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報告 REPORT

廣田

告

本部常務理事

報

日本公認会計士協会定期総会レポート
壽俊

寄
稿

黙祷

2019年7月22日（月）に、帝国ホテル（東京都千

来賓退席の後、髙田 篤副会長により、物故会員・

代田区内幸町）本館3階の富士の間にて日本公認会計

準会員144名への黙祷が出席者全員によって捧げら

士協会の第53回定期総会が開催されました。その内

れました。

容をレポートいたします。なお、文中意見に関する

議長・副議長の任命

等により正確性に欠ける記述があるかもしれません

関根会長から会則第76条第1項により議長・副議

が、ご容赦ください。なお、公式の総会報告につい

長を任命したい旨の提案があり、議長に西川郁生会

てはJICPAニュースレターにより行われますので、

員、副議長に佐竹正幸会員と中西

そちらを御参照下さいますようお願い致します。

れ議事が開始されました。

清会員が任命さ

地区会

記載は私見であり、また、私の聞き漏れ、聞き違い

定例役員会

はじめに

第53回定期総会は、総務担当の北澄和也常務理

報告事項

開催されました。冒頭、本定期総会が全国27会場に

海野 正専務理事より、会則75条第2項に従い、報

中継されている旨、司会者から報告されました。

告事項として、「第53事業年度

事業及び会務報

告の件」の報告が基本方針との4つの重点施策に

開会の辞・会長挨拶

そって行われました。なお、詳細については、総会

来賓の入場後、鈴木昌治副会長の「開会の辞」に

議案書をご参照ください。
（第53事業年度事業計画の基本方針）
「日本公認会計士協会は、情報の信頼性確保を担

ご案内

引き続き、関根愛子会長のご挨拶がありました。

厚生部

事、加藤達也常務理事の2名の司会で、午後1時より

うとともに、健全な組織ガバナンスに寄与する公認
会計士の職業専門家団体として、公認会計士の資質
社会的な制度の在り方に対する提言を通じて、経済
社会の発展に寄与していく。また、当協会は、透明
性ある事業運営を進め、その結果を積極的に発信す

会長活動報告

の維持・向上、業務に関する自主規制機能の発揮、

ることにより、社会に対して一層説明責任を果たし
際的かつ多様性のある社会の実現に向けた取組に対
しても、職業的専門家としての社会的責任を果たし

最初に、安倍晋三内閣総理大臣のビデオレターの

ていく。第53事業年度においては、創設70年の節

上映の後、麻生太郎金融担当大臣、続いて、清田 瞭

目を迎えた経済社会のインフラとしての公認会計士

株式会社日本取引所グループ取締役兼代表執行役グ

制度をより強固なものとし、また、公認会計士が

ループCEOからのご挨拶を青 克美株式会社東京証

様々な環境変化に適応して将来にわたって国内外の

券取引所執行役員にご代読頂きました。

舞台で主導的な役割を果たしていくための土台を構

会員異動

来賓挨拶

ＣＰＥ研修会

ていくための取組を進める。加えて、持続可能で国

築することを念頭に、施策に取り組んでいく。」
げ事業活動を展開しました。

18175

C.P.A.NEWS 2019.09 Vol.723

03

事務局だより

この基本方針に基づき次の4項目を重点施策に掲

特
集

（重点施策について）

「監査品質の指標（AQI）に関する研究報

１．資本市場におけるインフラとしての監査に関す

告」を公表した。

報

る諸課題の解決と開示充実への取組

告

（１）監査の品質及び透明性向上、監査環境の改
善、並びに自主規制機能の充実

このほか、協会ではかねてより、会員に
対して、十分な監査期間の確保を要請して
きたが、「天皇の即位の日及び即位礼正殿
の儀の行われる日を休日とする法律（平成

財務諸表利用者からの監査業務の透明性

30年法律99号）」の公布・施行に伴い、

寄

向上を求めるニーズの国際的な高まりや、

2019年3月期決算に係る期末日後の監査ス

稿

株主等に対する会計監査の内容等に関する

ケジュールが過密になることを踏まえ、

情報提供を充実させる観点から検討を進め

2019年1月16日に「「2016年から2018

るべきとの「会計監査の在り方に関する懇

年における3月決算上場会社の会社法監査

談会」提言を踏まえ、金融庁の企業会計審

報告書日付の分布状況について」の公表及

議会監査部会では、監査プロセスの透明性

び2019年3月期決算に向けた対応に当たっ

向上の取組として、「監査上の主要な検討

て」を公表し、改めて会員に対して期末監

事項」（KAM）を導入するため、2018年

査スケジュールに関する適切な対応を要請

7月6日に監査基準の改訂を行った。協会

した。

定例役員会

①監査の品質及び透明性向上、監査環境の改善

地区会

では、KAMの導入に向けて監査部会の議

②自主規制機能の充実・強化

厚生部

論に参加するとともに、2018年7月20日

協会は、自主規制団体として、公認会計

に会長声明「「監査基準の改訂に関する意

士監査の信頼向上に努めることはもちろ

見書」の公表を受けて」を発出し、KAM

ん、公認会計士監査に対する社会の期待や

が利用者にとって適切な情報となるように

要請に応えるため、自主規制による会員へ

取り組むことや、東証一部上場企業の監査

の規律の徹底、監査制度及び監査環境の一

においては2020年3月期決算の監査からの

層の整備・充実に必要な施策を講じていく

早期適用に向けた検討と適用に向けた準備

ことを重要な課題と位置付けており、自主

を開始するように会員に要請した。

規制の中核を成す機能の充実・強化を図る

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

また、監査人による会計監査に関する情

ため、品質管理レビューや個別事案審査の

報提供のニーズが高まる中で、特に、通常と

迅速化、透明性の向上及び両制度に係るモ

は異なる監査意見等が表明された場合の情報

ニタリング機能の充実など、自主規制全体

提供の充実を求める声があり、金融庁は「会

の組織体制の在り方を検討した。検討の結

計監査についての情報提供の充実に関する懇

果、品質管理レビューにおける通常レビュー

談会」を設置した。同懇談会では「会計監査

の頻度の柔軟化や特別レビューの実効化のた

に関する情報提供の充実について−通常とは

めの要件緩和、監査業務審査会と規律調査会

異なる監査意見等に係る対応を中心として

の調査機能の一元化や調査事案概要の会長判

−」を2019年1月22日に公表し、協会も同

断による一般公表の実施、品質管理レビュー

日、監査人としての説明責任の重要性や守秘

制度と個別事案審査制度にある不服審査機能

義務の考え方に関する認識を促す副会長通知

の一元化やモニタリング機関の新たな設置を

を会員に対して発出した。

行うため、本定期総会において会則・規則の

なお、協会では、守秘義務の考え方の論

一部変更案を上程している。

点を整理し、協会にとって今後取るべき対応
方針の検討を行うため、プロジェクトチーム

会員異動

を設置し、検討を行っている。

事務局だより

04

（２）テクノロジーの進化を見据えた将来的な監
査の在り方の検討

また、監査品質の向上のためには、監査

協会では、最近のIT技術の進化を考慮し

業務の透明性の向上に加えて、監査事務所

て、次世代の監査の在り方を展望するとと

の透明性の向上も必要であることから、各

もに、それを現実のものとするに当たって

監査事務所の積極的な情報開示を促すよう、

想定される諸問題を取りまとめ、研究報告
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「次世代の監査への展望と課題」として公

定監査導入初年度の監査の実施状況を踏ま

表した。

えた研修を行った。

会の理解可能性向上のため、監査業務実施

おいては、公会計協議会（社会保障部会）

上のIT活用事例をまとめたパンフレットの

や地域会等と連携しながら継続的に会員支

改訂を行った他、「公認会計士業務とAI」

援を進めている。

の特設ページを設け、公認会計士の仕事と

対話の促進

の対象となる社会福祉法人に対する調査を
実施しており、協会では関与会員への協力
要請とともにこれらの調査事業に対して協
力を行った。

て、官民を挙げて様々な取組が行われてい
る中で、協会においても、「記述情報の開

（２）社会のニーズに応えて公認会計士としての

示に関する原則（案）」に対するコメント

特色を発揮して行う、税務、中小企業支援

や、事業報告等と有価証券報告書の一体的

等の業務の充実
会員に対して税務に関する資質向上及び

えて、会員に対して、一体的開示に向けた

税理士法等の理解促進を目的とした研修の

会社とのコミュニケーションを要請する

実施や租税相談室における相談サービスの

等、積極的に取り組んだ。

充実を行ったほか、今後公認会計士が税務
の分野で社会に貢献し、税の専門家として

品取引法に基づく臨時報告書や証券取引所

社会的なプレゼンスを高めるため、協会の

の有価証券上場規程に基づく適時開示によ

中長期的な租税施策を見直しについて、会

り開示されているが、その内容が株主等へ

員向けアンケート調査及び地域会会員との

の十分な情報提供になっていないとの意見

意見交換の結果を踏まえ、プロジェクト

があること等を受け、協会では、当該理由

チームにおいて検討を行っている。

部会制度において具体的な異動理由の適時

業経営及び中小企業支援に携わる関係者が

把握を行っている。今年度からはそれらを

活用できるツールを集め、紹介することを

集計したものを品質管理委員会年次報告書

目的としたポータルサイトとして「中小企

において公表することとした。

業支援ツールガイド」を開設した。コンテ
ンツのさらなる充実を図るべく検討を進め

２．公認会計士の業務を通じた地域の経済・コミュ
ニティへの貢献、その他会計職業専門家団体と
しての社会的な課題解決に向けた取組
品質の維持・向上
2017年4月から一定規模以上の社会福祉

このほか、2019年2月にIFACの中小事
務所委員会が東京にて開催された機を捉
え、関係者を招いて中小事務所フォーラム
を開催し、我が国における中小事務所の取
組や状況の理解促進に努めた。

法人や医療法人等に対する公認会計士監査
が順次導入されており、また、2019年10
ついて公認会計士監査に移行される。

（３）社会の会計リテラシー向上の推進
協会は、会計専門家の団体として、社会
のインフラである会計の普及に貢献してい
く必要があるとの認識の下、会計基礎教育

定着に向け、関係省庁等と協議を重ねると

推進の取組を実施しており、有識者の協力

ともに、実務指針や研究報告等の整備、法

を得て、「会計基礎教育に関する実態等の

18177
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協会では、円滑な法定監査導入及びその

会員異動

月からは一定規模以上の農業協同組合等に

ＣＰＥ研修会

（１）社会福祉法人、医療法人等に対する監査の

ている。

会長活動報告

また、中小企業支援においては、中小企

ご案内

の開示充実に向けて、上場会社監査事務所

厚生部

また、会計監査人の異動理由は、金融商

地区会

開示に関する関係省庁等による施策も踏ま

定例役員会

資本市場における情報開示の充実に向け

監査を受けた社会福祉法人、今後法定監査

稿

（３）公正で合理的な情報開示の在り方と建設的

その他、厚生労働省は、法定監査や任意
寄

AIについての解説動画を公表した。

告

また、社会福祉法人や医療法人の分野に

報

また、当業界のIT活用状況等について社

特
集
報
告

調査報告書」を作成・公表した。また、中

に係る規定の改正に続き、今年度は企業等

学校の教育課程において「会計」を取り上

所属の会員が違法行為又はその疑いに気づ

げられる可能性があり、現場の教員への周

いた場合には「違法行為への対応に関する

知・理解促進のための教材の作成が求めら

指針」に従い対応する旨等を定めるため、

れていること等から、会計基礎教育推進会

本定期総会において倫理規則の一部変更案

議に「会計リテラシー・マップ・教材研究

を上程している。

会」を設置した。
寄

（２）国際的に意見発信を担える人材の育成・輩

稿

３．会計専門家として幅広く活躍する人材の育成と
公認会計士の魅力向上
（１）社外役員、組織内会計士等として知見を発

定例役員会

揮する公認会計士の資質の維持・向上
①公認会計士社外役員、組織内会計士等の資
質の維持・向上

出と活躍の場の提供
社会のグローバル化の流れが急速に進む
中、国際的に意見発信を担える人材の育成は
喫緊の課題であり、協会では、国際団体等と
の連携の強化（国際団体への短期人材派遣
等）や基金の活用等により継続的に人材育成

地区会

経済活動の複雑化・国際化が進むに従

に取り組むとともに、グローバル人材のすそ

い、企業等で活躍する公認会計士社外役員

野を広げるため、ウェブサイトやセミナー開

や組織内会計士は年々増加している。協会

催等を通じて、グローバルに活躍することの

においては、活動領域の拡充、及び人材の

魅力等を継続的に発信している。

流動化の促進を目的として、それぞれネッ
トワークを設けており、2019年3月末時点

（３）会計人材の裾野拡大、女性公認会計士とし

の登録者数は、公認会計士社外役員ネット

ての活躍支援等を通じた公認会計士の魅力

ワークが1,381名、組織内会計士ネット

向上

厚生部
ご案内

ワークが2,243名となっている。また、社

女性会計士活躍促進協議会では、多様性

外役員・組織内会計士等として知見を発揮

を持った公認会計士ひとりひとりが幅広い

する公認会計士の資質維持・向上のため、

分野等で活躍している社会の実現を目指す

研修会やネットワーキング活動を行ってい

に当たり、女性会計士活躍の更なる促進の

る。公認会計士社外役員ネットワークにお

ために、会員・準会員及び公認会計士試験

いては、公認会計士社外役員ネットワーク

合格者の女性比率に関するKPIを設定し、

特別セミナー「ガバナンス改革は形式から

目標達成のための施策を検討している。

実質へ−企業価値向上に資する独立社外役
会長活動報告

員の役割−」を開催した。

また、これに関連して、公認会計士の魅
力向上に関する施策として、女子学生向け

また、公認会計士が企業でより活用され

イベント「10colors of CPA」、女子高生

るため、PR用パンフレット「企業内におけ

向けイベント「JK（女性公認会計士）×

る公認会計士活用のご提案」を作成した。

JK（女子高校生）PARTY

将来の“働き

ＣＰＥ研修会

このほか、国際的な動向を踏まえた国内

方”を楽しく学ぼう」を開催したほか、各

の施策を実施していくため、組織内会計士

地域会においても女性公認会計士としての

の価値向上等を目的にIFACに設置されて

活躍支援等に向けたイベントを積極的に開

いる、企業内職業会計士委員会（PAIB

催している。

Committee）にオブザーバーの派遣を
４．公共の利益に貢献する公認会計士への理解促進

行った。
②組織内会計士に係る倫理規則の改正等
会員異動

2016年7月に国際会計士倫理基準審議会
（IESBA）の倫理規程において「違法行
為への対応」に関する規定が新設され、協

事務局だより
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のための情報発信と協会活動の組織的・財政的
基盤の強化
（１）協会の透明性に係る情報発信とステークホ
ルダーとの対話の充実

会では「倫理規則」の見直しを行った。こ

協会活動について、社会に向けた透明性

のため、昨年度の会計事務所等所属の会員

向上及び情報発信のため、
「Annual Report
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特
集

