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告

異色の公認会計士シリーズ

寄

プロバスケットボールチームで働くということ

ケットボールチームで働いています。
日本のバスケットボールも今夏のワールドカップ
出場、来年の東京オリンピックへの出場、さらには

が公認会計士資格を取得し、あるいは公認会計士資
格を持つ人がスポーツ産業に入ってきていただい
て、一緒にスポーツ産業の発展を目指してもらえれ

定例役員会

私は現在バンビシャス奈良という奈良のプロバス

稿

稲増 崇

ばうれしく思います。

八村選手がアメリカのプロバスケットボールリーグ

後2年ほどたった時に、今後さらに何十年もメー

リーグに所属し、地方チームながらB1リーグを目

カーの研究職としてやっていくことが自身の適性に

指して活動しています。私は現在、興行・チケット

合わないのではないかと感じ始め、経済や経営に関

セールス部の部門長として、ホームゲームの集客を

する仕事がしたいと思いました。しかしながら、理

増やすための様々な施策を企画し、実行していま

系学部出身のため、簿記や経済、経営に関する授業

す。一方で、公認会計士として監査法人やメーカー

を一切受けたことがなく、転職や社内異動をしよう

で働いてきた知識

にも相手にされない状況でした。何とかこの状況を

や経験を活かし、

打開するには、経営系の強い資格を取るしかないと

総務グループの

考え、働きながらの厳しい環境でしたが、公認会計

リーダーとして予

士を目指すことにしました。運よく2年ほどの期間

実管理や目標管理

で公認会計士の2次試験に合格し、大手監査法人で

などの管理面の仕

会計監査に従事することができました。監査法人で

事も行っており、

の会計監査もおもしろく、やりがいのある仕事でし

また、社員が働き

たが、元々メーカーで働いていたこともあり、会社

やすい環境の整備

の外から監査をするよりも、会社の中に入って自分

にも取り組んでい

自身で会社を動かしたいという気持ちが強くなり、

ます。

再度メーカーに転じ、経理財務や事業企画など管
理・企画系の仕事に従事し、最終的にはそれらの責

私のようにプロスポーツチームで働いている公認

任者として働くことができました。今年9月に前職

会計士は相当異色であると思いますが、さらに私は

のメーカーを退職することになり、全く業種は違い

元々メーカーの研究職という会計の「か」の字も知

ますが現職に転じることにしました。
プロバスケットボールチームに転職した理由は、

にチャレンジしやすくなると感じています。私の経

中学、高校、大学と体育会系のバスケットボール部

歴やプロスポーツチームで働くことについて述べさ

に所属し大半の時間を過ごしてきましたので、自分

せていただいて、理系出身やその他様々な経歴の人

を心身ともに成長させてもらったバスケットボール
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経歴でも公認会計士という資格を使えば色々なこと

会員異動

らない完全な理系出身でしたので、それらの異色の

ＣＰＥ研修会

す。バンビシャス奈良はBリーグの2部にあたるB2

会長活動報告

研究職として社会人生活をスタートしました。就職

ご案内

て、3年前に開始したBリーグも成長を続けていま

厚生部

私は理系の大学院を修了し、大手電機メーカーで

地区会

（NBA）へドラフトされるなど注目されてきてい

特
集

産業を発展させ、子供た

現在Bリーグは成長を続けていますが、我々のよ

ちが将来バスケットボー

うな地方の小さいチームでは、社員10人程度の組織

報

ルに関わる仕事ができる

で回しているのが実情で、この人数で１千人以上の

告

ようにしたいと考えたた

興行を行うため、一人がこなすべき仕事や責任は非

めです。最終的には日本

常に大きいのが実情です。

のバスケットボールを
寄
稿
定例役員会

もっと強くして、オリン

このように普通の株式会社とは大きく異なる性格

ピックやワールドカップ

を持ったプロスポーツチームですが、一方で、組織

で上位の成績を収めるよ

として目標を立て、その目標に向かってそれぞれの

うにすることが私の夢で

組織が役割を果たし、施策を立案して実行し、その

す。また、人生100年時代に突入し、長い期間働くこ

結果をもとに、また次の施策を考えて実行し、目標

とになりそうなので、好きなことを仕事にするのも

に向かって進んでいくことや、組織の中の人が自律

良いのかなと考え、思い切ってこの仕事に就くこと

的に考え、働きやすい環境を作ることなど、基本的

にしました。

な考え方や、やるべきことは通常のビジネスと同じ
であると感じています。そのため、スポーツビジネ

地区会

プロスポーツチームは関係者（ステークホル

スのさらなる発展のためには、普通の会社でビジネ

ダー）が非常に多岐にわたる点が特徴になっていま

スマンとして成功している人や、公認会計士などの

す。社外的には、スポンサー（企業）、ファン（個

プロが入ってくることが、今後重要になってくると

人）に加え行政（アリーナやスタジアムの建設な

考えています。

厚生部

ど）も大きく関係してきます。社内的には、株主

日本でもスポーツ産業は成長産業と目されてお

（親会社）、社員、選手・コーチに加え、チアリー

り、スポーツ庁では現状の５兆円程度の産業規模を

ダーやボランティアさんなどの協力も重要になって

2025年には15兆円まで伸ばすことを目標にしてい

きます。

ます。今後スポーツ産業が発展するにつれ、日本で

ご案内
会長活動報告

また、収支面では売上は企業スポンサーの協賛に

もスポーツ産業に進む公認会計士が増えてくると思

よる広告収入、ホームゲームのチケット収入、グッ

います。一方で、プロスポーツ選手だった人やプロ

ズ売上、放映権収入（リーグからの分配金）など多

を目指していた人が公認会計士の資格を取ること

岐に渡り、これらの収入増大を目指す一方で、これ

で、セカンドキャリアを構築することも出てくるの

らを利益に残すことと同様に、もしくはそれ以上

ではないかと考えています。微力ながら私もこれら

に、チーム成績の向上が求められます。通常プロス

の流れの先頭に立って頑

ポーツチームでは、利益がいくら出たかよりも、勝

張っていきたいと考えて

利数や順位の方がニュースになり、重要視されま

います。

ＣＰＥ研修会

す。したがって、売上増大分は利益として残すので

興味がわいた方は是非

はなく、チーム力向上のための選手やコーチの獲

地元の（そしてできれば

得、トレーニング環境の整備やユースなどの育成強

奈良の）プロバスケット

化に回すことが多くなります。これらの点で、通常

ボールチームを応援する

の株式会社とは目標や存在意義が大きく異なりま

ことから始めてもらえた

す。また、数字面だけでなく、感情面が重要で、

らうれしいです。

ファンやステークホルダーの感情をコントロールで
会員異動

きないまでも、うまく扱うことが求められます。
以上のように、様々な要素がからんでくるため、
プロスポーツチームの運営は普通の会社以上に難し
いと感じていますが、だからこそうまくいったとき

事務局だより

の喜びは大きいのだろうと思います。
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陽介

に対して、研究者としての目線で、ダイバーシティ

2019年8月26日（月）に関西地区三会共催研修

が組織のパフォーマンスに影響を与えるメカニズム

会として、ダイバーシティ推進委員会主催の研修を
開催しました。ダイバーシティ推進委員会立上げす
ぐということもあり、そもそもダイバーシティとは

の理解を通して解説頂きました。
その中でも基礎となる考え方につき、以下で簡単
に解説します。

地区会

何か、ダイバーシティを高めることが集団や組織に
とって望ましいことなのか、というまさにダイバー
シティの基礎を取り扱った研修となります。

定例役員会

1. はじめに

稿

竹中

寄

副委員長

告

ダイバーシティ推進委員会

報

ダイバーシティ推進委員会研修会開催報告
「ダイバーシティ・マネジメントのメカニズムと活用例」

・ダイバーシティの定義
ダイバーシティとは、「属性の種類を問わず、他
者が自分とは異なると知覚される個人間の差異」と

営管理大学院教授と同大学院経済学研究科教授を兼

定義付けられる。企業で議論の対象となるのは性別

任されており、人的資源管理論や組織行動論といっ

の話が多いが、その他にも国籍、人種、年齢、勤続

た人材のマネジメントに注目した研究を行われてお

年数、教育、職歴、職種等、様々な視点（属性）で

ります。

の差異がダイバーシティの対象となる。

厚生部

講師にお迎えした関口倫紀氏は、現在京都大学経

関口氏は、ダイバーシティ推進委員会が今年9月

り、共同発表者としてご参画いただいた研究者で

・ダイバーシティが組織に与える影響「ダイバーシ
ティのカテゴリー化−精緻化モデル」
ダイバーシティが組織のパフォーマンスに与え

西から参加できない方もおられることを考慮し、今

る影響は良い点と悪い点の両面がある。ダイバー

回の研修会では近畿会会員に向けて、関口氏に研究

シティが情報や視点の精緻化を促した場合は、創

大会でお話いただく内容を詳しく解説していただく

造性やイノベーション、意思決定の質の向上など

研修会として企画いたしました。

のパフォーマンスアップに繋がり、新しい仕組み

会長活動報告

す。全国研究大会は持ち時間の制限もあり、かつ関

ご案内

に千葉で行われた全国研究大会にて発表するにあた

や新商品の開発に繋がる。
反対に、ダイバーシティが集団間バイアスを増

関口氏より、ダイバー

大させた場合は、個人が属する集団への愛着が深

シティの理論について、

まる一方、内集団びいきや外部に対する敵意・ネ

そもそもダイバーシティ

ガティブな感情が生じ、集団間でのコンフリクト

とは何か、ダイバーシ

が生じる。
また、上記のダイバーシティの働きには、経営

か、ダイバーシティを高

戦略や組織・業務・人事、組織風土等が重要な影

めれば組織はよくなるの

響を与える。

会員異動

ティは本当に必要なの

ＣＰＥ研修会

2. ダイバーシティの理論

か、という根本的な問い
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・ダイバーシティ・マネジメントの階層
ダイバーシティ・マネジメントは大きく以下の4

