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第40回 日本公認会計士協会研究大会
会計・監査新時代

寄
稿

�〜公認会計士と地域との共創〜
■日時：2019年9月18日（水）■場所：幕張メッセ

2019年9月18日（水）、「会計・監査新時代〜公認会計士と地域との共創〜」をテーマに第40回日本公認会計

定例役員会

第40回 日本公認会計士協会研究大会
士協会研究大会が千葉県にて開催されました。
第1部、第2部に分かれ各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。

【記念講演会

地区会

以下、その概要をご報告いたします。

11:00〜12:30】

「キッコーマンの成長戦略〜キッコーマンしょうゆを“世界の調味料”へ」

●研究発表

13:30〜17:20】

第1部

厚生部

【研 究 発 表

13：30〜15：10
テ

ー

マ

会計新時代、公認会計士の価値の創造
−地域で活躍を広げる若手会計士−

2

研究報告「次世代の監査の展望と課題」とその先の未来

3

会計不正を抑止するための罰則等に関する調査報告
〜作成責任者に対する罰則等を中心に〜

4

中小企業の金融支援と事業性評価の未来
ローカルベンチマーク＆経営デザインシートを活用した共有カルテによる支援者連携の輪を広げる提言

5

気候変動を知る

第2部

−動き始めた資本市場・情報開示−

15：40〜17：20
ー

ＣＰＥ研修会

テ

マ

地方公共団体財務書類の信頼性確保と公認会計士の地域貢献・共創について

2

公認会計士社外役員への期待〜企業のガバナンスの強化×成長性〜

3

インセンティブ報酬に係る会計上の論点
〜インセンティブ報酬制度の活用による地域経済の活性化に向けて〜

4

公認会計士業界が抱えるダイバーシティ・マネジメントの課題と地域経済がもたらすオープン・イノベーション
〜会員向け実態調査結果に基づいて〜

会員異動

1

5

会長活動報告

●研究発表

ご案内

1

「社会主義の弊害と資本主義の幻想」を超えて
−21世紀における会計・公認会計士の新たな役割−
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記念講演

11:00〜12:30

報

キッコーマンの成長戦略〜キッコーマンしょうゆを“世界の調味料”へ

告

講師

キッコーマン株式会社

代表取締役社長

CEO

堀切功章 氏

寄
稿

研究大会の記念講演として、『キッコーマンの成

た。江戸でも醤油製造が大きく発展し、江戸期に野

長戦略〜キッコーマンしょうゆを“世界の調味料”

田で醤油製造を始めることになる。現在でも、全国

へ』をテーマに、キッコーマン株式会社の代表取締

に1200以上の醤油メーカーがある。千葉県で醤油

役CEOの堀切氏より、約1時間半お話をいただい

製造の好条件が揃ったことが要因であったと思われ

た。以下、話された内容をまとめている。

る。千葉の野田は、醤油醸造に恵まれた土地で、大
豆、小麦、塩などの原料の入手が出来たこと、利根

定例役員会

川と江戸川の水運が良かったこと、江戸川の水質が
醤油製造に役立ったことなどがある。100万都市の
消費地である江戸を近くに据えた位置が幸いした。
そもそも、1958年頃、飯田市郎兵衛により野田で
の醤油造りが開始されたと伝承されている。「亀矢
蔵」（後のキッコーマン工場）という醸造蔵で醤油

地区会

の製造があり、野田市は、この地を「野田の醤油発
祥の地」として市の文化財に指定している。
野田で1917年10月に個人の醸造家七家による合

厚生部

１．キッコーマンの事業概要

同の協議が成立し、この七家に堀切家が参加して、

キッコーマンの昨年度（2018年度）の業績とし

1917年12月にキッコーマンの前身の野田醤油株式会

ては、売上高は453,565百万円で、海外60％、国内

社を設立し、一昨年創立100周年を迎えた。その設

40％である。また、営業利益は38,417百万円で、

立当時の書き残しに以下の「合併の訓示」が残され

海外71％、国内32％の利益を計上している。海外

ている。その一部を紹介する。

の売上高は北米が中心となっている。主な事業内容
ご案内

としては、国内では醤油をはじめ、食品、豆乳、デ
ルモンテ製品のケチャップ、マンジョウ味醂などが
ある。また、酒類では1962年よりワイン事業（マ
ンズワイン）を行っている。海外でも、北米・欧

会長活動報告

州・アジア・オセアニアなど醤油を中心に、また、

「合併の訓示」
合併により、社会との関係が深まり、社会に及
ぼす影響も広範になった。社員はその行動のひ
とつひとつが、社会的責任を負うようになった
ことを覚悟すべきである。

アジア・オセアニアではデルモンテを、さらに、北

一族が合同して会社を設立し、資本が大きくな

米では健康食品も手掛けている。また、昨今の日本

る、規模が大きくなって来て社会とのかかわりが大

食の世界的ブームもあって、お米、醤油、その他い

きくなることを自覚すべしとされている。すなわ

ろいろな日本食品などを扱う卸売も手掛けている。

ち、私共のグループでは、企業の社会的責任が大切

ＣＰＥ研修会

であるということが、会社合併の当初から企業の根

２．キッコーマンの歴史（江戸から戦後まで）

底に流れている。

会員異動

次に、キッコーマンの歴史を紹介する。1917年

キッコーマンは、野田の地域とのかかわりが深く

（大正8年）に、野田の醸造家8家が合同して、前身

なっている。地域と一体化した事業運営をしてい

の野田醤油株式会社を設立し、キッコーマンは一昨

た。事業の運営に必要だった機能を時代の流れに応

年、株式会社化してから100年になっている。

じ、商誘銀行は1900年に千葉銀行に譲渡し、北総

そもそも、醤油は、室町時代に和歌山県の湯浅で
始まったもので、それが醤油製造の発祥である。江

鉄道（株）は1944年に東武鉄道に売却、水道事業
は1923年に野田市営水道に譲渡をした。

戸時代前までは、上方である関西で醤油製造が発展

1950年代後半において、国内醤油需要の伸びが

し、関西から関東（江戸）へ製品が輸送されてい

鈍化する状況になり、キッコーマンとしては、２つ

事務局だより

の戦略（国際化・多角化）をとることになる。
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れて、シカゴ近郊であるウィスコンシン州のウォル

戦の時が醤油の出荷量の底であり、その後、復興期

ワースに生産拠点を置いた。単一工場としてはもっと

は醤油の成長は伸びる。作れば売れた時期を経て出

も多く醤油を生産している工場となっている。

報

国内の醤油の出荷量の推移を見ると、1945年終

米国工場成功のカギは、「地域との共存」であ

化した。1990年頃からは醤油の出荷量は逓減してい

り、地域にいかに溶け込むかが肝心である。日本式

く。国内の人口が減っていくことと、マーケットの

経営でなく経営の現地化を心掛けた。出向者である

環境が変わっていくということがあった。需要は、

日本人は集まって住まないで、意図的に別々の村に

醤油そのものより醤油をベースにした「つゆ」など

居住させ、分散させて住まわせた。星条旗を掲げ、

寄

の加工品・調味料に移行していった。そこで国内が

日の丸は掲げないようにし、日本からの出向者は最

稿

縮小するなら海外へ出て行こう、国内でも醤油以外

低限にする等の施策をとった。
1983年に市場シェアが46.8パーセントになり、

つの戦略①海外事業の挑戦（国際化）と②国内事業

全米ナンバーワンになった。また、1994年に市場

の挑戦（多角化）である。

シェアを50％以上を獲得した。1998年にはカリ
フォルニアに第二工場を設立し、大口ユーザー向け

３．海外事業の挑戦（〜キッコーマン醤油を
グローバルスタンダードの調味料へ〜）

醤油の製造を行った。

次に、海外の事業への挑戦について述べることと

表れている。故エドウィン・Ｏ・ライシャワー博士

米国社会への浸透を図った結果は、以下の状況に
（元駐日大使、ハーバード大学教授）は、「今や、
醤油を筆頭に豆腐その他の日本食品がアメリカ料理

推移を見ていただくと、1974年から2018年度の平

の主流に加わりつつある。このことはアメリカの食

均の伸び率は7.6％となっている。現在、世界5カ国

生活に重大な変化が起こる前触れにほかならない。

7拠点で生産し順調に伸ばしている。2008年のリー

いずれにしても、アメリカにおけるキッコーマンの

マンショックのときだけが、売上高が前年割れして

成功は、〈食文化の国際交流〉の顕著な例証である

いたが、その後、順調に推移している。海外の事業

と、私には思えるのです。」と言われた。また、

展開は、挑戦の歴史であった。

2007年米国上下院でキッコーマンの半世紀におよ

（北米での挑戦）

ぶ活動を讃える「感謝決議案」が提出された。
（欧州での挑戦）
ヨーロッパは、アメリカと違って食文化が非常に

本の醸造醤油は知られていなかったが、大手スー

豊かである。したがって、まず醤油を知ってもらう

パー「セーフウエイ」に納品することが成功した。

ことから始めた。醤油の香りや味わいを体感してい

店頭でのマーケティング戦略を行った。肉と醤油は

ただく。例えば、鉄板焼きで醤油を使うあの香りは

相性が良いが、それは醤油が調味料として新鮮に捉

万国共通である。欧州では、まずレストラン事業を

えられたのではないかと思う。アメリカ人に試食し

展開した。1972年鉄板焼「大都会」をドイツに

てもらえば製品に興味を持っていただけるという状

オープンした。

確信していた。料理研究家を招き、テレビ番組で醤

を設立した。1997年にオランダ工場で出荷を開始

油を使った料理を紹介したりして、キッコーマンと

した。各国の食習慣に合わせた商品開発や販売活動

いうブランドを覚えてもらうようにした。醤油を

の展開を行った。レシピの開発など地道な活動を続

使った「teriyaki」ソースがブームになった。キャッ

けている。食文化が豊かな欧州では、「チョコレー

チフレーズは、「デリシャス・オン・ミート」（＝

トソースに醤油を混ぜる。」「アイスクリームに醤

肉によく合う）であった。

油をかける。」など、美味しいとなると何にでも使

需要がある程度の規模になり利益面を改善するた
めに、1972年にウィスコンシン州で現地生産に踏み
切った。投資額が膨大であり、大きな決断を要する意

（亜・豪州での挑戦）
オセアニアは、アメリカと同じ肉食の文化であ
り、順調な進出をしている。

18249
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思決定であった。西海岸だけでなく東海岸を視野に入

うという洗練された使い方もされている。

会員異動

1979年にドイツ・デュッセルドルフに販売会社
ＣＰＥ研修会

況であった。醤油はアメリカ人に受け入れられると

会長活動報告

ソースと言えば、中国産のものをさした。当時、日

ご案内

まず、北米に現地法人を設立した。最初はソイ

厚生部

キッコーマングループの海外の醤油類の販売量の

地区会

する。

定例役員会

の調味料製造へと経営方針をたてた。すなわち、2

告

荷は高原化、1950年代から国内醤油需要の伸びが鈍

特
集
報
告

アジアが、一番厳しいマーケットである。なぜな

日本の食生活が洋風化することに対する対応とし

らば、ベトナムには魚醤があり、タイにはナンプ

ては、デルモンテ事業とマンズワイン事業への展開

ラーがあり、中国には醤油がある。既に醤油や醤油

である。多角化を進め、価値創造につなげていくこ

に似た発酵調味料を持つ食文化圏である。しかし、

とを目指していた。新しい価値の創造と変化への対

中国も所得があがり生活水準が上がると食材を活か

応である。

した食事になりつつあり、醤油の需要は伸びてきて
いる。中国・台湾での挑戦も続けている。

醤油そのものは、市場が縮小傾向にある。一世帯
当たりの醤油の消費は、1995年を境目に減少して
いく。その代わりに、醤油がベースになった調味料

稿

業を展開している。調味料、米、アルコール類、豆

は増えている傾向にある。「つゆ」、「たれ」への

腐、漬物、加工冷凍食品、海産物、箸、弁当箱、電

支出の推移が増加していく。キッコーマンとして

化製品など、総取扱アイテム数は、10,000点以上

は、醤油周辺調味料への進出は、これまでの醤油を

にもなっている。今後、世界ナンバーワンの東洋食

原料として納めていた得意先を失うリスクを負って

品卸事業をさらに伸ばすことを考えている。

いたが、今では、醤油周辺調味料は主要事業に育っ

定例役員会

寄

海外でのもう1つの挑戦として、東洋食品卸売事

てきている。

地区会

４．我々の信条「Make Haste Slowly
（急がば回れ）」

て、手軽に作れる「うちのごはん」の展開を進めてい

さて、ここで、アメリカのウィンスコンシン州の

る。さらに、醤油そのものの革新として、現代の消費

工場で40周年を迎えた際の映像を紹介する。工場の

の嗜好に合ったマイルドな生しょうゆと、酸化を防

紹介をするとともに、実際に働いている従業員の声

ぎ、使いやすい容器を二重構造にした「やわらか密封

をキッコーマンの家訓と合わせて紹介する。キッ

ボトル」で、新しい需要を創造したりしている。

コーマンの家訓は、全部で16ヶ条あり、そのうち、
厚生部

映像とともに紹介した9つの家訓を以下に示す。

ン）と差異化（ディファレンシエ―ション）、ま
直しも進めている。2006年には焼酎事業を譲渡し、

・社会のためにできる限りのことをせよ

2009年にはコカコーラボトリング事業を譲渡した。

・負債を負わないように注意せよ

また、2008年には豆乳の製造販売を行う紀文フード

・企業は人なり
ご案内

ケミファを完全子会社化している。さらに、2013年

・礼儀正しさは人間関係を和やかにする

には日本デルモンテアグリを設立し、アグリ事業に

・出来る限りの努力をせよ

参入している。特に、豆乳事業は現在、豆乳生産量

・決断を下す前には必ず関係者に相談せよ

で50％以上のシェアを達成している。

・人材育成は我々の責任である
会長活動報告

・社会とともに成長のために精励せよ
・生きとしいけるものには愛を持って接せよ

５．国内事業の挑戦（〜変化への対応〜）

ＣＰＥ研修会

ここからは、キッコーマンの2つの戦略のうち、2
つ目の戦略である国内事業の挑戦（多角化）につい
て述べることとする。

６．これからのキッコーマン
（〜グローバルビジョン2030〜）
これからのキッコーマンということで、昨年公表
した「グローバルビジョン2030」について、紹介す
る。「新しい価値創造への挑戦」を続けて行こう
と、目指す姿は、次の3つを目指している。

キッコーマン醤油をグローバル・ ◎北米市場において「キッコーマン醤油」が日常生活に浸透しているよ
スタンダードの調味料にする

２

新しい価値の創造として、革新（イノベーショ
た、変化への対応として事業のポートフォリオの見

＊キッコーマンの家訓

１

また、ライフスタイルの変化に対応する商品とし

世界中で新しいおいしさを創造

会員異動

し、より豊かで健康的な食生活に

うな姿を、世界中で展開し、各国の食文化との融合を実現していく
◎常に革新と差異化に挑戦することで、世界中に人々のおいしさや健
康につながる価値ある商品・サービスを提供していく

貢献する
３

キッコーマンらしい活動を通じ
て、地球社会における存在意義を

事務局だより

さらに高めていく
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◎地球社会が抱える課題の解決に寄与することにより、世界中の人々
からキッコーマンがあってよかったと思われる企業になる

特
集

７．社会課題への対応
キッコーマンの社会課題への対応としては、今後
報

どのような対応をしていくか。

告

キッコーマンらしい活動を通じて、地球社会にお
ける存在意義を高めていくことを目指している。社
会課題への対応としては、社会及びキッコーマンの
両方の視点で、社会課題の重要性を評価し、①地球

寄

環境、②食と健康、③人と社会の3つの重要分野を

稿

特定し、進めて行く所存である。
地球環境

＊環境保全活動（キッコーマンらしい環境活動）

２

食と健康

＊食育活動（２００５年「食育宣言」）

定例役員会

１

＊しょうゆ工場見学、出前授業（キッコーマンしょゆ塾）
＊東京2020大会への協賛（あたらしいＷＡ！を作ろう）
３

＊食文化の国際交流

人と社会

（2010年上海万博、料亭「紫Murasaki」出店）
（2015年ミラノ万博、日本舘協賛＆「和食」イベント開催）
地区会

（KIKKOMAN LIVE KICHEN TOKYO、2018年11月OPEN）
＊地域との関わり
（キッコーマン総合病院）（キッコーマンアリーナ）
（海外プロジェクト）
（報告：山添清昭）

第1部

厚生部

研究発表

13:30〜15:10

会計新時代、公認会計士の価値の創造−地域で活躍を広げる若手公認会計士−
日本公認会計士協会千葉会
員会副会長 小栗一徳氏

研修委

日本公認会計士協会千葉会
成委員会幹事 田中壮嗣氏

後進育

フィンテック、AI、RPAといった新たな情報技

日本公認会計士協会千葉会 後進育
成委員会副会長 牧野智成氏

を支えてきた公認会計士が、専門性を活かし公認会
計士の業務である監査、会計、税務、コンサルティ
ング及び協会本部、地域会、地区会といった活動を
通じて、地域社会に貢献できることを特に若手会計
士に向けて示すため、今回の発表に至った経緯につ
いて説明があった。
また、少子高齢化、自然災害、インフラ老朽化と
いった社会的課題の取り組みを通じて、地域法人及
び団体の活性化に貢献し、地域社会からますます必
要とされる存在となり、「公認会計士の価値」の高

ＣＰＥ研修会

日本公認会計士協会千葉会 福利厚
生委員会副会長 梅山新平氏

術に代表される会計新時代において、会計インフラ
会長活動報告

日本公認会計士協会沖縄会
本永敬三氏
コーディネーター

１. はじめに

ご案内

パネリスト

まりを創造し、公認会計士の業務の拡大ができると

２. 千葉会で実施した「公認会計士業務に関する
意識調査のアンケート」結果について
査の分析を目的としたアンケート回答結果について

18251
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千葉会会員を対象に、会員の業務の特徴・意識調

会員異動

考えている旨の説明があった。

特
集

報告があった。具体的には、千葉会の会員の年齢と

「監査人の指導・助言機能の発揮」が期待され、地

現在の業務についてクロス分析を実施した結果、30

域社会に貢献できる旨の説明があった。

報
告

代から50代については多種多様な業務を行っている

第二に、記帳代行業務の収益性低下が生じている

結果となり、有効回答数が少ないものの、若手が監

一方で、経営者としては専門家の助言ニーズがあ

査だけでなく様々な業務を行っているという現在の

る。そのような環境の中、予算の作成支援、管理会

流れを反映しているのではないかという意見が上

計的思考の指導といった公認会計士としての強みで

がった。

ある会計・税務等経営全般に対するアドバイスを通

稿

地と関与先・顧問先のクロス分析を行った結果、勤

その他にも、非営利法人の分野において、独特な

務地は東京23区内が多いものの、関与先・顧問先と

ルールを理解したうえでの会計面での指導的役割、

しては東京23区内だけではなく地域にも公認会計士

会員の高齢化といった問題を抱える公益社団法人等

業務があることを示している結果となった。

での将来予測、意思決定の助言、総合的な会計能力

定例役員会

寄

じて、地域社会に貢献できる旨の説明があった。

また、千葉会で監査法人を退職された会員の勤務

の発揮による第３セクターでの事業再生支援、行政

３. 地域社会への貢献について考える

におけるインフラの老朽化等の社会的課題がある中

千葉会「公認会計士業務に関する意識調査のアン

での設備投資計画・経費予測の検証業務といった形

ケート」において、「現在の業務で社会に貢献して

で地域社会に貢献できる旨の説明があった。

いると感じているエピソード等について」をアン
地区会
厚生部

ケート項目とした結果、「特になし」「無回答」が

４. 終わりに

多く、公認会計士の業務が地域社会の貢献に結びつ

会計新時代において、監査を基礎とし監査で培っ

いていると考える会員は少ないという結果となっ

た「指導・助言機能の発揮」「情報提供機能・利害

た。そこで公認会計士の各々の業務分野において地

調整機能の担保」及び「職業的懐疑心の発揮」を通

域社会に貢献している事例について説明があった。

じて監査以外の分野でも公認会計士が地域社会に貢

第一に、地域における社会福祉法人や医療法人と

献できる。当該活動を通じて、クライアントが公認

いった非営利法人・公的分野での監査において、監

会計士の業務を必要とし、地域社会に貢献できると

査法人時代の上場会社の監査経験を活かすことで

いう締め括りとなった。
（報告：大川真広）

ご案内

研究報告「次世代の監査の展望と課題」とその先の未来
パネリスト

本部IT委員会未来の監査専門委員会
専門委員 鈴木徹也氏

会長活動報告

本部IT委員会未来の監査専門委員会
専門委員 馬淵昌司氏

１. はじめに
発表者はいずれも日本公認会計士協会IT委員会
未来の監査専門委員会に所属されており、2019年1
月31日付で公表された『IT委員会研究報告第52号

ＣＰＥ研修会

コーディネーター

本部IT委員会未来の監査専門委員会
専門委員 永田 清氏

「次世代の監査への展望と課題」』の作成担当者で

本部IT委員会未来の監査専門委員会
専門委員長 紫垣昌利氏

ンにより当該研究報告の概要説明が行われた後、パ

ある。専門委員長である紫垣氏のプレゼンテーショ
ネルディスカッション形式にて各パネリストより昨
今のAI技術の動向やオープンデータの信頼性確保の
重要性等について解説された。

会員異動

２. IT委員会研究報告第52号「次世代の
監査への展望と課題」の概要
当該研究報告は、以下の通り全5章立ての構成と
なっている。発表された研究報告の詳細な内容はここ

事務局だより
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特
集

進化が会計業務に与える影響」について、第Ⅲ章に

にデータの収集や分析の方法を検討する必要があ

おいては「ITの進化が監査技法に与える影響」につ

る。このような状況に対し、国際標準化機構（ISO）

いて、また第Ⅳ章、第Ⅴ章においては「次世代の監

において、ISO/PC295 Audit Data Collection専門

査実施に当たっての諸課題及び心証の在り方」につ

委員会が設置され、2016年2月より正式なプロジェ

いてそれぞれ報告されている。また、結びとして、

クトとして監査に用いるデータの標準化が進められ

「未来の公認会計士像」と称してパートナーによる

ている。
寄

1人称の形式で、未来の公認会計士の仕事がどのよ
研究報告としては非常に興味深い形で締めくくられ
ている。

③オープンデータの活用と信頼性の確保

稿

うになっているかがわかりやすく記載されており、

告

るため、例えばデータを分析する際、システムごと

報

では割愛するが、第Ⅰ章、第Ⅱ章においては「ITの

昨今、国や地方自治体において蓄積された各種
データが公開されており、気象情報や地図情報、人
労省による勤労統計の不正問題発覚により、オープ

第 Ⅰ 章：システムの進化と会計業務の進化の歴史

ンデータの活用をより推進するためには、国や自治

第 Ⅱ 章：次世代の会計業務と監査への影響

体など、オープンデータの提供者が主体となって、

第 Ⅲ 章：監査技法の進化の必要性

データの信頼性を確保するための対策が必要である

第 Ⅳ 章：次世代の監査実施に当たっての諸課題

とされている。当該対策には第三者機関による保証

第 Ⅴ 章：次世代の監査における心証の在り方

も含まれており、公認会計士の新たな活躍のフィー

おわりに：未来の公認会計士像

ルドについても示唆された。これらの詳細について

地区会

はじめに：本研究報告の背景と目的

定例役員会

口情報等、様々な局面で活用されている。一方、厚

は、2019年8月1日付で公表されたIT委員会研究報
告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータ

パネルディスカッション形式にて、以下の4テー

の利用可能性」を参照とのこと。

厚生部

３. パネルディスカッション
マについて解説された。各テーマの内容を簡単に解
説する。

④海外の会計士協会の研究動向と今後の教育の在り方
日本のみならず、イギリスやアメリカをはじめと

①昨今のAI技術の動向

する各国の会計士協会においても次世代の監査技術
の研究が行われている。また、技術の発展に伴い、

タに複雑な計算を行い、結論を示すことができ、社

経理・監査業務や会計士に求められる知識・スキル

会実装も徐々に進んでいる一方、結果の理由付けが

がどのように変わってくるかについて様々なディス

困難という課題がある。すなわち、人間にとって、

カッションがなされている。

４. おわりに

であるという課題である。これに対し、AIが出した

AI技術の進化・発展に伴い、「監査業務は将来AI

結論を人間がわかるように説明できるかどうかとい

に取って代わられるのではないか」という議論があ

う「説明可能なAI」の研究・開発が進んでいる。現

る。実際にAI技術の発展は目覚ましく、上述のとお

時点では社会実装が進んでいないものの、将来的に

り「説明可能なAI」の開発も進んでいるが、大事な

研究が進む中で、公認会計士による専門的判断に関

のは「人間がAIをどのように活用するか」ではない

してもAIにより可能となる時代が来る可能性が示唆

だろうか。AIを含むITの進化は、監査業務におい

されており、動向に留意が必要とのことであった。

て、大量の証憑突合のような単純作業にAIを活用

②国際標準化機構（ISO）におけるデータの標準化

て効率的に収集することで、本来公認会計士が注力す

の動向

べき「高度な判断」を行うための時間を生み出し、監

現状は様々な会計システムやERPパッケージが用

査の価値の向上に寄与するものと考えられる。

いられており、それぞれデータの仕様が異なってい

会員異動

し、また、判断の根拠となる情報についてAIを用い

ＣＰＥ研修会

か、どの程度信頼してよいか等の解釈が非常に困難

会長活動報告

AIがなぜその結論に至ったのか、他に選択肢はない

ご案内

AI（Deep Learning）の特徴として、大量のデー

（報告：竹中陽介）
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特
集

会計不正を抑止するための罰則等に関する調査報告
〜作成責任者に対する罰則等を中心に〜
報
告

JICPAリサーチラボ研究員

基調講演者

野上信泰氏
パネリスト

寄
稿
定例役員会

コーディネーター

１. 概要
会計不正への抑止力としては、高品質な会計監

筑波大学大学院ビジネス科学研究科
教授 弥永真生氏

査、企業のガバナンスや内部統制、開示制度や審査体

日本経済新聞社論説委員兼編集委員
藤田和明氏

対応や民事責任規定がある中で、今回のテーマは会計

（株）アカウンティング・アドバイ
ザリー代表取締役社長、公認会計士
井上寅喜氏

論を展開したものです。その刑事罰や行政処分に対し

制の充実等による行政による対応、証券取引所による
不正を行った者に対する刑事罰や行政処分に対して議
て理解を深め、関係者が罰則等のあり方を考察してい
く足掛かりになることを視野に入れています。

JICPAリサーチラボ主任研究員
関川 正氏

次の3部に分けて基調講演者が説明し、各部の終了時
にはパネリストが意見を述べる形で進行されました。
【第１部】虚偽の有価証券報告書を提出した法人に

地区会

対する課徴金等
【第２部】会計不正に関与した個人に対する罰則等
【第３部】監査人に対して不適切な情報提供を行っ
た者に対する罰則等

厚生部

２.【第１部】虚偽の有価証券報告書を提出した法人に対する課徴金等（他の課徴金との比較）
金商法（証取法）における課徴金
ご案内

１．どのようなも
のか

2008年金商法改正で水準が引き上げられて以来改正はない。
課徴金算式：時価総額×0.0006（例：時価総額1兆円の会社で60百万円）
→株価が安いと会社の規模が大きな場合でも粉飾には課徴金制度は、抑止力にはならない。
違反者が得た経済的利得の吸い上げ

会長活動報告

２．法的性格

→抑止を図ることが目的だが、他の法制度（2008年当時の独禁法）とのバランスにより
経済的利得額を超える課徴金は導入されなかった。
（虚偽有報提出に対する課徴金：加重するか軽減するかの要因は次の2つしかない）
加重：5年以内に課徴金納付命令を受けているとき

３．不利益処分の
ＣＰＥ研修会

加重・軽減

軽減：早期に報告しているとき
（監査法人に対する処分で加重する要因と軽減する要因）

ファクター

加重：不当証明の対象金額の資本金等に対する比率が1000%以上、内部統制の不備
軽減：不当証明の対象金額の資本金等に対する比率が100%未満、速やかに適切な改善
措置が講じられている、監査法人の過失の程度が軽い場合

しかし、独禁法については、「独占禁止法研究会報告書（2017）」で課徴金制度は違反行為を抑止するために、不
会員異動

当利得相当額以上の不利益を課すものであり、現行課徴金制度は見直しが必要とされている。
（企業経営者に対する課徴金と監査法人に対する課徴金の比較）

事務局だより
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虚偽有報提出に対する課徴金水準

監査法人に対する課徴金の水準

平均値は13.5百万円

監査報酬の平均値とほぼ同額の64百万円
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（課徴金の除斥期間）
監査法人に対する除斥期間

有報提出日から5年

期末日から7年

報

虚偽有報提出企業に対する除斥期間

告

※除斥期間とは一定の期間が経過すると権利が消滅する制度
（金融庁による実際の処分）
企業・経営者に対するもの
法人

個人

法人

個人

−

−

−

業務停止処分（1〜3月)

課徴金92.3百万円

2013.3期

課徴金81.2百万円

備考

る課徴金7,200百万円

課徴金1,068百万円

−

−

課徴金1,043百万円

−

−

契約新規締結に係る業務

−

停止処分、業務改善命令

提出者に対する課徴金と監査法人に対する課徴金は異なるものだが、虚偽有報提出に対する課徴金水準より監査法
人に対する課徴金水準の方が大きく見える。

定例役員会

発行開示義務違反に係

−

稿

2012.3期

寄

2010.3期

監査人に対するもの

（パネリストの意見）
地区会

意見
野上氏

そろそろ有報提出者に対する課徴金を見直しても良い時期である。

弥永氏

論点は3つある。①法人に対する課徴金が経営者へ転嫁されることが期待され抑止効果も期待
される。②利得の吸収か抑止効果か。③発行開示に係る課徴金は総じて巨額になるが、経営者
に転嫁されず、逆に株主に転嫁される可能性がある。
この議論は「虚偽有報提出者に対する課徴金が安すぎる」ことからスタートしている。
・金融庁による実際の処分では社債発行がなければ、監査法人より少額の課徴金になっていた。

厚生部

藤田氏

・粉飾の規模の大小には現行の課徴金は関係ない。
・アメリカの民事救済制度では国庫に課徴金は収納されずに、民事上の救済に使われる。
井上氏

課徴金のバランスに疑問を持っている。
ると課徴金以外で調査費用が多額に発生する事実はあるが、結果として発生するもので抑止力

ご案内

監査の前提は二重責任の原則であり、作成者側の責任をもっと問うべきである。不正が発生す
ではない。

２．有価証券報告書に係る経営者確認書（金商法
24条の4の2）
有報の記載内容が適正であることを確認した

員会が告発するかどうか、検察が起訴するか

旨の記載は要求されるが、監査人への情報提供

どうか、を経て裁判所が有罪判決を下すこと

責任の履行に係る記載は要求されていない。

になり、監視委員会、検察、裁判所が会計を

→日本では虚偽の確認書提出に対する罰則は

理解しないといけない。

規定されていない。

（法的判断の難しさ）
①会計基準が膨大になり複雑化している。
②会計上の見積りは、逸脱が客観的に明白で
③重要性は違法の程度に至るかどうかの判断
に微妙な問題が生じる。

３．違反行為に関与した個人に対する課徴金
企業外部の者による関与行為は個人であって
も、金商法172条の12により課徴金の対象に
なるが、企業内部の者による関与行為は個人に

会員異動

ないと違法と判断できない。

ＣＰＥ研修会

１．経営者等に対する刑事罰については、監視委

会長活動報告

３.【第２部】会計不正に関与した個人に
対する罰則等

対して課徴金は課されない。
∴組織内会計士でもない限り役員は行政処分

18255
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対象にならない。

特
集

４．両罰規定と三罰規定
金商法では、個人に対する刑事罰や法人に対

企業トップが取締役や多数の外部協力者と緊
密に協議し、企業買収等高度の経営判断を悪用

報
告

する刑事罰が規定されているがそこまでであ

して犯行。

り、法人の代表者に対する刑事罰は金商法では

経営トップが意図的な見かけ上の利益かさ上

規定されていない。

げを認識したのに、是正を指示しなかった。

独禁法や景品表示法では、「違反の計画を知

引当金の計上の承認を求められたのに、拒否し

りその防止に必要な措置を講ぜず又はその違反

たり先延ばしの方針を示した。

寄

行為を知りその是正に必要な措置を講じなかっ

見かけ上の利益かさ上げを解消する意向に対

稿

た場合」には法人の代表者に対して刑事罰を課

して難色を示した。

す規定がある。
７．海外における経営者個人に対する制裁強化の
定例役員会

５．経営者に罰則を課すことと内部統制構築促進

取組等

とのジレンマ
法人の代表者に対して刑事罰を課す規定があ
ると、刑事罰を受けないためには違反事実を知

アメリカ

イギリス

・エンロン

・1986年会社取締役

CEO：収監14年

ろうとしなくなる。一方、自らが正確な判断を

・ワールドコム

地区会

下すのに必要なものは適切な内部統制を経た

CEO：収監25年

正しい情報である。

・SOX法：特定の賞

資格剥奪法
・2006年会社法、不
正法
・不正等に係る量刑ガ

厚生部

∴経営トップに刑事責任を問うためには内部

与、利益の没収。役

イドラインの策定

統制構築義務とジレンマが生じ、不都合な

員に関する就業禁

・FRC独立レビュー

情報でも経営者の耳に届くような内部統制

止、制裁規定の強

報告書（2018）

が求められる。

化。公開会社の株

会計専門職協会の

従って、制裁ルールに「適切な内部統制を構

主を欺くことに対

会員でない会社取締

築していると認められる場合の軽減ファク

する25年以下の刑

役にも監督権限を適

ター」を織り込む等の対策が必要になる。

事罰。特定のホワ

用することを提案。

イトカラー犯罪に関

経営者が作成責任・

ご案内

６．経営者関与に係る個別事例

会長活動報告

する量刑ガイドライ

監査人への情報提供

簿外債務が存在することを熟知しながら有報

ンの改正。意図的に

責任を履行するため

を提出した。

虚偽の確認書を提出

の罰則を伴う実効的

経営陣が自ら主導、担当者や子会社に指示を出

したCEO/CFOに

な仕組みを仰星が立

すなどして組織的に敢行。

対する20年以下の

案すること等を提言。

刑事罰。
（パネリストの意見）

ＣＰＥ研修会

意見
野上氏

会計不正をより効果的に抑止させるなら、それに関与した個人にも罰則を課すべきである。

弥永氏

ペナルティとして個人の資力不足で罰金が払えない等の民事責任を問えないケースに備えて、
イギリスの取締役資格剥奪法を日本で立法化することに期待している。

藤田氏

大きな不正を犯した会社の経営者に責任をどこまで問えるのか、が論点である。アメリカでは、
会社が破綻することが雇用や投資家、債権者に大きな被害を及ぼすこと、それが立法の動機に

会員異動

なっている。日本は個人の犯行の動機を重視し過ぎて市場や国民の立場からの解決にならず、機
能していない。
井上氏

1980年代はバブルで多くの不正が発生した。世間を騒がせた事実について役員に対しては監督
責任は甘いと思う。例えば、知っている例では会計上の不正が25億円であっても、罰則対象に

事務局だより

なったのは横領額60百万円だけであった。十分に考慮した行政が行われるべきである。
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４.【第３部】監査人に対して不適切な情報提供を
行った者に対する罰則等

４．隠匿行為に対する刑事罰の存在意義
法と経済学における「犯罪行為とされること
報

の多い行為類型」とは次の2つである。

１．監査実施の前提としての経営者の監査人に対

②有害な行為でありかつ行為者が隠匿したり

責任は次の3つである。

告

①故意に重大な損害を発生させる行為

する情報提供等の責任

逃れたりしようとする行為

①財務諸表の作成責任、②内部統制の整備運用
責任、③監査人への情報提供責任

寄

５．海外における事例
メリカ

預金担保設定契約を隠蔽。金融機関に残高以外

取引先との契約に係る虚偽の情報を監査人に

の照会に回答する必要のないことを伝えて手

伝達したCEO/CFOに対し制裁金支払い命令

をまわしていた。

2004年）

（アメリカ

2018年）

会計監査人からの質問や資料要請に対しては

金銭債務の存在を監査人に意図的に提示しな

事実を隠蔽したり、事実と異なるストーリーを

かった責任者に有罪判決（フランス

2008年）

定例役員会

（国内の事例）

稿

虚偽の経営者確認書を監査人に提出し有罪（ア

２．監査人への不適切な情報提供

組み立てた資料を提示して説明した。
会計監査人に対して販売計画を達成したと偽

６．ドイツにおける監査人に対する不適切な情報
日本が立法するうえで参考にしたドイツで

救済を受ける者は汚れなき手をもってこなけれ
ばならない（＝クリーンハンズ原則）

は、1870年に商法典で「総会における虚偽の

→抑止になっていない。

陳述に対する刑事罰」が規定されていて、それ
は日本の商法草案に影響し「総会における虚偽

を企図した本人が監査人の債務不履行責任を追及

の陳述に対する刑事罰」が規定された。また、

するものであれば、不合理である。

ドイツは1937年株式法で「監査人に対する虚

厚生部

粉飾を発見できなかったことについて自ら粉飾

地区会

提供に係る罰則の規定経緯

り、資産評価損計上を免れた。

偽の陳述に対する刑事罰」が規定されている。
しかし、殖産興業を優先させるとの理由により

３．監査人への不適切な情報提供に対する罰則の比較
法定調査妨害に対する100万円以

1899年商法262条で過料として規定されたに

下の過料

とどまる。

ご案内

日本

アメリカ 監査人に対する虚偽の陳述の禁止
規定があり、刑事罰がある。

７．独禁法の分野における調査妨害に係る検討状況
独占禁止法研究会報告書（2017年）で

定があり、
2年以下の刑事罰がある。

「（調査に協力するインセンティブ及び）調査

監査人に対する虚偽の陳述の禁止規

を妨害するディスインセンティブを確保する仕

定があり、
3年以下の刑事罰がある。

組みが不十分」と指摘があり、2019年の独禁

フランス 監査妨害に対する5年以下の刑事罰

法改正（調査協力減算制度、法人に対する罰金

ドイツ

ＣＰＥ研修会

の上限額引き上げ等）に反映されている。

がある。

会長活動報告

イギリス 監査人に対する虚偽の陳述の禁止規

過料は抑止力として十分ではない。しかし、刑法
233条後段（偽計業務妨害罪）が監査に適用された
事例はない。
（パネリストの意見）

野上氏

企業側に会計不正行為を思いとどまらせる仕組みを作成することが目的である。

弥永氏

罰金でなく過料というのは立法者として恥ずかしい限りである。ただ、法務担当者の国会答弁を

会員異動

意見

聞いていても会社法を改正する対応はとらない可能性が高いと言わざるを得ない。しかし、金商
考えている。先に申し上げた取締役資格剥奪法が立法できなくても、ソフトローとして取引所規
則でも対応できるのではないか。
18257
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法は重い罰則を経営者に対応することは可能である。また、刑法の偽計業務妨害は活用できると

特
集

藤田氏

アメリカの事例では経営者確認書にサインするときに手が震えた、との話を聞く。日本でそのよ
うなことがあるかどうか。

報

井上氏

このケースは個人よりも組織的な不正のケースが多いと考えている。例えば、メールフォレン

告

ジックやスマホを調査すると口頭以外の内容は全て見えてくる。知っている事例として、1週間
後の報告書提出を控えていても監査人に不正発生事実を隠蔽して適時開示したケースがある。
これも不正である。

寄

第3部終了後に質疑応答があり、質問が1つ、意見

稿

がありました。

内容が内容だけに会員の参加も多く、緊張感もっ
て進行していきました。

１．PAIB（組織内会計士）としての会計不正に対

監査の現場に出ているものとして、会社に不正が

定例役員会

する罰則はどんなものがあるか。

発生し対応した経験がある身としても、いろいろ考

公認会計士法、会則（特に違法行為規定）、金

えさせられる内容でありました。

商法と考える。

（報告：廣田壽俊）

２．監査基準が諸外国と同じ内容で監査しているの
に、その罰則面で違う対応になるのはおかしい。
会員の救済策を何とか考えていただきたい。

地区会

中小企業の金融支援と事業性評価の未来〜ローカルベンチマーク＆経営デザインシートを
活用した共有カルテによる支援者連携の輪を広げる提言

厚生部

パネリスト

ご案内

板橋区立企業活性化センター長
中嶋 修氏

が、このような企業を支援できる人材、事業性評

金融庁監督局銀行第二課地域金融企
画室長 日下智晴氏

会計士に対してはコンサルティング機能を強化して

経済産業省経済産業政策局産業資金
課長 呉村益生氏

また、板橋での経営改善指導における事業性評価

内閣府知的財産戦略推進事務局参事
官 小林英司氏

会長活動報告

コーディネーター

経済産業省中小企業政策審議会委
員、公認会計士 河原万千子氏

価、事業DDができる人材が少ないのが現状。公認
いただきたい。」との期待が述べられた。
の手法について次のとおり説明があった。
第一は、資金繰り表作成が基本。過去よりも将来
の計画が重要。
第二は借入金一覧表の作成、返済状況の確認。
第三は得意先のDD。売り上げベスト10、顧客の
たな卸し、取引条件の確認。
第四は仕入先、下請けのDD。

ＣＰＥ研修会

２. 事業性評価について
日下氏より金融庁の事業性評価の取り組みについ
て次のような説明があった。
平成27年に金融行政方針が大きく変わり、これま
での金融検査マニュアル主体の検査ではなく、検査の

会員異動
事務局だより

１. 支援現場の現状

目的を明示した。それが「金融仲介機能の十分な発揮

中嶋氏より、中小企業支援での現場の問題点と公

と健全な金融システムの確保」である。金融機関に対

認会計士への期待について説明があった。すなわ

する行政の対応は、「あなたは健全ですか」を問うの

ち、「経営改善支援が必要な企業（リスケジュール

ではなく、「あなたの取引先は健全ですか」というス

及び金融支援必要先）が全国に多数存在している

タンスに変えたことがポイントである。
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融資に当たっては金融機関は企業の事業性評価を

となり、金融機関と企業の対話の共通言語として活

針では金融機関の「金融仲介機能」を掲げ、5つの

ローカルベンチマークの課題としては、
「 ある瞬間」

共通ベンチマークを挙げている。

の断面しかわからないとの弱点があるため、財務情

項

目

具体例

取引先企業の経営改善や ①経営指標の改善や就業
者数の増加がみられた

成長力の強化

再生等による生産性向上

があった。
また、中小企業庁ではワンストップで中小企業
サービスを提供できるプラットフォーム「中小企業

稿

取引先企業の抜本的事業 ②貸付条件変更先の経営

ことによって必要な施策を考えていきたいとの説明

寄

取引先数

報、非財務情報をストックして経年変化を見ていく

改善計画の進捗状況

支援プラットフォーム」を構築し、データに基づくよ

③金融機関が関与した創

り効果的な中小企業行政を目指しているとのことで
あった。

④ライフステージ別の与
信件数
担保・保障依存の融資姿 ⑤事業性評価に基づく融
資を行っている融資先

勢からの転換

小林氏より、環境変化に耐え抜き、持続的成長をす
るために、
（A）自社の存在意義を意識した上で、
（B）
「これまで」を把握し、
（ Ｃ）長期的な視点でこれから
の在りたい姿を構想し、(D)それに向けて今から何を

３. ローカルベンチマーク

すべきか戦略を策定するためのツールとしての「経

呉村氏より地域企業の付加価値向上に向けた企業

営デザインシート」についての説明があった。

地区会

数・融資額

４. 経営デザインシート

定例役員会

業、第二創業の件数

告

用されることが望まれるとのことであった。一方、
報

踏まえた対話をすることが重要となる。金融行政方

の「健康診断」ツールであるローカルベンチマークに

５. 経営者の個人保証
中小企業向けの融資に際し経営者が個人保証を求

付加価値向上のため財務情報および非財務情報に基

められる現状について各パネリストから意見が述べ

づき企業自らが自身の健康診断を行うツールであ

られた。そのなかで、複数のパネリストから、継続的

り、企業と支援者、支援者同士が同じ目線・枠組みで

な保証（根保証）により、企業と金融機関の対話の機

対話を行う共通言語として機能するものである。つ

会がなくなることが一番の問題である旨の説明が

まり、企業がまず自分の立ち位置を知ることが目標

あった。
（報告：安原

徹）

コーディネーター

日本公認会計士協会前常務理事（経
営担当） 岸上恵子氏

ＣＰＥ研修会

世界自然保護基金ジャパン（WWF
ジャパン)自然保護室室次長、博士
（公共政策学）、気象予報士
小西雅子氏

会長活動報告

気候変動を知る−動き始めた資本市場・情報開示−
パネリスト

ご案内

すなわち、ローカルベンチマークとは、地域企業の

厚生部

ついて説明があった。

経営研究調査会、サステナビリティ
情報専門委員会専門委員長
間瀬美鶴子氏

会員異動

りそな銀行 アセットマネジメント部
責任投資グループ グループリーダー
松原 稔氏
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経営研究調査会、サステナビリティ
情報専門委員会副専門委員長
寺田良二氏