以降も継続して作成を行っていくため、運営

表した。本提言においては、「財政の現

委員会を設置した。この他、品質管理委員会

状」「コストの削減策」「収益構造」の三

年次報告書をはじめ、品質管理レビュー事例

つの論点、具体的には継続的専門研修受講

解説集、個別事案審査制度の活動概要等を作

料の無料化、弔慰金制度の廃止、業務会費

成し、外部に公表を行っている。

の料率の一律化、普通会費の値上げ、地域

告

協会財政の在り方に関する提言」として公

報

2018」を作成・公表するとともに、次年度

また、新聞広告、駅のデジタルサイネー

会交付金制度の見直しに係る提言を行っ

ジ等に広告を掲出するなど、メディアを活用

た。このうち、普通会費及び業務会費に係

寄

した広報を展開するとともに、記者会見を定

る部分については、本定期総会において会

稿

期的に開催し、協会の情報発信に努めた。

則の一部変更案を上程している。
これに加え、会計監査の信頼性確保を求

る情報発信

める社会の要請に適時かつ迅速に応えてい
くための会務の機動性向上に向け、総会決

第53事業年度は公認会計士制度70周年を

議事項である会則・規則の全般的な整理を

迎える節目の年であったことから、本部・

行い、本定期総会において会則・規則の一

地域会において様々な記念事業を行った。

部変更案を上程している。

2018年7月23日には東京国際フォーラ
式典・記念講演を開催した。記念式典では、

（書面や会場からの質問）
問：会計リテラシーの向上に際し、日本公認会計士
協会はどのような活動をしたのか。
答：2016年に会則を変更し協会の取り組むべき事

からのビデオメッセージの上映、記念講演

業とした。学習指導要領に会計が織り込まれる

では、株式会社ファーストリテイリング代

ように、学校教員向けセミナーに講師を派遣し

表取締役会長兼社長の柳井 正氏をお迎えし

ている。

「会計士が世界を変える」をテーマにご講
演をいただいた。

問：顧問、相談役の選任基準や活用方法については

厚生部

70周年記念ムービーや安倍内閣総理大臣

地区会

ムにおいて、公認会計士制度70周年記念

定例役員会

（２）創設70周年となる公認会計士制度に関す

どのような基準や方法を持っているのか。
答：顧問はマネジメント経験の長い方を選任してい

掲出、70年史の作成、CPEカードのIC化

る。活発な議論を頂き大所高所からの貴重な意

など記念事業を行った。

見を得、財界に対する協会のネットワークを構

ご案内

また、本部・地域会における記念広告の

築する手助けをしていただいている。相談役に
関しても公認会計士業務の改善に関し活発な議

めの、協会組織の全国的な充実と財政基盤

論をいただき会務経験者として大変有益な意見

の整備

をもらっている。
問：電子投票にはセキュリティ上の不安（例：ハッ

の変化に適応し、事務局の役割を拡充する

カーからの攻撃、投票者の匿名性の確保、万が

ため、「事務局長」を新たに設けることと

一セキュリティ上の問題が出たときの協会の対

し、本定期総会において会則の一部変更案

応等）がある。書面投票に戻すことは考えてい

を上程している。

ないのか。
ウォール・暗号化など特殊なセキュリティによ

する体制の強化は今後も継続する必要があ

り海外からのハッカー、改ざんについて対処し

り、これを維持するための財政基盤を確保

た。サイト運営会社内も開票する協会内でも投

することが課題である。このため、中長期

票者の匿名性は確保されており、万が一セキュ

にわたった持続可能な財政の在り方につい

リティに異常が発見された時には、協会に連絡

て検討を行い、公開草案に寄せられた意見

が入り、サーバーのバックアップデータを活用

を踏まえて、2018年12月に「持続可能な

して異常がない時点までさかのぼって対処でき

18179

C.P.A.NEWS 2019.09 Vol.723

07

事務局だより

答：協会は電子投票導入に際しては、ファイア

待・要請を踏まえると、会員の業務を支援

会員異動

また、公認会計士に対する社会からの期

ＣＰＥ研修会

経済や社会構造の変化、社会からの期待

会長活動報告

（３）活動領域の拡大する公認会計士を支えるた

特
集

る仕組みにしていた。不正アクセスがなかった
ことは現に確認している。紙面投票に戻すこと
報

は考えていない。

第１号議案

第53事業年度財務諸表等承認の件

中村元彦常務理事により第1号議案の説明があ
り、加えて会計監査人である八重洲監査法人から無

告

問：会長選出方法を直接選挙に戻すことは考えてい
ないのか。

限定適正意見の監査報告書が提出されている旨の報
告がありました。その後、和貝享介監事より会計監

答：電子投票の結果を受け、今後直接選挙になるか
どうか検討することはありうる。

査人の監査の方法及び結果は相当である旨、会務の
執行及び財務については、指摘すべき重大な事実は

寄

問：会長選挙や理事選挙を始めとした協会のガバナ

稿

ンス改革はどの程度達成されたのか。会長選挙

可決されました。

で次期会長候補者が決まったのか、そのプロセ

（会場からの質問）

スがわからない。現在の方法ではなく別の方法

問：各地域会職員の給与ベースが違うようである。

定例役員会

を考えてはどうか。

ない旨の監査報告があり、賛成多数により原案通り

全国統一すべきではないか。

答：協会全体のガバナンス改革は現に検討してきて

答：国家公務員の給与ルールを準用することを原則

いる。会員から見て妥当なのか、外部から見て

としてそこに物価水準や業務内容を考慮した結

妥当なのかを検討してきたつもりである。た

果になっている。本部としては地域会が支給額

だ、時間が足らない部分については次期執行部

で迷った時には必要な情報は供与している。

地区会

にバトンを渡さざるを得ない部分はある。
問：大きな粉飾は会社内部からの内部通報によるも
のである。協会の品質管理レビューはそのよう
な大きな粉飾決算に対し有効な手段なのか。

問：東海会では弔慰金は廃止したのになぜ決算書で
残っているのか。
答：地域会での制度改廃をこれから検討する地域会
が他にあるためである。

答：品質管理レビューと個別事案審査制度とは異な
厚生部

る。監査業務審査会・規律調査会の審議結果につ

第２号議案

いては既に公表しておりそれを閲覧願いたい。
問：協会ガバナンスに関して、理事90名という大人
数は効率面で問題があるのではないか。

普通会費及び業務会費の見直しに係る
会則の一部変更案承認の件

加藤常務理事より、当議案は、協会の財政基盤の
確保のため、中長期にわたる協会財政を見通したう
えで、持続可能な協会財政を構築するため、普通会

ついてはその効率性について意見はもらってい

費及び業務会費に関して次の通り変更を行い、会則

る。だが、私の任期では改善できなかった。会

に所要の変更を行うものとの説明がありました。

則・規則・細則の整理は行えたので情報の交通

１．普通会費の値上げ

ご案内

答：理事会・常務理事会の中でも大人数での審議に

会長活動報告

整理はできたと思う。効果は次期執行部で享受

会

員

月額6,000円（変更前月額5,000円）

されると考える。

準会員

月額1,500円（変更前月額1,250円）

問：持続可能な協会財政プロジェクトは地域会を
回ったのち一度しか会合をしていないようにみ

２．業務会費の料率変更
業務会費の料率を一律１パーセントとする。

える。地域会での意見をどのように咀嚼して検
ＣＰＥ研修会

討したのか。

書面や会場からの質問に対して、次のとおり

答：地域会での意見はまとめてその上で理事会に意
見を検討・反映した内容を提出している。

回答、説明が行われ、その後賛成多数により原
案通り可決されました。
（書面や会場からの質問）

審議事項

問：協会からのサービス内容が異ならないのに準会

会員異動

議案の審議に当たって総会出席者の報告があり、
議決権総数31,711個（前年31,208個）に対して、
本人出席が1,020名（前年1,084名）、委任状によ
る出席者数7,711名（前年7,519名）、計8,731名
（前年8,603名）であることが報告されました。

事務局だより

08

C.P.A.NEWS 2019.09 Vol.723

18180

員に対し会費で格差をつけている地域会がある
がそれは適切なのか。
答：基本的に今回の見直しの際に準会員会費をそろ
える考えであると聞いている。

特
集

問：業務会費は監査法人だけでなく会員経営のコン
サルティング会社からも徴収してはどうか。

理審議会に代えて自主規制モニター会議を設置
する。
第５号議案

会則・規則の全般的見直しに係る会則

告

に概要書のような報告を求めておらず、実態把

報

答：現段階において、協会はコンサルティング会社
の一部変更承認の件

握するすべがない。将来の話と考える。
問：業務会費と普通会費が分かれているのだから、

加藤常務理事より、自主規制機能をより機動的に

それに対応する費用も分けて表示するセグメン

するために総会事項を整理したいと説明がありまし

ト報告を導入してはどうか。

た。本会の組織を「公認会計士に係る諸制度に関す

寄

る事項」と「組織運営に関する事項」の2つに大別

稿

答：実際のところ、共通する費用が多いので技術的
に難しいと考える。

し、「公認会計士に係る諸制度に関する事項」には
制度の基本的事項を会則に定めつつ、それ以外の手

事務局長設置のための会則の一部変更

続的事項又は細目的事項については、理事会決議に

案承認の件

よる細則に委ねることを基本とする。ただし、例外
として適正手続等審査会及び自主規制モニター会議

て事務局機能を強化し経済社会の構造変化や本会に対

は総会決議で定める。「組織運営に関する事項」に

する社会的要請に機動的に対応していくため、専務理

ついては、本会の構成員としての権利義務の根幹に

事の指揮の下、事務局長を設置したい。ついては関連

かかわる事項であり従前の通り総会事項とする。

規定に所要の変更をおこなうものとの説明がありまし
た。本議案に対し、書面や会場からの質問等はなく、
賛成多数により原案通り可決されました。

その考え方に沿って、会則、規則及び細則の区分
を見直し、必要な構成内容の見直し等を行う。

地区会

加藤常務理事より、当議案は、自主規制団体とし

定例役員会

第３号議案

本議案に関し、書面による事前質問、会場からの
質問等はなく、賛成多数により原案通り可決されま

自主規制の機能向上のための会則の一

した。

部変更案承認の件
加藤常務理事より、自主規制強化を目的として機

第６号議案

自主規制の機能向上及び会則・規則の

能をより一層向上させるために、会則の一部変更案を

全般的見直しに係る関係規則の制定

上程したいことの説明がありました。変更案は次の内

案、一部変更案及び廃止案承認の件
加藤常務理事より、当議案は、第4号議案及び第
5号議案による会則の一部変更に伴い、関係する規

１．品質管理レビュー制度については、その実施頻度

則について制定・一部変更・廃止するものである旨

の柔軟化、実施要件の緩和、品質管理委員会の

の説明がありました。本議案に関し、書面による事

フィードバック機能を強化する。上場会社監査事

前質問、会場からの質問等はなく、賛成多数により

務所登録制度に関しては、部会のオフサイトモニ

原案通り可決されました。

タリング機能の強化、対象となる監査事務所の不

１．第4号議案関係：(制定）適正手続等審査会の設

備事項の開示対象の拡充、登録制度に係る措置の

置に伴い運営上の重要な手続的事項を定める。

確定及び効力発生時期を明確化する。

自主規制モニター会議規則の設置に伴い運営上

業務審査会及び規律調査会の調査機能を一元化

規律審査会の設置に伴い監査業務審査会及び規

し新たに監査・規律調査会を設置する。個別事

律調査会の廃止を受けて監査業務審査会規則及

案審査制度における調査事案の一般公表や個別

び規律調査会規則を廃止する。監査・規律審査

事案審査制度と品質管理レビュー制度間で情報

会の運営に係る手続的事項については細則で定

連携することを可能とする規定を整備する。

める。監査問題特別調査会を廃止することに伴
い監査問題特別調査会規則を廃止する。適正手

の不服審査会及び上場会社監査事務所登録・措

続等審査会の設置に伴い不服審査会及び上場会

置不服審査会を一本化し適正手続審査会を設置

社監査事務所登録・措置不服審査会の廃止を受

する。現行の監査業務モニター会議及び品質管

けて不服審査会規則及び上場会社監査事務所登
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３．自主規制に係る組織体制関係に関しては、現行

会員異動

の重要な手続的事項を定める。（廃止）監査・

ＣＰＥ研修会

２．個別事案審査制度関係に関しては、現行の監査

会長活動報告

く、賛成多数により原案通り可決されました。

ご案内

容です。本議案に対し、書面や会場からの質問等はな

厚生部

第４号議案

特
集

録・措置不服審査会規則を廃止する。自主規制

第９号議案

第54事業年度正味財産増減に係る予算

モニター会議の設置に伴い監査業務モニター会

書案及び資金調達、設備設置及び特定

報

議及び品質管理審議会の廃止を受けて、監査業

資産に係る予算書案承認の件

告

務モニター会議規則及び品質管理審議会規則を

中村常務理事より、正味財産増減に係る予算書案、
資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書案に

廃止する。
２．第5号議案関係：(廃止）公認会計士等の変更登

ついて説明がありました。
第8号議案と第9号議案は一括上程され、会場から

寄

名簿の登録情報等の開示に関する規則、懲戒処

の質問に対して、次のとおり回答、説明が行われ、

稿

分等の周知公示及び公表に関する規則、継続的

その後賛成多数により原案通り可決されました。

専門研修制度に関する規則、品質管理委員会規

（会場からの質問）

則、上場会社監査事務所登録規則及び法定監査

問：広報活動費170百万円、IFAC分担金84百万円、

関係書類等提出規則は廃止する。常置委員会等

テクニカルスタッフ人件費208百万円、品質管

の具体的な種類、組織、運営方法等について定

理レビュアー人件費578百万円、関連団体年会

める委員会規則も廃止する。（制定及び一部変

費58百万円の主な内容を知りたい。

定例役員会

録に係る公示公表等に関する規則、公認会計士

地区会

更）ガバナンスの適正化確保のための現行細則

答：広報活動費はハロー！会計30百万円、高校大

の規則化及び見直しによる規程間の条文移動、

学生への資格説明会25百万円、IFAC分担金は

条ずれ、字句の整理等の所要の変更を行う。

2019年年会費であり、人件費については出向
元よりも協会負担額の方が少額になっている。

第７号議案

倫理規則の一部変更承認の件

加藤常務理事より、当議案は、国際会計士倫理基

関連団体については会計教育研修機構30百万
円であり、他はアナリスト協会などである。

厚生部

準審議会（IESBA）が策定する倫理規程が改訂さ

問：人件費の増額が見込まれるようだが事務局長の

れ、企業等所属の会員に係る「情報の作成及び提

報酬はいくらなのか。どのような機能を期待さ

供」並びに「プレッシャー」に関する規定、「違法

れるのか。

ご案内

行為への対応」に関する規定が新設されたことを受

答：事務局長は本部長を統括する役割だから本部長

け、本会の倫理規則について所要の変更を行うもの

よりも多い。事務局のとりまとめであり最高位

であるとの説明がありました、本議案に関し、書面

としてモチベーションが高まるような権能を期

による事前質問、会場からの質問等はなく、賛成多

待されている。

数により原案通り可決されました。
第10号議案
第８号議案

第54事業年度事業計画案承認の件

会長活動報告

海野専務理事より、第54事業年度においては次の

監事選任の件

加藤常務理事より、尾形克彦会員、淺井万富会員
及び堀

仁志会員を監事として選任する旨の議案の

事項に重点的に取り組んでいく旨説明がありました。

説明がなされました。本議案に関し、書面による事

（１）資本市場におけるインフラとしての監査の信

前質問、会場からの質問等はなく、賛成多数により

頼性向上と開示充実への取組

原案通り可決されました。

ＣＰＥ研修会

（２）公認会計士の業務を通じた地域の経済・コ
ミュニティへの貢献、その他会計職業専門家

第11号議案

会計監査人選任の件

団体としての社会的な課題解決に向けた取組

石若保志監事より八重洲監査法人を会計監査人と

（３）会計専門家として幅広く活躍する人材の育成

して選任する旨の議案の説明がなされました。続い

と公認会計士の魅力向上
（４）公共の利益に貢献する公認会計士への理解促

て、会場からの質問に対して、次にとおり回答、説
明が行われ、その後賛成多数により原案通り可決さ

会員異動

進のための情報発信と協会活動の組織的・財

れました。

政的基盤の強化

（会場からの質問）
問：来期の監査報告書にKAMを入れるくらいこのこ
とやってはどうか。

事務局だより
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答：現役員はこの定期総会で任期を終了するので、
次の「会員の声を聞く会」で質問していただい