定例役員会

つの階層に分けることができる。
（ア）ダイバーシティ・パラダイム

・インクルージョン
インクルージョンとは、「ダイバーシティが高
い組織や職場において、人々が真に結びつき、関
与し合い、自らが持っている違いを最大限に活か

ダイバーシティ・マネジメントに関する

しきれている状態」のことを言い、所属感覚が高

哲学・信条・価値観であり、これにより組

く、かつ、個性が尊重される組織はこのような状

織の方向性が変わってくる。差別−公正パ

態にあると言える。

地区会

ラダイム（すべての従業員を平等に）、ア

厚生部

クセス−正当化パラダイム（業務上必要な

上記の解説の中で特に印象的だったのは、組織が

従業員の特徴の違いを重視）、統合−学習

ダイバーシティ推進にチャレンジするも、トップマ

パラダイム（違いを価値創造に積極的につ

ネジメントの意図や思いが従業員に伝達されず、グ

なげていく）の3種類があり、組織の目的

ループ間コンフリクト等、ダイバーシティによる悪

に応じて適切なパラダイムを設定する必要

い影響のみが顕在化し、結局インクルージョンを実

がある。

現するまでに至らず逆戻りしてしまうケースも多

（イ）ダイバーシティ・ポリシー

い、という点でした。ダイバーシティ推進を行うた

ご案内

ダイバーシティ・パラダイムに基づいた

めには、トップマネジメントによる「組織を変える

ダイバーシティ・マネジメントに関する目

覚悟」と「その覚悟を、制度等を通じて組織に浸透

標設定であり、例えば差別−公正パラダイ

させ、また従業員にその意図を正確に伝達するこ

ムであれば雇用機会均等やコンプライアン

と」が必要不可欠とのことです。

スの徹底を重視する等、組織の方向性に
会長活動報告

沿った目標を設定する必要がある。
（ウ）ダイバーシティ・プログラム

最近ではダイバーシティという言葉の定義が人に

ＣＰＥ研修会

ダイバーシティ・ポリシーが具体化され

よって異なるのではないかという問題認識があった

たものであり、例えば採用、教育、評価、

ため、今回改めてその定義を学ぶ機会を持てたこと

報酬などが相互に関連した人事システムの

を非常にうれしく思います。新しいテーマの研修会

導入や、ダイバーシティ・トレーニングな

だったからか、初めてお見掛けする方も多くご参加

どの個別施策が考えられる。

頂きまして、本当にありがとうございました。

（エ）ダイバーシティ・プラクティス
トップマネジメント、マネジャーなどに
より実行されるダイバーシティ・プログラ

会員異動

ムであり、当初予定の通り運用される場合
の他に、柔軟な運用がなされる場合もあれ
ば、ダイバーシティ・プログラムの意図通
りに運用されない場合もあり得る。

事務局だより
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日

時：2019年11月9日（土） 13:00〜14:30

革と働きがい創りにおける問題意識と実践具合」につ

会

場：ホテルグランヴィア大阪 20階 名庭の間

いて、ネットを活用したライブアンケートを実施され

講

師：株式会社コンカー 代表取締役社長

ました。その参加者の回答結果である「働き方改革や

三村

真宗 氏

テーマ：最高の働きがいの創り方

働きがい創りはともに問題意識は高いが、実践がつい
ていっていない」という感覚を数値とグラフで図示化

会近畿会

なくリーダーすべてのテーマ。あらゆる組織単位で取
り組むべきで、当社も部門単位で取り組んでいる」と

シティ推進委員会で

いう話で口火を切られました。さすがITを活用した

は日頃より各界でご

事業の会社で見事なツカミでした。

厚生部

ダイバー

活躍中の方々を講師
としてお招きし、研

地区会

して皆の関心を惹きつけ、「働きがいは経営者だけで
日本公認会計士協

定例役員会

さて、セミナーの様子です。冒頭に、「働き方改

稿

種田（おいだ）ゆみこ

寄

セミナー概要

委員

告

ダイバーシティ推進委員会

報

ダイバーシティ推進委員会
2019年度ダイバーシティ講演会 開催報告

以下、骨子に沿っての説明と感想です。

修会・講演会を実施
しています。

１.「働き方改革（＝働きやすさ）」と「働きがい」
組織にとってヒトはもっとも貴重な経営資源ゆ

年）度の講演会は、

え、「働きがい」を高めることは経営戦略であり、

出張・経費管理クラウドの株式会社コンカー代表取

働きやすさとやりがいをもたらす「働きがいのある

締役社長

職場」こそが、生産性を向上し、成果を最大化する

三村真宗氏をお招きしました。株式会社

Work® Institute Japan（略してGPTW※）の日本

職場である、という話をされました。

２．危機からの脱出

員100〜999人部門において１位を獲得されていま

三村氏が社長として入社した創業当初（2011

す。本講演会では、「働きがい」を支える文化・仕

年）は、結果を焦り即戦力を重視するあまり、文化

組み・制度や、三村氏ご自身が取り組まれてきた会

を度外視した採用、ミッション、ビジョンをはじめ

社設立当初における組織づくりについてもお話いた

とする基本的な取り組みが後手になる、といった原

だきました。

因により、社員の気持ちがバラバラ、相互不信にな
る結果、社内が混迷状況。その中で、「ビジョナ
リー・カンパニー2（原題“Good to Great”）」

とでしたが、一般公開も相まって、会員と一般と合

の「正しいヒトをバスに乗せる」という考え方に着

わせて100名近く参加され、大変盛況でした。ま

目。経営方針や戦略が正しくかつ適切な人が集まれ

た、テーマがマネジメントのためか男性が参加者全

ば、動機付けやマイクロマネジメントをしなくて

体の3割以上で、昨年度までの「女性会計士委員

も、一人一人が自分で考え自発的に動き出すという

会」時代のセミナーよりもダイバーシティらしさを

趣旨に共感し、大変苦悩しながらも、長期的な視点

18311
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感じました。

会員異動

三村氏のご講演は今回西日本では初めてというこ

ＣＰＥ研修会

における「働きがいのある会社」ランキング、従業

会長活動報告

コンカーは、2018年及び2019年のGreat Place To

ご案内

2019年（令和元

特
集
報
告
寄

に立ち、共通の目的に共感できないと考えた人には

で、根本的解決のために仕組と文化で担保する

「正しくない人をバスから降ろす」という決意を

という課題を設定し、自分と相手の成長のため

し、会社の立て直しに着手。人心が1つになる土壌

になる建設的なフィードバックをし合うことを

ができて、「働きがい」という原因が、業績の伸び

重視することにしたそうです。フィードバック

という結果に繋がっているそうです。私としては、

は、あらゆる方向性に対して行い、あらゆる方

最初の危機的状況から、今や「働きがいのある会

向から受けるべきということで、社長とフィー

社」ランキング1位の会社になるまでのスピード

ドバックし合うことも普通にあるそうです (笑) 。

と、2年連続1位という実績に感嘆しました。

よほどの信頼関係の証と思います。

稿
定例役員会

３．働きがいの取り組み：信念の大切−Concur
Japan Belief、文化の大切さ−高め合う文化、
働きがいを支える仕組み・施策
三村氏には、働きがいの取り組みを幅広くご説明
頂きましたが、そのうち、自分に参考になったもの
をいくつか取り上げてみます。
１）働きがいのドライバーと具現化の取り組み

