

(会
(会
(会

塚本
古澤
森田

員）
員）
員）

健
達也
雄介

(会
(会
(会

員）
員）
員）

【自宅】

厚生部

柴田
柴田
堀
山下
内芝
梶原
株本

桂
康太
宏樹
大介
公輔
大樹
正人

(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

城
鈴木
田代
林
寺田
馬場

哲哉 (会
員）
基史 (会
員）
隆志 (会
員）
尚樹 (会
員）
千夏 (四号準会員）
結佳子(四号準会員）

員）
員）

山中

智弘

【事務所・自宅】

ご案内

川原
佐藤

世久
祐基

(会
(会

6月10日〜26日
森田 雄介 (会
員）
山本 真生 (会
員）
久保 慎一郎(会
員）
中村 岳広 (会
員）
西脇 直登 (四号準会員）

京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
神奈川県会より
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り

転出者
6月12日〜26日
友田 和彦 (会
員）
長谷川 卓也(会
員）
山田 健二 (会
員）
鎮山 直人 (四号準会員）

東 京 会
東 京 会
京 滋 会
南 九 州 会

退会者
髙繁
北
橋本
増井
中
沼田

員） 3 月 2 3 日 付
直樹 (会
智英江 (会
員） 6 月 2 0 日 付
智敦 (会
員） 6 月 2 0 日 付
千代一 (会
員） 6 月 2 0 日 付
仁
(一号準会員） 6 月 2 0 日 付
紘幸 (四号準会員） 6 月 1 8 日 付

死
業
業
業
退
除

務
務
務

廃
廃
廃

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対
(会

員）

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。

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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【弔事】

告

・会 員 中村 昭太郎氏
2019年7月14日ご逝去 満91歳

・会 員 田村 尚久氏のご令室 梓様
2019年7月10日ご逝去 満39歳

寄
稿
定例役員会
地区会

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い
協会本部役員及び近畿会役員の選挙運動に関する規定の改正により、次期役員選挙から、従来の郵便
はがきによる選挙運動が禁止され、電子メールを利用した選挙運動が行われることとなりました。
また、近畿会では、研修会や厚生行事、地区会行事等の開催案内について、電子メールでの案内を

厚生部

行っております。
まだ、メールアドレスの利用設定を行っていない方は、早々に設定いただけますようお願いします。
既に利用されている方についても、転送先の設定など登録状況に変更がないかどうか、改めてご確認
いただけますようお願いします。

ご案内

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
会長活動報告

大阪事務所

ＣＰＥ研修会

仰星監査法人

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
実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上

会員異動

応 募 資 格

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階
TEL:06-6265-8461

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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【寄贈図書】

告

■四半期報告書の作成要領
（2019年6月第1四半期提出用）
寄 贈 者 公益財団法人財務会計基準機構
編者・発行 公益財団法人財務会計基準機構

寄

■四半期報告書記載例 2019年版第１四半期提出用
基本編
■四半期報告書記載例 2019年版第１四半期提出用
留意事項編
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社

稿
定例役員会

■四半期報告書作成の手引き 2019年第1四半期版
四半期連結財務諸表を作成している会社用
■四半期報告書作成の手引き 2019年第1四半期版
四半期連結財務諸表を作成していない会社用
寄 贈 者 株式会社プロネクサス
編集・発行 ディスクロージャー実務研究会
株式会社プロネクサス

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領 連結あり 2019年版
■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領 連結なし 2019年版
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社

地区会

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

厚生部
ご案内
会長活動報告

梅雨も明け夏本番！暑い日々が

続いておりますが皆さまいかがお

過ごしでしょうか。昔から﹁暑さ

寒さも彼岸まで﹂と言いますが、

彼岸とは何月何日をいうかご存知

ですか？彼岸とは春分の日、秋分

の日を中日として前後３日間の１

週間をいいます。つまり春分や秋

分は太陽が真東から昇って真西に

沈み、昼と夜の長さがほぼ同じに

なるため、秋彼岸の場合には彼岸

を過ぎるとだんだん昼より夜の方

が長くなり、暑さも和らいでくる

ということのようです。また、気

温の問題だけでなく、どんな困難

な事態でも、あるときを過ぎると

峠を越えるため、それまであきら

回定期総会

めずに耐えれば、解決するという

意味もあるようです。

さて、今月号は第

18170

や記念交流会報告の他、書評

)

事務局だより
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﹁﹃魏志﹄倭人伝に係わる、もう

邪馬台国位置論に関

﹂が掲載されています。

一つの解釈

連して

髙見勝文

会員異動

皆さま是非、ご一読の方よろしく

お願い致します。

︵会報部

ＣＰＥ研修会
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日本のビジネスを強く、世界へ。
熱意ある公認会計士募集 ( M&Aアドバイザリー業務 )
◆業務概要
M&A戦略策定アドバイザリー
ファイナンシャルアドバイザリー（買収・譲渡、組織再編、ベンチャー投資等）
財務・ビジネスデューデリジェンス
株式価値評価、財務モデリング
PMIアドバイザリー等のM&A関連業務
◆特色
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーでは、クライアントへの付加価値を最大限高めるため、
各個人が高い専門性を持ち、かつ幅広いナレッジを有するプロフェッショナルを育成していくことを重視し
ているため、M&Aアドバイザリー業務全般に幅広く関与することが可能です。
◆応募資格
公認会計士（有資格者含む）、米国公認会計士
（M&Aアドバイザリー業務の経験があれば尚可）
◆応募方法
履歴書（写真添付）、職務経歴書をメールにてご送付いただくか、以下の採用サイトもしくは
右のQRコードよりお申し込みください。
https://progres10.jposting.net/pgtohmatsu_deloitte_fa/u/job.phtml?job_code=16
◆勤務地
大阪
◆募集人数
5名程度
◆問い合わせ先
〒100-8363 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 採用担当
E-mail:dtfa.hr_recruit@tohmatsu.co.jp

18171
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
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