この定期総会をもって退任する関根会長から挨拶
がありました。

報

てはどうか。

会長挨拶

告

問：会計監査人の報酬はいくらか。
答：協会内部の規程により理事会に呈示して承認を
得ている。前年と同額である。

寄

報告事項

稿

役員選挙につき選挙管理委員会委員長であった一法
師信武会員から役員選出規程33条及び66条に基づき
役員選挙の経過及び結果につき報告がありました。

長から会長選挙の結果につき報告がありました。

次期会長挨拶
この定期総会終了後から会長に就任する手塚正彦

専務理事選任につき関根会長から専務理事選任の

なお、これらの内容は報告事項でありましたが、
会場から次の質問がありそれに対して次のような回
答がありました。
が、一般会員には何もできない中で当落の差が

閉会の辞
山田治彦副会長により閉会の辞が述べられ、定期
総会が終了しました。

会員の声
「会員の声」における主な質問・意見は次のとお

わからない。会長選挙は直接選挙でもよいので

りです。

はないか。

（会場からの質問・意見）
・東京プロマーケットについては、監査難民が出な

にくいというのは承知している。直接選挙は検

いように上場会社経験がなくても上場準備指導が

討の余地はあると思う。

できるようにならないか。

ご案内

答：推薦委員会の会長候補者決定プロセスがわかり

厚生部

問：会長選挙についてWEBで見せてもらっていた

次期会長予定者から挨拶がありました。
地区会

結果につき報告がありました。

定例役員会

会長選挙につき推薦委員会委員長であった関根会

・上場会社の監査をするかしないかで事務所が区分
されていて、金融庁管轄かどうかで2極化するの

学術賞審査委員会の小堀一英委員長から、選考の

ではないか。

経過と結果報告があり、以下の2名が学術賞に選ば

・会計基準設定主体が混乱しているのではないか。

れました。

拠るべきルールが日本のルールなのか、国際会計

学術賞（著書2点）

基準なのか、Big4のルールなのか。なぜ、日本が

浅野敬志会員

会長活動報告

協会学術賞授与

国際ルールの影響を受けなければならないのか。
ＣＰＥ研修会

「会計情報と資本市場−変容の分析と影響−」
櫻井通晴会員
「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−」

会員異動

会員表彰
続いて会員表彰が行われ、合計496名の会員が表
彰対象であることが報告され、表彰者を代表して東
京会の朝貝省吾会員から挨拶がありました。
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「AIベンチャーも証言！ベンチャー・ファイナンスの
成功と失敗」研修会開催報告

稿

ダイバーシティ推進委員会

定例役員会

2019年4月より、近畿会は「ダイバーシティ推進
委員会」を新たに設置いたしました。設置後初めての

委員長

原

繭子

の場合、その使い分けにも配慮されておられるとの
ことでした。

企画として、2019年6月16日（日）に「AIベン

今大変注目されるAI分野に身を置き、かつ、生み

チャーも証言！ベンチャー・ファイナンスの成功と失

出す技術そのものが魅力的なデータグリッド社にお

敗」と題して研修会を開催いたしました。

いては、市場は日本以外にも広がっているとのこと

地区会

ダイバーシティ推進委員会の前身である女性会計
士委員会では、性別をはじめとする多様な働き方を

で、今後さらに有利な資金調達ができるよう期待し
たいと思います。

紹介してまいりました。ダイバーシティ推進委員会
では「公認会計士の多様な仕事を紹介する」ことを
さらに進めることとし、その一つとしてスタート
厚生部

アップ、ベンチャー業界を取り上げております。
今回は、スタートアップ事業の成長の道のりや、
それを支援する専門家によるサービスについて、そ
の当事者の方々からお話いただく研修会を企画いた

ご案内

しました。
第1部では「京大発AIベンチャーが語る！資金調

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

達の成功の秘訣」と題して、新進気鋭のAIベン

第2部では「公認会計

チャー、株式会社データグリッド代表取締役社長 岡

士が語る！ベンチャーに

田侑貴氏より、ビジネスの成長度合いに応じてどの

よる資金調達の失敗の予

ような資金調達を行ってきたのか、経験を交えてお

防法」と題して、ベン

話いただきました。岡田氏は1993年生まれの25歳、

チャーが資金調達を行う

京都大学工学部を卒業と同時に起業されました。大

際に陥りがちな失敗をい

学時代には自身の研究活動「ディープラーニングの

かに予防すべきかにつ

企業価値評価への応用」と並行して、2年間京都の

いて、創業期から成長

AIベンチャーにて金融データ解析の業務に従事する

期まで多数のベンチャー・ファイナンスの支援を

など、学生時代から起業を考えてこられました。

行っている公認会計士 松本雄大氏（東京会会員）よ

このように学生時代から起業を考えておられた岡

りお話いただきました。松本氏は公認会計士試験合

会員異動

田氏のお話で大変印象に残ったのは、

格後、有限責任監査法人トーマツ、ボストンコンサ

・必要な金額だけ調達する（余分な資金は持たない)

ルティンググループを経て、デロイトトーマツベン

・研究開発と事業開発で、調達元を分ける

チャーサポートにて多数のベンチャー企業の戦略立

という点です。借入と新株発行では、メリットデメ

案や資金調達の支援に従事され、現在はご自身もベ

リットが異なるので、研究開発に時間がかかる企業

ンチャー支援のビジネスで起業されました。

事務局だより
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管理の面から支援を重ねてきた松本氏のお話で大変

説いただき、松本氏は京都大学経営管理大学院にて

印象に残ったのは、

非常勤講師も務めておられることから、業界動向や

・近年ベンチャー企業に対する投資は増加している

資金調達の具体的な課題などわかりやすく解説いた

ものの、CFO人材の供給がそれに追い付いていな

だきました。この場をお借りして、お二人に感謝申

いこと

し上げます。また、新しいテーマの研修会の開催に

・CFOは経営、財務、管理のプロフェッショナルで

より、今まで協会活動にあまり馴染みがない方々に

あり社長の右腕としての役割を担うが、体系的な

も多くご参加いただきました、どうもありがとうご

知識を学び実務経験を積んだ公認会計士はCFO人

ざいました。今後ともダイバーシティ推進委員会の

材として適任であること

活動にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し
厚生部

・実務経験を積んでいる公認会計士は様々なステー

地区会

最後に、岡田氏はシャープな切り口で経験談を解

定例役員会

ベンチャー企業の多くが苦手とする経営、財務、

上げます。

クホルダーの立場が理解でき、かつ、プロフェッ
ショナルとしてバランス感覚のある
判断ができる事から、周囲からの信

ご案内

頼を得やすくCFOとして適任である
こと
という点です。
人生100年時代と言われるようにな

会長活動報告

り、一つの仕事で一生を終えることは
難しくなってきたとも言われる昨今、
スタートアップやベンチャーの世界で
公認会計士が活躍する光景がもっと増
えると、公認会計士業界もさらに変化

ＣＰＥ研修会

するのではないかと、個人的に期待し
ているところです。

会員異動
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公認会計士の日記念セミナー
「インバウンドとイノベーションが紡ぐ関西経済」

稿

広報部

副部長

今井

康好

定例役員会

日本公認会計士協会

であることなどから、所得から支出への前向きの循

近畿会は、2019年（令

環メカニズムが働くもとで、基調としては緩やかに

和元年）7月6日の「公

拡大している、と判断している。

認会計士の日」記念企
画として、日本銀行理
地区会

事大阪支店長

２．関西経済の現状

厚生部

山田泰

6月短観の結果をみると、関西経済は、製造業の業

弘（やまだ やすひろ）

況感が中国向けの受注減少などから2期連続で悪化す

氏を講師にお招きし、

る一方、非製造業は堅調な内需を背景に高い水準を

「インバウンドとイノ

維持している。輸出は、関西は中国との結びつきが

ベーションが紡ぐ関西経済」と題して、2019年7月

年々高まっており、中国経済の影響を受けやすい。

18日、ホテルグランヴィア大阪にて、セミナーを

生産については、内需向けは堅調だが、輸出の弱さ

開催しました。

を反映して外需向けが弱めの動きとなっている。
7月5日の月例記者会見では、関西の景気につい

ご案内
会長活動報告

Ⅰ．講師ご略歴

て、「一部に弱めの動きがみられるものの、緩やか

講師の山田泰弘氏は、東京大学法学部をご卒業

な拡大を続けている」として、景気の総括判断を維

後、1987年4月に日本銀行に入行され、横浜支店

持した。この背景には、①IT関連財のグローバルな

長、総務人事局審議役、システム情報局長、金融機

調整の進捗など、外需が年度後半にかけて回復する

構局長を歴任され、2018年5月に日本銀行理事

大

という見方が維持されていること、②人手不足への

阪支店長に就任されました。ご出身は大阪府です

省力化投資や将来の需要拡大を見据えた能力増強投

が、今回が初めての大阪でのご勤務とのことです。

資など投資マインドはしっかりしており、個人消費
も緩やかに増加していることから、内需が引き続き

Ⅱ．ご講演内容について
１．世界経済と日本経済

ＣＰＥ研修会

足元の世界経済は、米中間の通商問題や英国の
EU離脱などの要因もあり不確実性が高まってお
り、特に米中の関税賦課をめぐる問題についてはそ
の動向を注視する必要があるが、IMFの見通しで
は、年後半から来年にかけて、新興国を中心として

会員異動

世界経済は回復・拡大基調に復していくと考えられ
ている。
日本経済については、輸出・生産面に海外経済の
減速の影響がみられるものの、内需が引き続き堅調

事務局だより
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力強く増加していることがある。
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して成長していくことが期待されている。ライフサ

長い目でみると、関西は、人口の減り方が全国や

イエンス分野以外でも、大学発ベンチャー企業が増

首都圏よりも厳しく、こうした人口動態が成長の重

加するなど、オープンイノベーションの動きが加速

しとなる可能性がある。しかし、①インバウンド消

している。
今後、関西経済の浮揚を着実なものとしていくた

4.0」（Society 5.0）のうねり、③2025年の大阪・

めには、事業所数の減少に歯止めをかけること、労

関西万博に向けた新たなイノベーション創出機運の

働生産性を高めていくこと、そして、女性の活躍を

高まり、の３つの力によって、関西は、新たな成長

推進し、女性の労働参加率を高めていくこと、が重

の機会の手掛りを掴んでいるとみている。

要となるだろう。

地区会

費の飛躍的な伸長、②グローバルな「Industry

定例役員会

３．インバウンドとイノベーションが紡ぐ関西経済

まず、インバウンドについては、関西への外国人
ウンド消費は堅調に推移するとともに、越境EC市

多くの客観的な分析データをご提示いただきなが

場の拡大に伴う輸出増にもつながっている。また、

ら、関西人の気質なども交えてたいへん分かりやす

宿泊施設への投資も高水準であり、今後なにわ筋線

いお言葉で解説をいただきました。参加者142名（会

等のインフラ投資も種々計画されている。関西には

員46名、一般96名）と大盛況でしたが、関西経済の

多くの世界遺産や、安くておいしい食文化があり、

現状をよく理解し、今後の成長に大いに期待をもつ

ワールドマスターズゲームズ等の国際的なイベント

ことができたのではと思います。講師の山田泰弘氏

も開催されることから、今後もインバウンドによる

にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
会長活動報告

成長力は大きいと考えている。

ご案内

Ⅲ．セミナーに参加して

厚生部

観光客は大幅に増加しており、これに伴い、インバ

続いて、IoTやAI、電気自動車といった新たなイ
ノベーションを活用した社会システムの実現に向け
た動きが活発化しており、関西企業が強みを持つ分
野に幅広い恩恵が期待される。この点、関西企業に

ＣＰＥ研修会

よる省力化投資等のソフトウェア投資や研究開発投
資は、全国を上回るペースで増加してきている。
さらに、大阪・関西万博の開催決定を契機に、イ
ノベーション創出に向けた好循環が生まれつつあ
り、特にライフサイエンス分野では、先進的な研究

会員異動

機関や大学等が関西に集積しており、新たな産業と
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大阪銀行協会と日本公認会計士協会近畿会
共催セミナー開催のご報告

稿

会員業務推進部

部長

矢本

浩教

定例役員会

大阪銀行協会と日本公認会計士協会近畿会は、年

さらに、日本公認会計士協会近畿会でも推進して

間5回は近畿会から講師を派遣し、年1回は大阪銀

いるSDGsの内容に関しても実例を交えて解説した

行協会から講師を派遣していただき、相互に協力し

結果、アンケートでも「当行でも取り組んでいる内

あいながら有益な情報交換と交流を目的としてセミ

容で大変役に立った」いう感想をいただきました。

ナーを共同開催しております。

私が理事を務めております一般社団法人SDGs推進

地区会

令和元年7月10日、大阪銀行協会セミナールーム

士業協会でも、10月20日開催のSDGs検定の実施や

におきまして、令和元年度第一回共催セミナーを開

絵本の作成、オンラインサロンやセミナーにてビジ

催しました。テーマは「会計センスと分析力が身に

ネス上の取り組みに関しても情報提供させていただ

つく決算書の読み方」とし、21機関45名の皆さま

いておりますので、ご活用ください。

厚生部

にお集りいただきました。会計センスと分析力を

今後、有価証券報告書の読み方や粉飾決算事例など

もったうえで決算書を見ると、時代背景と他社の事

についてのセミナーも実施の予定ですので、講師をご

業戦略を読み解け、自社の経営やサポートにも役立

希望の方は、会員業務推進部までご連絡ください。
その他、会員業務推進部におきまして、近畿会に

てることが出来ます。

ご案内

まずは、消費税増税や軽減税率が話題となってい

推薦依頼される業務をお引き受けいただける方を募

る昨今ですので、税の歴史を振り返りました。個別

集しておりますので、会員業務登録台帳へのご登録

企業としては、消費税増税に伴い、キャッシュ・フ

の方よろしくお願いいたします。

ローを意識する必要があることを解説しました。
そして、身近な企業を取り上げて関心を持ってい
会長活動報告

ただくべく、主に関西在阪企業のビジネスモデルの
解説など融資先との会話に役立つような内容を心掛
けて解説し、事例として、USJのビジネスモデル解
説や、パナソニックにおける減損会計の適用や