地区会

三村氏は、働きがいのドライバーとして、①

厚生部
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

夢や志、大義との一体感、②視座の高さと裁量

２）マメに実行する経営情報の共有とモニタリング

の大きさ、③成果や失敗を通じた成長の実感、

①経営情報の共有として、会社全体の課題に

対となる具現化の取り組みとして、①信念を共

対する当事者意識の醸成や日常業務から離れて

有してベクトルを合わせるといったConcur Japan

長期的・文化的テーマを徹底議論する機会とし

Beliefを設定すること、②社員の声を原点に、

て全社員が参加する合宿（オフサイトミーティ

徹底した仕組化、社員の主体的活動といった働

ング）の実施や、②モニタリングとして、コン

きがいの各種施策を実行すること、③理想とす

ストラクティブ・フィードバック（年1回）、

る文化を掲げ組織OSに組み込むといった高め

GPTW（年1回）、部門間連携調査（年1

合う文化を醸成すること、のそれぞれ3つを挙

回）、パルスチェック（四半期毎）などの実施

げられていました。具体的な取り組み事項とし

を挙げられ、マメさと力の入れ方に驚きまし

ては、①信念として、ミッション（使命）・ビ

た。コンストラクティブ・フィードバックで特

ジョン（目指すもの）・コアバリュー（守るべ

に強調されていたのは、目安箱ではダメ。問題

き価値）を設定し、会社の方向性を定め、組織

意識の一斉棚卸しの機会ゆえ、全社員の回答を

の柔軟性を高め、②実行として、戦略の可視

義務付けることや、単なる思い付きや評論では

化・実行→モニタリング・フィードバック→認

なく、改善案を同時に考えることで制約条件や

知・感謝→コミュニケーション→人材採用→人

リソースの限界を考えるようガイドすることが

材育成→人材評価→働きやすさ、というサイク

必要ということで、自分の働きがいのためとは

ルを回し、③文化として、フィードバックし合

いえ、社員もなかなか大変だと思いました。ま

う文化、教え合う文化、感謝し合う文化を根付

た、パルスチェックとは、社員の心身状況の定

かせるといったことに意欲的に取り組んでこら

期チェックのため、四半期に１度、所要時間10

れたそうです。

分で回答可能、全社員の回答を義務付けている
もので、従業員の悲鳴には即座にアクション

会員異動
事務局だより
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これらの具体的な取り組み事項のうち、人と

し、管理職に対するコーチングに活用している

人がお互いに高め合う文化に取り組んだ背景に

ということです。特に、社員の回答スコアの時

は、他部門に対する批判や中傷といった状況に

系列的な変化に着目し、一度急激に下がってあ

直面したことがありました。個別に注意しても

る時点で反転上昇という「ナイキカーブ」と名

モグラ叩きになり根本的な解決にはならないの

づけた変化からは、その社員が心の中で退職を
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み取れるため、社内異動を勧めるなど即座に対

ことが大事だから、少しでも迷ったら採用しないと

応しているということでした。ここでも、その

いう回答をされ、今や採用率2.8％と厳選された数

命名の妙に会場もウケました。

字に驚きました。

３）「働きがい」を高める活動における３つの阻害
要因

告

質疑応答では、自社の考えに合った人材を採用する

報

決意してすっきりしたのが理由という傾向が読

最後に、講師の三村氏はじめ、ご協力及びご参加
頂いた方々に厚く御礼を申し上げます。今回参加さ

ント不足：「働きがいこそ経営戦略」と思える

回も講演会施設内にて「一時保育（無料）」を実施

か。トップの覚悟がすべての大前提。人任せは

し、ご利用いただいています。ダイバーシティ推進

絶対にだめ。熱意は伝わってしまう、②アイデ

委員会活動にご興味のある方は、是非事務局までお

ア不足：勇気を持って社員の声に耳を傾ける。

問い合わせ下さい。引き続き、セミナーへの参加も

「衛生要因」ではなく、「動機付け要因」を考

よろしくお願いします。

え抜く必要がある、③実行力不足：

定例役員会

いくヒントにしていただければ幸いです。また、今

稿

れた方にとって、今後の働き方やキャリアを考えて

寄

最後に、「働きがい」を高める活動における
３つの阻害要因として、①トップのコミットメ

徹底して仕組化を考え抜く。実行
力のある人員を配置し、継続的な
地区会

運用体制を担保することが必要、
といった3つを挙げられました。
トップが本気ではない場合は残念
ですね！とばっさりおっしゃった
のには、さすが外資系！はっきり

厚生部

していると印象的でした。

働きがいのある会社研究所（東京都品川区）がGreat Place to Work® Institute（米国）よりライセンスを受け、日本に
おける「働きがいのある会社」

ご案内

※Great Place To Work® Institute Japan
ランキングの運営を行っている調査機関です。

会長活動報告

2020年（令和2年）新年賀詞交歓会
近畿会の新年賀詞交歓会は、下記のとおり実施いたします。

ＣＰＥ研修会

■日時 2020年1月8日（水）18:00〜20:00
■場所 ザ・リッツ・カールトン大阪 2階「ザ・グランド・ボールルーム」
■会費 無料

会員異動

多数のご参加をお待ちしております。
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ハロー！会計 開催報告
in 智辯学園奈良カレッジ中等部

稿

広報副部長

桂

真理子
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

2019年10月26日(土)、智辯学園奈良カレッジ中
定例役員会

等部1年生・2年生の23名を対象に、ハロー！会計

的に進路選択を考える中学生にとっても大きな糧に
なったのではないでしょうか。

を実施いたしました。

地区会
厚生部

たこ焼

きた
売れた くさん
かな？

参加した講師陣の感想です。
ご案内

同校では例年、学校行事として秋の土曜日に、公
認会計士を含むそれぞれの分野の第一線で活躍して
いる方を講師に招き、中学生が自分の興味のある講

会長活動報告

座を受講することで、学問的視野を広げていくため
の教養講座を実施しています。今年は考古学、知
財、医学、地球科学、文学など多岐にわたる分野の
講座が開催される中、公認会計士講座に興味を持っ
た生徒が集い、講座の最初から意欲的な雰囲気でハ

ＣＰＥ研修会

ロー！会計がスタートしました。
題材は「たこ焼き屋さんの経営にチャレンジ！会
計と公認会計士の役割を学ぼう」という盛り上がる
ことてっぱんの戦略ゲーム形式の会計授業です。
チーム対抗でたこ焼き屋さんを経営して利益を計算

会員異動

するうちに、会計や監査のエッセンスを身につけた
生徒たちは一様に楽しんでいた様子でした。

【宮原講師】
今回初めてハロー！会計に参加いたしました。
自分の意見をきちんと言い合いながらゲームを進
めていく生徒達の様子にとても感動しました。同
時に、会計のことを知らなかった生徒達に、公式
を軸にゲームを通して会計の面白さを伝える活動
は私にとっても面白かったです。今回のような活
動で会計について知っていただくことは、生徒達
の将来だけでなく公認会計士業界の明るい未来に
もつながっていくのではないかと期待が高まりま
した。

【中川講師】
最初に、テーブル担当した生徒5人に「将来な

講座の最後には、参加した講師がそれぞれ公認会

りたい職業」を聞いたら、「公認会計士」と答え

計士の仕事の魅力を熱く語りました。これから本格

たのは0人でした。「公認会計士の仕事内容」に

事務局だより
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の生徒たち全員が授業後のアンケートで「公認会

で決めるんじゃない、現場から決めるんだ！！」み

計士って面白そう」と回答！！

たいな感じでしょうか。
と、まあ大真面目に、日本の未来を担う子供たち

士という職業をもっと多くの子供たちに知っても

に「会計は人生に役立つんだよ」って伝えられたら

らい、将来の職業選択の候補として、生徒の視野

いいなと思って私自身、ハロー！会計に携わってお

が広がればいいなと思いました。

ります。

定例役員会

このように、ハロー！会計を通じて、公認会計

稿

平たく言えば「子供たちに教えたい会計は会議室

寄

ついては、全員が「知らない」と答えました。そ

僕にとってのハロー！会計は、公認会計士の仕
事を誇りをもって紹介できるきっかけとなった有

最後になりましたが、2Qの繁忙期中にもかかわ

目指
令和の せ！
会計ス
ター

も生徒もより一層楽しめるようにコンテンツを改良

地区会

らず参加してくれた講師の皆様、今回の企画を講師

意義な活動になりました。

してくれた巻淵講師、学校側と連絡を取ってくだ
さった辰巳さん、また学校側窓口となってくださっ

部さんにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

厚生部

た松本和志先生及び松本智栄先生、近畿会事務局山

ご案内
会長活動報告

講師陣も、中学生と一緒に有意義な課外授業を過
ごしたようです。

令和3年度より中学の公民の教科書に「会計」が
ＣＰＥ研修会

取り上げられることが決定し、会計基礎教育の充実
が課題となっております。そんな今だからこそ、地
道な草の根活動であるハロー！会計で培った知見を

当日の講師陣。

協会本部の会計基礎教育推進会議にフィードバック

＃ハロー！会計 ＃公認会計士 ＃会計リテラシー

し、教科書の内容が教育現場の実態を反映した内容

＃コミュニケーションスキルアップ

ラシーの普及をすすめております（詳しくは近畿

＃おしゃれな休日の過ごし方 ＃若手活躍中

会員異動

に近づくよう、近畿会でも本部と連携して会計リテ

＃講師の話し方研修も充実 ＃しんらいおん

C.P.A.ニュース10月号田中知幸さんの記事をご参照

いいね！の方は、近畿会広報部までご一報を！次回

ください）。

のハロー！会計への招待状をお送りいたします♪
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社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会
「社会福祉法人様向け研修会」開催報告