特
集

本報告は、気候変動が人類に与える影響の大きさ

気候変動と保証

報
告

を数値で解説し、それが企業経営に与えるインパク

日本では気候変動情報はサステナビリティ報告書

トの大きさから、対応とリスクについての情報開示

等で開示されており、監査法人等によりISAE3000

の必要性を投資家の立場から説明した。この問題に

を基準に保証業務が行われている。日経225企業の

日本公認会計士協会でも対応していることは、今年

サステナビリティ報告217社中、103社が第三者保

5月に公表した報告テーマと同タイトルの経営研究

証を実施している（2017年）。世界ではCSR報告

調査会研究報告第64号に詳細を掲載しているのでご

書の約半数が第三者保証を受けている。

寄

一読いただきたい。

稿

ディスカッション「東京オリンピック」
パリ協定と1.5度をめぐる世界の動向

東京オリンピックはSDGsを掲げた大会である。

定例役員会

異常気象が続いている。毎年のように世界中で災

CO2排出ゼロは事実上無理であり、実際はオフセッ

害級の異常気象が発生している。いまここ千葉で被

トすることになる。オフセットするクレジットの正

災地域があるのも異常な台風の影響だ。IPCCの報

しさが重要だ。第三者機関の保証がないクレジット

告によれば現行のままでは22世紀には気温が4度上

は評価されない。東京のあとのパリ、次の大阪万博

昇する。氷河期と現在の気温差5〜7度。いかに大変

などでも使うことが想定されており、東京オリン

なことか。これを2度未満、1.5度に抑えることが急

ピックはスタンダードになると思われる。クレジッ

務である。これを行うためパリ協定は先進国も途上

トの保証は公認会計士の重要な仕事ではないか。

地区会

国もすべての国が参加し2015年12月に成立した。

厚生部

具体的には科学的に2050年実質CO2排出ゼロにし

ディスカッション「企業の変化」

なければならない。この協定は法的拘束力を持つ

企業内で、気候変動の担当部署が環境部から経営

が、厳しすぎて脱退する国を作らないため、目標達

企画や財務、CSRなど部門横断へ拡大している。環

成は義務としていない（制度上アメリカが脱退でき

境目標も3〜5年だったのが10年以上の長期目標が

るのはトランプ大統領の任期終了後になる）。目標

出てきた。中期経営計画の中に気候変動テーマが具

促進は検証して達成状態を監視するシステムであ

体化され入っている企業も増えた。

ご案内

る。このため情報開示はパリ協定の要といえる。

投資家として、今までは気候変動への対応をやっ

2018年COP24では、パリ協定の実務指針が採択さ

ているか否かで評価していたが、中身を評価するス

れ、非国家アクター（企業や自治体）を含むすべて

テージになった。企業を選別するステージでは保証

の主体の取り組みを促進することが決まった。

のついた数値が必要だ。
現在、公認会計士としては過去情報を監査してい

会長活動報告

ESG投資動向（気候変動を中心に）

る。気候変動による財務インパクトという将来情報

機関投資家は受託責任があり、長期リスク（E：

を保証するには、新たな対応が必要だと考える。

環境問題、S：社会課題、G：ガバナンス）を意識し

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

なければならない。2006年にスタートしたPRI（国

まとめ

連責任投資原則）に署名する企業は1,703機関、運

このままでは東京が屋久島の気候になるらしく、

用残高65兆ドル超（2017年4月末）である。2018

大変！気候変動問題に対しては、パリ協定で世界的

年のPRI総会では、気候変動問題と関連情報開示の

に対応しているため、日本企業も当然対応が求めら

実践（TCFD対応）が重要テーマとされた。TCFD

れ、実際対応している。その情報開示は財務報告書

とは「Task Force on Climate-related Financial

でなされることが求められているが、日本では有価

Disclosure」気候関連財務情報タスクフォースのこ

証券報告書に記載義務がない。企業は自主作成の

とで、2015年G20の要請で金融安定理事会（FSB）

CSR報告書等で開示しているが、情報が企業の評価

により設置された。気候変動は金融への重大なリス

に利用されるため、第三者保証が必要。この情報は

クとされ、これを主要な財務報告で開示することを

将来情報であるため従来の監査手法では保証が難し

求めている。これら開示情報を評価して株価に反映

い。課題は多いが、会計士の出番が求められている

させるため、投資家としては情報の信頼性を公認会

ので、新しい監査手法の開発が必要だと改めて痛感

計士に期待している。

した。
（報告：梨岡英理子）
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研究発表

第2部

15:40〜17:20

地方公共団体財務書類の信頼性確保と公認会計士の地域貢献・共創について
報

２. 地方財政の逼迫と財務諸表作成までの経緯
そのうえで、川口氏より、これまでの地方財政を
取り巻く状況として、右肩上がりの日本経済におけ
る地方公共団体の財政状態の潜在的なリスクが存在
することや、道路・橋梁、上・下水道管等の社会イ

日本公認会計士協会千葉会会長、木
更津市監査委員 庄司基晴氏

ること、さらに、社会保障等扶助費を中心とした義

千葉大学大学院社会科学研究院教授、
財務省財政制度等審議会法制・公会
計部会臨時委員、総務省地方公会計
の推進に関する研究会委員
大塚成男氏

た、その結果、地方公共団体において、経常収支比

日本公認会計士協会千葉会副会長、
包括外部監査人（船橋市、柏市）、
農林水産省土地改良区会計基準等改
定作業有識者会議委員、千葉県公益
認定等審議会委員 川口明浩氏

度の整備」として、3段階の整備がこれまでされて

ンフラや箱物行政など公共施設等の老朽化対策があ

稿

千葉県職員（千葉県出納局資金管理
班班長） 魚路和寿氏

寄

務的経費の激増傾向があることの説明があった。ま
率や財政力指標等の指標の悪化傾向にあることの説
明がされた。また、施策の事後的評価、行財政の効

定例役員会

率化等のための財務書類が果たす機能への期待と批
判の視点があることや、以下に示す「地方公会計制
いることについて、説明があった。

地区会

基調講演者兼
コーディネーター

元東京都財務局主計部財務課長、同
主計部長、同主税局長、元総務省地
方財政審議会委員、練馬区区政改革
推進会議委員 熊野順祥氏

告

パネリスト

Ⅰ．「日本経済再生への戦略」（経済戦略会議答
申：平成11年2月26日）
のための指針」（平成18年8月）
Ⅲ．「今後の地方公会計の整備推進について」（以

厚生部

Ⅱ．「地方公共団体における行政改革の更なる推進

下「総務大臣通知」という。）」（総務大臣通
知：平成26年5月23日）

体において、統一的な基準による財務書類の整備と

ご案内

とくに、Ⅲの総務大臣通知において、地方公共団
して、「財務書類の整備」、「固定資産台帳の整
最初に基調説明がされ、その後、4人のパネリス

備」、「複式簿記の導入」が示されている点が強調
されていた。

３. 財務諸表作成・公表・活用の現状と課題について

まず、川口氏より、「地方公共団体の作成する財

後半、コーディネーターの川口氏と4名のパネリ

務書類について信頼性確保と公認会計士の地域貢

ストの間で、パネルディスカッションが行われた。

献・共創」のテーマについて、ディスカッションす

まず、川口氏からは、総務大臣通知では、平成30

るために、以下に示す４つの観点から、問題意識の

年3月31日までに、全国の地方公共団体（1,788団

整理の報告がされた。

体）は原則として総務省が主導する「統一的な基

Ⅰ．統一的な基準による財務書類は、そもそも機能
Ⅱ．基礎となる財務データに信頼性があるのか？
Ⅲ．財務書類作成・公表・活用体制は機能している
のか？
Ⅳ．地域で活躍する公認会計士には何ができるのか？

準」に基づいて、財務書類4表（貸借対照表、行政
コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算
書）を作成することになったこと、総務省の資料に
よれば、平成29年度決算において、全国の地方公共

会員異動

しているのか？

ＣＰＥ研修会

１. パネルディスカッション前の基調説明

会長活動報告

トを加えたパネルディスカッションが行われた。

団体の88％である1,577団体が「作成済み」とされ
ているとの報告があった。
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パネルディスカッションにおいて、これまで、長

務付ける必要があるとの意見もあった。また、現状

らく地方公共団体の財務書類の作成・公表等が統一

認識として、作成の段階、活用の段階、公表の段階

されず、団体間比較もできない状況が続いてきた

でそれぞれ問題があり、地方公共団体の財務書類の

が、ようやく統一的な手法での財務書類が作成・公

信頼性を高めるために、各種の信頼性を確保するた

表されて、他団体間比較ができるにようになり、財

めの仕組み（「日々仕訳方式」の導入と誘導的な財

政の透明性や行政への信頼性が高まる効果が期待さ

務書類の作成、事業別・施設別コスト情報による施

れているとの意見があった。

策の評価、監査委員監査・外部監査制度による保証

稿

も「期末一括仕訳方式」が圧倒的に多く、発生主義

最後に、地域において、公認会計士が何をすべき

会計・複式簿記の認識が希薄なままであることや、

であるかのディスカッションがされた。現状では、

財務書類の資産・負債項目に係る精緻な認識集計方

地方公共団体の財務書類について、財務書類の作成

法が徹底されていないことや、財務書類作成に当

プロセスの理解が進んでいないことや、作った財務

たって、他の制度からの検証機能が不足しているな

書類の活用が進んでいない状況にある。したがっ

どの課題がある点が報告された。さらに、システム

て、公認会計士には、自治体の現状や制度の理解を

ベンダー任せで財務諸表を作っている自治体がある

十分したうえで、指導役（チューター）としての役

点も報告された。財務書類は作っているものの、現

割をしてほしいとの意見があった。

定例役員会

寄

一方、会計処理方式として「日々仕訳方式」より

制度など）の導入が必要との意見が示された。

状では監査が導入されておらず、制度的に監査を義

（報告：山添清昭）

地区会

公認会計士社外役員への期待〜企業ガバナンスの強化×成長性〜
パネリスト

厚生部

日本公認会計士協会常務理事、キッ
コーマン株式会社社外監査役、株式
会社柿安本店社外監査役、三菱鉛筆
株式会社社外監査役、公認会計士
梶川 融氏

ご案内

日本公認会計士協会東京会常任幹
事、ハウスコム株式会社社外取締
役、公認会計士 角田朋子氏

会長活動報告

一橋大学大学院経営管理研究科准教
授、一般社団法人日本IR協議会客員
研究員、株式会社りそな銀行責任投
資検証会議メンバー、韓国外国語大
学客員教授 円谷昭一氏
プレゼンター
兼 モデレーター

ＣＰＥ研修会

日本公認会計士協会社外役員会計士
協議会委員、日本公認会計士協会東
京会副会長、ヒューリック株式会社
社外監査役、名古屋商科大学大学院
教授、公認会計士 小林伸行氏

１. はじめに
小林氏より今回の発表は日本公認会計士協会社外
役員会計士協議会で行った「公認会計士社外役員に
対するアンケート」を基に研究、ディスカッション
を行う事を目的にメンバーを集めた旨の説明がなさ
れ、各プレゼンターの紹介がされた。

２. 公認会計士社外役員への期待
円谷氏からは、まず、アメリカ企業では役員の
Skill Matrixの開示が求められており、ダウ30企業
の能力開示では全取締役の平均78％がFinance、
Accountingの能力を有しているのに対し、日本で
は任意であるが能力開示を行っている先進企業でも、
Finance、Accountingの能力を有している取締役
は全体の17％や36％と低い水準となっており、日本
企業にとってこの財務、会計の能力を持った取締役を
増やす事は急務である。公認会計士が社外役員となる
ことは社会的責務であり多くの機会があると説明され
た。ただし、公認会計士の監査の能力がそのまま社外

会員異動

役員として求められているものではない。現状、投資
家は資本コストを追求した経営を求めている事がIR
意識調査でも示されており、各企業も資本コストを意
識した開示や中期経営計画の作成を行う事が増加して

事務局だより

きている。このような中で資本コスト戦略を適切に
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４. パネルディスカッション

の財務、会計の能力が必要となると説明された。ま

財務・会計の専門性について、就任前に必要とさ

た、現状の公認会計士にはこの点が欠けていると説明

れたのか、就任後どのように活かされているのかと

された。多くの日本企業は会社の言葉で企業価値を語

いう題に対して、角田氏からは就任前に企業を適切

り、投資家は投資家の言葉で投資価値を語る為、日本

に分析し、企業が求める財務・会計の専門性という

企業と投資家は言葉がかみ合わない場合も多々あり、

事で何を期待されているのかという事をよく考え、

この両者の目線で企業価値を語る事ができる財務・会

期待ギャップが生まれそうな場合は「断る勇気を持

計の能力をつける事が、公認会計士が社外役員として

つことが重要である」と話された。梶川氏からは就

寄

活躍する鍵であると説明された。

任する企業によっても異なる為、就任企業が何を求

稿

報

企画できる財務、会計の能力、つまり資本市場目線で

告

めたのかはわからないが、監査の経験やファイナン
小林氏から日本公認会計士協会社外役員会計士協

と考えると話された。円谷氏からは財務・会計の能

議会で行った「公認会計士社外役員に対するアン

力が十分に活かされているかという題に対しては

ケート」について紹介があった。有効回答数315名

NOであり、それは日本の社外取締役の人数が未だ

であり、①就任形態は社外監査役が222名、監査等

少ないからである、最低3人はいないと活発な議論

委員である社外役員が86名、それ以外の社外役員

が行われず、能力の十分な発揮にはつながらないと

75名等である。②就任経緯は、知人からの紹介が

話された。
社外役員としてどのような事に注意しているかと

属監査法人からの紹介が70名等であった。③社外役

いう題に対して、梶川氏からは、社外役員として求

員に選任理由は公認会計士としての資格284名、財

められている事は会社価値を高める事であり、企業

務・会計の専門知識278名、財務諸表監査の経験

価値を高めるための財務・会計の能力である。そこ

156名、就任先企業の事業に対する理解・経験139

を常に考え行動していると話された。角田氏からも

名等であった。④知識や経験が活かされているかと

企業価値の最大化を常に念頭に置くべきであり、企

いう質問に対しては、内部統制やリスクマネジメン

業価値を棄損しそうな場合のみリスク観点での発言

ト、財務諸表監査に関する知識に関しては多くが活

を行うようにしていると話された。
ご案内

かされているという回答であるが、資本コストや

５. 最後に

されていると回答した方は半数程度であった。また、

円谷氏からは社外役員としての公認会計士の地位

自主的に関与しているかという質問には、工場・事

を高め、人物像ではなく会計士自体が社外役員にふさ

業所往査に関して要望した場合は承諾されるが半数

わしいという風土を作って行く事が重要である。

あった旨の説明があった。
アンケート結果に対する感想について、梶川氏か
らは各人の経験、就任経緯、選任理由等は選任する企

方が公認会計士全体の評判を背負っている意識が必要
である。
梶川氏からは企業価値を高める事を創造できる人物
がもっと出てくる必要があるという話をされた。

状況によって異なる。各人選任している企業の状況も

（報告：髙見勝文）

異なる為、その背景も考えてアンケート結果を分析す

ＣＰＥ研修会

業の規模やベンチャー企業か歴史のある大企業か等の

角田氏からは、現状社外役員として活躍されている

会長活動報告

IR、IPO、事業再生・構造改革に関する理解では活か

を超えたが、40％が一定の制限があるという回答で

厚生部

134名、過去の監査先からの打診109名、出身・所

地区会

スの知識、IPOの知識等が求められたのではないか
定例役員会

３. 社外役員へのアンケート

る必要があると話された。角田氏からはアンケート結
果からもわかるように就任先の企業の理解というのは
会員異動

必ず求められるものであり、監査の経験もさることな
がら企業買収やIPO、コンサルティング能力等も求め
られ、若いうちにそういう経験を積んでおくことも重
要という話をされた。
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インセンティブ報酬に係る会計上の論点
〜インセンティブ報酬制度の活用による地域経済の活性化に向けて〜
報
告

パネリスト

日本公認会計士協会インセンティブ
報酬等検討専門委員会専門委員長、
公認会計士 吉田 剛氏

寄

早稲田大学大学院会計研究科教授、
公認会計士 秋葉賢一氏

稿

経済産業省 経済産業政策局
組織課長 坂本里和氏
コーディネーター

産業

具体的な対応状況としては、会社法は、従来、
労務出資を認めておらず、また、無償での株式発
行もできなかった。それが、改正により会社法上で
も金銭報酬債権を現物出資する形で株式を報酬にす
ることもできるようになり、取締役については、明
確に会社法上無償での株式発行もできる見通しと
なっている（2019年秋季頃の国会で審議予定）。
税制についても、損金算入できる施策も導入されて

定例役員会

日本公認会計士協会会計制度委員会
前委員長、公認会計士
波多野直子氏

いる。更に、コーポレート・ガバナンス・システム
に関する実務指針（CGSガイドライン）を発行
し、インセンティブ報酬制度の理解を促進し、円滑
に導入が進むように対策を講じている。
■研究報告第15号「インセンティブ報酬の会計処理

地区会

に関する研究報告」発行にあたって（吉田氏より)
2019年5月に研究報告第15号「インセンティ
ブ報酬の会計処理に関する研究報告」を公表して
いる。この研究報告では、株式報酬型ストックオ

厚生部

プション、株式交付信託事前交付型譲渡制限付き

ご案内

１. はじめに

株式（リストリクテッド・ストック）、業績連動

パネリストよりインセンティブ報酬制度につい

発行型（事後交付型）パフォーマンス・シェアな

て、各立場のかかわりを踏まえた説明があり、その

ど、10を超える報酬スキームについて紹介してい

後にフリーディスカッションという2部構成で展開

る。また、これらの各スキームについて、「費用

された。

化の期間」「対象者の相違による取扱い」など、
会計処理上・開示上の多くの論点について検討し

２. インセンティブ報酬制度へのかかわり
■経済産業省の取り組み（坂本氏より）

ている。
また現在、法務大臣に答申している会社法改正

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

安倍政権はコーポレートガバナンス強化を成長

要綱は、役員向けインセンティブ報酬について、

戦略の柱として位置づけており、インセンティブ

会計処理に影響が予測される。この点に関して、

報酬制度はその重要な一部を構成している。日本

事前交付型（リストリクテッド・ストック）及び

再興戦略の中でも中長期の企業価値を高めるため

事後交付型（パフォーマンス・シェア・ユニッ

に、業績連動型報酬や株式報酬の積極的な活用を

ト）の2型をもとに、具体的な違いや会社法改正前

うたっている。このような環境を踏まえ、経済産

後での取扱いの違いについて解説された。

業省としても、関係省庁との連携を図り、会社法

これらを通して、研究報告第15号の公表の経緯、

の解釈を明確にし、また、税制改正やプロセス面

会社法の論点、会計処理などについて説明された。

の改善など環境整備を進めている。
現在のインセンティブ報酬制度の導入状況とし

会員異動

ては、役員報酬は依然として現金報酬が80％程度

■インセンティブ報酬制度の会計上の論点について
（秋葉氏）

事務局だより

と大部分を占めており、インセンティブ報酬は

インセンティブ報酬制度に係る現状の会計基準

10％程度に過ぎない。しかし、2017年からは株式

及び報酬制度に係る会計上の論点について解説さ

報酬として信託型で株式（いわゆる「生株」）を渡

れた。現行では、企業会計基準第8号、実務対応

す方法も可能になり、徐々に広がってきている。

報告第30号、実務対応報告第36号の3基準しかな
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く、これらの中には、株式自体の付与を規定した

する方法に課題があることなどについて議論され

基準はない。この前提を踏まえ、 ①資本性金融商

た。結果としては、会社法の改正のみならず、

品は自社株式オプションであるとする方法、②資

ASBJによる規範性のある会計基準を作成が望ま

報

本性金融商品は自社の株式（事前交付型）である

れるとの話が出された。

告

とする方法、③資本性金融商品は自社の株式（事
後交付型）であるとする方法の3つの切り口から

〜地域活性化〜
テーマである地域との共創を踏まえ議論された。

日」が適切であるかという点、また、自社株式型

具体的には、インセンティブ報酬については、端

報酬（事前交付型）の費用認識の相手勘定は、株

的に言うと、やる気を起こさせる仕組みである。

主資本（資本・資本準備金）が適当かという点に

そのためには、役員のみならず、会社法上規定が

ついて、理論を踏まえながら、批判的な考察を紹

ない執行役員や従業員も対象にするということも

介された。

有益と考えられる。また、昨今、社会的な課題に
もなっている後継者問題への対応として、従業員

が、あくまで研究報告であり、規範性のある会計

に株式を持たせるということも有効な選択肢にな

基準としてインセンティブ報酬制度に関して整備

る。さらには、視点を変えるとインセンティブ報

されることが望まれる旨説明された。

酬の対価として、仮想通貨や地域通貨、眠れる地
域資源などをインセンティブの対象にして地域活

３. フリーディスカッション

性化につなげるということも考えられる。
また、地域の雇用や所得の創出・維持という意

酬制度導入拡大の背景とインセンティブ報酬に関す

味では、ベンチャー企業の成長・支援が重要であ

る論点、②インセンティブ報酬に関する会計処理や

る。当年度、税制改正により、ベンチャー企業に

会計基準において明らかにされていない報酬スキー

おけるストックオプションの対象範囲を広げてい

ムがあることについて、規範性がある会計基準の必

る。これにより、外部の人材活用もしやすくなっ

要性について検討、③インセンティブ報酬を活用し

ているが、今後も更なる活性化をしていくことが

た地域活性化についての切り口で議論された。

望まれる。

特に、事前交付型と事後交付型での会社法上の
改正の影響をもとに議論された。とりわけ、事前

はなく、地域活性化・地域の課題解決という観点
においても、インセンティブ報酬制度は、積極的
に活用していくことが重要である。
（報告：植村達生）

公認会計士業界が抱えるダイバーシティ・マネジメントの課題と地域経済とのオープン・イノベーション
〜会員向け実態調査に基づいて〜

ＣＰＥ研修会

京都大学経営管理大学院教授
関口倫紀氏
日本公認会計士協会近畿会会長
北山久恵氏

会員異動

日本公認会計士協会近畿会
ダイバーシティ推進委員会副委員長
小野寺和子氏
コーディネーター

会長活動報告

交付型の場合、計上方法として、前払費用を介在

パネリスト

ご案内

このように、単なる役員の報酬という切り口で

厚生部

フリーディスカッションは、①インセンティブ報

〜会計に関して〜

地区会

結論としては、研究報告などの検討資料はある

定例役員会

た。この中で、特に、測定の基準日として「付与

稿

インセンティブ報酬制度を今回の研究大会の

寄

設例を示し、相違点や問題点について説明され
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日本公認会計士協会近畿会
ダイバーシティ推進委員会委員長
原 繭子氏

特
集

１. はじめに

として、以下の3つのパラダイムが考えられる。

2017年12月に日本公認会計士協会近畿会女性会

これらは、信条・価値観であり、優劣が存在する

報
告

計士委員会（現・ダイバーシティ推進委員会）にお

ものではない。

いて、「公認会計士のワーク・ライフ・バランス及

１．差別−公正パラダイム（すべての従業員を平

びキャリアに関するアンケート」を実施し、2019

等に扱う）

年3月にアンケート分析結果を業界に対する提言と

例：雇用機会均等やコンプライアンスを徹底する

して取りまとめた。

２．アクセス−正当化パラダイム（違いを利用する)

寄

今回の研究発表は、当該アンケート分析結果に基

稿

づく公認会計士業界が抱える課題を、「ダイバーシ
ティ」という観点から検討したものである。

例：事業ニーズ、顧客ニーズに沿った人材配置を
行う
３．統合−学習パラダイム（違いを価値創造に積
極的につなげていく）

２. アンケート調査結果に基づく問題提起
定例役員会

アンケートの分析結果に基づき業界に対して６つ
の提言を行った。（詳細は、近畿会ダイバーシティ
推進委員会のサイトにおいて公表しているデータ参
照。「https://www.jicpa-knk.ne.jp/jyosei」）

例：多様性をいかしてイノベーションや生産性を
高める
■インクルージョン（包摂）
インクルージョン（包摂）の定義は様々である
が、インクルージョン・フレームワークにおける

地区会
厚生部

これらの提言はいずれも、「公認会計士業界の抱

定義によれば、個人は組織の一員として扱われ、

えるワーク・ライフ・バランス上の課題」が、性別

かつ、個性を発揮することを許され、奨励される

の違いのみに起因したものではなく、業界全体のダ

状況を言う。インクルージョンのある組織風土に

イバーシティ上の課題であることを示唆している。

おいては、「全員が平等・フェアに扱われるこ

ここで、「ダイバーシティ」についての、各人の

と」「異なった考え方が尊重され統合されるこ

認識・受け止め方には個人差が大きいと考えられる

と」「全員が意思決定に参加できること」が満た

ため、課題解決にかかる検討の前提として、「ダイ

されている。

バーシティの定義」及び「ダイバーシティ推進のメ
リット・デメリット」を整理した。

ご案内

３. 「ダイバーシティ・マネジメント」が
イノベーション創出へ機能するための
メカニズム
（京都大学経営管理大学院 関口教授）
■定義

４. 公認会計士業界にイノベーションを
もたらすダイバーシティとは
ダイバーシティは闇雲に推進するべきものではな
く、正負両面の効用・メカニズムを理解し、あるべ
き姿は何かという価値観を共有し、取り組むべき事
柄である。
そこで、公認会計士業界のダイバーシティの現状