ＣＰＥ研修会

キャッシュ・フロー、セグメント情報についての解
説を具体的に説明しました。

会員異動
事務局だより
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監査会計委員会の活動報告Ⅰ

告

監査役等と会計監査人との連携について
寄

疋田

鏡子

にお役に立てていただけるようなことができないか

研究を行ってまいりましたが、不正事例研究につい

という提案が委員会の中で起こりました。この提案

て今年は監査役等と会計監査人との連携に焦点をあ

に、日本監査役協会関西支部共同研究会メンバーの

てました。

幹事監査役及び事務局の方の賛同を得て、今年度の

その成果は2019年3月の兵庫会主催の中日本五会
研究大会で発表をいたしましたが、さらに2019年6
のでご報告いたします。

監査会計委員会の研究テーマとして取り上げること
となったわけです。
この研究の第一のこだわりは、情報収集手段とし
て各監査役とのインタビューをメインにしたことで

地区会

月に日本監査役協会関西支部でも講演いたしました

定例役員会

監査会計委員会は、3年間不正事例研究とKAMの

稿

監査会計委員会

す。アンケートによる回答では母集団は広がります
が、回答者の誤解も生じやすく、正確かつ詳細な情
も、いきなりインタビューをするわけではなく、事

厚生部

報を得ることは難しいと考えました。とはいって
前準備としてアンケートを実施し、その内容につい
てインタビューで深堀するという手法を採用いたし
ました。単にアンケート用紙をお配りするのではな

し、得た回答は一覧表に取りまとめ、その回答の傾
まずは監査役等との連携の研究を行ったいきさつ
をお話しします。それまでは不正事例分析を研究し

ご案内

く、アンケートの趣旨を監査役等への説明会を実施

向やポイントを分析したうえで、インタビューに臨
みました。

公認会計士及び経営者並びに監査役等は不正に関心

監査役一人に対し2、3人の監査会計委員会メンバー

が高いうえ、CPEの必須履修単位の一つとなってい

で平均1時間半をかけてインタビューを行いまし

ることから、過去2年間において不正をテーマに取

た。共同研究会にご参加の16名の監査役の中で有

り上げることは自然な流れでした。一方、監査会計

志を募ったところ、多くの監査役からご快諾を得ま

委員会は従来から年３回の頻度で日本監査役協会関

した。
第三のこだわりは、インタビュー対象の監査役等

研究会は共同で研究を行うという目的の研究会であ

の担当監査法人をインタビュアーから外したことで

り、それに相応しいテーマを考えていた際に、たま

す。これがよかったのか、監査役等も日頃の疑問点

たま共同研究会の監査役のメンバーから、会社の不

や思うところをお話いただき話が尽きない時間とな

正防止の取り組みについてお聞きする機会があり、

りました。
このまとめを事実確認の意味も含め共同研究会で

ラクティスをまとめ、共同研究会の他の監査役等の

発表し、そして中日本五会研究大会での発表の場を

皆様と情報共有することにより、監査役監査の実務

最後にするつもりでしたが、質疑応答時間に参加者

18189
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このような情報を収集し公認会計士目線でベストプ

会員異動

西支部と共同研究会を実施しております。この共同

ＣＰＥ研修会

第二のこだわりは、充実したインタビューです。

会長活動報告

ていました。これは、近年の企業不祥事を背景に、

特
集
報
告
寄
稿

から“共同研究会に参加されていない監査役にも情

監査会計委員会の活動を通じて監査役等の皆様と

報提供してはどうか”というありがたいアドバイス

監査現場を離れてのコミュニケーションの場では、

をいただきました。監査役協会の事務局の方のご尽

新たな発見そして勉強になるお話を聞く機会に恵ま

力により、2019年6月21日（金）にリッツカール

れました。

定例役員会

トンで講演会を開催することとなり、共同研究会メ

今後はＫＡＭが導入され、監査人と会計監査人の

ンバー以外の監査役等へも広く開催案内を通知して

連携は従来以上に必要となります。今回の研究を機

いただいたところ385人の監査役のご参加をいただ

に、さらに監査会計委員会で監査役との連携につい

きました。この講演会が監査役等の皆様の日常業務

ての研究が深まることを期待しております。

に少しでもお役に立てれば幸いです。

地区会
厚生部
ご案内
会長活動報告

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

ＣＰＥ研修会

行っております。
まだ、メールアドレスの利用設定を行っていない方は、早々に設定いただけますようお願いします。
既に利用されている方についても、転送先の設定など登録状況に変更がないかどうか、改めてご確認
いただけますようお願いします。
なお、現在の登録状況の確認・設定は、日本公認会計士協会ウェブサイトの会員マイページから可能

会員異動

です。
ご不明な点がございましたら、
【日本公認会計士協会 会員登録グループ】までお問い合わせください。

TEL：03-3515-1122
事務局だより
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監査会計委員会の活動報告Ⅱ

告

KAMで走り抜けた監査会計委員会！
寄

監査会計委員会では、不正事例や会計監査人と監

田中

知幸

稿

監査会計委員会
２．手探りの研究活動

欧州では既にKAMが導入されていたので、我々

計上の旬のテーマを研究し、その成果を日本公認会

は林先生のお力を借りながら2016年12月期等の欧

計士協会会員向けの研修会や日本監査役協会、近畿

州127社について分析し、それにKAMが記載され

財務局との共同研究会で発表してきました。

ている事例（約30社）に対して率直に意見を挙げ

定例役員会

査役とのコミュニケーションの在り方等、監査・会

ることから始めました。KAMからキーワードを抽
のをまとめたりしました。また、集めた事例を整

計監査の在り方に関する懇談会」提言をうけて近畿

理・分析するために、分類の仕方や切り口までゼロ

会が設置した監査問題特別委員会（以下、「特別委

から作り上げていきました。まさに前例のない研究

員会」）が「提言書」を公表する直前でした。特別

です。委員は日頃、各監査法人等で監査業務をして

委員会には当時の監査会計委員会の一部の委員も参

いるので、事例のようなKAM導入により現場で想

画し、オブザーバーにKAM研究の第一人者である

定しうる問題点も自ら挙げました。こうした実務の

関西学院大学商学部の林隆敏教授（以下、林先生）

現場の意見に、林先生は特に関心をもって耳を傾け

がいらっしゃいました。特別委員会で林先生から

てくださりました。例えばKAMの文章自体の作成

KAMの説明を受け、委員が監査会計委員会（以

に実務的に時間がかかることや、その作成内容に対

下、「委員会」)にKAMを持ち出し、委員会でも議

応する開示を充実させるために被監査企業の理解が

論しました。これが、我々とKAMとの初めての出

必要という意見も上がりました。こういったデメ

会いでした。ちょうどその頃、林先生が会員向けに

リットに対して、それらを回避するために日本の実

KAMのセミナー（2017年2月）を開催するとお聞

務上取るべき手当等のアイデアを出しました。
こうして、一定の成果が集まり、2018年3月の第

KAMを一緒に研究したい旨を林先生に申し出まし

49回中日本五会研究大会の自由論題で「監査報告書

た。林先生は委員会の活動にご理解くださり、我々

の長文化 〜欧州事例の実態分析」を発表しました。

はそれから林先生と共にKAMの研究を進めること
になりました。今思えばこれがKAM、そして林先

３．執筆の紆余曲折

生との出会いであり、その後約2年間の委員会の運

①雑誌「企業会計」への執筆
KAMの研究成果が上がると、いよいよ出版に向
けて動き始めました。

まず委員会で、研究活動の方向性について議論し

まずは2018年7月から12月まで、毎月発行され

ました。その中の一つの目標に当時の後藤副会長か

る雑誌「企業会計」の「監査上の主要な検討事項−

らのご意見でKAMの本の出版企画が挙がり、林先

欧州の記載事例分析」の連載に我々も執筆させて頂

生も今後日本でKAMが本格的に導入されたら実務

きました。
準備を始めました。税効果のKAMの記載内容はど

方もなく遠いものだと実感しましたが、林先生に励

の開示例も「繰延税金資産の回収可能性」に関して

ましてもらいながら、一歩ずつ研究活動を進めるこ

でしたが、どの事例も見積もった課税所得の年数や

とにしました。

それらが中期経営計画に従っていること等、その会

18191
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私は、税効果・税金(9月号)を担当し、5月頃から

るとおっしゃられていました。我々はその目標が途

会員異動

上の拠り所が必要となり、この本がその拠り所にな

ＣＰＥ研修会

命を決めるものになりました。

会長活動報告

きしたので、セミナーに参加し、その後委員会で

ご案内

遡ること2年半前の2017年２月。金融庁から「会

厚生部

出したり、特徴を挙げたり、その特徴で似ているも

地区会

１．KAM、そして林先生との出会い

特
集
報
告
寄

社固有の状況まで丁寧に記述されていました。私は

の事例を分析しました。その中から主要論点につい

原稿でその旨を紹介しました。さらに、KAMに対

て特徴的な事例を選び、事例の分析と紹介を執筆し

応する財務諸表注記には、現行の日本基準の財務諸

ました。760個のKAMを分類・整理するだけで相当

表に無いような繰延税金資産の計上根拠や見積り方

の時間がかかりました。また、本で紹介するKAM

等充実した記載がされていたので、当初執筆した原

の事例を決めると、それを分析するためにアニュア

稿に私はKAMとセットとなる注記の拡充が必要と

ルレポートを集め、重たいファイルサイズのアニュ

ストレートに表現していました。その一方、2017

アルレポートからKAMとKAMに関連する注記等の

年11月より金融庁金融審議会ディスクロージャー

個所を検索するのにも相当の時間がかかりました。

ワーキング・グループが、企業情報の開示・提供に

すべて英語なので、英語力も求められました。

稿

関する在り方の検討を進め、従来の日本企業の有価

定例役員会

証券報告書の記載事項からの大幅な拡充が検討さ

各人の分析結果が終結し、徐々に1冊の本の原稿

れ、それに対応しながら各企業でも今後開示の見直

に統合されてきました。2018年12月のクリスマス

しが検討され始めていた時期だったので、私の原稿

イルミネーションがキャンパスに輝く関西学院大学

に対してこれらを踏まえたレビューコメントを様々

で、先生の研究室をお借りして打ち合わせをしたこ

な方から頂き徐々に仕上がっていきました。思い出

ともありました。また、近畿会の他、委員が所属す

せば、このために電話会議を含めて何度も会議を行

る各法人の会議室も転々とし、林先生や委員同士が

い、時には土曜日にそれぞれの外出先から電話会議

意思疎通を取りながら、執筆を進めました。

地区会

で意思疎通を取ったこともありました。多くの方の

こうして2019年6月、2年半に及ぶ研究成果の集

ご意見を頂きながらようやく記事が完成し、9月号

大成として「監査報告の変革−欧州企業のKAM事

の雑誌の出版に至りました。

例分析−」という本が完成し、出版されることにな
りました。

②いよいよ本の出版

４．最後の大舞台

（委員が担当したのは9月から12月号）
厚生部

第1回

7月号 国際監査基準および 林

隆敏 先生

イギリスの監査基準
第2回

8月号 フランス、ドイツお 蟹江

章 先生

よびオランダの監査 小松義明 先生
ご案内

宮本京子 先生

基準
第3回

9月号 税効果

田中知幸

第4回 10月号 のれん

富田真史
猪原匡史

第5回 11月号 収益認識

谷間

薫

会長活動報告

西岡修平
第6回 12月号 組織再編、訴訟

疋田鏡子
髙見勝文

《連載を終えるにあ 林

隆敏 先生

たって》

日本の大半の会社は3月決算ですが、新しい事業
年度の監査計画の編成をする7月に出版を間に合わ
すことができました。本の出版を受けて、また、
2020年度からKAMの導入年度となり、KAM導入
が近づいていましたので、委員会はKAMに関する
研修会を企画することにしました。
研修会には、執筆で大変お世話になった林先生の
他、住田清芽氏と西田俊之氏をお招きし、ご講演を
頂きました。
日時：2019年6月24日(月)
場所：阪急うめだホール
内容：
第1部 「監査報告に関連する

西田

俊之 氏

ＣＰＥ研修会

監査基準委員会報告書 （本部監査基準委員会

こうして「企業会計」への執筆が終わり、いった

の改正とKAM適用に

ん委員会活動は落ち着きました。2018年7月に「監

向けた課題」

査基準の改訂に関する意見書」が企業会計審議会か

第2部 「監査報告に関連する

委員長）
住田

清芽 氏

会員異動

ら公表され、日本でKAMが2021年3月期から導入

監査基準委員会報告書 （本部監査・品質管理

されることが明確になったので、委員会は引き続き

の改正について」

2017年12月決算のKAMの欧州企業の事例を収集
し、任期の2019年6月までに本を出版する計画を立
てました。
「企業会計」の連載から分析対象企業を広げ、

事務局だより

2017年12月期決算以降の欧州企業187社の事例に
更新するとともに、分析項目も追加し760個のKAM
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基準担当常務理事）

第3部 パネルディスカッション 【パネリスト】
「より意義のあるKAM

住田

清芽 氏

とするために〜監査報

西田

俊之 氏

告の変革〜」

林

隆敏 氏

【コーディネーター】
疋田

鏡子

特
集

ても監査の信頼性や透明性を上げることができ、会
社も情報開示に積極的な姿勢を示すことで市場での

告

れました。

報

信頼性や評価が上がることが期待できると言ってら

寄
稿

第1部と第2部では、監査報告に関連する監査基
準委員会報告書の改正の概要が説明されました。ま

内容やそれに至るまでの背景について説明頂きまし

用者のフィードバックや会社の協力を得ながら監査

た。例えば、財務諸表監査において特に重要である

人自身がその導入の意義を真剣に考え、有意義なも

ため、当該事項をKAMに決定した理由を記載しな

のに仕上げていくことが重要と主張されていまし

ければならないとされています（監査基準委員会報

た。またUKでは、前年からKAMのリスク変化を

告書701 12 (3) ）。これを企業の特定の状況に直接

わかりやすく図示しているが、この取り組みは監査

関連付けて記載することにより、KAMが過度に標

基準で求められているものではなく利用者からの

準化されることや、翌年度以降のKAMの有用性が

フィードバックを受けて監査人が自主的に工夫した

低下する可能性を低減できる場合がありますが

ものであり、利用者との対話を通じてより良い制度

（701 A44）、その記載に係るQ&Aとして「Q2-9

に育てていくことができると主張されていました。

監査上の主要な検討事項における、企業の特定の状

監査人自身がKAMの意義を真剣に考え、適正意見

況に直接関連付けた記載」が挙げられ、例えば、の

に監査人自ら主観的判断というニュアンスをつける

れんの減損に関するKAMを記載するにしても、何

ことで、監査報告書自体の価値をあげることができ

に関連するのれんがKAMに当たり、それが総資産

るとおっしゃっていました。
林先生は、KAM導入は会計士にとってチャンス

といった固有の情報を含んだKAMの記載がQ&Aに

であり、同じ無限定適正意見でも監査した過程を開

紹介されていることが解説されました。

示し、それを利用者が評価することで、監査の質を

ご案内

のXX％を占めるといった定量的な情報を織り込む

厚生部

住田氏は、KAMを有意義なものにするには、利

地区会

開草案）」が公開されたため、その一部のQ&Aの

定例役員会

た2019年6月14日に「監査報告書に係るQ&A（公

上げることができると言ってられました。KAMで監
査報告書が変わるので監査人にチャレンジしてほし

これまでのひな型にそった決まりきった監査報告
書でなく、KAMにより監査報告書に監査人の主観

会長活動報告

いと、我々公認会計士を励ましてくださりました。

を入れて監査意見自体の価値を上げることができる
した。

５．最後に
第3部は、KAMの第一人者がずらりと揃った夢の
パネルディスカッションが大阪で実現しました。

ＣＰＥ研修会

という好機であるとの認識は3氏とも共通していま

約3年間の委員会の研究活動の成果を、雑誌への
寄稿、本の出版そして研修会の開催という形で会員

西田氏は、KAMの導入により確かに監査人や会

この場を借りて心より感謝申し上げます。また、こ

社の負担が増えることは懸念されるが、利用者に

のような機会に私をはじめ委員会の委員が携わるこ

とって判断するための情報量が増え、監査人にとっ

とができましたことにも感謝しております。
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はじめ監査役等皆様に発表することができたことを