稿

社会保障委員会

社会福祉専門委員会

専門委員長

澤田

義実

定例役員会

2019年10月28日

監査導入による効果及び円滑な導入などを実践的な観点

（月）、近畿会社会保障

から説明が行われました。また、直前になって実施が決

委員会

まった場合の対応についても付け加えられました。

社会福祉法人専

地区会

門委員会は、厚生労働省

最後に90分にわたり、

社会・援護局福祉基盤課

社会福祉法人専門委員会

社会福祉経営指導専門官

大畑伊知郎委員により「社

の横溝知主（よこみぞ

会福祉法人に求められる

ともゆき）氏（公認会計

内部統制」について、講

士）をお招きし、大阪府、奈良県、和歌山県の社会

義が行われ、①内部統制

福祉法人様向けに研修会を開催いたしました。

とは、②社会福祉法人に

厚生部

まず冒頭に8月末に厚生労働省社会・援護局福祉

おける内部統制の三つの

ご案内

基盤課より公表されました「社会福祉法人の会計監

類型、③会計監査人が評価する内部統制及び④会計

査に関するアンケート調査結果」について詳細な解

監査人監査のメリット・効果について詳細に説明が

説をいただきました。また、横溝専門官から東京会

行われました。受講者の方にアンケートをお願いし

での会員向けの研修会での役員挨拶に会計監査人監

ましたが、役に立ったという回答とともにまだ先の

査の範囲拡大と実施時期の開示要望がありましたこ

ことなので、研究課題としましょうというニュアン

との紹介と現時点で開示できる内容について、お話

スの回答もありました。

がありました。その中では、導入対象とする収益
会長活動報告

（または負債）の基準の範囲、実施時期とも明らか

講演終了後に個別質問会及び名刺交換会が行われ
ました。

にはされませんでした。このアンケート調査が「会

なお、当日の出席者は行政より13名、社会福祉法

計監査の効果や課題を検証した上で対象範囲の拡大

人より41名、社会福祉法人専門委員会委員16名の

の検討」のためのものであり、検討結果並びにその

参加がありましたが、前年12月の研修会に比べると

結論を得るためのものであり、アンケート調査のた

やや低調でした。

ＣＰＥ研修会

めのアンケート調査ではないはずなのに、残念なこ

前回は、2019年度の収益20億円超（または負債
40億円超）の導入が予定されていましたが、案内状

とです。
次に横溝専門官のお話
を受けて、社会福祉法人専
門委員会 委員長の澤田よ

が届く頃に延期となりました。欠席者も多かったと
記憶いたします。
今回の受講者の大方の興味は収益（負債）基準が

会員異動

り、「会計監査人の円滑な

何処まで引き下げられるか？

導入について」の講演があ

が実施されるかにありましたが、専門官からは「何

り、横溝専門官のお話を受

れも決まっていない。」との回答でした。この時期

けて、会計監査の三態様、

から実施を指示することは、時間的に無理がありま

事務局だより
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また、何時からそれ

特
集
報
告
寄

の拡大及び実施時期について、速やかな開示を強く

かっていることが多いようなことを強調されていま

求めるものであります。

稿

すし、アンケート調査の説明の中に、準備が1年か

したところをみると、対象範囲を広げるにせよ、早
定例役員会

くても2021年度からかと思われます。
会計監査の対象法人はその範囲が広まるにつれ
益々小規模となりますが、費用負担もさることなが
ら、事務負担も大きくなります。私見ではあります
が、法人規模に見合った内部統制及び会計監査制度

地区会

の緩やかな運用を求めるところであり、また、認定
こども園に対する外部監査加算のような財政補助も
希望するところであります。蛇足ながら、対象法人

厚生部
ご案内

研究・CPE研修部からのお知らせ
研究・CPE研修部では、新たな時代を切り拓く公認会計士人材の育成の一環として、中堅・若手公認会計
士をターゲットにした、業務に役立つコンサルティング力を高めるための研修を開催いたします。

会長活動報告

「情報収集・分析」、「論理的思考・問題解決」、「コミュニケーション」をテーマにしたスキルアップ
研修を以下のとおり実施いたしますので、多数ご参加賜りますようご案内申し上げます。
いずれもディスカッションを交えた参加型の研修を予定していますので、定員を設けています。ご興味の
ある方はお早目のお申し込みをお願い申し上げます。

ＣＰＥ研修会

・2020年1月23日（木）18:00〜20:00

近畿会研修室

「お客様とのビジネス雑談力講座 〜距離を縮めるための10の引き出し〜」
・2020年2月3日（月）18:00〜20:00

近畿会研修室

「聴き手の心を掴み、説得力のある話し方講座
・2020年3月7日（土）9:00〜17:00

〜ストーリーで相手を惹きつける〜」

阪急グランドビル貸会議室

会員異動

「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化 〜顧客ビジネスの未来を共創する〜」
今月号に各研修の研修会案内を同封しておりますので、詳細はそれぞれの研修会案内をご確認ください。
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特
集

報告 REPORT
報
告

手塚協会会長による会務運営方針説明会
近畿会

副会長

廣田

壽俊

寄
稿

10月30日（水）16時から、日本公認会計士協会

ついての具体

会長手塚正彦氏による会務運営方針説明会が開催さ

的に期限を設

れました。

定して計画的

定例役員会

その要旨は以下の通りです。

に遂行させて

日本公認会計士協会（以下、協会という）の使命

いる。

から協会の「ありたい姿」を志向すると、次のよう

特に、会員

な価値観が必要になると考えている。

が各地域で活

１．会員を始めとするステークホルダーからの信頼

躍してこそ公

地区会

認会計士の存

を第一とする。
２．先見性・戦略性・創造性を尊重する。

在感を高める

３．ステークホルダーとの建設的な議論と協働を心

ことができる
ので、本部に

がける。
４．助け合いと協力を尊重し、オープンで生産性の
厚生部

高い会務運営を心がける。

地域活性化担
当を新設して

ご案内

しかし、協会の現実は社会やステークホルダーか

各地域会経由

らギャップがあると考える。その原因は、上記の価

で、地域の会

値観のうち特に2番目と3番目、4番目が十分に達成

員を支援して

されていないからだと思う。

いく。

会長活動報告

その解決策は、「協会を運営する」との発想では

監査に関し

なく、「協会を経営する」との発想に立って、スラ

ては、その現

イド（右上）の経営方針の下、次の項目を具体化す

場力を強化していきたい。開示主体である企業と監

ることである。

査人は車の両輪であり、企業に対して常に問いかけ

１．会長・副会長・専務理事の執行責任の明確化

をし、健全かつ建設的な協働関係を築きたい。

２．総合戦略・企画・調整機能の強化

手塚会長は、近畿会会員からの多数の質問に回答

ＣＰＥ研修会

３．「渉外」という役割の新設

されていました。本部理事会のその後の会長報告で

４．戦略目標の設定と施策の見える化

は、近畿会へ向かう新幹線の中で想定問答も準備し

５．価値観の浸透

たことを仰っていました。緊張したとのことですが、

ここまで各会長の任期に大きな事件が発生してき
たが、2019年からの年は幸い何も起きておらず、
今こそが将来に向けた取組に着手するときである。
「会員からも社会からも信頼され、経済の健全な

会員異動

発展と幸福な社会の実現に最も貢献するプロフェッ
ショナル団体」という姿が協会のあるべき姿と考え
ているが、それを実現するために協会の5つの戦略
目標（右中）と各々につき施策を実施していく。こ

事務局だより

こまでも副会長の役割を明確にするとともに施策に
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「質問はすべてポイントをついた内容でした」と冷
静に感想を仰っていました。

特
集

報告 REPORT

安原

告

常務理事

報

本部役員懇親会・理事会報告
徹

寄
稿

皆様たらふく食べ、存分に飲み、お腹いっぱいに

新装成ったザ・ホテ

なって帰途につきました（二次会、三次会の結末は

ルオークラ東京で本

知りませんが…）

部役員の懇親会が行

翌日は朝から理事会。前夜の喧騒がウソのように

われました。会場は

真面目な雰囲気で議論が交わされました。

2階のオーチャード。

議事内容のいくつかをご紹介します。

定例役員会

11月7日（木）、

料理は「桃花林」の
まず、手塚会長か
ら開会のご挨拶を頂

１．チームメンバーのローテーション
手塚会長から次のような説明がありました。
「本年10月25日に監査法人のローテーションの
大手電気会社の不正事件に関連してパートナーの