会長活動報告

ダイバーシティ：属性の種類を問わず、他者が自

を3.の内容にあてはめて分析し、業界としてダイ

分とは異なると知覚される個人間の差異

バーシティに対しどういった価値観を持つべきか、

■ダイバーシティを高めることは集団や組織にとっ

そのためになすべきことは何かを検討した。

て望ましいことか？
には、組織の創造性やイノベーション、意思決定

４. 1. 公認会計士業界におけるダイバー
シティの浸透度合い

の質を高め、パフォーマンスを向上させることに

大手監査法人では、10年程前からダイバーシティ

繋がる。一方で、ダイバーシティが集団間バイア

担当部署が設けられ、女性活躍のため制度を整備

スを増大させると、組織や集団の統合、従業員の

し、差別−公正パラダイムについては既に一定の対

心身の健康、パフォーマンスに悪影響を与えるこ

応がなされている。また、アクセス−正当化パラダ

ととなる。

イムについても、労働人員ひっ迫への対応として、

ダイバーシティが情報の精緻化を促進する場合
ＣＰＥ研修会
会員異動

闇雲にダイバーシティを推進すれば良いのではな
く、メカニズムを理解することが重要といえる。
■ダイバーシティ・パラダイム（ダイバーシティ・
マネジメントに関する信条・価値観）

事務局だより

ダイバーシティに対するパラダイム（価値観）
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主に女性のキャリアや働き方への取組みが実施され
ている状況にある。
一方で、統合−学習パラダイムに関しては、ダイ
バーシティを重要な経営戦略として位置づけ、今ま
さに取組んでいるところである。

特
集

４. 2. 公認会計士業界におけるダイバー
シティの必要性

最後に公認会計士業界としてダイバーシティを高

公認会計士業界は、以下の理由から、ダイ
バーシティについて統合−学習パラダイムま

査法人・会員個人のそれぞれのレベルで検討した。
（１）公認会計士協会において
公認会計士協会では、女性会計士活躍推進

で高めることが必要と考える。

ダイバーシティを第3のパラダイムまで高め

ある

るためには課題が残る状況にある。
会員のダイバーシティ意識を高めるための

としての利益、ひいては経済社会への貢献

行動指針・ガイドラインの公表や、浸透度の

につながる

モニタリングといった対応が望まれる。

（２）社会・クライアントから期待される役割〜ベ

（２）監査法人等において
組織として、ダイバーシティへの理解が全

ンチャー業界からの期待〜
あたり、社会・クライアントから期待される

進による負の効用を防ぐための仕組みづくり

役割について検討した。今回は、スタート

が望まれる。

アップ・ベンチャー業界を一例として、関係

（３）個々の会員において

者（地方自治体及びベンチャー経営者）への

地区会

次に、業界としてのあるべき姿を考えるに

階層で深まっているかのモニタリングや、推

アンケート分析結果より、個人間の意識差
が大きいことが読み取れる。そのため、会員

インタビューを実施した。

個々人が、ダイバーシティや多様性に関する

公認会計士に期待する役割は大きく、また、

理解・意識を向上させることが重要である。

その期待に応えるには、公認会計士自身がマ
インドを変化させる（自らの強みを理解し、

※関口先生のダイバーシティ・マネジメントについ

業界内の多様性を高める）ことが必要と判明

ては、さらに広げた内容を、研修会報告記事とし

した。したがって、公認会計士業界は、ダイ

て12月号に掲載しますのでぜひご覧ください。

高めることを望まれていると検証された。

会長活動報告

「社会主義の弊害と資本主義の幻想」を超えて
−21世紀における会計・公認会計士の新たな役割−
日本社会事業大学学長、東京大学名
誉教授 神野直彦氏

ＣＰＥ研修会

参議院法務委員長／公会計・行政評
価委員長、公明党女性局長、公認会
計士 竹谷とし子氏
WICI会長、IIRCカウンシルメン
バー、前内閣府知的財産戦略推進事
務局長 住田孝之氏

業務企

中嶋氏より研究発表に関する趣旨について、時代
を経ても格差貧困等などの似たような問題が生じてい
る現代において、我々人類は社会構造としての本質的
な問題を全く解決できていないのではないかという問
題意識を基に、公認会計士として資本主義のインフラ
18267
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日本公認会計士協会東京会
画ユニット担当常任幹事
中嶋寿康氏

１. はじめに

会員異動

有限責任 あずさ監査法人 パートナー、
日本公認会計士協会統合報告専門委
員会委員 新名谷寛昌氏

ご案内

（報告：小野寺和子）

バーシティを第3のパラダイムのレベルまで

厚生部

インタビューの結果、ベンチャー業界から

コーディネーター

定例役員会

・第3のパラダイムまで高めることは、業界

稿

は、「クライアントの模範となる」必要が

寄

・クライアントを指導・助言する公認会計士

協議会の設置等、一定の対応がみられるが、

パネリスト

告

めるために、なすべきことを、公認会計士協会・監

推進すべきか？

報

（１）業界としてダイバーシティをどのレベルまで

４. 3. 公認会計士業界として、第3のパラダイムに
至るためになすべきこと

特
集

の役割を超えて、人類的課題解決のために何ができる

４. 持続可能な世界の実現に向けて

かを考えるため壮大な研究発表が開催される運びと

続いて竹谷氏よりSDGsについて、「2030年まで

報

なった旨説明があった。

に小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たり

告

の食糧の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・

寄
稿

２. 新しき時代の公会計・公認会計士の使命
−令和 (Beautiful Harmony) の意味をかみしめて−

サプライチェーンにおける食料の損失を減少させ

神野氏より現代社会の課題について財政学の見地

における小売店などが設定するメーカーからの納品

から、人間の筋肉系統の能力が独立したメカニズム

期限に関する商慣習「1/3ルール」の見直しや「食

となった機械装置に働きかけた重化学工業基軸の工

品ロスの削減の推進に関する法律」が2019年5月に

業社会から、人間の神経系統の能力が独立したメカ

全会一致で成立したことが紹介された。

る」というSDGsのターゲット12.3を例に、我が国

定例役員会
地区会

ニズムになったAIなどの情報システムに働きかけ、

また、財務省主計局が行政サービスのフルコスト

知識・情報サービスを生産する知識集約産業基軸の

（原価計算）を試行的に開示した例が紹介され、行

ポスト工業社会に転換する中で、生産要素としての

政コストの「見える化」は、社会的損失を発生させ

人的資本がより重要となり、企業が今後どのように

ないようにするための予防的施策への予算配分や、

人的資本と向き合うかが問題となる。会計の分野に

無駄な業務をあぶりだして付加価値の高い業務への

おいても、自然と人間社会の持続可能性を追求する

改革を進めるための政策議論の糸口となり、公認会

ため、市場の領域だけでなく、人間の「生活」とい

計士の役割として期待される旨の説明があった。

う非市場の領域を取り込んだ会計や「定量分析」よ
りも「定性分析」を重視する会計が必要という説明

５. 統合報告書について

があった。

最後に新名谷氏より知識経済社会への移行に伴

厚生部

い、企業価値に占める無形資産の割合が高まり、無

ご案内
会長活動報告

３. ポスト金融資本主義の時代へ
−SDGsを意識した経営のデザイン−

形資産の測定やリスクと機会の評価に必要な情報を

続いて住田氏よりポスト金融資本主義の時代にお

の全体を理解することが可能となる統合報告への新

けるSDGsを意識した経営のデザインについて、供

たな情報開示のパラダイムが必要であり、持続可能

給が需要を上回っている21世紀の時代において、需

な価値創造を実現するため、SDGsやPRI（投資責

要者、生活者側の多様なニーズやウォンツが経済も

任原則）を盛り込んだ統合報告すなわち企業と投資

イノベーションもリードする。そのため、いかに新

家が長期的に最善の意思決定を支援するという観点

しいアイデアを出し、共感を手に入れるかが重要と

から会計の役割を見直すことが公認会計士の社会的

なってくる。ここで、共感を生んでいく上でSDGs

役割として求められる旨の説明があった。

が重要な概念であり、内閣府が推進する経営デザイ
ンシートや統合報告を活用しながらSDGsを意識し
た経営のデザインを企業ができるように公認会計士

ＣＰＥ研修会

として指導していくという役割が期待される旨の説
明があった。

会員異動
事務局だより
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提供できていない財務報告から企業による価値創造

（報告：大川真広）

特
集

報告 REPORT

泰史

時：令和元年9月9日(月)14時30分〜17時

■会

場：日本公認会計士協会近畿会研修室

■研

修：第1部「ガバナンス改革の時代に求められる社外役員と企業の価値を向上させる『実効性のある

定例役員会

■日

稿

和田

寄

副委員長

告

組織内会計士委員会

報

日本公認会計士協会近畿会・大阪弁護士会共催
「社外役員に関する研修会」開催報告

内部通報制度』」
第2部「内部通報制度に関するケーススタディ（グループディスカッション）」

日本公認会計士協会近畿会

減免等が生じる法律上の仕組みが存在する。そ
組織内会計士委員会

のような場合には、経営陣が現場情報を早期に
知ることには企業のリスク管理のうえでメリッ

あき）弁護士を講師にお招きし、「ガバナンス改革

トがあり、その意味において内部通報制度は有

の時代に求められる社外役員と企業の価値を向上さ

益な制度といえる。

せる『実効性のある内部通報制度』」と題して、

そのうえでコーポレートガバナンスコードの

2019年（令和元年）9月9日に日本公認会計士協会

原則2−5では、上場会社は内部通報に係る適切

近畿会・大阪弁護士会共催の社外役員に関する研修

な体制整備を行うべきであり、取締役会が体制

会を開催しました。

整備の実現に責任を負うとともに、その運用状
充原則2−5では、経営陣から独立した内部通報

講師の山口弁護士は、平成2年に大阪弁護士会に

の窓口の設置が要求されており、具体的には社

登録された後、平成7年に山口利昭法律事務所を開

外取締役と社外監査役による合議体を窓口とし

設。現在では、日本内部統制研究学会理事、大阪弁

て例示している。このように、コーポレートガ

護士会弁護士業務改革委員会委員、日弁連業務改革

バナンスコードは、内部通報の窓口としての役

委員会企業コンプライアンスPT幹事、日弁連司法

割を社外役員が果たすことを期待している。
他方で、企業の不正に係る社外役員の責任の判

を務められるほか、株式会社ニッセンホールディン

断基準の変化にも留意すべきである。従来は、当

グス及び大東建託株式会社等の社外取締役にも就任

該企業が行った不正を知っていたか、或いは知る

されています。

機会があったか否かにより、責任の有無が判断さ
れていた。しかし昨今では、不正を知るための努

Ⅲ．講義内容
１．社外役員と「内部通報制度」との関わり

力をしたかどうかという点から判断されるように

ＣＰＥ研修会

制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事

会長活動報告

Ⅱ．講師の略歴

ご案内

況を監督すべき旨を定めている。さらに、同補

厚生部

とし

は、山口利昭法律事務所 山口利昭（やまぐち

地区会

Ⅰ．はじめに

変化してきている。この努力には、社外役員とし

るための仕組みとして有益なものである。たと

統制の有効性について内部監査部門及び監査約等

えば、独占禁止法上のリニエンシー制度や日本

から聴取することも含まれると考えられる。この

版司法取引のように会社が自浄能力を発揮し自

ような観点から、社外役員が内部通報制度につい

主的に不正行為を申告した場合には、課徴金の

て理解する必要性がある。

18269
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ての責務として、内部通報制度を含む企業の内部

会員異動

内部通報制度は経営陣が現場情報を早期に知

特
集

２．着目すべきポイント

本企業の雇用状況として、バブル崩壊後の新

報
告

内部通報制度を理解するにあたり、①窓口業

規採用の抑制やリストラの影響により特定の

務との関係、②社内調査との関係、③サクセッ

世代の従業員が存在しない、そのため候補者

ションプラン(後継者計画)と関係、及び④会社

選びに必要な情報が経営陣に届かない、と

法改正との関係について次の点に留意すること

いった状況に触れることがある。このような

が有用である。

企業では、若手に対する指導不足により、世

①窓口業務

代間の情報共有が困難な状況にある(レポー
トラインの健全性の欠如)。このような状況

稿

い場合でも内部通報が届く場面があるが、公

においては、不正が起きた場合でも情報の根

益通報者保護法を理解しておらず、適切な対

詰まりが起きる可能性が高いので、レポート

応をとれなかった場合に会社にとって不利益

ラインを補完する意味において内部通報制度

な法的効果が生じる恐れがある。そのため、

が果たす役割が大きいと考えられる。通常の

公益通報者保護法の基本を理解することが重

レポートラインの健全性が高まることで、後

要である。

継者計画に必要な情報が取締役にも届くので

定例役員会

寄

社内ルールで社外役員が窓口になっていな

また、社外役員は経営陣から独立した立場
にあることから、経営陣の不正に関わる重要
な内部通報が社外役員に届くケースがあるこ

地区会

とにも留意する必要がある。
②社内調査

ある。
④会社法改正
令和元年の会社法改正において、社外取締
役の業務執行を、一定の要件のもとに容認す
る規定が織り込まれる予定である。業務執行

厚生部
ご案内

日本取引所自主規制法人が公表した不祥事

が容認されるケースとしては、会社と社内取

予防のプリンシプル及び不祥事対応のプリン

締役の利益が相反するケース或いは会社に

シプルでは、第三者よりも企業の事業や戦略

とって極めて重要な案件であり社外役員の中

を理解しつつ非執行者として経営陣から独立

立公正な立場からの判断が期待される場合で

の立場にある独立役員、すなわち独立社外取

ある。このことから、社外役員と内部通報制

締役、独立社外監査役の果たす役割が期待さ

度の関係では、今後は窓口業務だけでなく社

れている。そのため、企業にとって重大な不

内調査業務等についても役割が増えると想定

正が疑われるケースでは、社外役員が社内調

される。

査に関与することも検討していくことが必要
である。

３．内部通報制度の実効性を高めるための課題

社内調査を進めるにあたっては、物的証拠
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

としてメール、動画データ、録音データ及び

重大な問題については内部通報制度単独で

個人情報保護法上の個人データ等を入手する

は機能しないケースが多く、通報事実が隠ぺ

ケースが多いことからその取扱いに留意しな

いされ、通報者が事実上の制裁を受けるリス

ければならない。また、被通報者にヒアリン

クは否定できない。そのため、社外役員制度、

グする際には、通報者の秘密だけでなく、通

監査役制度と組み合わせて機能させる必要が

報の事実自体の秘密を守らなければいけない

ある。

ことに留意すべきである。さらに、社外役員

②パワハラ通報の奨励

会員異動

は社内事情に精通していないことが通常であ

不正を訴えたことでパワハラ被害を受ける

ることから、社内調査にあたり社内関係者と

ケースが多い。そのため、パワハラ事例につい

連絡連携が必要になるケースが多いが、その

ては広く通報を促し、調査を通じて不正行為の

際に秘密保持の観点から誰と情報を共有する

有無について情報を入手する必要がある。

かに十分に留意する必要がある。
③後継者計画

事務局だより
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①内部通報制度とガバナンスの組み合わせ

③社員の気づきを大切にする制度
不正を明らかに不正と断定できるケースはほ

社外取締役がサクセッションプラン（後継

とんどない。そのため、「不正のおそれ」、

者計画）に関与する機会が増えているが、日

「社内と社外の常識のズレを感じたこと」、
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特
集

「社内ルールに反すると感じること」があれ

に過ぎてしまいました。講師の山口弁護士にはこの

ば通報することを求めるなど予防思想に基づ

場をお借りして厚く御礼申し上げます。
は、弁護士の先生方とケーススタディについての議

内部通報の認知度が高まり活用されるよう

論を通じて内部通報に係る法的な視点を学び、公認

になると、今度は不誠実な通報が増える。そ

会計士と弁護士との共催研修会の意義を感じさせて

のため、受理すべきものを「通報事実」と

いただきました。
寄

「相談・苦情」に分けて、窓口担当者の負担

告

④不誠実な通報への対応

また、講義の後のグループディスカッションで

報

く制度運用をする必要がある。

稿

を軽減するような工夫も必要となる。

Ⅳ．研修会に参加してみて
定例役員会

多数の社外役員を歴任されたご経験に基づく社外
役員と内部通報制度との関係や日弁連業務改革委員
会企業コンプライアンスＰＴ幹事及び日弁連司法制
度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事等
を務められている先生ならではの今後の動向につい
てお話を聞かせていただきました。実体験に基づく

地区会

お話はいずれも興味深く、研修時間があっという間

（2019年11月14日〜12月14日）

近畿会および各部・委員会行事予定

厚生部

※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。
11.14（木）
経営委員会研修会

12. 4（水）
研修室14:00〜16:00

本部会計監査人中間監査

11.15（金）
研修室14:00〜17:00

11.18（月）
組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

11.21（木）

研修室10:00〜16:40
会議室・会長室10:00〜17:00

非営利会計委員会NPO法人専門委員会研修会

研修室18:30〜20:30

中堅・若手会計士委員会

会議室18:30〜20:30

12. 5（木）
研修室10:00〜16:40
会議室18:30〜20:00

会長室16:00〜18:00

社会保障委員会社会福祉法人専門委員会

ダイバーシティ推進委員会

会議室18:30〜20:00

12. 6（金）

本部税務業務部会DVD研修会

研修室13:00〜16:40

11.25（月）

冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

正副会長会

会長室13:30〜15:00

定例役員会

会議室15:00〜17:00

会議室14:00〜16:00

12. 9（月）

会員業務推進部研修会

研修室13:30〜16:30

経営委員会研修会

非営利会計委員会公益法人専門委員会

会議室16:30〜18:30

12.10（火）

公会計委員会

会議室18:30〜20:30

研究・CPE研修部研修会

研修室15:00〜17:00

税制・税務委員会研修会

研修室18:30〜21:00

11.26（火）

研修室13:30〜16:30

IT委員会研修会

研修室13:30〜16:00

12.11（水）

経営委員会

研修室18:00〜20:00

非営利会計委員会NPO法人専門委員会 大阪府との意見交換会 会議室15:00〜17:30

研修室18:00〜20:00

11.29（金）
税制・税務委員会研修会

研修室18:00〜20:30

組織内会計士委員会研修会

12.13（金）
研修室18:30〜21:00

会員業務推進部 銀行協会共催セミナー

会員異動

非営利会計委員会NPO法人専門委員会 会議室18:00〜19:30

11.27（水）
社会保障委員会社会福祉法人専門委員会研修会

ＣＰＥ研修会

非営利会計委員会公益法人専門委員会 大阪府との意見交換会

会長活動報告

冬季全国研修会

正副会長会

11.22（金）

ご案内

公会計委員会研修会

冬季全国研修会

研修室14:00〜17:00

12.14（土）

18271
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「大阪起業家グローイングアップ第12回ビジネスプランコンテスト
ドリームDASH！」〜会員業務推進部活動報告

稿

会員業務推進部

部長

矢本

浩教

定例役員会

1. 大阪企業家グローイングアップ第12回ビジネスプランコンテスト
ドリームDASH！とは？

類審査委員の輩出と特別協賛を実施しました。

大阪府は、関係機関と一丸となって、オール大阪

部長に担当していただき、応募の中から当日プレゼ

でグローバルなベンチャーエコシステムの構築に取

ンテーションの対象を10社にまで絞りこんでいただ

組んでいます。その一環として、有望起業家の発

きました。

事前の書類審査員として会員業務推進部の岩井副

地区会

掘・成長を支援する創業支援事業「大阪起業家グ
ローイングアップ」を実施してきました。

コンテスト当日は、本選に選ばれた10社のプレゼ

厚生部

本年度は、2019年9月10日（火）に大阪産業創

ンテーションを聞き、協賛者がそれぞれどの参加者

造館におきまして「大阪起業家グローイングアップ

に賞を渡すか、後藤副会長及び会員業務推進部員が

第12回ビジネスプランコンテストドリーム

集い真剣に選びました。結果として日本公認会計士

DASH！」が開催されました。

協会近畿会特別賞30万円は、株式会社Mountain
Gorillaに贈られました。

本コンテストは、創業支援機関が実施する起業プ
ログラム等の参加者の中から、その機関の推薦を受
ご案内

け、書類審査会を通過したビジネスプランのプレゼ
ンテーションを行い、今後の大阪経済を担う有望な
起業家を発掘するものです。
なお、本コンテストの受賞者

会長活動報告

には、補助金とハンズオン支
援を提供し、さらなる成長を
支援しています。
なお、受賞者の決定は、事
前の審査委員による書類審査

ＣＰＥ研修会

により10社が選ばれ、当日

株式会社Mountain Gorillaは、紙ベースの資料が

はプレゼンテーション審査に

多く残る工場や職場などにおいて、iPadで利用でき

加え、来場者による投票も加

るようなソフトウェアを導入することで、記載ミス

味して決定されました。

や手間を省くことができるサービスが月額料金で利
用できるというものでした。

会員異動

2. 日本公認会計士協会近畿会としての取組

なお、受賞理由は「中小企業にIoTを導入して生

日本公認会計士協会近畿会は、大阪府のベンチャー

産性の向上を実現していただきたい」という思いと、

エコシステムの中から公認会計士の業務を拡大する

「是非クライアントにも導入して欲しい」という声

きっかけになる機会を模索して、昨年度と同様、書

が多かったことです。

事務局だより
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いずれも大賞にふさわしい内容で、将来性が高

井口氏に目録の贈呈と授賞理由報告をさせていただ

く、社会貢献に役立つ企業が選ばれていると感じま

きました。

した。

定例役員会

私から、株式会社Mountain Gorilla 代表取締役

地区会
厚生部

＜日本公認会計士近畿会

特別賞受賞企業概要＞

株式会社Mountain Gorilla
代表取締役

井口 一輝（イグチ

カズキ）さん

惜しくも大賞は逃したものの、参加者のテーマは
様々で、次世代を創造しようとする方々のプレゼン

推薦機関：公益財団法人大阪産業局

テーションは興味深いものでした。
①食べることの出来るエスプレッソ用コップ「エコ

（大阪産業創造館）
事業内容：小さく産んで大きく育てる！製造現場
と共に進化する月額利用のオンリーワ

プレッソ®」
②「37度温浴」を利用した美容師向け新サービスの
提案
③薄毛をカッコよく魅せる「美薄毛usugeマイス

3. ビジネスプランコンテストに参加して
大阪府が選んだ大賞は、上記の株式会社Mountain

ター」
④27歳の人材派遣ビジネスの提案
⑤風通しの良い職場システム構築

『血なしで気軽に血糖値をチェック！非侵襲血糖値

⑥訪問介護ステーション

センサー事業の展開』をテーマとするライトタッチ

⑦VRアイドルを対象としたAIを利用した香りビジ

テクノロジー株式会社（代表取締役

山川考一氏）

ネス
実際に協賛者同士の交流なども出来、公認会計士

と製造〜脱石油資源をめざした化学産業の創出〜』

の業務拡大につながる取組に向けての打ち合わせが担

をテーマとするマイクロバイオファクトリー株式会

当者同士で行う機会もあり、非常に有意義でした。

社（代表取締役

清水

雅士氏）

会員異動

及び、『スマートセルによる化学品生産の研究開発

ＣＰＥ研修会

Gorillaの他、

会長活動報告

ンシステム『Pro-Manager』

ご案内

https://mountain-gorilla.co.jp/

の3社が選ばれ、それぞれ100万円づつが贈られま
した。
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第54事業年度 IFRS研修会 第1回 実施報告
〜IFRSの基礎の基礎〜