特
集
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書評

報
告

林隆敏 編著 日本公認会計士協会近畿会監査会計委員会編集協力

寄
稿

監査報告の変革
−欧州企業のKAM事例分析−

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会 副会長 廣田 壽俊
このたび「監査報告の変革−欧州企業のKAM事例

ランス及びオランダの代表的な証券取引所における

分析−」の第1版が2019年6月20日に中央経済社か

株価指数構成銘柄187社の事例を対象にした分析が

ら発行されました。

展開されます。まずは林隆敏教授が全般的な傾向と

地区会

2017年2月に監査問題特別委員会にお招きした関
西学院大学商学部

特徴に触れたのち、分析対象の187社総数760個の

厚生部

林隆敏教授に、日本公認会計士

KAMから取り上げた内容別に、監査会計委員会の

協会近畿会の監査会計委員会（以下、監査会計委員

メンバーによる棚卸資産、金融商品・投資、資産の

会と略称）のアドバイザーとして指導いただきまし

減損、引当金・退職給付債務、税金・税効果、収益

た。2018年7月から12月の『企業会計』誌に連載

認識、訴訟・法令違反等に関する偶発債務、過年度

された「監査上の主要な検討事項−欧州の記載事例

修正、その他の事例分析の結果が披露されていま

分析」を最初の調査として、その後に開示された

す。最後に分析対象会社187社の一覧と各社別に総

データを加え、最終的にイギリス、ドイツ、フラン

数760個のKAMの見出しとそのKAMに関連する

ス及びオランダの代表的な証券取引所における株価

キーワードが一覧されています。

ご案内

指数構成銘柄187社を対象に実施された調査をベー
スにして出版されたものです。
本の構成は、大きく3部に分けて構成されています。

私は、この書籍の特徴は次のように考えていま
す。第Ⅱ部

事例分析編の存在がポイントです。

まずは、KAMに関して分析した事例数でしょ

会長活動報告

まず、序章の「監査報告の変革−意義と課題」で

う。先行する欧州の4か国187社760個のKAMを主

は、諸外国での標準監査報告書に対する批判とそれ

な項目別に分析しています。林隆敏教授は、英文の

の改善策として「監査基準」の改訂を経て監査上の

年次報告書（法定開示書類をフランス語、ドイツ語

主要な検討事項（以下、KAMと略称）が導入され

又はオランダ語で作成・公表している会社について

る経緯に触れています。

は、当該会社による英語翻訳版を利用）した点に関

ＣＰＥ研修会

第Ⅰ部

制度編では、国際会計基準による監査報

して、本書における事例分析の限界と書いています

告書の概要及びKAMに関する規定と特徴、イギリ

が、金融保険業まで含む業種は広範であって、現時

ス、フランス、ドイツ、オランダ、アメリカの各国

点で分析数として他のどの資料よりも圧倒している

の監査報告書の概要及びKAMに関する規定と特徴

と思われます。

会員異動

を解説しています。この編は、堀古秀徳大阪産業大

次に、充実した情報開示を求められている監査報

学講師、蟹江章北海道大学大学院教授、小松義明大

告書の全般的な傾向も分析しています。その視点

東文化大学教授、宮本京子関西大学教授、松尾慎太

は、監査報告書の記載事項、分量、特徴、KAMの

郎東北公益文化大学講師が執筆しています。

記載個数、監査人の見解等、KAMの分類、KAMの

第Ⅱ部
事務局だより
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決定理由、KAMの参照先と分析対象も多岐にわた

特
集
報
告
寄
稿

コミュニケーションを通じて、表記をどのようにし

分析的に呈示しています。改訂された「監査報告書

て表記するか、それを受けてKAMとしてどのよう

の文例

に記載するのか等をよく協議する必要があることを

監査・保証実務委員会実務指針85号」に基

うに思えます。

指摘しています。
総論として、この本は、迫りくる日本の実務に有
用な「先行する欧州でのKAMの開示事例」を提供

損、引当金・退職給付債務、税金・税効果、収益認

しますし、その場合、監査人に「必要に応じて守秘

識、訴訟・法令違反等に関する偶発債務、過年度修

義務の解除」を旨に監査役等や経営者と開示方法に

正、その他とこれからKAMの導入を控える日本の

つき協議するケースが十分にあることも示唆し、長

実務で論点になる項目で各論が構成されていること

期的には「開示内容をより充実させる」制度の改訂

です。各々の論点で展開されている開示例は日本に

が必要であることも読者は読みとることができる内

おける実務で、KAMとして検討する項目とどのよ

容になっています。

考になると思われます。

いろいろな内容を包含して実務に役立つ事例分析
と考えますので、ぜひ、ご一読をお薦めします。

ご案内

うに開示すればよいかの理解を深める点で大いに参

厚生部

3つめが、棚卸資産、金融商品・投資、資産の減

地区会

づく監査報告書のボリューム感を十分想像できるよ

定例役員会

ります。新しい国際監査基準に基づく監査報告書を

最後は、上記の各項目の論者いずれもが、日本の
実務への示唆として「（欧州4か国と比較すると）
会長活動報告

日本の開示実務では具体的に記載する慣行がない。
KAMの参照先がない」点を指摘していることで
す。欧州企業では、財務諸表で非常に多くの情報が
提供されていて、その情報の重要さやリスクの程度

ＣＰＥ研修会

に応じてKAMが情報のウエイト付けをしていると
の見方もできるようですが、その一方、日本の実務
において現行の開示ルールで対応されていない項目
は多く、例えば棚卸資産や収益認識などは特に重要
な会計方針でしか触れていない又は重要な会計方針

会員異動

ですら触れていない項目です。そのような開示ルー
ルがない項目についてKAMとして開示する判断が
行われれば、開示する企業の姿勢や考えに大きく影
響され、会計監査人が監査役等や経営者との綿密な
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翔る！ニッポンの公認会計士〜ブラジル・サンパウロ編〜
安岡

正哉

寄
稿
定例役員会

はじめに

や身障者の方、小さい子供を連れている方には本当に

こんにちは。2018年12月からブラジル・サンパウ

気を遣ってくれ、どんなに混んでいるバス、電車でも

ロに赴任しており、9カ月が経とうとしています。海

必ず声をかけて座席を譲ります。自分ももっと心掛け

外駐在には監査法人に入所した時から興味があったた

ないといけないと、反省したほどです。

地区会

め、このコーナーはいつも拝見していました。今回は

また、ブラジルの日系移民の数は世界最大で、約

初の南米編（メキシコより南は初と聞いています）に

190万人いると言われています。さらにサンパウロは

寄稿させていただき嬉しく思います。日本の真反対に

世界で唯一、日本の47都道府県すべての県人会があり

あるブラジル

ます。日本人の真面目・勤勉な態度がブラジルの開

の生活・仕事

拓、開発を進めたという認識があるため、日系人、日

のことを少し

本人に対してとても温かい国です。日系人が多いこと

でも皆さまに

から、日本の食材（納豆や豆腐、味噌など）も比較的

お伝えできれ

容易に手に入ります。

ばと思います。

サッカーに対する情熱もすごく、ブラジル代表戦や

厚生部

市内最大のイビラプエラ公園から見るサンパウロの街並み

自身が応援しているチームの試合の日は、家にいても
「今日はサッカーの試合があるんだな」と分かるぐら

ブラジル・サンパウロ

い、周りの家から歓声が聞こえてきます。6月には女

サンパウロ州は、サンパウロ市内だけで人口約

子のW杯が行われていましたが、ブラジル戦の時間帯

1,200万人のメガシティで、南半球最大の都市です。

は「仕事を一休みして皆で応援しましょう」という声

大阪府の人口(約880万人)を大きく上回り、東京都の人

かけがされるほどです。

ご案内
会長活動報告

口(約1,300万人)と匹敵する数です。広さは大阪府（約

ブラジルのもう一つの特徴は、南米唯一のポルトガ

1,900㎡）より小さい(サンパウロ市が約1,500㎡)の

ル語圏ということです。日常生活では英語はほぼ通じ

で、いかに人が密集しているかが分かります。通勤

ません。ひどいところはレストランでWaterが通じませ

ラッシュは当たり前で、電車は東京のようにぎゅう

んでした（水はÁguaです）。そのためスーパーやレス

ぎゅうに押し込まれます。車の免許が取れるまでは電

トラン、病院などではポルトガル語が必須です。仕事

車、バス通勤だったのでこの期間は辛かったです。ま

に加えて並列して語学勉強をしなければなりません。

た、車通勤に変わっても今度は渋滞が激しく、通勤を

ＣＰＥ研修会

含む市内の移動は本当に大変です。ちなみに、サンパ

仕事

ウロはブラジルの南の方に位置しており、赤道付近の

私が駐在しているデロイトブラジルはブラジル全土

常夏の都市と違い四季があるものの、夏は湿度が低

に12拠点あり、約6,000人が働いています。日系企業

く、冬は10度を下回ることは滅多にないため、非常に

の多くはサンパウロ市内に拠点を置いており、約350

過ごしやすいです。日本の夏の暑さ、冬の寒さに耐え

社進出しています。業種も様々で、情報収集の範囲は

られなくなりそうです。

かなり広げる必要があります。私は直接監査チームに

会員異動

さて、ブラジルといえば、治安の悪さ、日系移民、

入るわけではなく、これら日系企業の会計・監査、税

サッカー、コーヒー、肉、アマゾン、等がぱっと思い

務のサポート、新規業務のご提案などをすることが主

つくイメージでしょうか。いずれもその通りで、特に

な役割です。

事務局だより

治安は非常に悪いため、常に細心の注意を払って行動

多くの方がこのコーナーで書かれていたのと同様、

しないといけませんが、もちろん皆が皆悪い人ではな

ブラジルにおいても文化や習慣の違いから現地の方と

く、むしろブラジル人の多くは優しく、気軽に声をか

日本人との感覚が違い、戸惑うことも多く、コミュニ

けてくれ、色々手助けしてくれます。特に、年配の方

ケーションの重要性を当然とはいえ改めて実感してい

24
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コミュニケーションですが、しっかりチームに溶け込

も覚えていて、きちんと名前で呼び、挨拶をしてくれ

んで話をするには日常生活と同様、ポルトガル語が必

ました。こちらは顔と名前を一致させるだけでも一苦

須です。聞く能力だけでも早く引き上げたいと思って

労なので、さすがだなと感心するとともに距離も一気

います。

に縮まります。アミーゴ社会を実感した瞬間です。自
分がしようとすると中々名前から挨拶に入ることがで

ム内の友情も非常に強いものを感じます。先日、日系

きず、今もまだ不自然な感じになってしまい、苦笑い

企業を担当していたTAXパートナーが定年退職した際

の日々です。

寄

また、ブラジルはアミーゴ（友達）社会で、ファー

は、日系企業担当グループでささやかな退任パー

おわりに

CEOがわざわざかけつけてくれました。堅い握手と抱

大阪生まれ大阪育ちの私が、大阪の姉妹都市である

稿

ティー（宴会）を行ったのですが、それを聞きつけた
擁を見ていると、絵になるなぁと感心します。

告

が、一度だけ、かつ、数分しか話していない私のこと

報

るところです。特に現地チームとは今はまだ英語での

サンパウロに駐在できたのも、様々な縁があってのこ
ですが、それ以上に良い経験ができているなと感じる
充実した日々を過ごしています。皆さまも今後海外に
チャレンジできる機会に出会った際は、是非挑戦して

定例役員会

とです。仕事も日常生活も大変で苦労することが多い

欲しいと思います。ちなみに南米は観光名所も満載で
す。ユネスコ世界遺産に登録されている「イグアスの
でこれから巡っていきたいです！

地区会

滝」にも早速行ってきました。他にもたくさんあるの
退任パーティーの様子。左奥から2番目が退任パートナー、
左手前から2番目がCEO。（筆者は右奥から2番目。）

ちなみにブラジル流の挨拶は、朝出会った時や食事
厚生部

で一緒になった時に、握手とともに肩をたたきなが
ら、「〇〇（名前）元気か？」「元気やで！そっち
は？」「こっちも順調！」という一連の流れみたいな
ものがあります（今や死語ですが、大阪の「儲かり
まっか」「ぼちぼちでんな」みたいなイメージで
パーティーの時もCEOは全員と握手をしていきました

イグアスの滝（ブラジル側の一部）

ご案内

す）。この「名前」を言うところがポイントで、退任

『 翔る！ニッポンの公認会計士 』で紹介した国
NORTH
AMERICAS

EUROPE
イギリス
オランダ
ドイツ
チェコ共和国
ハンガリー
ポーランド
ロシア

アメリカ合衆国
イリノイ州
カリフォルニア州
テキサス州
ニューヨーク州

ＣＰＥ研修会

カナダ
メキシコ

ASIA
SOUTH
AMERICAS
ブラジル

オーストラリア
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事務局だより

OCEANIA

会員異動

中華人民共和国
台湾
香港
大韓民国
インドネシア
シンガポール
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
フィリピン

会長活動報告

※2010年8月（第一回）〜本号までに、ご寄稿いただいた国をご紹介しております。

特

集

第 回 リレー随筆

明彦

ト曲は基本的に何でもありで、私の唄ったことが

増田

トルをタダにするということをしていました。当

ない曲や、そもそも知らない曲・歌手も。やって

カラオケで若さを保つ？
２０１７年６月末にお世話になっていた新日本

時、最高 点台、平均で 点前後でていた曲があっ

みるとこれが楽しい。当然、最初はまともに唄え

歳で早期退職しました。

たので、﹁楽勝！﹂と思いつつその曲を唄いまし

有限責任監査法人を
退職後、当然監査法人勤務当時より空き時間が

ません。これが、聴き込みや練習を続けて、何と

95

た。結果、 点はおろか 点にも届かず、 点台の

98

相当生じるようになりました。そこで始めたのが

58

らカラオケを唄っているという感じでした。

みに行った時は、人とお話しをするより、もっぱ

と昔から歌を唄うことが好きで、唄えるお店に飲

ひとりカラオケでのカラオケ練習でした。もとも

てリベンジをしに一人で行きましたが 。
… 点台は
でるのですが、最後まで 点は超えませんでした。

お店と同じカラオケ機種で練習に励みました。そし

したが、ビブラートは苦手でした。さっそく、その

れました。たしかにその時、ロングトーンは得意で

く、﹁この機種はビブラートが好きだから﹂といわ

お店のカラオケ機種が違うことが大きな原因らし

惨敗に終わりました。いつも選んでいた機種とその

なっていく過程が自分でも明確にわかり、すごく

います。最初はボロボロなものが段々まともに

数なので︶。うろ覚えの部分がなくなるまで練習

満足できるレベルにもっていけるかどうかは未知

ありませんが、とにかく実践あるのみ︵そもそも

の時点ではまだ、自分的に満足できるレベルでは

持っていって、いざお店で歌唱︵第１段階︶。こ

か感じが出るレベル︵うろ覚えの箇所あり︶まで

飲み にいきませんか ？﹂と誘わ れました。 もう

ある日、セミナーの懇親会のあとに﹁これから

時を過ぎており多少疲れていたこともあり、めん

こうなったらもう意地なので、３度目の正直で再々

ある日、清水翔太の﹁ｈｏｍｅ﹂がリクエスト

昼は劇団で働きＴＶコマーシャルにも出演してい

のカラオケ選手権で本戦出場権を得た人、また、

います︵ちなみに﹁

点超えたらこなくなる﹂と

リアしたのですが、今ではそのお店の常連と化して

超えませんでした。４度目の挑戦でやっと 点はク

まだ第１段階で、うろ覚えの部分がありました。

の人に﹁うまい、うまい﹂とはいわれたものの、

され、次に行ってそれを唄ったとき、前述の声楽

る人がおり、それぞれに抜群に歌がうまい！なに

寄

定例役員会

点越えをしたらボ

稿

わく、約１か月かかりました︶、同じ人に、﹁本

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

は、内心﹁前のうまいうまいは何だったの﹂と思

ちょいちょいリクエストをもらうようにしてい

地区会

でに唄えるよう、聴き込みと練習です。リクエス

当にうまくなったねえ﹂としみじみ言われた時に

90

ます。リクエストをもらったら、次回来るときま

第２段階までもっていって再歌唱︵この曲は手ご
思っていたそうです︶。

90

よりビックリしたのは、そこにいるお客さんもみ

そこは演歌の歌手、お店の一人が声楽出身でＴＶ

89

90

90

して歌唱︵第２段階︶、というパターンをとって

どうくさいなあと思いつつ﹁唄えるところなら行

楽しい。

85

きます。﹂といって連れて行ってもらいました。

90

挑戦 。
…ウーロン茶だけ飲んで唄いまくりました。
が、やはり 点台のオンパレードで最後まで 点は

95

89

21

な歌がうまく、お客さんの歌を聴いているだけで
もここちよい状態でした。

告

そこでは、採点カラオケで

報

95
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117

特

集

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

事務局だより

リレー随筆

報

いつつ、すごくうれしかった。そういうこともあ
り、どんどんリクエストをもらって練習して歌唱
という繰り返しです。
結果、レパートリーはどんどん増え、１５０曲
を超え２００曲に届く勢いです。曲の歌手も１０