が乾杯のご発声。「来年がよい年になりますように

ローテーションが機能していないのではないかとの

祈念いたしまして乾杯！」。なごやかな雰囲気で歓

問題意識があったが、今回の報告ではパートナー

談が始まりました。

ローテーションの運用について大手監査法人にアン

余興はくじ引き大

ケートし、ヒアリングした結果が記載されている。

会。各地域会会長が

そこでは監査補助者として長く監査チームに所属し

持ち寄ったお土産を

ていた者が引き続き業務執行社員に就任するなど

くじ引きで皆様にお

「新たな視点での会計監査」という観点から適切で

配りするという企画

ない事例が一部に見られたことから、制度趣旨を踏

です。近畿会からは

まえた適切な運用が行われることが重要との指摘が

北山会長が大阪の名物として「豹柄のストール、サ

あった。

め合わせ」が提供されました。これを引き当てたの

チームに判断を与える重要なメンバーもローテーショ

は北澄常務理事でした（ストールは上の写真参

ン対象とすることを考えている（チームメンバー

照）。手塚会長からは、八海山のお酒2本、麹を

ローテーション）。もっともこのようなチームメン

使ったドレッシング、高級甘酒、米焼酎で漬けたパ

バーローテーションをすべての上場会社の監査に適

イナップルのバターサンド、酒かすを使った？？な

用するのは難しいと考えられるので、特に社会的影響

どお酒関連のお土産を頂きました。ところがお菓子

の大きい会社についてチームメンバーローテーショ

については「賞味期限が明日まで」とのこと。くじ

ン導入を考えている。ただ現段階では「長期」、

を当てたのが東京在住の小倉副会長だったので事な

「社会的影響力が特に高い」の目安を考えているとこ

きを得ましたが、もし地方の方だったらホテルでひ

ろ。対象となる監査に関しては品質管理レビューで見

とり大量のお菓子をほおばるというおぞましい事態

ていこうと思う。」

会員異動

この点についてはパートナーの交代だけでなく、

ＣＰＥ研修会

ブレ、阪急梅田店限定販売の焼き菓子などなどの詰

会長活動報告

…」と早くも忘年会気分です。引き続き柳澤副会長

ご案内

調査報告（第2次）が公表された。第一次報告では

厚生部

きました。「早いもので年も押し迫って参りまして

地区会

中華料理でした。

になるところでした。

C.P.A.NEWS 2019.12 Vol.726

15

事務局だより

18319

特
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定例役員会

２．社外役員等に就任している会員に対する
倫理規則の遵守徹底について

で奨励し浸透させることも期待されています。社外

協会は2019年7月に倫理規則を改正し企業等所属

スを担う者としてより高い職業倫理の遵守が求めら

の会員が違法行為又はその疑いに気づいた場合の対

れることを再認識いただき社会から期待された責任

応を新設しました（2020年４月から適用）。

を果たせるよう倫理規則の十分な理解と確実な遵守

この倫理規則の改正により、企業等所属の会員は

役員等の上級の職にある会員におかれてはガバナン

をお願いしますとのことでした。

地区会

所属する組織で発生した違法行為又はその疑いに対

これに関しては、手塚会長から「協会として倫理

して所属する組織による適切な行動を促すように対

の規範を示すことは意味がある」との見解が述べら

応することが求められています。

れました。

社外役員等の上級の職にある会員はその権限や影

厚生部

響力等を踏まえ違法行為又はその疑いに気づいた場

その他、協会本部の基幹システム開発中止、フォ

合の対応について他の企業等所属の会員に比べ、よ

レンジックサービス専門委員会の設置、ブロック

り深度ある対応が求められています。また法令順守

チェーン検討専門委員会の設置等多くの議案につい

を含む倫理的行動を重視する文化を所属する組織内

て熱心な議論が繰り広げられました。

ご案内

（2019年12月16日〜2020年1月15日）

近畿会および各部・委員会行事予定

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

12.16（月）

12.23（月）

研究・CPE研修部研修会

研修室13:00〜14:40

正副会長会

会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

研修室18:00〜20:00

税制・税務委員会研修会

研修室18:30〜21:00

公会計委員会

会議室18:00〜20:00

非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

会議室18:30〜20:00

12.17（火）

12.26（木）

ＣＰＥ研修会

経営委員会

会議室18:00〜20:00

近畿会改革推進特別委員会

会長室18:30〜20:30

組織内会計士委員会

会議室18:30〜20:30

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

12.20（金）
会員異動

IT委員会研修会

研修室18:30〜20:30

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:30

12.21（土）
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会
ビジネススマナーセミナー

事務局だより
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ガーデンシティクラブ大阪18:00〜20:30

1. 8（水）
近畿会新年賀詞交歓会

12.18（水）

16

国際委員会 国際メッセ

ザ・リッツ・カールトン大阪18:00〜20:00

1.10（金）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

1.14（火）
社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会

研修室13:30〜15:30

IT委員会研修会

研修室18:30〜21:00

1.15（水）
研修室14:00〜16:00

税制・税務委員会研修会

研修室14:00〜15:40

特
集

報告 REPORT
報
告

税制・税務委員会の熱きバトル 第２回

寄

『実務に生かせる信託』
常田

英貴

２. 受益権小口分割贈与

会では、外部講師として澁谷誠太郎先生をお招きし

相続対象財産のほとんどが不動産であり、現金が

た。澁谷先生は過去には信託会社の代表取締役を務

少ない場合、信託を活用して不動産の暦年贈与を実

め、現在は税理士登録の傍ら、外資系生命保険会社

行するスキームである。

に勤務されており、商事信託と民事信託の双方を深
ついてお話しいただいた。

活用シーン

相続

信託財産

不動産

ミドル層

贈与

行政書士や司法書士が取り組んでいる信託はほぼこ
のスキームである。

信託形態

ヤング層

後見

自社株 (非上場)

民事

金銭

生命保険

商事

専門

不動産自体を暦年贈与する場合、分筆または共有

厚生部

成年後見制度をサポートする信託契約で、現在、

持分化を図るか等を検討することになるが、対象不

シニア層

活用シーン

相続

信託財産

不動産

ミドル層

贈与

ヤング層

を小口に分割し、小口に細分化された信託受益権を

後見

自社株 (非上場)

金銭債権

金銭

生命保険

商事

動産を信託財産として、その対価である信託受益権

専門

贈与していくことで、不動産の暦年贈与を実行する
ことができる。

３. 受益権複層化
不動産や株式等を贈与するにあたり、信託受益権

ポイントの一つになる。信託口座の開設が困難であ

を元本受益権と収益受益権に質的に切り分けて贈与

るが、信託契約の中で任意の預金口座を指定して、

を行い、元本受益権の評価額を下げて節税を図る方

これを信託財産に入れておくことで委託者および受

法である。

の対象としておき、その他の不動産（収益物件、自

対象顧客

シニア層

活用シーン

相続

信託財産

不動産

宅等）、非上場自社株、金銭等を信託財産とし、受
託者がコントロールできる環境下に置くことで、下
・任意後見契約を検討中、又は締結済

贈与

後見

自社株 (非上場)

金銭債権
信託形態

民事

ヤング層

金銭

生命保険

商事

専門

当該スキームを使って課税当局から否認を受けた

・将来自宅を売却したい

事例があると聞いており、脱税、脱法行為に当たる

・ある程度自由にお金を動かしたい

と考えられるため、このスキームは利用しない方が

・自社株の議決権行使をスムーズにしたい

良い。現在の信託のトップランナーたちはこの手法

18321
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は採用していない。

会員異動

記の顧客ニーズに応えることができる。

ミドル層

ＣＰＥ研修会

キームを利用し、委託者の一定の生活費を任意後見

会長活動報告

金銭を信託財産にする場合、銀行口座の開け方が

託者からの倒産隔離が実現することになる。このス

ご案内

対象顧客

民事

シニア層

金銭債権

１. 成年後見サポート

信託形態

対象顧客

地区会

く知る信託の専門家に、「実務に生かせる信託」に

定例役員会

令和元年10月25日（金）開催の税制・税務委員

委員

稿

税制・税務委員会

特
集
報
告
寄
稿

６. 認知症対策型暦年贈与

不動産であれば、元本受益権を所有権、収益受益権
を家賃収入権に切り分ける。株式であれば元本受益

委託者の贈与意思と受贈者の受贈意思を信託契約

権を議決権、収益受益権を配当収受権に切り分ける

によって将来に亘って意思凍結し、受益者代理人が

という方法である。

委託者の代理で贈与意思を意思表示することで、委

定例役員会

託者が認知症になった後にも暦年贈与を行うスキー

４. 生命保険信託

ムである。

委託者が保険会社と保険契約を締結し、当該保険
契約を信託財産とするスキームである。

地区会

対象顧客

シニア層

活用シーン

相続

信託財産

不動産

ミドル層

贈与

民事

シニア層

活用シーン

相続

信託財産

不動産

後見
金銭

生命保険

商事

ミドル層

贈与

信託形態

民事

ヤング層

後見

自社株 (非上場)

金銭債権

自社株 (非上場)