稿

山田

善隆・鷺谷

佑梨子

定例役員会

1. はじめに

任意適用企業は200社を超え、東証時価総額の30%

2019年9月19日（木）に近畿会研修室において、

強を占めるまでになりました。全体的な傾向として

第54事業年度の第1回IFRS研修会「IFRSの基礎の

は、海外展開をしている業種/企業や外国人株主比

基礎」が開催されました。

率が高い企業がIFRSを適用する傾向にあります。

地区会

IFRSが我が国にも広く浸透し、収益認識基準な

また、特定業種内の大手企業のいくつかがIFRSを

ど我が国の基準設定にも大きな影響を及ぼすように

採用すると業種全体のIFRS適用が進むといった傾

なっていることを踏まえ、IFRSを初めて学ぶ方や

向もみられます。

IFRSを学び直したいと考える方を対象として、
IFRSに関する基礎知識の解説を京滋会所属の筆者2

4. IFRSの範囲と読み方

名が担当させていただきました。以下では、本研修

次にIFRSの範囲とIFRS財団から公表される各種

厚生部

の骨子を説明させていただきます。

文書の位置づけについて説明しました。
IFRSは「基準」と「解釈指針」からなり、それ

2. IFRSの特徴

ぞれに強制力のある部分と強制力のない「付属文

IFRSは、その名称が示すとおり、「財務報告」

書」が含まれます。

ご案内
会長活動報告

のための基準であり、投資家志向が色濃く表れてい

また、近年は、IFRS財団から「基準」や「解釈指

ます。一方、IFRSといえば、一般に「原則主

針」以外の様々な文書が公表されています。「概念

義」、「公正価値重視」、「包括利益重視」などの

フレームワーク」はIFRSそのものを構成せず、それ

特徴が思い浮かびますが、特に近年はこれらに反す

自体に強制力はありませんが、IFRSの基礎となる概

るような基準設定もみられ、必ずしもこれらのキー

念が整理されており、ぜひ理解しておくべき文書で

ワードで特徴づけられなくなっています。

す。このほか、実務記述書（Practice statement）
やIFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定（Agenda

3. IFRSの適用状況

decision）など、IFRS実務に従事するためには

IFRSの適用は拡大しつつあります。全世界レベ

知っておくべき文書もあるので留意が必要です。

ＣＰＥ研修会

ルでは、世界の144の国/地域がIFRSを強制し、

会員異動

IFRSの適用を認めていないのは9つの国/地域に限

5. IFRS財団の機構と基準設定プロセス

られます。しかし、GDP比では、IFRSを強制して

IFRSはIASBから公表されますが、IASBが透明

いる国/地域とIFRSを認めていない国/地域が拮抗

性ある中立的なプロセスの下で、高品質な基準開発

します。それは、IFRSを認めていない国に米国、

を行えるようにIFRS財団を中心とするガバナンス

中国、インドなど大きなGDPを有する国が残って

機構が整備されています。

いるからです。

具体的には、IFRS財団、モニタリング・ボー

事務局だより

一方、我が国においては、政府の「成長戦略」な

ド、IFRS解釈指針委員会、IFRS諮問会議、会計基

どの継続的な後押しの下で、IFRS任意適用企業は

準アドバイザリー・フォーラムなどがIASBの活動

着実に増加しています。2019年8月現在ではIFRS

を支えています。いずれの組織にも我が国からの参
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加があり、我が国が金銭的も人的にも貢献している

特にIFRS16が業種に関わらず広範な影響を与えた

ことがわかります。

ことがわかります。また、IASBは2019年6月に
稿

は、所定の「デュー・プロセス」が存在し、基準設

IFRS17の適用時期を1年延期する公開草案を公表

寄

また、IASBが基準を開発/改訂するにあたって

しています。

定の透明性を確保し、かつ、利害関係者の意見を広
く収集するための手続が存在しています。

8. IASBの主要なプロジェクト

デュー・プロセスの過程で公表される文書を読むと

ジェクトとして、「のれんと減損」、「共通支配下

よいでしょう、また、IFRSの基準設定に影響を与

の企業結合」及び「基本財務諸表」を取り上げ、そ

えるためには、基準開発/改訂のプロジェクトの早

れぞれのプロジェクトがどのような懸念に対応して

い段階でIASBに対して効果的なインプットを行う

いるのか、また現在どのような議論がなされている

ことが重要となります。

のかについて説明しました。
我が国では、特に「のれんと減損」プロジェクト
の動向が注目されていますが、2019年6月のIASB会

日本の会計基準に精通する公認会計士がIFRSの概

議において、のれんの償却を再導入する提案を開発

要を理解する近道としては、まず、IFRSと日本基準

せず、現行の減損のみのモデルを維持すべきとした

の相違を理解することが考えられます。そこで、非

暫定決定がなされました。ただし、償却と減損のモ

金融業の会社を想定して、論点となりやすいIFRSと

デルを支持する意見もあったことから、ディスカッ

日本基準の主な相違について解説しました。

ション・ペーパーでは両方の見解が記載されること

例えば、収益認識、退職後給付（割引率及び期待

になっています。なお、ディスカッション・ペー
パーは、2019年12月までに公表される予定です。

資本性金融商品の測定やのれんは、差異が生じやす
い項目といえます。

ご案内

運用収益率）、減価償却、借手のリース、開発費、

厚生部

6. IFRSと日本基準の主な相違

地区会

最後に、IASBで現在議論されている主要なプロ

定例役員会

IFRSの将来の方向性を知るうえでは、これらの

9. 最後に
当日は残暑厳しいなか、多くの方々にご参加いた
だきありがとうございました。「のれんと減損」プ

IASBは長らく進めてきたいくつかの大型基準設

ロジェクトについては、昨年度に開催された研修の

定プロジェクトを最近完了しています。

時点でのIASBの議論からの変化に驚きを示される
参加者もおられ、このテーマへの関心の高さを実感

識）、IFRS16（リース）及びIFRS17（保険契

することができました。本研修をきっかけに我が国

約）があり、IFRS15とIFRS16は、すでに強制適

で通用している基準の1つとしてIFRSを身近に感じ

用されています。IFRS任意適用会社の開示からは、

ていただけたら幸いです。

ＣＰＥ研修会

最近公表された基準としては、IFRS15（収益認

会長活動報告

7. 最近公表された基準

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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各士業女性合同研修会に参加して
女性会計士専門委員会

委員

石本

寄
稿
定例役員会

2019年9月28日（土）、第21回各士業女性合同研修

司法書士の竹原

会に参加しました。この研修会は、大阪弁護士会、日本

氏からは、より

公認会計士協会近畿会女性会計士専門委員会、全国司法

実務的な登記時

書士女性会、全国女性税理士連盟、大阪府社会保険労務

の改正点などを

士会、日本女性法律家協会大阪支部の主催で毎年開催さ

お話いただき、

れているもので、今年で21回目となります。5士業の女

こちらは弁護士

性が一堂に会して開催されるこのような研修会は東京で

の方が関心が高

も例がないらしく、大阪で21回も続いていることに驚

かったようで色々と質問されていました。

真喜子

地区会

きましたし、大阪ならではの柔軟なビジネス思考の賜物

研修会の後は、レストラン「アラスカ」に移動、

（？）と、とても貴重に感じました。この研修会では毎

100名もの参加者が集まり懇親会が実施されました。

年各士業に共通のトピックスをテーマとしており、第

懇親会では同じテーブルになった方はもちろんのこ

21回のテーマは「相続税改正〜知らないと大変！どう

と、離れたテーブルの方とも積極的にお話をされてい

変わる「相続」〜」を共通テーマとして発表されまし

る方が多く、女性ばかりの懇親会はとても華やか！！

た。当日は、女性だけでなく、男性士業の参加者も含め

でした。

て、総勢275名の方にお越しいただきました。
厚生部

各士業の発表は以下です。
1．「改正相続税について（居住権・遺言・特別の寄
与を中心に）」
弁護士

ご案内

2．「民法改正が税理士業務に与える影響と対応策」
坪多晶子氏

3．「ファミリービジネスに対するガバナンス」
公認会計士

安原徹氏

4．「相続税改正で変わる法務局との関わり方」
会長活動報告

司法書士

竹原久美子氏

弁護士の金澄氏および税理士の坪多氏は、主に配偶者
居住権についてお話されました。最初に民法の改正点を
弁護士の金澄氏からお話いただき、民法での論点や実務

ＣＰＥ研修会

的な疑問点を考えました。続いて税理士の坪多氏に相続
時の計算方法などを具体的にお話し
ていただいたので、民法と税法をリ
ンクさせて考えることができてとて
も理解しやすかったように思いまし
た。公認会計士の安原氏は、少し視

会員異動

点を変えてファミリービジネスに対
するガバナンスについてお話いただ
きましたが、やはり同じ公認会計士
がお話される内容は、何故かすっと

事務局だより

理解でき、他の士業の方との思考プ
ロセスの違いを実感した次第です。
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とができ、各士業ごとの関心事や思考の違いなども感
じることができて面白く感じました。また懇親会で
は、様々な女性士業の方と知り合えて楽しい時間を過

金澄道子氏

税理士

私は今回初めて研修会・懇親会に参加させていただ
きましたが、研修会は1つのテーマを深く勉強するこ

18276

ごしました。懇親会で各士業が順番に前にでてアピー
ルする時間がありましたが、公認会計士は人数が少な
く寂しく感じました。弁護士、税理士は人数も多くパ
ワーが凄かったです。ご興味を持たれた方（男性も参
加可能！）は是非来年は参加していただければ嬉しい
です。
弁護士及び税理士の講義は、後日近畿会にてDVD
研修会の開催を予定しています。
日程等決まりましたらご案内致しますので、ご参加
ください。
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坂東

和宏・清稜監査法人

加賀谷

告

ひびき監査法人

報

関西監査法人協議会創立40周年記念行事を無事に終えて
剛

寄

ルで開催された。

記念講演会：15:00〜17:40

テーマ：『超高齢社会と認知症』
講

・16：30〜17：40

ザ・リッツ・カールトン大阪２階「ボールルーム」
定例役員会

・15：05〜16：15

師：社会医療法人愛仁会

愛仁会リハビリテーション病院

副院長

砂田 一郎先生

テーマ：『IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」の解説』
講

稿

2019年9月12日に、関西31の監査法人が加盟する関西監査法人協議会の創立40周年記念事業が、以下のスケジュー

師：日本公認会計士協会ＩＴ委員会

未来の監査専門委員会

専門委員長

柴垣 昌利先生

査法人協議会創立40周年記念行事実行委員長より開会

ある。認知症は、遺伝的要素による影響は大きいが、

の挨拶が行われた。関西監査法人協議会が設立された

難聴、喫煙、運動不足も影響を与えることからそれら

趣旨、監査法人を取り巻くクライアントの環境の激変

を治すこと、止めること、解消する必要がある。難聴

や働き方改革等新たな課題への対応、関西監査法人協

については、様々な補聴器があるが、最近は主流に

議会の継続発展に対する先輩方への感謝及び今後の発

なっている補聴器内のコンピュータマイクロチップに

展について、話がなされた。

よるデジタル補聴器が機能的に優れている。運動不足

次いで記念講演に移り、はじめに、砂田一郎先生によ

の解消として足の筋肉を鍛えることが重要で、かかと

り、日本社会が超高齢化社会をむかえ、その際に避けよ

をつけて速足での散歩を20分から30分間、1日2回、

うもない認知症についての講演がなされた。

週4回することを勧められた。また、先生は、欲求が

厚生部

認知症になっても進行を緩やかにする」という意味で
地区会

定刻になり矢本浩教氏の司会のもと、松本要関西監

満たされると脳が活性化することから欲をもつこと、
βを脳内から除去するため睡眠の大切さを説いておら
れた。その他にも長い昼寝はやめよう、旬のものを食

ご案内

アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイド

べよう、認知症に悪影響を与える薬があると注意を喚
さらに、認知症の治療とケアについては、認知症の
治療はケアが主役となっており、他者に必要とされて
いるという自己肯定感を大切にすることがケアの前提
となる。
最後に、認知症に対するビジネスでは、2014年の日

ケア（付き合い方）、認知症に対するビジネスをあげ、

本における認知症の社会的コストは14.5兆円で介護

それぞれについてエネルギッシュな講演が行われた。

費、医療費、インフォーマルケアコストがそれぞれ

まず、認知症とは、アルツハイマー病、前頭側頭葉

44％、13％、43％を占め、2060年にはその社会的コ

変性症、レビー小体病等により日常的に支障をきたす

ストは24.3兆円になると推定され、関連市場も拡大す

記憶障害、認知機能障害が6か月以上存在する症状で

る旨の説明があった。
続いて、柴垣昌利先生による講演がおこなわれた。

ロイドβはその発症までに徐々に蓄積されていくため

柴垣先生は「IT委員会」の各種専門委員会の専門委員

予防が大切である。

を歴任後、2016年にはIT委員会「未来の監査専門委
員会」専門委員長に就任されて、本日の講演テーマで
もあるIT委員会研究報告第52号「次世代の監査の展望

ないという意味ではなく、認知症になるのを遅らせる、

と課題」の取りまとめを行われた。
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次に、「認知症の予防」として使われる予防の意味
は、『認知症施策推進大綱』によると「認知症になら

会員異動

あり、このうちアルツハイマー病に深くかかわるアミ

ＣＰＥ研修会

テーマである認知症について、その予防、その治療と

会長活動報告

起された。

特
集
るが、RPAが有効に機能するには、そもそも指示が正
しいということが前提となっている。また、その指示が
報

変化した場合、導入時の構成員の移動等で変更対応がで
きなくなる等の内部統制への影響もある。

告

さらに、ITの進展は監査技法にも影響を与える。
ビッグデータが存在し、コンピュータにより、高度で複
雑な計算を瞬時に行うことが可能となった。しかし、監
査業務は、過去情報の利用のみならず、見積りの妥当性

寄

を検討し、定型的な取引ばかりではなく非定型的かつ高

稿

2016年10月に「未来の監査専門委員会」を設置

度な判断も必要となるため現状のAIでは監査の代替は

し、様々な意見交換会を経た後に次世代の監査の展望

できない。ただし、AIを効果的に活用することで監査

と課題」（以下

業務をより効率的かつ効果的にするツールであると言え

研究報告）を公表した。

定例役員会
地区会

また、昨今ではAIの進化により監査業務が無くなる

る。新たな監査技法であるビッグデータを利用した高度

のではないかといった報道を目にする機会が多くなっ

な分析的手続、CA（Continuous Auditing）の取組み

ているが、研究報告では無くなることはなく、監査業

が監査業務において進展していくであろう。ただし、

務の高度化・効率化につながる。ただし、そのために

データの標準化が新たな監査技法の進展のためには必要

は、監査人のスキルの向上、新たな監査技法を利用す

であり、被監査会社の協力なくしては成果を上げること

るための環境整備といった監査人側の課題が生じ、

ができない。また、ツールの開発費用をどのように監査

データの標準化、被監査会社の協力といった社会的な

報酬に組み込むのかが課題となり、先進情報技術に関す

課題も生じると説明された。

る知識や新たな監査技法から心証を得る能力等が必要と

次に、RPA（Robotics Process Automation）やブ
ロックチェーン、クラウド会計の導入は、企業の会計業

されるスキルの習得やそのために必要とされる教育制度
も課題となることを説明された。

厚生部

務に多大な影響を与えるとの説明があった。例えば、

記念講演の最後に、高濱滋氏より、砂田先生の講演

RPAは、人が行っていた作業を、機械学習やAIを含む

は個人的にあるいは社会としてやがて直面する課題で

コンピュータによる認知技術の活用によって自動化する

あり、柴垣先生の講演は監査業界の将来の展望とその

ことであり、標準化された伝票処理等の業務に適合する

課題についてであり、有益な講演であった旨の閉会の

といわれている。RPAは、指示に沿って作業を実施す

挨拶があった。

記念祝賀会：18:00〜20:00

ザ・リッツ・カールトン大阪２階「ボールルーム」

ご案内

記念講演会に続いて、荒井巌氏の司会のもと、記念祝

記念祝賀会の最後に、後藤研了氏による閉会の挨拶

賀会が開催された。開催に先立ち関西監査法人協議会代

として、当協議会40周年に至る思い出などの話をさ

表幹事である新免和久氏より開会の挨拶があった。関西

れ、今後も当協議会の継続を誓い、全員による一本締

監査法人協議会設立当初から40年間の出来事などにつ

めを行い、盛況のうちに閉会となった。

会長活動報告

いて話された。次に、来賓である日本公認会計士協会
北山久恵近畿会会長、四方浩人京滋会副会長、宮田勇人
兵庫会会長の紹介及び挨拶が行われ、髙田篤氏の乾杯の
音頭で賑やかに歓談がはじまった。途中、OBである髙
谷晋介氏、井上浩一氏、大西寛文氏が当協議会に関する

ＣＰＥ研修会

回想などを語られたほか、司会者の急な指名によって中
西清氏、道幸靜児氏も挨拶された。

会員異動

以上、全国で唯一の監査法人による協議会である当
「関西監査法人協議会」が50周年、60周年と継続、発
展することを祈念しつつ、関西監査法人協議会創立40
周年記念行事のご報告を終えたい。

事務局だより
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特
集

寄稿 CONTRIBUTION

告

恒田

報

翔る！ニッポンの公認会計士〜トルコ・ルーマニア編〜
範

寄

食に注目をしますと、イスラム教は豚肉忌なの

Merhaba！（トルコ語でこんにちは）。EY新日

で、豚肉入手困難となっています。また、日本食材
も入手困難なため日本と同じ料理をトルコで食すこ

本）の恒田範と申します。2018年9月よりEYトル

とは難しいです。でもそこは、トルコ料理が世界三

コ（@イスタンブル）のジャパンデスクとして働い

大料理と呼ばれているだけあって、スープや、メゼ

ています。EY新日本ではマルチナショナル企業の

と呼ばれる前菜をはじめ、串に刺さったシシ・ケバ

監査を担当し、金融機関への出向を経て現在に至り

ブや、屋台でクルクル回っているドネル・ケバブは

ます。

日本人の口にあい、とても美味しいです。そして食

の定番で毎食欠かせ

昨夏のトルコリラショック、何かとお騒がせなエル

ません。ちなみに、

ドアン大統領、ヌスレットの塩振り王子、ケバブ、

トルコの職場には大

ベリーダンス他色々あるかと思います。トルコの面

抵の場合、チャイ

積は日本のおよそ2倍、人口は約8,200万人（2018

ジュ(チャイを専門

年、トルコ国家統計庁より）、首都はアンカラです

に淹れてくれる人)

が経済の中心地はイスタンブル。ここは今も昔も東

が常駐しておりトル

西交易の拠点であり、ボスフォラス海峡を挟んで

コ人の生活とチャイ

ヨーロッパ側とアジア側に分かれます。エキゾチッ

の密接な関係には大

クで異国情緒あふれる、不思議な都市です。国民の

変驚いています。

ご案内

皆さん、トルコと聞くと何を思い浮かべますか？

厚生部

を飲むのがトルコ人

地区会

前後を問わずチャイ

トルコについて

定例役員会

大阪事務所（以下、EY新日

本有限責任監査法人

稿

はじめに

大多数がイスラム教を信仰しており、毎日決まった
びかけが流れます。最近は早朝のアザーンで目が覚

私のジャパンデスクとしての担当エリアはトルコ

めることにも慣れてきました。一方でトルコ建国の

と東欧の国であるルーマニアも含まれています。こ

父と呼ばれる「ムスタファ・ケマル・アタテュル

ちらはトルコと一風変わって、東欧では珍しいラテ

ク」の改革によりイスタンブルは世俗化が進み、中

ン系の国となります。ジャパンデスクの仕事は公認

東地域では珍しく生活は欧州に近いものとなってい

会計士ができるすべての仕事が対象となるといって

ます。例えばラマザンといった断食は一部の人しか

も過言ではない為、リエゾンではあるものの監査・

行わないところも不思議なところです。飲酒に対し

税務・アドバイザリーと多岐にわたります。この

ても寛容です。

点、各国ジャパンデスクリーダーの理解もあり、各
ラインのメンバーが協力的にサポートをしてくれて

のコミュニケーションを含め、英語を話すことがで

いるため、業務をこなすことができていると思いま

きるトルコ人も多数いますが、残念ながら大抵の人

す。少しずつですが成果に繋げることができてきた

はトルコ語のみの会話が中心で、日常生活を過ごす

こともモチベーションに繋がっています。改めて、

上でトルコ語は必須となっています。トルコ語自体

ローカルメンバーとの信頼関係が大切と実感してい

は日本語と文法が似ている為、日本人にとって比較

ます。

家族全員なかなか苦戦しています。

また、日本と比べて女性比率が非常に高く、セク
ションのリーダーが女性であることも珍しくありま
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的習得しやすい言語と一般的に言われていますが、

会員異動

また、公用語はトルコ語です。もちろんEY内で

ＣＰＥ研修会

ジャパンデスクとしての仕事
会長活動報告

時間に各モスクからアザーンと呼ばれる礼拝への呼

特
集
報
告

せん。若年層が多い人口分布が日本と異なる面もあ

での移動になります。今年新イスタンブル空港が満

りますが、ワークライフバランスに対する考え方等

を持して開港し、ヨーロッパへのアクセスも非常に

まだまだ男性偏重の日本が学ぶべき点は多くあるの

便利になりました。少しお休みがとれれば欧州各国

かもしれません。

に直行便で旅行に行けることも子供連れにはありが
たい限りです。

プライベートの過ごし方
トルコ人はとても人懐っこく、世話好きで、優し

最後に
一度の駐在で二つの異なる国で働けるという貴重

稿

しれません。特に子供には優しすぎるぐらいで、レ

な機会を頂いており、毎日新しい発見の連続です。

ストランや地下鉄などで子供が泣いていると、嫌な

より一層、両国にとって日本との懸け橋になってい

顔ひとつせず店員さんはもちろん、周りのトルコ人

きたいと思います。日本の皆様が少しでもトルコと

も子供をあやしてくれます。とても子育てしやすい

ルーマニアに興味を持っていただけましたら幸いで

国です。

す。もし何かご質問等ございましたら、他会計事務

定例役員会

寄

いです。この点は少し関西人に近いものがあるかも

小さな子供連れですが、週末になるとブルーモス
クなどの観光地へ出掛けたり、ボスフォラス海峡沿

所の方もお気軽にSusumu.Tsuneda@tr.ey.comま
でご連絡ください。

いをシミット(トルコ
名物のゴマパン)を食
地区会

べながら散歩して過
ごしています。観光
都市だけあって世界
遺産を身近に感じる

厚生部

ことができます。な
お、気球で有名な
カッパドキアはイス
タンブルから少し距
離があるため飛行機

ご案内

『 翔る！ニッポンの公認会計士 』で紹介した国
※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。

会長活動報告

EUROPE

ＣＰＥ研修会

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
ルーマニア
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

カナダ
メキシコ

ASIA

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
トルコ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
フィリピン

OCEANIA
事務局だより

オーストラリア
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特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度
報