27
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０人を超えました。︵ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、ｂ
ａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ、米津玄師、Ｍｒ Ｃ.ｈｉｌ
ｄｒｅｎ。変わったところでは和楽器バンド、Ｐ
．
ｅｒｆｕｍｅ、倉木麻衣などｅｔｃ ︶
利用するひとりカラオケでも最高待遇の会員と
なりました。
誰かが﹁若さを保つ秘訣は新しいことにチャレ
ンジすること﹂
と言っていま
したが、これ
からも新しい
歌にチャレン
ジすることで
︵気持ちだけ
でも︶若く生
きていこうと
思っています。

第117回

特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度

報
告

第4回定例役員会報告
2019年7月30日（火）18時〜19時30分

寄

場

所：近畿会会議室

稿

出席者：36名（役員数４3名）

審議事項
この提案については、審議の結果、原案通り
定例役員会

第１号議案

会費免除について

（提 案 者）経理部長

髙見

承認された。

勝文

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。
１．会員9名について、診断書を添付の上、病

第３号議案

相談役の委嘱について

（提 案 者）総務部長

小松野

悟

地区会

気の為の会費免除の申請があった。近畿会

（提案説明）提案者より、近畿会規約第34条第1項

会費規程第8条第1項第二号に該当するた

により、下記会員（会長経験者）について、相

め、近畿会規約第13条第1項により会費を

談役を委嘱することとしたいとの説明があり、

免除したいとの説明があり、審議の結果承

審議に入った。

認された。

記

厚生部

２．会員23名について、勤務者においては勤務

沖見

圭祐

長船

強

大西

寛文

先への休暇届（写）、非勤務者においては

西田

隆行

中務

裕之

小川

泰彦

母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出

高濱

滋

髙田

篤

産・育児の為の会費免除の申請があった。
近畿会会費規程第8条第1項第三号に該当す
るため、近畿会規約第13条第1項により会
費を免除したいとの説明があり、審議の結

ご案内

果承認された。

（順不同、敬称略）
この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

第４号議案

組織内会計士委員会副委員長の委嘱について

（提 案 者）組織内会計士委員会委員長

第２号議案

協会本部 常置委員会委員等の推薦について

（提 案 者）総務部長

小松野

悟

会長活動報告

の推薦依頼について、以下の通り説明があった。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

※公認会計士制度委員会は廃止予定
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いて、委員会活動をより充実させることを目的
として、従前より委員会の中心的メンバーとし
て活躍されており、組織内会計士の活動実績や

*は連絡委員

中小事務所等施策調査会
租税調査会
経営研究調査会
中小企業施策調査会
総務委員会
※公認会計士制度委員会
監査・保証実務委員会
IT委員会
会計制度委員会
学校法人委員会
法規委員会
国際委員会
広報委員会
機関誌編集委員会
出版委員会
学術賞審査委員会

貴志

（提案説明）提案者より、当委員会の下記委員につ

（提案説明）提案者より、協会本部常置委員会委員等
（第54事業年度委員）

原田

*川越 宗一
田中久美子
*安井 聖美
*常田 英貴
小松野 悟

環境をより理解している組織内会計士である下
記３名に副委員長を委嘱したいとの説明があ
り、審議に入った。
記
岩﨑

*柴原
*細谷
*吉岡
船越
髙見
富田
宮口
安原
山添
中西

啓司
明宏
礼
啓仁
勝文
真史
亜希
徹
清昭
清
（敬称略）

香織

川瀬

敬義

吉田

徹

（順不同、敬称略）
この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

第５号議案

地区会規約の改正について

（提 案 者）担当副会長

安原

徹

（提案説明）提案者より、下記の地区会について、
地区会規約を変更したい。なお、この改正につ
いては、先般開催されたそれぞれの地区会定期

特
集

総会において議決されているとの説明があり、

第２号

理事会報告

（報 告 者）常務理事

審議に入った。

廣田

壽俊
告

日開催の理事会報告

１．泉地区会

報告者より、以下の報告があった。

（改正理由）
日本公認会計士協会近畿会規約の改正

■常務理事会審議事項
１．監査強化対応会議からの報告「日本公認

号の変更により、字句の訂正を行うもの。

会計士協会の監査強化の取組について」

稿

に関する件

２．みなと地区会

２．守秘義務の考え方整理プロジェクトチー

（改正理由）

ムからの報告「守秘義務の考え方の整理

第46事業年度第4回定例役員会（平成23
変更により、字句の訂正を行うもの。

３．「個別事案審査制度の活動概要（2018
年度）」の公表に関する件

この提案については、審議の結果、原案通り

定例役員会

に関する報告書」に関する件

年7月26日）にて決議された地区会の名称

■理事会審議事項
１．個別監査事案等の審査体制に係るプロ

承認された。

査制度における公表の在り方等につい

会長報告
北山

地区会

ジェクトチームからの報告「個別事案審

報告事項
（報 告 者）会長

寄

（平成27年6月22日改正）における条文番

第１号

報

（報告内容）7月18日開催の常務理事会及び7月22

て」に関する件
久恵

（報告内容）7月報告

■常務理事会報告事項
１．基幹システム更新プロジェクト進捗報告

会会長に、2019年7月22日の本部定期総会を

２．「監査契約書及び監査約款」の各種様式

厚生部

に関する件

2019年6月25日近畿会定期総会を経て近畿

の更新に関する件

経て、本部副会長に就任した。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、重点施策を推進するので、ご支援いただ
7月18日、令和初めての「公認会計士の日」の

本部定期総会報告

（報 告 者）常務理事

廣田

壽俊

（報告内容）7月22日開催の第53回本部定期総会の

記念セミナーを開催した。『インバウンドとイ

概要報告

ノベーションが紡ぐ関西経済』というタイトル

■来賓挨拶
・安倍晋三内閣総理大臣によるビデオレター

演いただき、約150名の方にご参加いただいた。

・麻生太郎金融担当大臣の挨拶

7月に、関係諸団体への新役員就任の挨拶回
りの際には、KAMが話題となった。
検討事項』の適用に向けて」が公表されおり、
監査の価値向上のため、監査人がKAM導入の

兼代表執行役グループCEOの挨拶
■報告事項

ＣＰＥ研修会

7月12日付で、会長声明「『監査上の主要な

・清田瞭株式会社日本取引所グループ取締役

・第53事業年度事業及び会務報告の件
■審議事項

趣旨を十分に理解し能動的に取り組むことが求

・第53事業年度財務諸表等承認の件

められている。なお、近畿会監査会計委員会が

・普通会費及び業務会費の見直しに係る会則

編集協力した『監査報告の変革』(林隆敏編著)

の一部変更案承認の件
・第54事業年度事業計画案承認の件

例を分析・紹介しているので、是非、参考にし

・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、設備設置及び特定資産に係

会員異動

が発刊され、KAMの欧州企業における先行事
ていただきたい。

会長活動報告

で、日本銀行理事大阪支店長山田泰弘氏にご講

ご案内

きたい。

第３号

る予算書案承認の件
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・会計監査人選任の件

特
集

第４号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

第５号
小松野

（報 告 者）厚生部長

悟

報

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

告

１．第53回定期総会・記念交流会の実施結果に

荒井

巌

（報告内容）報告者より、夏休みグルメツアー「川
床料理in京都貴船」の実施結果について報告が
あった。

ついて
（日

厚生部報告

（日

時）2019年6月25日（火）

時）2019年7月21日（日）
10:30〜12:40

13:30〜20:00
寄

①定期総会

13:30〜17:50

（場

稿

②記念交流会

18:20〜20:00

（参加者）158名（会員家族含む）

（場

所）「貴船べにや」

所）ホテル阪急インターナショナル

（出席者）①定期総会

来賓

1名

第６号

広報部報告

定例役員会

会員等

156名

（報 告 者）担当副会長

計

157名

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

②記念交流会 来賓

44名

会員等

243名

計

287名

地区会

時）2019年6月26日（水）

果について
（日
（場

所）大阪取引所４階OSEホール

が紡ぐ関西経済」

加）日本経済新聞、日刊工業新聞、

厚生部

席）北山会長、後藤、安原、廣田、

（講演者）山田

泰弘 氏

（日本銀行理事 大阪支店長）
（出席者）一般96名、会員等46名
２.

安井、洪 各副会長

公認会計士制度説明会（大学訪問）の実施
結果について

３．近畿会役員の退任について
下記役員について、近畿会から京滋会に
ご案内

転出されることとなった。ついては、近畿

（１）桃山学院大学
（日

員を退任することとなったので、ご承知願

時）2019年7月10日（木）
13:20〜14:50

会規約第31条第1項一号により、近畿会役

（参加者）経営学部
1回生及び2回生：約80名

いたい。
会長活動報告

（２）大阪府立大学

記
（退任年月日） （役員氏名）（異動先地域会)
2019年６月30日

林

琢也

（日

時）2019年7月12日（金）
10:40〜11:25

京滋会

４．「部・委員会名簿」の更新について

（参加者）現代システムマネジメント科学域
マネジメント学類 2回生：約170名

５．グループ懇親会（副会長担当別）の開催に
ＣＰＥ研修会

（３）大阪経済法科大学

ついて
2019年 9月 3日

後藤副会長担当

（日

10月 9日

会員異動

11月 5日

安原副会長担当

（参加者）経済学部 1回生：80名

同

（４）大阪市立大学

廣田副会長担当

（日

2020年 1月10日 安井副会長担当
同

事務局だより

2月 6日 洪
同

18202

時）2019年7月26日（金）
8:55〜10:35

同
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時）2019年7月22日（月）
16:20〜17:40

部・委員会グループ

30

20階

（テーマ）「インバウンドとイノベーション

時事通信、日本金融通信
（出

所）ホテルグランヴィア大阪
「名庭」

（大阪証券記者クラブ）
（参

時）2019年7月18日（木）
15:00〜16:30

16:00〜17:15
（場

康二

１．「公認会計士の日」記念セミナーの実施結

２．新役員就任記者会見の実施について
（日

安井

副会長担当

（参加者）商学部 １回生：180名

特
集

第８号

（５）大阪大学
（日

時）2019年7月29日（月）

矢本

浩教

（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。
東大阪市

指定管理候補予定者選定委員会委員

時）2019年7月7日（日）
13:30〜15:00

の推薦
吹田市

所）大和高田市立図書館

（対

象）大和高田市の中学生・高校生

吹田市立やすらぎ苑指定管理者候補
寄

（場

告

（参加者）経済学部 ２回生：200名
３.「ハロー！会計」の実施結果について
（日

（報 告 者）会員業務推進部長

報

14:40〜16:10

会員業務推進部報告

者選定委員会委員の推薦

稿

他3件

10名（公募）
４．夏休み特別公開授業｢ハロー！会計｣（一般

（報 告 者）ダイバーシティ推進委員会委員長

時）2019年7月28日（日）
13:30〜16:00

原

所）近畿会研修室

（対

象）小学6年生・中学生
保護者

63名
46名

認会計士の多様なキャリア紹介」の実施結果に
ついて報告があった。
時）2019年6月18日（火）

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、CPE研修計画及び実施結
果について報告があった。

地区会

（日

16:20〜17:50

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）担当副会長

繭子

（報告内容）報告者より、関西大学商学部講義「公

（場

第７号

ダイバーシティ推進委員会報告
定例役員会

公募）の実施結果について
（日

第９号

（講

師）西口和成氏（組織内会計士）、
吉田由佳氏（個人・大学院生）

（参加者）日商簿記2級以上の1年生クラス
厚生部

（20〜30名）

ご案内

※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。
10. 1（火）

9.13 （金）
会員業務推進部

会議室18:30〜20:30

会議室18:30〜20:00

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

10.10（木）
研修室11:00〜17:00

10.16（水）
監査事例DVD研修会

研修室11:00〜17:00

会員異動

会長室16:00〜18:00

9.27 （金）
会員業務推進部

正副会長会

監査事例研修会

9.26 （木）
正副会長会

研修室13:00〜17:00

10. 9（水）
会議室18:30〜20:30

9.25 （水）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会

中小監査事務所連絡協議会研修会

ＣＰＥ研修会

研修室13:30〜16:30

9.20 （金）
公会計委員会

会議室18:30〜20:00

10. 7（月）

9.19 （木）
国際委員会 第１回 IFRSセミナー

国際委員会

会長活動報告

（2019年9月13日〜10月16日）

近畿会および各部・委員会行事予定

会議室18:00〜20:00
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北部大阪地区会 定期総会実施報告
北部大阪地区会 東浦 隆晴

寄
稿

北部大阪地区会は、茨木市、高槻市、島本町に在住

地元在住という親近感もあることから、ローカルな

する会員及び準会員にて構成しており、定期的にイベ

話題も交えながら、オープンかつ有意義なディス

ントを実施することで、相互交流を図っています。

カッションになりました。定期的な訪問を通じて積

定例役員会

2019年7月3日に、地元高槻市の鉄板焼レストラ
ン「godai」にて定期総会を実施しましたので、以

極的な情報発信を行っていくため、新年度以降も継
続することとなりました。

下の通りご報告いたします。
総会終了後は懇親会に移ります。今年は洪誠悟近

地区会

総会では、2018年度の事業報告及び決算報告を

畿会副会長・細谷明宏地区会部副部長を来賓としてお

行うとともに、2019年度の事業計画及び予算並び

招きし、冒頭に6月25日実施された近畿会定期総会の

に地区会新役員選任の件について審議の上、承認を

実施報告と乾杯のご挨拶をいただきました。その後

受けました。

は、鉄板焼フルコースを楽しみながら、総会初参加の

当地区会では以下を基本方針として、ベテラン・
中堅・若手会計士が協力しながら、定期的にイベン

方からの自己紹介や、地区会員の近況報告を行い、和
やかで楽しい時間を過ごすことができました。

厚生部

トを実施し積極的に活動を行っています。
新年度の北部大阪地区会のイベントスケジュール
・地区会に所属する会員及び準会員が、監査法人、
個人事務所、一般企業などの勤務形態を超えて、
幅広く交流できる機会を創出し、会員及び準会員