金銭債権
信託形態

ヤング層

対象顧客

金銭

商事

生命保険
専門

自身が認知症になった後にも贈与したい、贈与総

専門

額を決定したい、という委託者のニーズに応えるこ

厚生部
ご案内

相続発生後の生命保険金の無駄遣いの回避や、保

とができる。また、子や孫に対して現金を贈与する

険金の年金給付のほか、後見監督外の財産形成など

ことに不安を覚えている委託者が多いように感じら

のニーズに応えることができることに加え、専門の

れるが、受贈者である子や孫との間で保険契約を締

信託会社を利用することで、金銭信託をコスト安で

結し、受贈された金銭を生命保険として積み立てる

組成することが可能である。

ことで、こうした委託者の不安も解消される仕組み

また、信託契約の中で後継遺贈型の受益者連続信
託とすることで、第二次、第三次の相続時の遺留分
は発生しないというのが通説となっている。

会長活動報告

５. 少数・共有持分対策
信託契約の意思凍結機能を使って、少数株主持分
の集約化や共有不動産持分の集約化を図るスキーム
である。

ＣＰＥ研修会

対象顧客

シニア層

活用シーン

相続

信託財産

不動産

ミドル層

贈与

後見

自社株 (非上場)

金銭債権
会員異動

信託形態

民事

ヤング層

金銭

生命保険

商事

専門

株式が分散して少数株主が多数存在する場合に、
信託契約の意思凍結機能を使って主要株主に少数株
主持分を集約することができる。

事務局だより
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となっている。

特
集

定例役員会 REPORT

第54事業年度
報

第7回定例役員会報告

告

2019年11月5日（火）18時〜19時55分
所：近畿会会議室

寄

場

稿

出席者：34名（役員数４2名）

審議事項
他地域会会員の近畿会への加入について

（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案説明）近畿会から兵庫会に転出された会員か

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
識した。

務所を大阪市内に置かれており、また、これま

福祉法人に対して実施した2回のアンケート結

で近畿会にて委員会活動を行い、人的ネット

果「社会福祉法人の会計監査の導入効果・課題

ワークを広げてきたこともあって、近畿会での

に関する調査結果」の公表について報告があ

委員会活動を継続したいとの理由によるもので

り、会計監査による効果は肯定的であったこ

ある。ついては、日本公認会計士協会近畿会規

と、法人運営に関する課題として、ガバナンス

約第6条第1項により、近畿会への加入を認める

の機能強化、コンプライアンスの意識向上、適

ことと致したいとの提案説明があり、審議の結

切な会計処理が挙げられること、会計監査につ

果、原案どおり承認された。

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た。（アンケート結

報告事項

果は公会計協議会ウェブサイトに掲載されてお

会長報告

（報 告 者）会長

北山

り、近畿会では10月28日に社会福祉法人向け
久恵

に研修会を実施）

9月28日、第21回各士業女性合同研修会が大

に関する調査報告」（第2次報告）が10月25日

阪弁護士会館（当番会：近畿会）で開催された。

に公表され、同日に会長声明が出されている。

テーマは「相続税改正〜知らないと大変！どう

2020年4月1日以降開始する事業年度から適用

変わる『相続』〜」で、多くの男性にも参加い

される改正「独立性に関する指針」の適切な運

ただき総勢275名と盛況であった。相続について

用により、「新たな視点」（フレッシュ・ア

各士業の視点から要点が整理され、その後の懇

イ）での監査と被監査会社に関する「十分な知

親会でも異業種交流を図ることができた。

識と経験」を活かし、高品質な監査の実施につ

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

なげることが求められている。十分にご留意い
ただきたい。

ＣＰＥ研修会

金融庁から「監査法人のローテーション制度
会長活動報告

（報告内容）報告者より、以下のように報告があった。

ご案内

第１号

厚生部

10月の協会本部理事会で、厚生労働省が社会
地区会

ら在住会員の申請があった。同会員は従たる事

定例役員会

を統一テーマとし、若手会員から地域経済活性

第１号議案

所検査結果事例集の紹介、本部中小監査事務所
近の監査関係の動向」について解説があった。

第２号

理事会報告

（報 告 者）理事

井上

浩一

（報告内容）報告者から、10月16日開催の常務理

会は、「『地域社会、市民への深耕を』〜ＳＤ

事会及び10月17日開催の理事会の報告が次の

Ｇｓ達成へ向けた公認会計士のミッション〜」

ようにあった。

18323
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10月11日に沖縄で開催された西日本連合総

会員異動

支援担当常務理事から「不正を見抜く監査、最

特
集

（出席者）中堅・中小監査法人（13法人：

【常務理事会：審議事項】

16名）、正副会長等6名

１．倫理委員会からの答申『国際会計士倫理
報

基準審議会（IESBA）公開草案「職業会

告

計士に期待される役割及びマインドセッ
トを促進するためのIESBA倫理規程改訂

２．本部会務報告会及び意見交換会の実施結果
について
（日

16:00〜17:40

案」に対するコメント』に関する件
２．監査・保証実務委員会からの意見具申
寄

『「財務報告に係る内部統制の評価及び

稿

監査の基準並びに財務報告に係る内部統

時）2019年10月30日（水）

（テーマ）「会務運営の方針等について」及
び「意見交換」
（報告者）日本公認会計士協会会長

制の評価及び監査に関する実施基準の改

手塚

訂について（公開草案）」に対する意

（出席者）81名

正彦 氏

３．公認会計士試験合格者祝賀会の開催について

定例役員会

見』に関する件
３．業種別委員会からの答申『「検査マニュ

（日

アル廃止後の融資に関する検査・監督の

時）2019年12月19日（木）
19:00〜20:30

考え方と進め方」(案)に対する意見』に

（場

所）リーガロイヤルホテル大阪

関する件

（会

費）無料

４．業種別委員会からの公開草案に関する件
地区会

５．会計制度委員会に対する諮問事項及び専

４．新年賀詞交歓会の開催について
（日

門委員会の設置に関する件
６．監査・保証実務委員会専門委員会の設置
に関する件

18:00〜20:00
（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（会

費）無料

厚生部

第４号

【会長報告】

時）2020年1月8日（水）

経理部報告
髙見

１．自由民主党政務調査会法務部会ヒアリング

（報 告 者）経理部長

２．意見交換会の実施

（報告内容）報告者より以下の報告があった。

３．地域会訪問（今後の方針について）

勝文

１．2019年度中間決算について

ご案内

２．各部・委員会の予算執行状況（中間）
【理事会：報告事項】
１．会長専属車の使用に関する件
２．基幹システム更改プロジェクト進捗報告

第５号

中間監事監査報告

（報 告 者）監事

松山

治幸

（報告内容）報告者より10月28日中間監事監査の

会長活動報告

に関する件
３．厚生労働省「社会福祉法人の会計監査の

結果について報告があった。

導入効果・課題に関する調査結果」に関

第６号

する件

広報部報告

（報 告 者）広報部副部長
ＣＰＥ研修会

第３号

総務部報告

（報 告 者）総務部長

ゆみこ

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
小松野

悟

（報告内容）報告者より以下の報告があった。
１．中堅・中小監査法人との意見交換会の実施

１．「ハロー！会計」の実施結果について
（学校名）智辯学園奈良カレッジ中学部
（日

時）2019年10月26日（土）
10:00〜11:30

結果について
会員異動

（日

種田

時）2019年10月28日（月）
18:30〜19:20

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等に
ついて」、「監査法人の働き方改

事務局だより

革関連法に対する対応について」

（参加者）中学生：23名
２．公認会計士制度説明会の実施結果について
（学校名）大阪大学
（日

時）2019年10月30日（水）
10:30〜12:00

（参加者）経済学部1年生：177名
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特
集

第７号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）担当副会長

洪

第10号

誠悟

本部委員会（専門部会・専門委員会）報告

（報 告 者）非営利法人委員会 医療法人専門委員会

会員業務推進部報告

議状況等について報告があった。

第11号
矢本

浩教

近畿実務補習所運営委員会報告

（報 告 者）近畿実務補習所運営委員会副委員長
谷間

稿

（報告内容）報告者より会員への業務推薦状況につ
いて報告があった。

寄

（報 告 者）会員業務推進部長

正祐

（報告内容）報告者より、医療法人専門委員会の審

２．CPE研修計画及び実施結果について

第８号

大西

薫

（報告内容）報告者より以下の報告があった。

〇大阪市公正職務審査委員会委員の推薦

１．近畿実務補習所所長について
所

長

高濱

滋

他3件

任

期

2019年7月21日〜2022年日本
公認会計士協会定期総会終了時

社会保障委員会報告

２．近畿実務補習所運営委員会正副委員長につ

（報 告 者）社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会
澤田

義実

いて
委 員 長

中尾

志都

副委員長

伊藤

誠一、岡本

会」の実施結果について報告があった。

樫本

尚彦 (兵庫会)、谷間

（日

細谷

明宏、安田

（報告内容）報告者より「社会福祉法人向け研修
時）2019年10月28日（月）
13:00〜16:00

任

期

地区会

専門委員長

定例役員会

〇奈良地方法務局評価委員会委員の推薦

第９号

告

１．CPE協議会の実施結果について

専門委員

報

（報告内容）報告者より以下の報告があった。

大輔、
薫、

智則

2019年11月 1日〜
2022年10月31日

アンケート結果について」、「会計

３．実務補習協議会委員について

厚生部

（テーマ）「社会福祉法人の会計監査に関する
監査人の円滑な導入について」及び

委

員

高濱

「社会福祉に求められる内部統制」

任

期

2019年7月21日〜2022年日本公

会員等25名

認会計士協会定期総会終了時
委

員

中尾

ご案内

（出席者）社会福祉法人41名、地方自治体13名、

滋（近畿実務補習所所長）

志都

（近畿実務補習所運営委員会委員長)
任

期

2019年11月 1日〜
会長活動報告

2022年10月31日

ＣＰＥ研修会
会員異動

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

追悼文
報
告

沖見圭祐先生を偲んで
衣目 修三

寄
稿

令和元年10月22日、私の敬愛する沖見圭祐先生

式出席の後、私達6〜7人は会議を抜け出し観光をメ

が享年95歳で亡くなられたとの知らせを聞き驚いて

インにして楽しんだのですが、沖見先生のリクエス

おります。

トは、カラオケ屋を探せとか、セスナで氷河観光に

定例役員会

沖見先生とは一回も一緒に仕事をした事は無い関

行った時、氷河の氷で水割を飲みたいからウィス

係ですが、私の公認会計士人生の様々な場面で教え

キーと水とコップを用意しろ等の毎日無理難題を要

を頂いた師のような、父のような方でした。

求される日々でした。

地区会

先生は、ナニワ監査法人の代表社員として活躍さ

この国際会議が縁で、その後の第13回世界会計士

れると共に、近畿会に実務補習所の開設を実現さ

会議東京大会では、近畿会から行った全員を集めて

れ、また近畿会会長として業界の発展に非常に尽力

パーティーを企画しろと命じられ、悩んでもアイデ

された方でした。

アが浮かばず衛藤先生に応援を求め、衆議院議長公

それらの過程でのエピソードとしては、国会議員
衛藤征士郎氏が参議院議員を任期途中で辞めて衆議

邸の300坪位の広い芝生の庭で野外パーティーを無
料で開く事が出来、初めて誉められました。

厚生部
ご案内

院選挙に打って出た時、衛藤先生は公認会計士制度

このように、常に公認会計士業界の発展を強く願

振興国会議員連盟の事務局長をして頂いていた関係

い、議論になると声は一段と大きくなり一歩も引か

上、選挙資金とお酒を持って大分県まで選挙応援に

ずご自分の考えを主張されましたが、普段は酒とピ

出かける事になりました。この時衛藤先生は大いに

アノ伴奏によるカラオケが大好きな陽気な好々爺で

喜ぶと共に、後援者の集会で応援演説を頼まれ、沖

した。健康にも気遣い、毎日1万歩以上歩き、75歳

見先生は快く引き受け、5ヶ所位の集会所で演説す

位の時私に血液検査の×が1個も無い検査結果を見

るだけでなく、選挙カーに乗りウグイスおじさんま

せ、肥満で不健康体質の私を何回もからかい得意

でやりました。

がっていました。

会長活動報告

この時衛藤先生は見事衆議院議員に初当選し、こ

80歳でナニワ監査法人を後進に譲り、最愛の年上女

の縁でその後公認会計士制度振興国会議員連盟の会

房との余生を楽しんでおられると思い込んでいました

長を引き受けて頂いています。また、衛藤先生を応

が、今回の訃報に接し、心からお悔やみ申し上げま

援する近畿会の組織として40年以上続く“近畿豊水

す。閻魔大王に議論を吹っ掛け、閻魔様に呆れられ、

会”が設立され、沖見先生が2代目会長として就任

天国に追放され、天国で待っている奥様と2人で楽し

されました。(私は5代目会長として引き継いでおり

い天国生活を満喫して頂きたいと願っています。

ます。)

公認会計士とはどうあるべきか色々教えて頂き、

今から30年以上前になると思いますが、アジアパ
シフィック会計士連盟のメルボルン大会の時、開会

会員異動

生前の沖見圭祐先生

ＣＰＥ研修会
事務局だより
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本当にありがとうございました。