第6回定例役員会報告

告

2019年10月9日（水）18時〜20時10分
所：近畿会研修室

寄

場

稿

出席者：39名（役員数４3名）

審議事項
会費免除について

（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。

士会と共同で、係る最大化原則の妥当性を具体
的な事案のなかで確かめるとともに、その限界
を模索してきたところである。ついては、その
成果を会員の業務の参考のために小冊子の形で

付の上、病気の為の会費免除の申請があっ

発行することとしたい。発行部数は1,000部、

た。近畿会会費規程第7条第1項第二号に該

配布先は希望する会員及び準会員を予定してい

当するため、近畿会規約第12条第1項によ

るとの説明があり、審議に入った。

地区会

１．会員1名、準会員1名について、診断書を添

定例役員会

た。当委員会では、2016年7月より、大阪弁護

第１号議案

り会費を免除したいとの説明があり、審議
の結果承認された。

承認された。

先への休暇届（写）、非勤務者においては
母子手帳（写）及び申述書を添付の上、出
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7条第1項第三号に該当す

第３号議案

経営委員会編「会計士の中小企業向け経営
コンサルティングのための事業評価ポイント」
の公表について

（提 案 者）経営委員会委員長

費を免除したいとの説明があり、審議の結

（提案説明）提案者より、当委員会では、中小企業

果承認された。

安井

聖美

に役立つ経営コンサルティングツールの研究を
行ってきた。今日、中小企業の直面する問題と

を添付の上、介護の為の会費免除の申請が

して、事業承継、事業再生、金融機関が行う

あった。近畿会会費規程第7条第1項第三号

「事業性評価」融資への対応等があり、これら

に該当するため、近畿会規約第12条第1項

に対して、自ら行う事業をきっちりと評価し、

により会費を免除したいとの説明があり、

その優位性やリスクを把握した上で、戦略や対

審議の結果承認された。

策を講じることが必要と考えるに至った。そこ

第２号議案

税制・税務委員会「企業価値最大化原則の
考察」の公表について

（提 案 者）税制・税務委員会委員長
田中

久美子

りやすく網羅的に記載する事で、公認会計士の
中小企業向け経営コンサルティングのツールと
して利用できるような形にした。

ＣＰＥ研修会

で、事業評価のポイントを5つの観点からわか

会長活動報告

３．会員1名について、勤務先への休暇届（写)

ご案内

るため、近畿会規約第12条第1項により会

厚生部

２．会員6名について、勤務者においては勤務

この提案については、審議の結果、原案通り

公表の形としては、小冊子等の印刷物にする

ソース事件最高裁決定、2015年のコーポレー

会のホームページに、ワード及びＰＤＦの形式

トガバナンス・コード制定を契機に、「企業価

でアップロードし、会員・準会員がこれをダウ

値の最大化」「株主価値の最大化」を取締役・

ンロードする形で、臨機応変に加工・利用する

執行役の行動規範とすべきことが唱えられてき

ことを予定している。
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ことは考えておらず、日本公認会計士協会近畿

会員異動

（提 案 説 明 ）提案者より、2009年のブルドック

特
集

また、中小企業経営者、経営管理者、中小企
業経営支援機関等がアクセスし利用することも可
報

能としているとの説明があり、審議に入った。

報告事項
第１号

会長報告

（報 告 者）会長

北山

久恵

告

（報告内容）10月報告
この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

報告者より、以下の報告があった。
今年も台風の猛威により、佐賀県、千葉県で
甚大な被害が発生しており、被災された方々に

寄

第４号議案

特別委員会の廃止について

稿

（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案説明）提案者より、本特別委員会は、2018
年2月23日に協会本部で「持続可能な協会財政

心からお見舞いを申し上げる。そのような中、
千葉会の実行委員の皆様のご尽力により、9月
18日に千葉の幕張メッセで第40回全国研究大
会が予定通り開催された。

定例役員会

の在り方に関する提言」が公表されたことを契

今回の千葉大会は、「会計・監査新時代〜公

機として、2018年4月に設置され、近畿会財政

認会計士と地域との共創〜」をメインテーマと

の在り方について検討し、その検討結果を「提

し、堀切 功章氏（キッコーマン株式会社 代表取

言書」として取り纏めて、近畿会の会員・準会

締役社長

員に向けて公表したところである。ついては、

究発表が行われ、約1,500名の参加があった。

CEO）の基調講演後、10テーマの研

地区会

その活動目的を達成したと思われるので、下記

9月の本部理事会で、高品質かつ信頼ある企

特別委員会を、業務運営細則第9条第4項により

業情報開示を実現する観点から、企業情報開示

2019年10月9日付けで廃止したいとの説明が

及びその基礎となるガバナンスに関する重要な

あり、審議に入った。

論点を整理し、協会としての基本的な考え方を

厚生部

記

取りまとめることを主たる目的として「企業情

「近畿財政の在り方検討特別委員会」

報開示・ガバナンス検討特別委員会」の設置が
承認された。また、「学校法人に関する監査契

この提案については、審議の結果、原案通り
承認された。

「監査法人のローテーション」に関しては、

ご案内

金融庁から第二次報告が近々公表予定で、

協議事項
第１号議案

約書及び監査約款の様式」も更新されている。

JICPAから会長声明「監査人の独立性強化に向

近畿会弔慰金制度の見直しについて

（提 案 者）副会長

廣田

壽俊

けて」が出される予定である。
IESBA（国際会計士倫理基準審議会）で

会長活動報告

（提案説明）提案者より、近畿会財政の在り方検討

は、報酬依存度（5年連続して大幅に超えた場

特別委員会の提言書において「地域会弔慰金制度

合に強制辞任となる基準が、30%目安から15%

の見直し」として、下記の提言をさせていただい

に戻ったうえで例外規定が新設されるなど）や

たところである。ついては、具体的な見直しへと

非監査業務について引き続き検討されているの

進めたいとの説明があり、協議に入った。

で、今後の動向につきご留意いただきたい。

ＣＰＥ研修会

記
１．他地域会にならい会員死亡時に遺族に支給
する額を10万円に減額する。
２．東海会にならい一定の年齢に生存している

9月1日・2日、本部新正副会長が熱海で合宿
し、新施策について集中討議し、現在まとめてい
る。10月30日に、手塚新会長による会務報告が
近畿会で開催されるので、是非参加願いたい。

会員に対し本人に支給する。
会員異動

第２号
この提案については、活発な意見交換があ
り、協議を終了した。

（報 告 者）理事

事務局だより
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洪

誠悟

（報告内容）９月17日開催の常務理事会及び理事会
報告

38

理事会報告

特
集

報告者より、主に以下の報告があった。
■会長報告

第３号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

悟

（報告内容）報告者より、大手監査法人との意見交
換会の結果について報告があった。

京証券取引所などとの意見交換を実施

（日

時）2019年10月7日（月）

（場

所）「喜太八」（北浜）

■常務理事会審議事項
１．経営担当及び企業会計・企業情報開示担

告

金融庁、公認会計士・監査審査会、東

18:30〜21:00

査会及び会計制度委員会の所掌事項の見

いて」、「監査法人の働き方改革関

直しに関する要項案」に関する件

連法に対する対応について」
（出席者）大手監査法人大阪事務所長等8名、

する分野に協会として新たに取り組

正副会長等7名
定例役員会

むことになったことにより、委員会
の所掌事項を変更するもの。
２．企業情報開示・ガバナンス検討特別委員
会の設置に関する件
・高品質かつ信頼ある企業情報開示を

第４号

厚生部報告

（報 告 者）厚生部長

荒井

巌

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「第12回フットサル大会2019」（三会共
催）の実施結果について

し、当協会としての基本的な考え方

（日

時）2019年9月7日（土）

を取りまとめるもの。

（場

所）MAG’
S FUTSAL STADIUM

１．基幹システム更新プロジェクト進捗報告

（参加者）16チーム：196名
２．趣味の会「将棋部」の新設（2019年10月
1日付）について

厚生部

・10月初旬には第三者評価結果につい
て報告を受け、執行部にて検討して
10月理事会にて判断結果及び理由を
報告したい。
２．企業会計審議会総会・第6回会計部会合
・監査基準の改訂について→意見書を

第５号

研究・CPE研修部報告

１．（報 告 者）担当副会長
告があった。

２．（報 告 者）研究・CPE研修部長
山本

憲吾

（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。

会長活動報告

合の理由（不適正意見又は意見不

誠悟

（報告内容）報告者より、CPE協議会の実施報

大臣政務官に提出
①除外事項付適正意見を表明する場

洪

ご案内

同会合に関する件

表明ではなく、除外事項付適正意
見とした理由）を記載することを
明文化
②公認会計士法と整合した守秘義務
③中間監査基準・四半期レビュー基

第６号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．大阪起業家グローイングアップ「第12回ビジ
ネスプランコンテスト ドリームDASH！」
の審査結果について

図る改訂

（日

時）2019年９月10日（火）

リックコメントに付す

（場

所）大阪産業創造館

①内部統制監査報告書の様式改正

（主

催）大阪府、近畿会特別協賛賞「日

・内部統制基準の改訂について→パブ

13:00〜17:30

②他の法令で改訂された用語や項目
の文言修正

本公認会計士協会近畿会特別賞」
（受

賞）株式会社 Mountain Gorilla

会員異動

準について、監査基準との平仄を

ＣＰＥ研修会

の規定への改訂

地区会

実現する観点から重要な論点を整理

■常務理事会報告事項

稿

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等につ

寄

当常務理事からの意見具申「経営研究調

・新執行部において企業情報開示に関

報

１．関係諸団体との意見交換

小松野

「小さく産んで大きく育てる！
利用のオンリーワンシステム
『Pro-Manager』
18283
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製造現場と共に進化する月額

特
集

２．会員への業務推薦状況について

（内

報

大阪地方裁判所

民事調停委員の推薦

大阪家庭裁判所

家事調停委員の推薦

容）現地工場視察、現地公的機関訪問等

（参加者）会員・準会員計15名を予定

第10号

告

その他２件

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

第７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

原 繭子
柴原

啓司

寄

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第40回日本公認会計士協会研究大会千葉大会

稿

１．第267回企業財務研究会（兵庫会担当）の実

2019での研究発表について

施結果について
（日

（日

時）2019年９月５日（木）

15:40〜17:20

10:00〜12:00
定例役員会

（場

時）2019年９月18日（水）

（内

所）近畿財務局会議室

容）「公認会計士業界が抱えるダイ
バーシティ・マネジメントの課

（テーマ）「我が国の連結財務諸表におけ

題と地域経済にもたらすオープ

るIFRS第16号「リース」適用

ン・イノベーション〜会員向け

事例分析」

実態調査結果に基づいて〜」

（出席者）近畿会6名、京滋会6名、

（パネリスト）関口倫紀氏（京都大学経営

地区会

兵庫会7名、近畿財務局12名

管理大学院教授）

２．関西地区三会と（公社）日本監査役協会関西

北山会長、小野寺副委員長

支部との共同研究会の実施結果について
（日

時）2019年９月27日（金）

（コーディネーター）原委員長
２．第21回各士業女性合同研修会の実施結果に

16:30〜18:00
厚生部

（場

ついて

所）近畿会会議室

（日

（テーマ）「監査上の主要な検討事項に関す

時）2019年９月28日（土）
13:00〜16:30

る監査役と会計監査人との連携」

（会

（出席者）関西地区三会16名

（内

（公社）監査役協会関西支部15名

場）大阪弁護士会館
容）『相続法改正〜知らないと大
変！どう変わる「相続」〜』

ご案内

（出席者）公認会計士50名、弁護士48名、

第８号

社会保障委員会報告

社会保険労務士87名、司法書士

（報 告 者）社会保障委員会社会福祉法人専門委員会
委員長

澤田

24名、税理士60名、その他６

義実

名（計275名）

会長活動報告

（報告内容）報告者より、「社会福祉法人向け研修
会」の開催予定について報告があった。
（日

時）2019年10月28日（月）
13:00〜16:00

（場

所）近畿会研修室

ＣＰＥ研修会

（テーマ）「社会福祉法人の会計監査に関する

第11号

組織内会計士委員会社外役員専門委員会報告

（報 告 者）担当副会長

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、大阪弁護士会共催研修会
の実施結果の報告があった。
（日

アンケート結果について」、「会計

時）2019年９月９日（月）
14:30〜17:00

監査人の円滑な導入について」及び

（場

所）近畿会研修室

「社会福祉に求められる内部統制」

（内

容）ガバナンス改革の時代に求められる
社外役員と企業の価値を向上させる

第９号

国際委員会報告

会員異動

「実効性のある内部通報制度」

（報 告 者）国際委員会委員長 富田 真史

（講

（報告内容）報告者より、「タイ・バンコクツアー」

（出席者）近畿会27名、大阪弁護士会20名、

の実施予定について報告があった。
（日

時）2019年11月24日（日）

事務局だより

〜27日（水）
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師）山口利昭氏（弁護士）
一般21名

特
集

地区会 REPORT
報
告

大阪市南地区会「インターコンチネンタルホテル大阪のディナーブッフェ」 開催報告
大阪市南地区会 会長 柴原 啓司

寄
稿

令和元年9月16日（月・祝）、家族参加型の催し

メニューの一部をご紹介します。

としてインターコンチネンタルホテル大阪にて夜景
を鑑賞しながらフリーフロー（飲み放題）付ディ
インターコンチネンタルホテル大阪は、グランフロ

前菜ブッフェ

鶏もも肉のマリネ
南瓜のローストと焼きカマンベールのサラダ

ンのある20階に足を踏み入れただけで、スタイリッ

鯛とオリーブ、トマト、アーティチョークのコンフィ

シュで洗練されたデザインに包まれ癒されます。当日

豚肉のテリーヌ

は敬老の日ということで、日頃お世話になっているご

仔羊のハーブマリネ

家族への感謝の機会としていただくため、65歳以上

スパニッシュオムレツ

お盆前の8月9日（金）、メールにて案内を配信し

地区会

ント大阪にあるラグジュアリーホテルです。レストラ

の会費を安くさせていただきました。

定例役員会

ナーブッフェを楽しむ会を開催いたしました。

Appetizer Buffet

鰹のたたき 他

DessertBuffet
デザートブッフェ

が届いたお盆明けには定員の60名を超えてしまうと

栗のプリンとキャラメルソース
赤いベリーのパンプティングとバニラソース

し、総勢66名での開催となりました。特に今回は家

ブラックベリーとミルクティのパウンドケーキ

族での参加が多く、小さなお子様を含む7〜8名のグ

カシスと栗のベイクタルト

ループでのご参加もあり、家族サービスの良い機会

抹茶の求肥のロールケーキ 他

ご案内

いう盛況ぶりでした。急遽、会場に増員のお願いを

厚生部

たところ、Webで47名の申込があり、郵送の案内状

となったのではないかと思います。

キッチンから出来立てがブッフェスタイルで提供され

された皆様と楽しく歓談され、充実したひと時を過ご

ます。メインのステーキは活気あふれるライブキッチ

されていました。小さなお子様連れの方も、先に帰り

ンでダイナミックに焼き上げられ一皿ごとテーブルに

たいという方は一組もおられず、最後に全員で集合写

提供されます。食後はシェフがそれぞれ工夫を凝らし

真を撮ることができました。大阪市南地区会では、今

たオリジナルデザートをブッフェスタイルで楽しみま

後もこのような会員相互の交流を深められるような機

した。

会を企画して行きたいと考えております。皆様のご参
加を心よりお待ちしております。

ＣＰＥ研修会

参加された皆さんは、ご家族やテーブルをご一緒
会長活動報告

こだわりの厳選素材を使ったお料理は、オープン

会員異動
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特
集

地区会 REPORT
報
告

みやこ地区会「歴史ある知恩院での抹茶・京懐石♪」開催報告
みやこ地区会 会長 今井 康好

寄
稿

はじめに

お堂の外では、

定例役員会

みやこ地区会では、2019年9月21日（土）に、知

「ゆく年くる年」で

恩院の特別拝観と、知恩院向かいの和順会館内の

おなじみの、ダイナ

「花水庵」にて京懐石ランチを味わうイベントを開

ミックな撞き方で有

催しました。初秋の京都で、会員ご家族を含む総勢

名な「大鐘楼」を見

31名のご参加を得、まさに京都観光の原点に回帰す

学しました。重さ約

るようなイベントにて親睦をはかりました。

70トンの巨大な釣り
鐘（よく数百年もつ

地区会

知恩院特別拝観

られているものだな

知恩院（京都市東山区）は、法然上人開祖の浄土

と思います）ですが、

宗の総本山で、国宝で日本最大の「三門」を筆頭

ちびっこ達は鐘の下

に、圧倒的なスケールの建造物が印象的です。僧侶

にはいってはしゃいでいました。

厚生部

の方のご案内のもと、時にユニークな解説をいただ
きながら、普段は非公開の、洛中随一の名書院とし

京懐石ランチ

て知られる大方丈・小方丈等、さまざまな見どころ

「和順会館」は、全国信徒の修練道場ですが、その

を見学いたしました。

中にあるレストラン「花水庵」でお昼の京懐石を堪能
しました。お料理は全十品の豪華なフルコース、ま

ご案内

た、伏見の酒蔵「山本本家」の生貯蔵酒300mlが大
人1人につき１本ついていたので、そうとういい気分
になり、歓談も大いに盛り上がりました。
最後は、お土産に大吟醸ケーキをいただいて、千

会長活動報告

鳥足で帰路につきました。

ＣＰＥ研修会

また、「知恩院の七不思議」というものがあり、
杉の戸に描かれた「三方正面真向の猫」という、ど
の方向からみても正面からにらまれているようにみ

会員異動

える絵や、「抜け雀」といわれる、襖に描かれてい

おわりに

た雀が、あまりに見事に描かれていたために抜け出

これぞ京都、をテーマにした秋のイベントで、皆

て飛び立って行ったもの等、ちびっこにも興味深い

様ご満足いただけたのではないかと思います。次

アイテムも盛りだくさんでした。さらに、お堂にて

回、春のイベントを計画していますので、多数のご

本格的な京のお抹茶とお菓子をいただきました。

参加をお待ちしています！

事務局だより
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豊能地区会 栗拾いと親睦の夕べのご報告
豊能地区会 会長 織田 三津雄

寄

物をいただきました。網より入れやすいので、私は羨

の3地区合同で恒例行事である「栗拾い」が2年ぶりに

ましく思いました。今回も至る所に、「銀寄」の名に

開催されました。去年は台風21号や大雨により、小林

ふさわしく、都会では見かけない大きな栗がたくさん

観光農園の栗にも影響があり、止む無く中止となった

ありました。
栗拾いの後は、道の駅「能勢（くりの郷）」にある

分程度）から貸し切りの大型バスに乗って、大阪府豊

休憩をします。今回はランチのため、12時前に到着し

能郡能勢町に向かいます。栗拾いの場所を提供してい

ました。一般の来場者が多く、駐車場に車が入りきら

ただいている栗農園は、この3地区合同イベントの栗拾

ないほどであり、長蛇の列となっていましたが、例年

いだけに、この機会を提供していただいており、こち

は夕方に来たときはいつも止めやすい駐車場と思って

らで採集される栗は、「銀寄」というブランドです。

いたので、こんなに混雑する場所とは想像していな

能勢は三百有余年の歴史と伝統を持つ栗の産地で、栗

かったです。道の駅で買い物した際、沢山、現地で採

の王様「銀寄」のふるさとです。銀寄は、大粒でたい

れた野菜や特産品を使用した食べ物があって、大変賑

へん美味しいことから、マロングラッセなどの高級和

わっていました。これが混雑の原因だと思いました。

菓子用としても人気があります。銀寄の由来は、今か

会員の皆さんも例年になく買い物を楽しんでいる様子

ら三百年前（江戸時代中期）に、能勢町歌垣の人が広

が伺えました。食事の前の時間に買い物をバスに置く

島から持ち帰った栗を植えたところ、立派な果実をつ

方が例年になく多かったのが目にとまりました。
今回、ランチは但馬牛のサイコロステーキを食しま

明・寛政年間（一七八一〜一八〇〇）の大飢饉のと

す。こちらの但馬牛は、自然豊かな自家牧場で丹精こめ

き、この栗を出荷したところ、多くの銀札（当時のお

て肥育した上質黒毛和牛を使用しており、牧場直営なら

金）を寄せることができ、地区の農民を救ったことか

ではの新鮮で安心できる国産黒毛和牛です。お肉のボ

ら、以来「銀を寄せる」という意味で「銀寄」と呼ば

リュームが多く、食べきれない方もおられましたので、

れるようになったとされています。

お店にお願いしてテイクアウトさせていただきました。
すき焼きからの変更は、不安がありましたが、皆様満足

みました。例年、栗拾いのイベントは、昼からスター

されている様子で良かったです。また、出発から帰りま

トし、夕食のすき焼きを食べて、20時過ぎに終わる予

で貸し切りバスで移動するので、飲酒運転の心配はなく

定で行っておりました。今回は朝からスタートし、ラ

大人は安心して飲酒可能です。子供にとってもステー

ンチはご自身で焼くスタイルのサイコロステーキを食

キはご馳走なので、大いに喜びます。大人だけでなく

べて、15時過ぎに終わる段取りで進めてみました。時

子供も喜んでいただける企画かと思います。来年もぜ

間を変更したのは、参加者の3割ぐらいが子供であり、

ひ企画をしていきたいと思います。
ＣＰＥ研修会

早く帰りたい等の希望の声があったためです。食事の

会長活動報告

今回、イベントの開始時間や食事の内容を変更して

ご案内

ける樹が育ち、以降近隣に増殖されていきました。天

厚生部

レストラン「牛福」での食事の前にお買い物やトイレ

地区会

待ち合わせ場所の池田市役所（阪急池田駅から徒歩5

定例役員会

ためです。

稿

2019年10月5日（土）に、吹田・摂津、北摂、豊能

内容を変えたのは、ずっとすき焼きが続いていたの
で、変更もありかと思い変えてみました。
さて当日は、開始時間を変更したせいか、朝から渋
滞に見舞われ、予定より若干、遅く到着になりました
が、天気もよく、参加者の方々も早く栗拾いしたい気

会員異動

持ちでいっぱいなのが伝わり、農園に到着するまで、
ワクワクした気持ちで過ごせました。
農園到着後は、1人1つの網を渡し、栗拾いを各人始
めます。本来、幼児は網をもらえないのですが、小林
農園のご親切なお取り計らいにより、蚊取線香の入れ
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第12回フットサル大会 開催報告
厚生部サポーター 河口 達也

寄
稿

2019年9月7日（土）に近畿会、京滋会、兵庫会の3会共催で第12回フッ
トサル大会が大阪市住之江区にあるマグ・フットサルスタジアムにて開催さ
れました。当日は晴天にも恵まれ、絶好のフットサル日和となりました。
今年も前年同様、「経験者リーグ」と「親睦リーグ」の2リーグでそれ

定例役員会

ぞれ募集したところ、経験者リーグは5チーム、親睦リーグは9チームの
申し込みがあり、ご家族や応援者も含め約200名近くの方々にご参加いた
だきました。また、今年は経験者リーグ5チームに加え、東京から2チー
ム参加していただきました。東京の2チームは東京地区のフットサル大会
で1位と3位の強豪チーム。私も当日親睦リーグの選手として参加しまし

地区会

たが、親睦リーグでのプレーと同様、東京チームのプレーも非常に楽しみ
にしていました。
開会式の後、各チームが試合前のウォーミングアップを行う中、お子様
や女性向けに見事標的に当てると景品をゲットできるキックターゲットの
コーナーを設け、楽しんでいただきました。