ご案内

相互のコミュニケーション充実を図る。また、会
員及び準会員がご家族で参加できるファミリーイ
ベントを企画する。

は以下の通りです。
・懇親ゴルフ会

2019年11月 9日（土）

ベニーカントリー倶楽部
・ファミリーイベント

2019年11月30日（土）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
・冬季イベント

2020年1月〜2月

・地域自治体の首長訪問を通じて、公認会計士の認
会長活動報告

知度向上と地区会員及び準会員の業務遂行を支援
する。

今後は、林紀美代新会長のリーダーシップの下、
新しい体制で地区会活動の一層の充実を図ってまい
りますので、引続き地区会員及び準会員の皆様の積

上記方針に従い、懇親ゴルフ会、ファミリーイベ
ント、冬季イベントをベースとして実施し、特に

ＣＰＥ研修会

ファミリーイベントは、例年ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパンにおいて実施する大人気のイベントで
あり、2018年度は過去最高の19家族・63名の方が
参加しました。
また、昨年に引続き、茨木市長・高槻市長・島本
町長訪問を実施し、近畿会及び地区会の概要と活動

会員異動

状況を紹介するとともに、地方自治法の一部改正に
よる内部統制制度の導入や監査基準に従った監査の
義務化等に関する説明とディスカッションを行いま
した。昨年から2年連続して訪問したこと、また、

事務局だより
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京阪地区会 定期総会及び懇親会のご報告
京阪地区会 会長 千葉 一史

寄

さて、今回の開催

会及び懇親会を、「多み寿し（阿波座）」にて開催

場所は、少し雰囲気を

し、地区会員15名並びに近畿会から後藤紳太郎副会

変え、友人に紹介して

長、和田泰史地区会部副部長の2名にご出席頂きまし

頂いた阿波座のお寿司

た。なお、地区会員の杉久武先生（参議院議員）

屋さんを貸切って開催

は、2週間後の選挙に先生自身が出馬されていること

しました。その効果？

から今回は御欠席でした（なお、7月21日の参院選

もあり、参加者は昨年より4名増え17名。参加者は幹

挙（大阪選挙区）にて無事当選されました！）。

事が30〜40歳台の若手の方が増えたこともあり、数

稿

2019年7月8日（月）の午後6時30分より、定期総

定例役員会

年前に比べ平均年齢は10歳ほど若くなった印象で
で、審議事項は承認可決されました。本年度の役員

開業の方々より少し多いといった印象で、話題は、働

改選では、藤川賢さんが退任され、新たに安場達哉

き方改革やAIなどの新しいテクノロジーへの監査対

さんと上野峻さんが選任されたことで、地区会役員

応など広範囲なものとなりました。独立開業の先生方

は1名増え12名体制となりました。また、私（千葉

とも意見交換になり、色々な情報交換ができたこと

一史）も引き続き会長に選任され、2期目を担当さ

で、皆様に有意義な時間を過ごして頂いたものと考え

せて頂くことになりました。本体制で新たに地区会

ています。

厚生部

す。また、参加者層は監査法人勤務者の方々が、独立

地区会

定期総会の報告事項と審議事項は下記のとおり

の運営に取り組んでまいります。
さて、本年度の京阪地区会企画は、今回の懇親会
【報告事項】

の他、以下を予定しています。近畿会のご支援を得
て、地区会活性化を図ってまいりますので、ぜひ企

【審議事項】

画への参加をお願い致します。

（第１号議案）役員選任の件

・懇親ゴルフ

（第２号議案）2019年度事業計画（案）及び収支

2019年10月26日（土）奈良国際ゴルフ倶楽部
会長活動報告

予算（案）の件

・レジャー企画
2020年1月頃（土日）海遊館

定期総会の終了後、来賓の和田泰史地区会部副部
長の乾杯のご発声により懇親会が始まり、途中、同

ご案内

2018年度活動報告及び決算報告の件

・ディナービュフェ
2020年3月頃（土日）あべのハルカスCOOKA

じく来賓の後藤紳太郎副会長にご挨拶を頂戴し、閉
ＣＰＥ研修会

会のご挨拶は本地区副会長の濱中武志さんから頂き
ました。

会員異動
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テニス交流会 講評
厚生部サポーター 相本 忠弘

寄
稿
定例役員会

近畿会趣味の会によるテニス交流会（練習会）が

また、今回は会員、準会員の方だけでなく、ご家

2019年6月29日に大阪にある江坂テニスセンター

族の方も参加いただき、和気あいあいとした雰囲気

のインドア（室内）コートで開催されました。今年

の中、テニスを楽しむことができました。テニスは

は猛暑ということもあり、6月であっても大変暑い

幅広い年齢層の方が楽しめるスポーツだと思います

時期での開催となりましたが、インドアコートで

ので、ご家族でテニスをしている方は、ぜひご家

あったため、冷房設備が完備されており、快適にテ

族そろって、テニス交流会に参加いただけると嬉し

ニスを楽しむことができました。

い限りです。

地区会
厚生部

今回はご家族も含めて総勢12名の皆様に参加い

このテニス交流会のようなイベントは、普段なか

ただきました。今回の練習内容としましては、スト

なか交流の機会がない他の監査法人や個人事務所に

ロークラリーやサービス練習を実施した後に、主に

お勤めの方、一般企業にお勤めの方等、様々な経歴

ダブルスの試合を行いました。今回参加いただきま

の方とテニスを楽しみながらコミュニケーションを

した皆様は、監査法人に所属の方や個人事務所の方

とることができる大変良い機会です。これまでテニ

等もいらっしゃったため、普段なかなか交流する機

スをしたことがない方やしばらくテニスから離れて

会が少ないメンバーでしたが、ランダムでダブルス

いる方は、最初は参加しにくいかもしれませんが、

のペアを組んで試合を実施しました。いつもテニス

参加メンバーに応じて、練習内容も変更いたします

をしている方でも、初めてのぺアとなれば、また

ので、ぜひ積極的に参加いただき、テニスの楽しさ

違った緊張感があるとは思いますが、いざ実際に試

を少しでも感じていただけますと幸いです。

ご案内
会長活動報告

合を始めると随所で素晴らしいプレーが飛び出して

今後のテニス交流会についても、経験者の皆様だ

いました。ペアを交代して、何試合か実施しました

けでなくテニスをしたことがない初心者の皆様もぜ

が、ペアによっても試合内容が大きく異なり、とて

ひ参加いただけますよう、まずは趣味の会（テニス

も見応えのある試合が多く、観戦している方も大い

部）の登録からよろしくお願いいたします。登録を

に盛り上がっていました。

ご希望される方は、近畿会事務局までご連絡お待ち
しております。

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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関西地区三会親睦囲碁会に参加して
兵庫会 厚生部長 豊見里 隆一

寄

時：2019年8月3日（土）13:00〜17:00

方から勝敗のつけ方など楽しく学べるものでした。

・会

場：近畿会会議室

私は9つハンディを頂いてインストラクターの田口

・会

費：無料

さんと勝負させて頂きました。初戦の結果は…黒
41白3の38目勝ちで圧勝？でした。その後、ハン

下川諒子さん

ディを一つずつ減らして勝負は続き、4局ほど対戦

澤田瑶子さん

していただきました。

定例役員会

・囲碁インストラクター3名

稿

・日

田口美星さん
・参加者：京滋会 3名
地区会

近畿会 17名
兵庫会 4名
令和元年8月3日（土）、昨年に引き続き、第二
回となる親睦囲碁会が近畿会会議室にて開催されま

厚生部

した。兵庫会

宮田勇人会長による開会挨拶ののち、

インストラクターによるルール説明があり、その後、
指導対局が行われました
ハンディが減ってくると置ける場所が増えるため
奥深さを少しだけ垣間見た気がして新たな発見でし

ご案内

迷い、一手に長考することもありましたが、囲碁の
た。また、時々インストラクターに「これはいい手
ですね」と誉められると素直に嬉しく、最後まで飽
盛会のうちに終了時刻を迎え、近畿会 安原 徹副
会長の挨拶により終了しました。

会長活動報告

きることなく過ごせました。

ＣＰＥ研修会

指導対局は参加された小学生のお子さまから段位
をお持ちの大御所先生まで老若男女26名が3グルー
プに分かれて、それぞれ担当のインストラクターと
対局する方式で行われました。一人のインストラク
ターが6〜7名と同時に対局するのですが、一人が

会員異動

複数人と対局する事を多面打ちと言うそうです。
囲碁盤は一般の対局で使用されるものではなく、
初心者用の9路盤（9×9マス）を用いて行われるた
め、全く知識のない初心者でも基本的な碁石の置き
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観劇部 第２回活動報告
星野 誠

寄
稿

宝塚星組「GOD OF STARS（食聖）／Éclair Brillant」

定例役員会

序文

アイリーンという名前からコナン・ドイルのシャー

観劇部第2回は、2019年8月4日（土）の宝塚星組

ロック・ホームズものに出てくるアイリーン・アド

の公演。星組トップの紅ゆずるさんと娘役トップの

ラーを連想される方も多いでしょうが、全く関係あ

綺咲愛里さん退団公演ということもあり、たくさん

りません（おそらく）。ミステリーマニアの方、深

の方のご参加となりました。参加者総勢43名、観劇

読みしないように。

地区会

部史上最多です。内容はお芝居のGOD OF STARS

次のシーンは天界、補陀落山に移ります。ちょっ

（食聖）とショーのEclair Brillantの2部構成です。

と先の読めない展開。西遊記に出てくる紅孩児の登
場となります。紅孩児は紅ゆずるさんが演じます。
紅孩児が出てきたところで、西遊記のスピンオフあ
るいは番外編では…と頭によぎりますが、そんなは
ずはないです。最初の2つのシーンはあとあとつな

厚生部

がります。補陀落山は、観世音菩薩の降臨の地。紅
孩児は観世音菩薩の弟子となるべく、牛魔王らに改
心をせまられます。紅孩児は抵抗し、勢い余って、
補陀落山から大滑落します。なお、ここで礼真琴さ

ご案内

ん演じる孫悟空もちらっと出てきます。

あらすじ

このあと、シーンは地上へ切り替わります。ここ

会長活動報告

まず、お芝居のあらすじから。紅ゆずるさんはホ

からは、ネタバレなきよう簡潔に。上海の大金星グ

ン（紅）・シンシン役、綺咲愛里さんはアイリー

ループの三ッ星天才料理人ホン・シンシンは、その

ン・チョウ役、2番手で次期トップの礼真琴さんは

傲慢な態度から、金星グループのCEOのエリックに

リー・ロンロン（ドラゴン）役です。

図られます。エリックはホンを追放し、かわりにホ
ンの弟子であるリーをホンの後継者とします。追放
されたホンはアイリーンの経営するパラダイス・
マーケットにある愛麗飯店の店先で行き倒れ、アイ

ＣＰＥ研修会

リーンに助けられます。ホンは愛麗飯店に力を貸す
ことになります。お互い反発しあっていたホンとア
イリーンは協力して店を盛り上げ、繁盛させていき
ます。3ヶ月後、愛麗飯店にエリックとリーがあら
われ、ホンにパラダイス・マーケットの所有権をか

会員異動

最初は、回想シーン。アイリーン・チョウが幼い

け、食聖コンテストをいどむ…という展開です。

事務局だより

頃、母に本を読んでもらっているシーンからです。

途中に紅ゆずるさんから礼真琴さんへ『星』

アイリーンにとって料理人である父の作る餃子は世

（組）を引継ぐという退団公演らしい演出もありま

界一でした。なお、ここのかわいい『子アイリー

した。とにかくにぎやかで明るく楽しい、アジアン

ン』は綾音美蘭さんだそうです。ここで余談です。

痛快喜劇風（コメディータッチ）歌劇でした。
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告
寄
稿

幕間休憩のあとのショー。宝塚初心者としては、

募集
観劇部は、年3回の活動をしています。ぜひ、観

かで楽しめます。最初は、星組らしく星をイメージ

劇部にご入会いただき、いっしょに観劇を楽しみま

したもの、そのあと、ラテン音楽、ボレロのリズ

しょう。最終の第3回は、来年1月4日（土）の「天

ム、ニューヨーク、そしてフィナーレへと流れがス

使にラブ・ソングを」となっています。残念なが

ムーズで躍動感のあるショーでした。

ら、すでに募集は締め切りとなっております。

定例役員会

細かいことはよくわからないですが、ショーは華や

地区会

閉幕
最後になりましたが、観劇部の部長の蔵口さんと
副部長の梨岡さんには、いつものチケットの手配、
喫茶店の予約、当日の案内など数々お世話になって
さて、最後まで、私のとりとめなくしかもつたな

厚生部

おり、ありがとうございます。感謝です。
い文章にお付き合いいただき、ありがとうございま
した。ここでも感謝です。

ご案内

喫茶
観劇後は、恒例の喫茶の時間。希望者のみで、阪
急宝塚駅近くの宝塚ワシントンホテル8Fのレストラ
ン「ガスライト」でお茶とケーキで歓談タイムで

会長活動報告

す。参加者人数はこちらも観劇部史上最多の28人で
す。劇の感想などいろいろ語り合えるのによい機会
です。楽しい時間を過ごすことができました。

ＣＰＥ研修会
会員異動
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北山久恵会長活動報告

2019年度

報

TOPICS

会務報告

告

8月の本部理事会において、手塚新会長より会務運営方針の所信表明がありました。まず、3年間の会務運営の拠り所となる
使命・ありたい姿・価値観の定義が説明され、「価値観」として、①ステークホルダーからの信頼が第一、②先見性・戦略性・
創造性の尊重、③ステークホルダーとの建設的な議論の協議、④助け合いと協力の尊重・オープンで生産性の高い会務運営が挙
げられ、このうち②③④について十分にできていないのではないかと会長の問題提起がありました。その改善策として、1．副

寄

会長の執行権限と責任の明確化、２．正副会長を会議への意思統一機能の付与、３．総合戦略・企画・コミュニケーション部門

稿

の設置、４．渉外という役割の設定、5．戦略目標の設定と施策の明確化が提案されています。そして、今後の戦略と課題とし
て、「公認会計士に対する信頼の確立」「ステークホルダーエンゲージメント」「人財の確保と育成」「業務開発と収益性」
「会務運営の生産性・透明性」の5つを掲げ、それぞれの課題に対して諸施策を検討していくとの説明がありました。

定例役員会

今年度からの「有価証券報告書の記述情報の開示充実」は、来年度からの「監査上の主要な検討事項（KAM）の本導入」に
むけての準備であり、今後導入が検討されている「記述情報の監査」という一連のストーリーの中で、監査人の指導性の発揮
が期待されています。KAMの早期適用ではなくても、監査役や経営者との積極的なコミュニケーションが望まれます。また、
「ファーム・ローテーション」については、金融庁2次報告が9月頃に公表される予定です。今後の動向にご留意ください。