特
集

追悼文
報

沖見圭祐先生を偲んで

告

道幸 靜児
おられ、監査は言うまでもなく、顧客に対する対応
にも常に細心の注意を払っておられました。プロ

年余り前、1995年夏の社員会終了後の懇親会の場

フェッショナルとして最先端の情報にも敏感で、よ

ではなかったかと思います。ナニワ監査法人で働き

く会計の雑誌や論文を携え、読まれていたことも覚

始めて5年、社員に就任して直後のことです。当時

えています。
また、とてもエネルギッシュな方で、80歳に近い

ながりはほとんどなく、他の部門の先生方は言うま

頃でも、毎朝、千里公園を1時間ぐらいウォーキング

でもなく理事長であられた沖見先生とも、それまで

されているとのことでしたし、土曜日は事務所に来

はほとんどお会いする機会はありませんでした。

て、日頃できない日常業務の整理を行い、気持ちも
さっぱりしたところで、仕事帰りにサウナで汗を流

たのですが、沖見先生から、「道幸君、そんなとこ

して一杯やるのが楽しみとおっしゃられていました。

ろに座っていないで、ここへ座ったら。」と言われ

私は、ナニワ監査法人で社員として先生と12年間

て示されたのは沖見先生の隣、いわゆる上座でし

ご一緒させていただきました。その時の先生のご年齢

た。当時の理事長ですし、ずいぶん前に近畿会の会

は71歳から83歳でした。今の私は、当時の先生に比

長も務められ、高名な先生でしたから、恐縮しなが

べるとまだずいぶん若いのですが、それでもあの当時

ら隣に座らせていただきました。懇親会の間、ずっ

の先生の集中力やスタミナ・活動力にはすでに及ば

と先生のお話をお伺いすることになりましたが、私

ず、改めて先生の若さタフさに感服しています。
先生の性格を一言で表すと、豪放磊落となるで

ざっくばらんにいろいろなことをお話しいただけた

しょうが、その反面非常に細やかな心遣いもされる

のが印象に残っています。

方でした。また、筋を通されることを重視していな
がら、時には筋を曲げてでも相手に救いの手を差し

担当させていただくこともあり、お話を伺う機会も

伸べることもあるなど、相反する面をお持ちでし

ずいぶん増えました。

た。先生が、長くご活躍されたのは、このような多

先生は豪放磊落、談論風発、斗酒なお辞せずで、
声も大きく、飲めば飲むほどに弁舌がなめらかにな

面的かつ柔軟な性格をお持ちであったからだと思い

会長活動報告

その後、沖見先生とは、部門を超えて同じ会社を

ご案内

とは35歳近く年齢が離れているにもかかわらず、

厚生部

懇親会では、新人の社員ですから末席に座ってい

地区会

のナニワ監査法人は、縦割りの部門制で部門間のつ

定例役員会

私が、初めて沖見先生とお話ししたのは、もう24

稿

申し上げます。

一方先生は、仕事には非常に厳しい一面も持って

寄

沖見圭祐先生のご逝去にあたり、心よりお悔やみ

ます。

も多くの人が集まり笑いと議論の渦が起こっていま

され、先生の在りし日を振り返ってみて、改めて先

した。非常に気さくな方で、年齢や役職の上下関係

生のすごさを痛感しています。そして、現在私が代

を気にされることがなく、誰であっても対等の立場

表を務める監査法人の前身であるナニワ監査法人の

でお話しされたため、私のような若輩者でも、先生

創設・発展にご尽力いただいた沖見先生のご恩に報

と話をするときは、リラックスして自分の意見を言

いるためにも、今の監査法人をいい形で次の世代に

える雰囲気をお持ちでした。先生の周りには、いつ

引き継いでいきたいとの思いを強くしました。

も多くの人が集まっていましたが、このような先生

沖見先生のご冥福をお祈り申し上げます。

会員異動

今回、近畿会の方から、沖見先生の追悼文を依頼

ＣＰＥ研修会

り、宴会や懇親会では、先生のいるところにはいつ

の持つ度量の広さのなせる業と言えると思います。
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特

集

第 回 リレー随筆

正経理が発覚した場合の関係者の責任﹂から﹁異

健也

会計不正対応の書籍、というコンセプトのもと、

常を発見するＤＡ︵データ分析︶のポイント﹂、

安福

執筆メンバーで何度もミーティングを重ね、ここ

﹁監査の将来像﹂にも言及した。

未来の想定図
数年に発生した１００社の会計不正事例を収集

公認会計士試験に合格してからもう２０度目の

最近ほぼ日課となっているのが、﹁書店巡り﹂

し、以下①〜⑤といった様々な切り口から分析・

年の瀬。

である。今年、監査法人のメンバーの共著で﹁業

さらに最大の特徴として、会計不正をめぐり、

整理した。

監査現場での公認会計士同士または公認会計士と

会社の方とのやりとりがわかる７つのエピソード

んだ。自分が担当した、エピソード６﹁目力︵め

︵短編の物語︶を盛り込み、活字に息吹を吹き込

︵＊︶例：建設業、ソフトウェア開発業など

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

宅会計士﹂は、働き方改革のなか、出産を機に在

認会計士の物語、エピソード３﹁データ分析と在

事者取引を利用した資金工作とそれを解明する公

由で資金が必要になった社長の事例﹂は、関連当

リーとなっている。また、エピソード１﹁ある理

という、ちょっとした愛と青春の︵？︶ストー

妙のアイコンタクトで不正発見のヒントをくれる

理部の女子職員が、若手公認会計士︵僕︶に、絶

に、お茶をもってきてくれた正義感の強そうな経

認会計士︵僕︶の物語である。その時監査現場

なかなか発見の糸口が見つけられず、焦る若手公

部告発の連絡を受け、往査にやって来たものの、

ぢから︶の告発﹂は、発信者不明の会計不正の内

③手口別：︵架空資産、簿外債務、循環取引、

所、関係会社︶、

②発生場所別：︵本社、事業部、支店・営業

小売業、サービス業︶、

①業種別：︵製造業、請負業︵＊︶、卸売業、

種別・不正パターンと実務対応︵１００社事例分
析︶﹂︵中央経済社︶を執筆・出版した。その売
れ行きが、いささか気になり、仕事帰りに阪急梅
田駅構内の大型書店から茶屋町にある大型書店を
巡回︵？︶している。
初版の頃、阪急梅田駅構内の大型書店では、平
積みの本書をしばらく立ち読みしていた男性ビジネ
スマンが、﹁よし！﹂と何かを決意したかのように

原価付替など︶、

億円

④不正実行者の職階別：︵経営トップ、役員、

億円以上

部長等、課長等、一般職員︶、
億円未満、

億円以上１００億円未満など︶

⑤金額規模別︵
未満、

地区会

究 、 エ( ︶ 監 査 の ポ イ ン ト を 紹 介 す る と と も に、
﹁会計不正発覚時の実務対応﹂、﹁上場企業で不

ま た 、 業 種 別 に 、 ア( ︶ 経 営 管 理 の 特 徴 、 イ( ︶