厚生部

11時より経験者リーグと親睦リーグに分かれ、屋内の3面コートで試合
がスタートしました。まず経験者リーグは総当たり、親睦リーグは3試合の
予選リーグでそれぞれ戦い、その後決勝トーナメントで優勝を争います。
親睦リーグでは、女性が選手として参加した場合には1人につき1点の
得点が付与されること、得点した場合には3点が付与されるなど本大会独自のルールがあります。そのこともあり、多

ご案内

くの女性の方々が選手として参加され、白熱した試合の中にもワイワイと楽しみ、得点したシーンではチームメート同
士でハイタッチして喜びを分かち合うなど、リーグの名前の通り、親睦が図られたと感じました。
一方、経験者リーグでは予選では5チーム、決勝トーナメントでは東京からの招待チーム2チームを含めた7チームで
本戦を戦いました。経験者リーグとあって、初戦からドリブルやパス、シュートそれぞれでレベルの高い白熱した試合

会長活動報告

が繰り広げられました。決勝トーナメントに入るとよりヒートアップし、私も思わず見入ってしまう程でした。
そんな中、親睦リーグの優勝は「ミント13」、準優勝は「3rd Truth FC」、経験者リーグの優勝は「Fighting NEMO」、
準優勝は「AZSA」という試合結果となりました。各リーグの優勝チーム・準優勝チーム（経験者リーグは3位まで）に
は賞品が贈呈され、経験者リーグの優勝チームにはトロフィーが授与されました。
選手の皆様、応援者の方々、大会にご参加及びご協力いただきありがとうございました。次回の開催も今年と同様9

ＣＰＥ研修会

月を予定しております。試合以外にもキックターゲットなどお子様や女性も楽しめるイベントとなっておりますので、
少しでも興味のある方はぜひ参加してみてください。多数のご参加を心からお待ちしております。

会員異動
事務局だより
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AZSA

久保田

尚良

報

悲願の優勝を目指して

告

我々あずさフットサル部は昨年度もこちらの大会
に参加させて頂きましたが、前回は周りのレベルの
高さから思うような結果が残せずに悔しい思いを

最初は他チーム同士の試合観戦から始まり、レベ
ルの高さに圧倒されましたが、我々のチームの課題

最後になりましたが、お忙しい中今大会の運営に
携わって頂きました皆様、また、当日猛暑にもかか
わらずたくさんの声援を下さった皆様方には本当に
感謝しております。
ありがとうございました！！

定例役員会

である体力不足をチームの団結力でカバーすること

で以上に練習を重ねていきます。

稿

て大会に臨みました。

来年度もこの大会で優勝を目指せるように、今ま
寄

し、今回こそは優勝するぞという強い気持ちを持っ

共に刺激を頂くことができたと感じています。

をチームの中で再度共有し、最後まで諦めずに走り
切ろうと話し合いました。
今大会の予選では開始2分でチームメイトがレッド
カードにより退場になるというハプニング（笑）も
ありましたが、そういったピンチにもチーム全員で

地区会

耐えることでよりチームの結束力が強まりました。
その結果として、リーグ予選もトップで突破で
き、決勝トーナメントでも善戦できたと思います。
また、今大会では法人の垣根を超えて、他法人の

関西

1位

12th FUTSAL TOURNAMENT
EY新日本サッカー部

加藤

ご案内

フットサル大会を終えて

大地

てなかったこと等について、今回のチームメンバー

チームに分けて出場しましたが、いずれも決勝まで

は非常に悔しい思いをしました。この悔しさをバネ

残れず残念な結果となったことや、退職・異動等に

に、来年こそは優勝できるように、チーム全員で努

よりプレイヤーが減少したこともあり、今年は改め

力していきたいと思います。

新たに1チームでの参加となりました。

皆様、ご声援を頂いた皆様に感謝しております。ど
うもありがとうございました。

ＣＰＥ研修会

近年気温がどんどん上昇しており、大会当日もと

最後になりましたが、今大会の運営をして頂いた

会長活動報告

EY新日本サッカー部は、前年の関西大会では2

てEY新日本サッカー部として一致団結し、決意を

厚生部

方々とともにプレーすることで良い交流ができたと

ても気温が高く、厳しい環境での大会でした。ま
た、他の参加チームも強豪チームが揃っていて、プ
レイヤーのレベルも高い厳しい大会となりました
が、結果的に関西で2位の成績を残すことができま

会員異動

した。しかし、今回は東京大会の1位のチームと3位
のチームが関西大会に参加しましたが、東京のチー
ムはどちらもレベルが非常に高く、どちらのチーム
にも勝つことができませんでした。

18289
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ゴルフ部開催報告
江崎

誠

寄
稿

日

時

令和元年8月1日（木）

場

所

茨木高原ゴルフ倶楽部

令和元年8月1日、茨木高原ゴルフ倶楽部において、記念すべき第300回目の近畿CPAゴルフ会が開催されました。
定例役員会

今回は8月の開催という事で、連日猛暑日が続く中でのラウンドだったのですが、ここ茨木高原ゴルフ倶楽部
は、その名の通り標高500メートルの高地に在し、大阪市内よりは5〜6度は気温が低いといわれ、当日も真夏と
は思えないラウンドに最適な気候でした。
さて、この記念すべき第300回の報告原稿を執筆させていただく名誉（毎回ブービー賞の獲得者が原稿を書く
事になっています）を頂戴したわけですが、これを機に、今後、少し頭も使って真面目に練習に励みたいと思っ
ております。

地区会

今回は、今後の練習に生かすためにも、なぜゴルフは難しいのか？ということを、自身の失敗の連続を振り
返って書いてみたいと思います。
止まっているボールを打つだけなのに難しい。いや、止まっているからこそ難しい。思い通りに飛ばせない。
他の球技の多くはボールが動いています。その為に体が瞬時に自然に反応するのですが、逆にボールが止まって
いると、考える時間がある。体のあちこちを、どんなタイミングで、どう動かそうかなどといろいろ考えてしま

厚生部

い、それが体のスムーズな自然な動きを阻害してしまうそうです。考えることは極力シンプルにすべきで、スイ
ング自体を考えてしまっている様では、上達は見込めないのかもしれません。
また、タイガーウッズが『ゴルフは自分の直感と反対のことが起こる』と述べているそうですが、それもゴル
フが難しい要因かと思います。
例えば、アイアンで高いボールを打ちたい時、直感的

ご案内

には、すくい打ちをしてトップしてしまう。また、スラ
イスを避けようとして、左を向くとさらにスライスして
しまう。直感でなく、正しい理論を理解し、感覚にも体
にも覚え込ませる必要がありそうです。

会長活動報告

ゴルフは難しい。時に苦しくなる。それでも、やっぱ
り楽しい。

（上位入賞者のみなさん）

（敬称略）

ＣＰＥ研修会
会員異動

順

位

氏

名

OUT

IN

優

勝

小川

泰彦

38

39

77

11

66

2

位

樋口

秀和

46

47

93

25

68

3

位

藤原

祥孝

50

44

94

23

71

4

位

酒井

清

41

41

82

10

72

5

位

村上

圭二

53

55

108

36

72

GROSS HDCP

優勝者

NET

ドラコン：小川泰彦、西谷俊治、杉本偉、小黒敬三×2、村上圭二
ニアピン：小川泰彦×2、杉本
ベストグロス：小川泰彦
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偉、藤原祥孝、小黒敬三、酒井

清、杉本光伸×2

小川泰彦 会員

特
集
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告

山田

拓幸
寄

時

令和元年10月1日（火）

場

所

田辺カントリー倶楽部

稿

日

近畿CPAゴルフ会第301回例会は、令和元年10月1日に田辺カントリー倶楽部にて開催されました。当日の天候は
は過去最高の参加人数となりました。比佐禎史会員と山本陽市会員が倶楽部メンバーということもあり、倶楽部から
は、プレイ料金の特別割引△4,000円と賞品協賛としてボストンバックを頂戴しハッピーな一日でした。
優勝は村上圭二会員で、グロス104 ハンディ36 ネット68と凄い成績でした。優勝者のスピーチでは、「数回目の

定例役員会

天気予報を裏切る快適な一日でした。参加者皆様の日ごろの行いの賜物でした。参加者は総勢25名と私が知る限りで

参加ですが、従来はブービーか最下位ばかりだったので、一念発起して練習に励んだ。」とのことで、会計士のゴル
は久しぶりに感動的なお話でした。村上会員を当会の会員として誇らしく思います。
次回（第302回例会）は、12月3日（火）に山田和民会員にお世話いただき、鳴尾ゴルフ倶楽部にて第300回記念

地区会

フはかくあるべきという、実に立派な模範的な優勝でした。いつもぶっつけ本番プレイでブービー近辺常連の筆者に

大会（すきやき忘年会付き）となります。本年4月から、当会では例会については、過去のスコアから算出した実績
ハンディキャップを採用しており、すべての皆様に優勝のチャンスが巡るようになっています。どうぞ奮ってご参加
厚生部

ください。
当日の上位6位までの成績は次のとおりでした。
（上位入賞者のみなさん）
位

氏

名

優

勝

村上

圭二

2

位

笠原

3

位

4

GROSS HDCP

NET

36

68

努

82

14

68

小川

泰彦

78

9

69

位

西谷

俊治

93

24

69

5

位

吉川

雅偉

89

19

70

6

位

西田

俊幸

106

36

70

ベストグロス：小川泰彦

優勝者

会長活動報告

104

ご案内

順

（敬称略）

村上佳二 会員

ＣＰＥ研修会

今後の開催予定
令和元年12月 3日（火）鳴尾ゴルフ倶楽部
※すき焼き忘年会付きです。皆様のご参加をお待ちしております。
同伴ご婦人については、忘年会のみの参加も歓迎しております。

会員異動

令和２年 2月29日（土）城陽カントリー倶楽部
令和２年 4月 2日（木）宝塚ゴルフ倶楽部
令和２年 6月 4日（木）茨木カンツリー倶楽部
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囲碁部だより
世話係 坂井 俊介

寄
稿

最近の囲碁のAIソフトは一流プロの実力があります。
時々対戦してみるのですが、ハンディをもらって

9月7日（土）に兵庫会事務局で兵庫、京滋、近
畿3会合同の交流戦が行われました。

定例役員会

もなかなか勝てません。終局後、復元すると、一手

参加者は、京滋会1名（近藤一郎）、兵庫会1名

進めるごとにその局面ごとの次の一手が10手ほど

（福永武郎）、近畿会3名（田中耕造、松原匠作、

リストで表示されます。勝率のパーセンテージも細

坂井俊介）（順不同、敬称略）の計5名でした。

かく表示されます。このリストの中に自分の打った

初出場の松原さんが見事優勝されました。

手が入っていないことが良くあります。
勿論AIソフトの方は常に評価値の一番高い手を選
地区会

択して打ってくるので、冷静だし、間違わないし、
強いのは当たり前ですね。ところが、肉を切らせて
骨を断つような石が競り合った場面では、AIソフト
はしばしば間違いを起こします。こちらがどの手を
打っても勝率40％に満たないような状況にあって、

厚生部

候補リストにない決定的な手を打つと、次にAI君の
方が急に30％未満の勝率に落ちこんだりすることも
あります。滅多にありませんが�…。要するにAIが予
測できなかった最善手があったということです。

ご案内

これがもし医療現場なら…、車の自動運転なら…。
それともう一つAI君の弱いところがあります。
なぜ、その手が最善なのかを示してくれないこと

会長活動報告

です。結果は示すもののプロセスはブラックボックス

優勝

松原

匠作（近畿会： 6段）3勝1敗

です。最新鋭のAIでも同様のようで、その“何故”

２位

坂井

俊介（近畿会：10段）3勝1敗

３位

田中

耕造（近畿会： 6段）2勝2敗

を解釈するのが人間の仕事になりつつあります。多
分、今の監査基準のもとでAIを導入すると私たちの
仕事もそんな感じになるのではないでしょうか？

ＣＰＥ研修会

ところが、最近知ったのですが、ハカルスというベ
ンチャー企業がより少ないデータ量でディープラーニ
ングし、かつ選択プロセスをホワイトボックス化する
AIの開発に成功し、医療現場への応用を進めている
そうです。データ量ではアメリカ、ITエンジニアでは

会員異動

中国に大きく後れを取ってしまった日本で、待たざる
者の戦略をとるという発想は日本的ですね。囲碁はま
さに戦略的思想の宝庫ですが、AIと人間との関係を
ものすごく考えさせられるゲームです。

事務局だより
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ハイキング部報告

告

植田麻衣子

てきました！

実際に行ってみると写真で
にたどり着くには、いかにも

といわれています。折しもハイキングを予定していたこ

滑りやすそうな岩の上を歩か

の連休は、台風が日本列島を通過する予報でした。

なければなりません。周囲は

キング部、果敢に決行しました。

定例役員会

見るよりはるかに怖い！先端

大台ケ原は日本でも屋久島と並んで最も雨の多い地域

それでも当日は大丈夫という予測のもと、我がハイ

杭とチェーンで簡単に囲まれ
ているだけです。滑ったらそ

市駅に朝9時前に集合。

のまま落下するんじゃないか

地区会

まずは大台ケ原行きバスの出発駅である近鉄大和上

という恐怖が湧き起こり、

当初は15名ほどの参加予定でしたが、台風の影響

チェーンにつかまって、へっ

か、結局当日は10名の参加となりました。でもそのお

ぴり腰で歩く羽目になってし

かげ？で、長時間のバスに揺られることなく、会員の

まいました。大蛇嵓の周りは

2台の車に乗り合わせて快適に大台ケ原まで行くこと

霧に覆われていて、残念ながら絶景は見られませんで

ができました（感謝！）。

したが、一応一番の景観スポットまでたどり着けたこ
とに満足感を覚えて昼食場所に戻りました。
後半のハイキング

降り続いていたため、雨に濡れた岩が積み重なる下り

は、広々としたなだ

道が続きます。岩がなくとも地面はぬるぬる、水たま

らかな牛石ケ原を歩

りも多い状態でした。滑ってこけて頭を打ったら大変

き、前半よりは楽な

だと、緊張を強いられるなかなかハードなハイキング

道が多かった気がし

となりました。

ました。ですが前半

ご案内

ングへ、となりましたが、台風の影響で前日まで雨が

それでもみんな怪

しおから吊橋

厚生部

1時間半ほど車で走って大台ケ原到着。さあハイキ

がハードだったせい
か、全長9キロは長く感じました。ゴールはまだ〜

に到着。各自のお弁

〜？？こんなはずじゃなかった〜！と賑やかに文句を

当＋鈴木部長お手製

言いながらも、無事全員ゴールしました。

のコロッケやミンチ

天気が良くなかったのは残念でしたが、個人で大阪方

かつなどをたくさん

面から行くのはなかなか大変な大台ケ原へ行けたのはハ

いただき、ほっと一

イキング部だからこそ、です。大満足の一日でした！

会長活動報告

我なく無事昼食地点

ＣＰＥ研修会

息つきました。鈴木
先生、いつもありが
とうございます。
昼食場所から300

稿

9月は奈良と三重の県境に位置する大台ケ原に行っ

寄

吉野熊野国立公園 大台ケ原 東大台（参加者会員6名、非会員4名)

大台ケ原昼食中

メートルほど先に大台ケ原随一の絶景「大蛇嵓（だい
じゃぐら）」があるのですが、天候が良くない中行っ
会員異動

ても何も見えないだろうと、ほとんどの人は行きませ
んでした。結局行ったのは私を含め3人だけ。大蛇嵓
は断崖絶壁にあり、大蛇の上に乗ったようなスリルが
味わえ、天気が良ければ、はるか尾鷲のほうまで見渡

18293
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特
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報
告

テニス交流会 講評
厚生部サポーター 相本 忠弘

寄
稿

趣味の会によるテニス交流会（練習会）が2019
年9月28日（土）に大阪にある江坂テニスセンター

大きく異なり、とても楽しく試合をすることができ
ました。

定例役員会

のインドア（室内）コートで開催されました。例

このテニス交流会のようなイベントは、普段なか

年、このテニス交流会は年に2回（6月及び12月）

なか交流の機会がない他の監査法人や個人事務所に

実施していましたが、少しでも多くの方に参加して

お勤めの方、一般企業にお勤めの方等、様々な経歴

いただきたいという考えから、初めて9月にも実施

の方とテニスを楽しみながらコミュニケーションを

する運びとなりました。

とることができる大変良い機会です。これまでテニ

地区会
厚生部

今回は参加人数が通常より少ない状態ではありま

スをしたことがない方やしばらくテニスから離れて

したが、その分いつも以上に和気あいあいとした雰

いる方は、最初は参加しにくいかもしれませんが、

囲気でテニスを楽しむことができました。練習内容

参加メンバーのレベルや人数に応じまして、練習内

としましては、まずは球出し等の基礎練習から実施

容も変更いたしますので、ぜひ積極的に参加いただ

しました。他のスポーツにも共通することですが、

き、テニスの楽しさを少しでも感じていただけます

テニスにおいても基礎練習等は非常に重要です。単

と幸いです。また、テニスは幅広い年齢層の方が楽

調ではありますが、基本的な動きを反復することに

しめるスポーツだと思いますので、ご家族でテニス

より、後のストロークや試合にも良い影響を及ぼし

をしている方は、ぜひご家族そろって、テニス交流

ます。基礎練習の後はストロークラリーやサービス

会に参加いただけると嬉しい限りです。

ご案内
会長活動報告

練習を実施し、最後にはダブルスの試合を行いまし

今後のテニス交流会についても、経験者の皆様だ

た。実際の試合が始まると、随所で素晴らしいプ

けでなくテニスをしたことがない初心者の皆様もぜ

レーが飛び出しました。ダブルスはシングルスと異

ひ参加いただけますよう、まずは趣味の会（テニス

なり、打つ範囲がより狭くなっているため、コース

部）の登録からよろしくお願いいたします。登録を

をしっかり狙う必要がありますが、それが案外難し

希望される方は、近畿会事務局までご連絡をお待ち

いと改めて感じました。また、ペアを交代して、何

しております。

試合か実施しましたが、ペアによっても試合内容が

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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北山久恵会長活動報告

2019年度

告

・9月28日、第21回各士業女性合同研修会が大阪弁護士会（日本公認会計士協会近畿会が当番）で開催されました。テーマは

報

TOPICS

会務報告

「相続税改正〜知らないと大変！どう変わる『相続』〜」で、多くの男性にも参加いただき総勢275名と盛況でした。相続
について各士業の視点から要点が整理され、その後の懇親会でも異業種交流を図ることができました。
・10月7日の中小監査事務所連絡協議会研修会では、CPAAOB会長、主任検査官から監査事務所検査結果事例集の紹介、本部

寄

中小監査事務所支援担当常務理事から「不正を見抜く監査、最近の監査関係の動向」について解説がありました。

稿

・10月11日に沖縄で開催された西日本連合総会は、「『地域社会、市民への深耕を』〜SDGs達成へ向けた公認会計士のミッ
ション〜」を統一テーマとし、若手会員から地域経済活性化のための取組みが紹介され、地方創生における公認会計士に期
待される役割の多様性を再認識しました。
効果・課題に関する調査結果」の公表について報告があり、会計監査による効果は肯定的であったこと、法人運営に関する
課題として、ガバナンスの機能強化、コンプライアンスの意識向上、適切な会計処理が挙げられること、会計監査について
早く導入スケジュールを示してほしいとの要望が多いことが報告されました（アンケート結果は公会計協議会ウェブサイト

定例役員会

・10月の本部理事会で、厚生労働省が社会福祉法人に対して実施した2回のアンケート結果「社会福祉法人の会計監査の導入

に掲載されており、近畿会では10月28日に社会福祉法人向けに研修会を実施しています。）。
・金融庁から「監査法人のローテーション制度に関する調査報告」（第2次報告）が10月25日に公表され、同日に会長声明が
「新たな視点」（フレッシュ・アイ）での監査と被監査会社に関する「十分な知識と経験」を活かし、高品質な監査の実施

地区会

出されています。2020年4月1日以降開始する事業年度から適用される改正「独立性に関する指針」の適切な運用により、
につなげることが求められています。十分にご留意ください。

日

付

曜日

9月27日

金

9月28日

土

9月30日

会務の内容

場

所

日本公認会計士協会近畿会

16:30〜18:00

公益社団法人日本監査役協会関西支部との共同研究会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜21:00

公益社団法人日本監査役協会関西支部との共同研究会後の懇親会

よし田

13:00〜17:00

各士業女性合同研修会

大阪弁護士会館

17:30〜20:00

各士業女性合同研修会交流会

アラスカ

月

14:00〜14:30

大阪国税局長あいさつ

大阪国税局

10月1日

火

14:30〜17:30

本部正副会長会議

日本公認会計士協会

10月2日

水

10:00〜13:00

本部業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

10月3日

木

18:00〜20:00

監査役協会全国大会交流会

ホテルニューオータニ大阪

10月4日

金

12:30〜16:00

監査役協会全国大会

ホテルニューオータニ大阪

10月7日

月

13:00〜17:00

中小監査事務所連絡協議会研修会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜21:00

大手監査法人との意見交換会

割烹「喜太八」

10月8日

火

13:30〜15:30

本部総務打合せ会

日本公認会計士協会

10月9日

水

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

10月10日

木

18:00〜20:00

地域会会長会議懇親会

10月11日

金

10:00〜13:00

地域会会長会議

沖縄ハーバービューホテル

13:30〜17:30

西日本連合総会

沖縄ハーバービューホテル

10月15日

火

11:30〜14:30

本部正副会長会議

日本公認会計士協会

10月16日

水

10:00〜15:00

本部常務理事会

日本公認会計士協会

10月17日

木

10:00〜17:00

本部理事会

日本公認会計士協会

10月21日

月

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10月23日

水

14:30〜17:30

本部正副会長会議

日本公認会計士協会

ＣＰＥ研修会

正副会長会

会長活動報告

16:00〜18:00

ご案内

木

間

厚生部

9月26日

時

「まつもと」

会員異動
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(作成月日:2019年10月25日)

特
集

ご案内
報
告

第41回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 「いま、挑戦の時〜新技術を駆使し、多方面で活躍する公認会計士を目指して〜」
〈開

寄

〈会

催

日〉 2020年9月11日（金）
場〉 ロイトン札幌（札幌市中央区北1条西11丁目）

稿

第41回研究大会は、北海道会の主催により、札幌にて開催

我々公認会計士は、この環境変化に明確に対応しなければ

させていただきます。札幌での開催は、1987（昭和62）

なりません。新技術に対して正しい知識を持ち、企業内外で

年、2004（平成16）年に次いで3回目となります。

会計・監査業務を行うにあたり、的確なリスク分析を行って

定例役員会

2020年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され
ます。札幌は1972（昭和47）年の冬季オリンピック開催地
であり、2030年に2回目の冬季オリンピック誘致を目指して
います。このような年に当地で研究大会を開催することがで
き、大変光栄です。

業務を遂行していくことが求められます。
まさに「いま」こそ、新技術への「挑戦の時」ではありま
せんか。
新技術をいたずらに恐れるのではなく、理解を深めつつそ
れを活用する方法を研究することが、我々公認会計士に課せ