日

付

地区会

7月30日

7月31日
厚生部

8月1日

8月2日

曜日

水

場

所

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜19:30

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜16:00

理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

日本監査研究学会理事会

日本大学砧キャンパス

10:00〜16:30

日本監査研究学会第42回全国大会

日本大学砧キャンパス

17:00〜19:00

日本監査研究学会第42回全国大会・懇親会

日本大学砧キャンパス

日本監査研究学会第42回全国大会

日本大学砧キャンパス

18:00〜19:00

地区会長会議

日本公認会計士協会近畿会

19:30〜21:30

地区会長会議後懇親会

ボノ

16:00〜17:00

金融庁企業開示課長

日本公認会計士協会近畿会

17:00〜18:00

関西地区三会連絡協議会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:30

関西地区三会連絡協議会後懇親会

華都飯店

金

土

日

8月5日

月

8月9日

会務の内容

木

8月4日

8月6日

間

火

ご案内

8月3日

時

火

9:00〜16:15

表敬訪問

セコンド

金

会員異動

8月20日

火

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

8月22日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

事務局だより

(作成月日:2019年8月23日)
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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

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

URL

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

改正資金決済法対応 仮想通貨はこう変わる!!
暗号資産の法律・税務・会計

8訂版

松嶋隆弘・渡邊涼介
ぎょうせい 刊
定価2,800円＋税

定価より15％引き（送料別）

組合員特価

編著

定価より15％引き（送料別）

働き方改革関連法・パワハラ対応の企業実務

中小企業の取引における
収益認識の税務と会計の実務

岩出 誠 著
中央経済社 刊
定価3,500円＋税

著

組合員特価

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）

中小企業の法人取引等における「収益
認識に関する会計基準」の基礎知識およ
び「収益等の計上に関する通則」の改正
による影響を、事例と裁判例をもとに解
説しています。さらに、法人税法の改正
による消費税への影響も説明しています。

ご案内

働き方改革関連法と2019年5月末に成
立した女性活躍推進法等改正法について、
各種法改正や制度の概要と、企業が対応す
る際の留意点を、2019年7月1日までの最
新情報を反映しつつまとめています。重要
条文の新旧対照付き。人事労務担当者に実
務のポイントを的確にお伝えします。

厚生部

小林磨寿美・大野貴史
税務経理協会 刊
定価2,700円＋税

地区会

実務に精通した専門家18人が、暗号資
産（仮想通貨）の税務上と会計上の処理を
個別に詳説するとともに、令和元年5月に
成立した改正資金決済法はもちろん、知財
法や金商法など他の法律との関係について
も詳述しています。また、欧米中露におけ
る暗号資産の現状も詳解しています。

定例役員会

複雑難解な非営利法人に関する制度・
会計・税務を法人別の比較とともに、設例
を交えて具体的に解説。平成31年度(令和
元年度)税制改正までの法人税、消費税、
源泉所得税、地方税について最新の情報を
盛り込み改訂。非営利法人に関する制度・
会計・税務の特徴的な論点を完全網羅し、
全体像を捉えるのに最適な1冊です。

稿

中田ちず子 編著
大蔵財務協会 刊
定価4,300円+税
組合員特価

FAX

寄

非営利法人の税務と会計

03- 3515 -8 9 6 0

CPA提携カードのご案内

◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の方々にこそふさわしい、ワンランク上のサービスと品質をご提供する特別なカードです。
国内・海外でのレストランのご予約など専任スタッフが24時間365日ご相談やご要望にお応えする「プラチナ・コンシェルジュサービ
年会費（税抜き）

ジをご利用いただける「プライオリティ・パス」な

本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

どプラチナならではの様々なサービスを取り揃えて
おります。

プラチナカード
20,000円
1名様は無料、2人目より1名様につき3,000円
50〜500万円（内リボ払い・分割払い50〜100万円）

（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合員のみご加入いただけます。

ＣＰＥ研修会

ス」や国内はもとより、世界600以上の空港ラウン

会長活動報告

公認会計士協同組合では、三菱ＵＦＪニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである
「CPA・MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。

◆CPA DCカード
「CPA DCカード」は、一般カード／ゴールドカードの2種類からそれぞれVisa／Master Cardのカードブランドをご選択いただけ
公認会計士の先生方の信用を象徴
する1枚として、特に「ゴールドカー
ド」をお勧めいたします。

ゴールドカード

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

一般カード

10,000円
1,250円
1名様は無料、2人目より1名様につき1,000円 １名様につき400円
原則200万円（内リボ払い100万円/分割払い200万円）

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。

18211
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【三菱ＵＦＪニコスは「キャッシュレス・消費者還元事業」に参画しています！】

会員異動

ますので、いずれも世界中でご利用いただける便利なクレジットカードです。

特
集
2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年8月実績及び9月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
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
「現在の税制上の課題と今後の展望〜税制の在り方
税 務
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」

寄

8 月 6 日

稿
13:00〜15:40

定例役員会

10:00〜11:40

8 月 8 日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

地区会
10:00〜11:40

8 月 9 日 13:00〜14:40

厚生部

15:00〜16:40

10:00〜11:40

ご案内

8月22日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

会長活動報告

8 月 2 3 日 13:00〜14:40 会

計

2

3

志村さやか氏（本部前倫理担当常務理事）

佐藤正樹氏（公認会計士）

2

2

谷伸雄氏（総務省自治行政局行政課課長補佐）

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主席レビュー
アー）
髙 瀬 靖 史 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会 副 主 席 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（本部前監査業務審査担当常務理事）
北方宏樹氏（本部前監査業務審査担当常務理事）

2

2
不正
事例

2

西田俊之氏（本部前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

夏季全国研修会
「国の公会計の取組について」

2

浅野敬志氏（首都大学東京大学院経営学研究科
教授）

2

髙橋啓介氏（財務省主計局法規課公会計室課長
補佐）

夏季全国研修会
15:00〜16:40 監

査「最近の不正会計事例について〜監査の観点からの

ＣＰＥ研修会
会員異動

9 月 1 1 日 13:30〜16:00 税

9 月 1 9 日 13:30〜16:30 会

事務局だより

9 月 2 8 日 13:00〜16:30

40

組
環
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査

不正
事例

2

関西地区三会共催研修会（IT委員会/監査会計委員会）
「テクノロジーの進化が監査に与える影響について」

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
「国税不服審判所の概要と役割」
務「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」
「現役任期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執務
とは？〜」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
計
「IFRSセミナー第1回〜IFRSの基礎の基礎〜」
各士業女性合同研修会（ダイバーシティ推進委員会
織 女性会計士専門委員会）
境「相続税改正〜知らないと大変！どう変わる「相続」〜」
（会場：大阪弁護士会館 2階）

18212

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

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）
8 月 2 6 日 15:00〜17:00 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」
9 月 6 日 18:30〜20:10 監

師

山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）

8 月 1 日 13:00〜14:40 倫理等

10:00〜11:40

講

関口倫紀氏（京都大学経営管理大学院教授）
柴垣昌利氏（本部IT委員会未来の監査専門委員
会専門委員長）、高木悟氏（freee株式会社プロ
ダクトマネジャー、公認会計士・税理士）

2

池田一彦氏（大阪国税不服審判所次席審判官）
榊原康之氏（大阪国税不服審判所部長審判官）
浅井一宏氏（大阪国税不服審判所国税審判官）
島田裕次氏（大阪国税不服審判所国税審判官）

3

3

山田善隆氏（PwC京都監査法人）
鷺谷佑梨子氏（PwC京都監査法人）

3

金澄道子氏（弁護士）、坪多晶子氏（税理士）、安
原徹氏（公認会計士）、竹原久美子氏（司法書士）

特
集

会員異動
会 員

転入者

準 会 員

監査
法人

計

3,519

35

3,554

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
10

32

829

計

合計

871

4,425

（2019年7月31日現在）

一ノ宮 進悟
清原 裕平

鳥海

瑞季

長井

一真

転出者
員）

中山

瞳

（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更
【事務所】
紗綾花（会
員）
浩
（会
員）
章
（会
員）
達哉 （会
員）
祥二郎（会
員）
頼知 （会
員）
黎樹 （四号準会員）
正倫 （四号準会員）
瑞季 （四号準会員）
昌志 （四号準会員）
慎太郎（四号準会員）
崇弘 （四号準会員）

清水 茂林 （会
山本 誠
（会
吉田 卓浩 （会
奥村 亮
（会
小倉 健宏 （会
川沼 信夫 （会
塩見 望
（会
瀬戸口 英之（会
種清 真由 （会

員）
員）

藤中
中川

【事務所・自宅】
尾方
金沢

祐子 （会
隆進 （会

大和 （四号準会員）
智子 （四号準会員）
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七木田 淳史（会
員）
山本 悠貴 （会
員）
石村 悠弥 （四号準会員）
立田 義昭 （四号準会員）
山口 裕平 （四号準会員）
植田 麻理奈（四号準会員）
岡
大貴 （四号準会員）
森田 拓磨 （四号準会員）

会員異動

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

【自宅】

ＣＰＥ研修会

牧山
松本
内
安場
吉村
和田
上山
栗栖
鳥海
村上
吉田
宮田

会長活動報告

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

ご案内

伊藤 央真 （会
大西 宏樹 （会
岸本 拡之 （会
（会
塩﨑 誠
島村 修平 （会
野村 洋平 （会
福井 智士 （会
池田 芳則 （会
石留 大輔 （会
佐々木 祐輔（会
竹川 都之 （会
谷口 悦子 （会
疋田 鏡子 （会

京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
中 国 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
北 陸 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
北部九州会へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
四 国 会 へ
京 滋 会 へ
四 国 会 へ
東 京 会 へ

厚生部

7月3日〜26日

7月3日〜26日
上田 啓二 （会
員）
岡尾 竜平 （会
員）
奥田 賀範 （会
員）
梶原 大樹 （会
員）
河合 美保子
（会
員）
上林 昌子 （会
員）
窪田 太一 （会
員）
倉持 智子 （会
員）
坂口 隆 （会
員）
寺尾 忠佳 （会
員）
廣橋 里美 （会
員）
松田 綾 （会
員）
湯川 茂樹 （会
員）
淺野 禎彦 （会
員）
荒井 悠貴 （会
員）
石井 隆之 （会
員）
吉川 雄貴 （会
員）
駿河 一郎 （会
員）
田邊 晴康 （会
員）
綱島 佑介 （会
員）
成田 憲則 （会
員）
福西 基延 （会
員）
益田 享 （会
員）
松本 和久 （会
員）
山下 大貴 （会
員）
林
琢也 （会
員）
福岡 宏之 （会
員）
松嶋 康介 （会
員）
美濃部 雄也
（会
員）
山田 美樹 （会
員）
麻植 大幹 （四号準会員）
大栗 和樹 （四号準会員）
門田 崚太郎
（四号準会員）
神立 泰宏 （四号準会員）
谷口 滉季 （四号準会員）
村井 天星 （四号準会員）

地区会

入会者
7月19日付
田岡 大明 （会

定例役員会

7月19日付

稿

資格変更（準会員から会員へ）

中 国 会 よ り
兵 庫 会 よ り
兵 庫 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
北部九州会より
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り

寄

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

7月3日〜22日
奥田 講平 （会
員）
嶋田 大地 （会
員）
松山 元浩 （会
員）
三井 孝晃 （会
員）
秋山 惠夢 （会
員）
伊東 俊英 （会
員）
川上 剛 （会
員）
重枝 慶 （会
員）
橋本 克己 （会
員）
林田 弘徳 （会
員）
増田 靖 （会
員）
保田 真吾 （会
員）
井関 厚夫 （四号準会員）

告

公 認
会計士

報

会 員 数

特
集
報

退会者

告
寄

成瀬 俊昭
池畑 幸博
空田 広志
岩井 賢治
佐久間 進
吉村 勲

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員） 6 月 2 日 付
員） 6 月 1 3 日 付
員） 6 月 1 3 日 付
員） 7 月 1 9 日 付
員） 7 月 1 9 日 付
員） 7 月 1 9 日 付

死
死
欠
業
業
業

格
務
務
務

条
廃
廃
廃

亡
亡
項
止
止
止

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。

稿
定例役員会

事務局だより

地区会

【慶事】
・会 員
・準会員

【弔事】
加藤 大地氏
衣笠亜矢子氏

・会 員 池�嶋 豊光氏
2019年8月10日ご逝去

満81歳

・会 員 森内 茂之氏のご尊父 茂治様
2019年7月29日ご逝去 満91歳
厚生部

【寄贈図書】
ご案内
会長活動報告

■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集
平成30年度 第8回
寄 贈 者 一般財団法人 新日本法規財団
発
行 一般財団法人 新日本法規財団
■公認会計士制度七十年史−最近の十年−
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会年史編纂特別委員会
発
行 日本公認会計士協会

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
2019年版 第1四半期提出用
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
■会計規則集 改訂版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
共
編 日本公認会計士協会 企業会計基準委員会
発
行 日本公認会計士協会出版局

ＣＰＥ研修会

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。

会員異動

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

事務局だより
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特
集
報
告
寄
稿
定例役員会

皆様、今年の夏休みはいかがお過ごし

でしたでしょうか。今年は特に暑い日が

続いたため、最近ようやく涼しくなって

きたとほっとしていらっしゃる方も多い

かもしれません。私もこの夏は子供を連

れてプールに行きましたが、皆さん考え

ることは同じなのかどこも大盛況で、流

れるプールはいわゆる﹁芋洗い状態﹂で

した。一涼みするのもなかなか大変な世

の中ですね。

さて、この９月号ではそんな日本の真

裏、ブラジルはサンパウロより、﹁翔

る！ニッポンの公認会計士﹂が寄稿され

ています。この企画は大変好評を頂いて

おり、２０１０年８月号以来継続してい

るコーナーになりますが、今回は初めて

の南米編となりますので、皆様も是非ご

一読頂き、アミーゴ社会と言われるブラ

ジルの雰囲気に触れて頂いてはいかがで

しょうか。

最後になりましたが、私はこの度初め

て近畿会幹事を務めさせて頂き、会報部

に所属することになりました。協会活動

への参加もほぼ初めてでして、右も左も

わからない状態ですが、諸先輩方のご指

導の下、少しでも会計士業界の発展に寄

与できればと考えております。皆様、今

竹中陽介

後ともどうぞよろしくお願い致します。

︵会報部
)

地区会

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
厚生部

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
応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052

TEL:06-6265-8461

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

新語・用語

事業の成長を加速させるプログラム
「アクセラレーター」とは「加速者」の意味で、企業の事業を大きく成長させるために出資やサポートを

会長活動報告

アクセラレーター

ご案内

担当:池上

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

行うプログラムや企業をいう。「インキュベーター」がベンチャー企業やスタートアップの成長を長期的に
期的に拡大させることを目的とする。
アクセラレーター・プログラムでは起業経験者による助言や事業ノウハウの提供などが行われ、参加者は
メンターと協力して独自のビジネスモデルを構築していく。プログラムの最後には投資家やメディアも参加

ＣＰＥ研修会

支援し、新しいビジネスモデルの構築を目指すのに対し、「アクセラレーター」はすでにあるビジネスを短

する中で自社のビジネスの発表を行う。
ターの支援を受けている。日本でもオープンイノベーションの一環として、大手企業とベンチャーが共同で
新規事業の創造を目指すアクセラレーター・プログラムが行われ始めている。イノベーションの創出を期待

会員異動

アメリカでは、AirbnbやDropboxなどの新業態が急成長しているが、いずれも草創期にアクセラレー

したい。
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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。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
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日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
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