経済取引における電子化のような新技術の進展はとどまる

地区会

ところを知らず、今や電子媒体を介在しない取引はほぼ存在

られた使命であるということを肝に銘じ、皆様と共に学ぶ機
会としたいと考えております。

しないといっていい状況となりました。その中で、FinTech
の進展やブロックチェーン技術を用いた仮想通貨が登場する

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表や

などの広がりを見せるとともに、AI（人工知能）技術が経済

パネルディスカッション、特定のテーマについて会場内の出

取引のみならずさまざまな分野で活用されつつあります。

席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を

このような電子化の発展は、我々の生活を極めて便利にす

厚生部

る一方で、電子データの流出が現物資産の滅失に直結するな

問いません。募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積
極的なご応募をお待ちしています。

ど、これまでにはなかった新たなリスクも生じてきておりま
す。一方で、AIの有効活用は、我々の業務に大きなメリット
をもたらす可能性を秘めています。

ご案内

研究発表募集要領
１．応募資格

び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発

会員・準会員及び一般有志

表者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

会長活動報告

②パネルディスカッション形式による発表

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「いま、挑戦の時〜新技術を駆

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大

使し、多方面で活躍する公認会計士を目指して〜」に関連す

会当日、その内容についてパネリスト間でディスカッショ

るテーマとします。

ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッショ

ＣＰＥ研修会

ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

ネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、選考結果の送付先となる住所を明記の

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表

上、電子データをメールに添付してお送りください。

会員異動

していただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフト

・A4判の5頁程度

ウェアを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料

付先となる住所を明記の上、電子データをメールに添付し

(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ
きます。

てお送りください。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

・人数はパネリスト及びコーディネーター含め5名以内（厳守)

・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

事務局だより

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象

公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている

とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及

内容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマに
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マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ

今大会（第41回研究大会）では、10テーマの発表を予定し

選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する

ており、うち２テーマは、研究大会開催地域会である北海道

者のリストを添えてお送りください。

会に割り当てる予定です。

継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った
コーディネーター等発表者を選定します。

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわし
いものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

７．研究発表の決定

稿

ださい。

寄

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の
上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く

告

６．発表予定テーマ数

報

ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー

2020年4月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡
します。

４．応募及び推薦締切日

なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承
の上ご応募ください。

５．選考

８．送付先及び問合せ先

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマと

〒102-8264

してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。
また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形
選考いたします。ご送付された原稿等は返却いたしませんの

東京都千代田区九段南4-4-1

日本公認会計士協会

総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）/ FAX 050-3737-6397
E-Mail

地区会

式、フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し

定例役員会

2020年2月28日（金）（必着）

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

でご留意ください。

北海道会研究大会実行委員会

厚生部

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第40回研究大会）
【 研究発表 ① 】
テーマ1

テーマ3

会計新時代、公認会計士の価値の創造−地域で活躍を広げる若手公認会計士−
【パネルディスカッション】

ご案内

テーマ2

【パネルディスカッション】

研究報告「次世代の監査の展望と課題」とその先の未来
【パネルディスカッション】
会計不正を抑止するための罰則等に関する調査報告〜作成責任者に対する罰則等を中心に〜
【パネルディスカッション】
中小企業の金融支援と事業性評価の未来ローカルベンチマーク＆経営デザインシートを活用した共有カルテによ
る支援者連携の輪を広げる提言

テーマ5

【パネルディスカッション】
気候変動を知る−動き始めた資本市場・情報開示−

会長活動報告

テーマ4

【 研究発表 ② 】

テーマ2
テーマ3

ＣＰＥ研修会

テーマ1

【パネルディスカッション】
地方公共団体財務書類の信頼性確保と公認会計士の地域貢献・共創について
【パネルディスカッション】
公認会計士社外役員への期待〜企業のガバナンスの強化×成長性〜
【パネルディスカッション】
インセンティブ報酬に係る会計上の論点〜インセンティブ報酬制度の活用による地域経済の活性化に向けて〜

会員異動

【パネルディスカッション】
テーマ4

公認会計士業界が抱えるダイバーシティ・マネジメントの課題と地域経済とのオープン・イノベーション
〜会員向け実態調査に基づいて〜

テーマ5

【パネルディスカッション】
「社会主義の弊害と資本主義の幻想」を超えて−21世紀における会計・公認会計士の新たな役割
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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
寄

公益法人の税務

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

稿

大蔵財務協会

博

URL

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

ケーススタディでみる貸倒損失の税務

令和元年版

若林孝三・鈴木

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

共著

鈴木 博 著
税務研究会 刊

刊

定価3,800円＋税

定価3,200円＋税

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）

定例役員会

公益法人固有の課税制度の概要及び課

不良債権を巡る法人税法上の問題を、貸

税上問題となりやすい公益法人等が行う

倒損失、金銭債権の評価損・貸倒引当金、

事業が特掲34業種の何れに該当して収

債権放棄等と寄付金などの項目に分け体系

益事業として課税対象になるか否かの税

的に整理。さらに、これらの項目に対応し

務判断について、152問のＱ＆Ａを交え

たケーススタディにより税務上の具体的な

て 明 快 に 解 説 。 前 版 （ 平 成 2 4 年 12月

取扱いを解説しています。

地区会

刊）以降の改正を織り込んでいます。

地方自治体の監査と内部統制
清水涼子

設例から考える国際租税法
藤本哲也

著

同文舘出版

編

中央経済社

刊

刊

厚生部

定価1,900円＋税

定価4,200円+税

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）

ご案内

地方自治法改正により新たに導入され

国際租税法の考え方から、各種経済活動に

る内部統制及び監査制度。内部統制のガ

対する課税、国際課税における手続まで、経

イドライン、監査基準（案）、監査実施

済のグローバル化・デジタル化に対応して変

要領等の作成の議論に関わった著者が、

貌を遂げる国際租税の諸制度を、最新情報と

海外の事例を紹介しながら、改正の意義

具体例によりわかりやすく解説。実務家から

と今後の方向性について検討します。

学生までを対象に、複雑な制度を具体的かつ
明快に解説することに主眼を置いています。

手帳販売のご案内
会計手帳2020

会長活動報告

日本公認会計士協会東京会
中央経済社 刊
定価873円＋税

税務手帳2020
編集

日本税理士会連合会
中央経済社 刊
定価864円＋税

編集

特別価格（組合員・非組合員）780円（税込・送

特別価格（組合員・非組合員）790円（税込・送

料別）

料別）

ＣＰＥ研修会

印刷物販売のご案内
当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。10月1日から価格改定
いたしました。価格等は、当組合のホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロー
ドできます。また、サンプルをご希望の方はご連絡ください。（電話03-3515-8960）
＊組合員以外の方もご利用いただけます。

会員異動

全農食品オンラインショップをご利用ください！

事務局だより

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しています。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。青森の蜜入りりんご「サンふじ」山形の「ラ・フランス」島根の「あんぽ柿」種
子島の「安納芋」など秋の味覚を満載しています！
＊このサービスは組合員、組合員のご家族、組合員の事務所職員を対象としております。
組合に未加入の方は、ご加入の上ご利用ください。
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2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年10月実績及び11月予定
時

間

分野

研修会テーマ

報

実施月日

単位

講

師

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

中小監査事務所連絡協議会研修会
監

査「不正を見抜く監査、
昨今の監査関係の動向を中心

1 0 月 7 日 13:00〜17:00
監

11:00〜12:00
10月16日 13:00〜14:30

11:00〜12:00
10月18日 13:00〜14:30

2
1
2
2
1
2
2

2019年度ベンチャーを支援する人材育成セミ
ナー（経営委員会）
コンサル
10月21日 18:00〜20:10
「VCとスタートアップ企業からみた依頼したくな
ティング
る弁護士・弁理士・公認会計士」
（会場:大阪弁護士会館）

2

基調講演:熊倉次郎氏（グローバル・ブレイン株
式会社 Investment Group General Partner）
パネルディスカッション:熊倉次郎氏、石見一女
氏（株式会社Be&Do代表取締役社長）、大池聞
平氏（弁理士）、安井聖美氏（公認会計士）、 村
和彦氏（弁護士）
西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

例等を踏まえて−」
13:00〜14:40 監
10月23日

10:00〜11:40

10月24日

15:00〜16:40

18:00〜19:00
19:10〜20:40

13:00〜14:40
10月25日

18:00〜20:10

小池聖一・パウロ氏（本部IT委員会監査IT実務
指針検討専門委員会専門委員長）

2

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）
成松洋一氏（税理士）

2

2

戸叶徹氏（AOSリーガルテック株式会社テクニ
カルディレクター）

2

中島真志氏（麗澤大学経済学部教授）

2

櫻井通晴氏（専修大学名誉教授、インテリジェ
ントウエイブ（IWI）監査役）

2

2
不正
事例

樋口晴彦氏（警察大学校警察政策研究センター
教授）

2
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15:00〜16:40

2

会員異動

10:00〜11:40

櫻井久勝氏（公認会計士・監査審査会会長）、大
野開彦氏（公認会計士・監査審査会主任公認会
計士監査検査官）

ＣＰＥ研修会

13:00〜14:40

秋季全国研修会
「IT委員会研究報告第53号
「IT委員会実務指針第6
監 査 号
「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽
表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応
する監査人の手続について」
に関するQ&A」
の解説」
秋季全国研修会
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）」
秋季全国研修会
税 務
「収益認識における会計・法人税・消費税の異動点」
秋季全国研修会
組 織
「クラウド時代のデータセキュリティーの基礎知
環 境
識〜VDR
（バーチャルデータルームの最新動向〜」
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
倫理等
1
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」企業会計・監査
コンサル 秋季全国研修会
ティング「仮想通貨からブロックチェーンへ」
秋季全国研修会
「政府の防衛装備品へのパフォーマンス基準の適
会 計
用とその留意点−国防省と防衛省の契約書価格算
定方式の対比において−」
秋季全国研修会
監 査「なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか〜事例を学
ぶ、従業員不正とガバナンスの機能不全〜」
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計

2

会長活動報告

15:00〜16:40

秋季全国研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表について」

査

ご案内

秋季全国研修会
10:00〜11:40 倫理等「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事 2

厚生部

14:50〜17:00

阪口朋彦氏（本部業務本部企業会計グループ
長）、葛西正輝氏（本部業務本部調査・相談グ
ループ主査）

2

地区会

14:50〜17:00

1

定例役員会

14:50〜17:00

3

稿

監査事例研修会（監査会計委員会）
「最近の照会事項」倫理
監査事例研修会（監査会計委員会）
監 査
「最近の照会事項」企業会計・監査
監査事例研修会（監査会計委員会）
監 査
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
倫理等
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」企業会計・監査
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
倫理等
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」企業会計・監査
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計

11:00〜12:00 倫理等

櫻井久勝氏（公認会計士・監査審査会会長）、大
野開彦氏（公認会計士・監査審査会公認会計士
監査検査官）
鯨岡健太郎氏（本部税務業務協議会税務業務支
援専門委員会専門委員長）、伊藤耕一郎氏（本部
税務業務協議会税務業務支援専門委員会専門
委員）、緒方浩一氏（本部税務業務協議会税務業
務支援専門委員会専門委員）

2

寄

中小監査事務所連絡協議会研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表について」

査

本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税
制・税務委員会）
1 0 月 8 日 14:00〜17:30 税 務
「開業するなら知っておきたい税務実務研修会〜
法人税申告書作成演習〜」

10月10日 13:00〜14:30

南成人氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

2

とした解説」

特
集
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

本部会務報告会
「会務運営の方針等について」
本部税務業務部会共催DVD研修会
税 務「働き方改革関連法の概要と関連する税制」
（2019年7月23日税務業務部会研修会（第69回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「開業支援ツール（2019年度版）研修会」
税 務
（2019年7月26日開業するなら知っておきたい税
務実務研修会（第24回））
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税
制・税務委員会）
税 務
「「ケースブック租税法（第5版）」
（弘文堂）第4編相続
税・贈与税より ①相続税の納税義務者、課税物件」
公会計委員会研修会
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基
会 計
礎知識研修会（第1回）〜地方公共団体および地方
独立行政法人関連業務の基礎知識〜」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
会 計「タイの会計・税務概要及びタイ進出日系企業の進
出時・進出後の留意点」
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「最高の働きがいの創り方」
（会場:ホテルグランヴィア大阪）
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税
制・税務委員会）
税 務
「「ケースブック租税法（第5版）」
（弘文堂）第4編相
続税・贈与税より ②相続税の課税標準と税額」
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
組 織
「IR（統合型リゾート）における公認会計士の役割
環 境
について」

10月30日 16:00〜17:40 倫理等

13:00〜14:40

寄
稿

10月31日

15:00〜16:40

18:30〜21:00

定例役員会

14:00〜17:00
11月8日
18:30〜20:00

地区会

1 1 月 9 日 13:00〜14:30

11月12日 18:30〜21:00

厚生部

11月13日 14:00〜16:00

11月14日 14:00〜16:00

ご案内

11月18日 18:30〜20:30 会

会長活動報告

13:00〜14:40 税
11月22日

15:00〜16:40 税

ＣＰＥ研修会

11月26日 13:30〜16:00 税

11月27日 18:00〜20:00 監

会員異動

11月29日 18:30〜21:00 税

事務局だより
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公会計委員会研修会
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基
計
礎知識研修会（第2回）〜地方公営企業および公会
計関連業務の基礎知識〜」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）
計「決算早期化を実現させるための決算・開示・監査
実務」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「税理士職業賠償責任保険のしくみと税目別事故
務 事例及びその防止策」
（2019年8月7日開業するなら知っておきたい税
務実務研修会（第25回））
本部税務業務部会共催DVD研修会
「国税通則法入門」
務
（2019年9月20日開業するなら知っておきたい税
務実務研修会（第26回））
関西地区三会共催研修会（IT委員会/税制・税務委員会）
務
「国税電子申告・納税システム（e-Tax）入門研修」
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 社会
査 福祉法人専門委員会）
「社会福祉法人の監査上の留意事項」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税
制・税務委員会）
務「
「ケースブック租税法（第5版）」
（弘文堂）第4編相
続税・贈与税より ③贈与税の課税物件、税負担の
不当な減少防止」

18300

師

手塚正彦氏（本部会長）

2

2

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

3

3

福田敏信氏（近畿会公会計委員会委員）

2

橘内進氏（アジア・アライアンス・パートナーグ
ループ代表、公認会計士）

2

三村真宗氏（株式会社コンカー代表取締役社長）

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

3

コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修
（経営委員会）
ティング「事業計画策定の概要」
他

11月15日 14:00〜17:00 会

56

2

講

2

桜田照雄氏（阪南大学流通学部教授）

2

豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会プロ
ジェクトマネージャー）、好本行輝氏（大阪府中
小企業再生支援協議会サブマネージャー、公認
会計士）、中井史郎氏(大阪府中小企業再生支援
協議会サブマネージャー、公認会計士）

3

石崎一登氏(近畿会公会計委員会委員）、大川裕
介氏（近畿会公会計委員会委員）

2

武田雄治氏（公認会計士）

2

2

大阪国税局企画課担当者

3

2

3

有松義文氏（本部非営利法人委員会社会福祉法
人専門委員会専門委員）

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

特
集

会員異動
会 員

【自宅】

準 会 員

監査
法人

計

3,587

35

3,622

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
10

33

762

計

合計

805

4,427

（2019年9月30日現在）

和輝
凌
有貴
篤哉
幹弥
章夫
慶亮

橘
富永
長友
中丸
西木
堀内

秀一
駿
誠由樹
恵
茜
大也

松田
柳
山添
吉川
吉松
米田

昌平
亜理紗
達也
綾一郎
賢二郎
隆将

入会者
員）
員）

希代
徳永

大西 雅也 （会
橘田 修平 （会
金
明子 （会
(小谷 明子)
久木田 佳代（会
小村 奈未恵（会
澤田 絢子 （会
美馬 和実 （会
赤坂 純平 （会
岡野 信也 （会
奥西 啓祐 （会
高山 和則 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

藤原 剛志 （会
一ノ瀨 聡 （会
一ノ瀨 麻実（会
荻堂 直樹 （会
河口 達也 （会
田栗 良平 （会
西尾 政人 （会
水野 伸也 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

【自宅】
上村
黒田
渡邉
屋宮
喜多
玉置
徳岡
中田

昌也
真吉
和哉
貴之
宏樹
康仁
碧
江美

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

9月10日〜27日
江藤 重典 （会
員）
川添 健史 （会
員）
佐藤 麻莉奈
（会
員）
佐藤 喜大 （会
員）
末積 真美 （会
員）
中嶋 誠一郎
（会
員）
南部 希 （会
員）
西方 実 （会
員）
員）
村瀨 進吾 （会
稲垣 誠二 （会
員）
加治 孝幸 （会
員）
関
晃典 （会
員）
藤岡 京 （会
員）
藤木 真喜 （会
員）
山野 公子 （会
員）
淺利 友則 （会
員）
池田 織弥 （会
員）
川合 直樹 （会
員）
齋藤 勇治 （会
員）
間石 奈帆 （会
員）
福田 泰三 （四号準会員）

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

京
庫
北
北
庫
滋
庫
庫
京
滋
庫
京
京
滋
庫
庫
滋
京
庫
京
滋

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

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

転出者
9月5日〜27日
岩田 知孝 （会
員）
袴田 祐介 （会
員）
山本 雄三 （会
員）
荻野 貴士 （会
員）
金岡 秀浩 （会
員）
川沼 信夫 （会
員）
川端 謙太 （会
員）
岸本 勁志 （会
員）
福本 泰宏 （会
員）
安川 尚志 （会
員）
巽
英昭 （会
員）
金丸 武史 （四号準会員）
久保田 潤 （四号準会員）
仲野 弘剛 （四号準会員）
山地 光 （四号準会員）

東
東
兵
東
東
東
京
兵
東
兵
兵
兵
兵
兵
東

18301

京
京
庫
京
京
京
滋
庫
京
庫
庫
庫
庫
庫
京

会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
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（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

員）
員）
員）

転入者

会員異動

雅樹
賢二
亮
剛
優紀
遼太
祐子
佳久
剛史
愛子
雅啓
茂

9月5日〜27日
【事務所】

裕紀 （二号準会員）

ＣＰＥ研修会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

竹内
田島
荒木
上野
太田
加藤
俊野
中野
松野
向山
本川
山地

会員名簿記載事項の変更

員）
員）

会長活動報告

員）
員）

陽
（会
賢一 （会

ご案内

圭司 （会
吉弘 （会

田中
山野

厚生部

9月26日付
伊藤 淳子 （会
大谷 直城 （会

松本

【事務所・自宅】

地区会

新井
池奥
乾
國田
河野
小西
杉浦

史香 （四号準会員）
達也 （四号準会員）
大祐 （四号準会員）

定例役員会

9月26日付

福濱
山添
藤井

稿

資格変更（準会員から会員へ）

章夫 （四号準会員）
智恵子（四号準会員）
昌大 （四号準会員）
佑里 （四号準会員）

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）

小西
杉江
辰巳
永野

告

公 認
会計士

報

会 員 数

特
集

退会者
報
告

池嶋
小村
柴山
山田

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対

豊光 （会
員） 8 月 1 0 日 付
奈未恵（会
員） 9 月 2 6 日 付
良子 （会
員） 9 月 2 6 日 付
由紀 （四号準会員） 9 月 1 9 日 付

死
業
業
退

務
務

廃
廃

して電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検

亡
止
止
会

索」より可能です。

寄

「電子投票についての意見」の訂正について

会報部

稿

近畿 C.P.A.NEWS 2019.10 Vol.724 に「電子投票についての意見」の投稿を掲載しました。その記載の一部に投稿者の意図を十分
に表現できていない部分がありましたので、下記のように訂正させていただきます。
記

定例役員会

（訂正前）
本部コメント
①ハッカーによる改ざんの可能性

蔭山監事コメント

・厳格なセキュリティ対策を講じている

・米国で選挙のハッキング成功事例あり

・投票にかかるアクセスログは保管され、個別に検証可能

・ログの改ざんも可能

②投票者の匿名性

アクセス者を限定し匿名性を確保

記録データは何らかの方法で閲覧可能なので自由な意思に基づく投

③データの検証の可能性

アクセスログが残り不正の有無にかかる検証可能

投票者が自己の投票結果を再確認できない

④選挙管理委員会の職務の完遂

ハッキング・データ改ざんについてはベンダ側で十分なセキュリ

完璧に検証できるとは考えられない

票が阻害される

地区会

ティ対策を講じていると選挙管理委員会では認識

（訂正後）
本部コメント
①ハッカーによる改ざんの可能性

蔭山監事コメント

・厳格なセキュリティ対策を講じている

・米国で選挙のハッキング成功事例あり

・投票にかかるアクセスログは保管され、個別に検証可能

・ログの改ざんも可能
・データの改ざん者には内部者の可能性もありうる

厚生部

②投票者の匿名性

アクセス者を限定し匿名性を確保

③データの検証の可能性

アクセスログが残り不正の有無にかかる検証可能

記録データは何らかの方法で閲覧可能なので自由な意思に基づく投
票が阻害される
・データそのものが改ざんされた場合、改ざんされる前のデータを検
証することは出来ない
・投票者が自己の投票結果を再確認できない

④選挙管理委員会の職務の完遂

ハッキング・データ改ざんについてはベンダ側で十分なセキュリ

ハッキングや改ざんがなされた場合、改ざんされる前のデータを検

ティ対策を講じていると選挙管理委員会では認識

証することは出来ない

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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E-mail：kaiin@jicpa.or.jp

特
集

事務局だより
報

【弔事】
・会 員 西村 強氏のご岳父 禎郎様
2019年10月18日ご逝去 満84歳

満82歳

告

・会 員 安藤 則男氏
2019年10月23日ご逝去
・会 員 奥谷 尚吾氏
2019年10月23日ご逝去

満46歳
寄

【寄贈図書】

稿

■日本取引所金融商品取引法研究 第14号
日本取引所金融商品取引法研究 第15号
寄 贈 者 株式会社日本取引所グループ
発
行 株式会社日本取引所グループ
■監査実務ハンドブック 2020年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

企業通信簿

地区会

■決算書分析はこれで決まり！！
寄 贈 者 戸奈常光
著
者 戸奈常光
発
行 株式会社風詠社

定例役員会

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
2019年版 第2四半期提出用
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 総合ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社

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

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

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

厚生部

ようやく過ごしやすい時期になりました。今

秋、関西で有名なコスモス畑やダリア畑、バラ畑

といった花畑にいくつか行ってみました。普段あ

まり花を愛でるという習慣はありませんでした

が、眼下一面に広がる大迫力の花を見て、非常に

10

素 晴 ら し く 感 じ ま し た 。 近 畿 Ｃ Ｐ. Ａ. ニ. ュ ー ス
は、毎月、このように季節に関連した写真を表紙

18

に採用しています。毎月楽しみにしていただけれ

ば幸いです。

さて、今月号は９月 日に千葉県で開催されま

した第 回日本公認会計士協会研究大会の報告を

掲載しています。﹃会計・監査新時代〜公認会計

士と地域との共創〜﹄と題し、日本を代表する醤

油会社であるキッコーマン株式会社代表取締役社

)

仰星監査法人

長ＣＥＯの堀切功章氏の記念講演を皮切りに、

テーマの研究発表がありました。記念講演では、

キッコーマンの成長戦略をテーマとして、キッ

コーマンしょうゆを 世界の調味料 へと題し、

これまでの歴史と、しょうゆ文化を世界に広げら

れてきた苦労や成果を非常にわかりやすくご説明

いただきました。研究発表では、今話題のダイ

バーシティ・マネジメントに関する発表やインセ

ンティブ報酬に関する発表、また、次世代の監査

の展望と課題といった未来の公認会計士業界に関

する発表など幅広い報告がなされています。ぜひ

ご一読ください。

これからは朝夕の冷え込みが厳しくなってきま

植村達生

す。皆様ご自愛くださいますようにお願い申し上

げます。

︵会報部

“

”

40

①法定監査
②株式上場支援業務
会員異動

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
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事務局だより

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
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日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

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

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