ど の よ う な 不 正 が お こ り や す い か 、 ウ( ︶ 事 例 研

50

声を上げ、本書を持ちレジカウンターへ向かった。

定例役員会

10

そのときは、私も﹁よし！﹂とガッツポーズ。とは

稿

10

いえ途中で買うのをやめないかどうか、遠目で代金

寄

50

の受け渡しまで見届けたこともあった。また、茶屋
町にある大型書店では、当初全く売れておらず、棚
に並んだままの本書がとても哀れで、自分で１冊、
購入したこともあった。
執筆・出版に至るまでは、長い道のりがあっ
た。新大阪から東京まで新幹線に乗っている間で

告

大方読めるような、それでいてクオリティの高い

報

18328
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119

特

集

寄

稿

定例役員会

厚生部

ご案内

︵本書のスローガン﹁天網恢恢、疎にして漏らさ

地区会

ず﹂︵老子より︶は、急所となる重要な虚偽表示

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動

事務局だより

リレー随筆

告

現するまで、何年かかってでも持ち続ける必 要 が

は断じて看過しない、という監査人の決意を示す

第119回

報

宅勤務で活躍する女性会計士が、持ち前のデータ
分析能力を発揮して数字の﹁違和感﹂を唱え、不
正の舞台となった海外子会社まで乗り込んでいこ
うとする物語、そして最終章のエピソード７﹁未
来の扉﹂では、ＡＩ︵人口知能︶を搭載し、会計

あ る 。 念 ず れ ば 通 ず 、 デ ー タ 分 析 の さ ら なる進化

25
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不正を検知する﹁監査ロボ﹂が登場する。

本書は、テレビなど多方面で活躍されている公
認会計士の方や、企業内会計士として尽力されて

月下旬には

いる方に書評を寄稿頂いたお陰で、今年６月上旬
の初版︵第１刷︶から増刷を重ね、

も期待される。また新しい年明けを迎える。ずっ

﹁網﹂をイメージしている。︶

ものであり、本書表紙のデザインは、天網の

叶えられるのかも知れない。

と心に描くことにより、未来は、思ったとおりに

要な虚偽表示を起こさせない﹂、その意思は、実

事前に防止し、または早期に発見することで、重

年の切なる願いの裏返しでもある。﹁会計不正を

伴う無用の社会コストを削減したい﹂という、長

少しでも会計不正をなくしたい﹂、﹁会計不正に

き出しから始まる。しかしこれは、﹁世の中から

本書は、第１章﹁不正はなくならない！﹂の書

し、襟を正す思いである。

並びに、監査業務に取り組む使命感を改めて実感

ると執筆者としては、本書を世に出した責任感、

初の想定を上回る勢いを見せている。ここまで来

︵第３刷︶が各地の大型書店に並ぶなど、出版当

10

特
集

地区会 REPORT
報
告

阪神地区会 親睦ゴルフ会のご報告
阪神地区会 幹事（会計） 亀田 真之

寄
稿
定例役員会

2019年10月13日（日）に阪神地区会の親睦ゴル

れていらっしゃった方もちらほら。その甲斐あって

フ会を開催しました。開催前日には台風接近の影響

か、全員OBすることなく見事フェアウェイに乗せ

により開催が危ぶまれましたが、当日は雨があが

ることができ、良いスタートを切ることができまし

り、無事開催することが出来ました。曇り空では

た。その後は、バンカーや池などに捕まることもあ

あったものの、長袖で身体を動かすと少し汗ばむ程

り、まさに気を抜けないコースであることを、身を

度の気候で、ゴルフをするには最適な天候でした。

もって体感しました。

地区会

参加者は、直前のキャンセルなどもあり、昨年に比

お昼休憩では、ゴルフとスポーツ繋がりでラグ

べると5名少ない11名で、3組に分かれてのラウン

ビーの話題に。同日夜に日本の予選最終戦であるス

ドでした。

コットランド戦があるということもあり、にわか
ファンとして盛り上がりました。
休憩後も気持ちの良い気候の中、会話を楽しみな
がらラウンドしました。ラウンド終了後は、軽食を

厚生部

とりながら各賞・順位の発表があり、お開きとなり
ました。

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会

開催場所は北六甲カントリー倶楽部。関西有数の

私が地区会のイベントに始めて参加したのがちょ

ゴルフコースで、過去幾度となくプロトーナメント

うど1年前の親睦ゴルフ会で、それまでは正直せっ

やアマチュア公式競技の舞台となっており、例えば

かくの休日に地区会に参加することに躊躇っていま

第54回関西オープンJPGAツアーなどが開催されて

した。しかし、いざ参加してみると、普段の仕事の

います。六甲の山並みを背景に東コースと西コース

中ではなかなかお会いできない他の監査法人に所属

の2つのコースが広がっており、今回は西コースを

されている方や独立開業されている方などともお話

ラウンドしました。事前に調べた情報によると、西

しすることができ、リフレッシュするのみならず公

コースは全体的には比較的フラットに造成されてお

認会計士として刺激も受けることができました。イ

りフェアウェイも広いものの、巧みに配置されたバ

ベントを企画・運営する立場となった現在、皆様に

ンカーや池などに気を抜けないコースとのこと。

ご参加いただきやすく、かつ、会員間での良いコ

会員異動

1組目の我々は、皆が注目する中、ドライバーで

ミュニケーションの場となるようなイベントを開催

のスタート。後々話をすると、前日天気の都合上練

していきたいと思いますので、老若男女関係なく是

習が出来なかった分、ゴルフの動画でイメトレをさ

非気軽にご参加いただければと思います。

事務局だより
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特
集

地区会 REPORT
報

泉地区会 親睦ゴルフ会報告

告

泉地区会 会長 林 由佳
寄

ブで泉地区会親睦ゴルフ会を開催致しました。

表彰式では、優勝、準優勝等各賞の他、泉地区会

稿

2019年10月19日（土）、天野山カントリークラ

の南方前会長より、今回の親睦ゴルフはご所用で欠
席とのことで、別途
賞品をご提供頂き、
南方賞として授与さ

のハードなゴルフを覚悟したにもかかわらず、当日の

せて頂きました。南

集合時間には、雨は上がり空には虹もかかる程で、参

方前会長お気遣い本

加者全員安堵と共に歓声を上げ、雨予報から一変、幸

当にありがとうござ

先の良いスタートを切ることが出来ました。

いました。

定例役員会

数日前から天気予報では「大雨」
「降水確率90%」
という惨憺たる状況で、参加者全員レインウエア着用

地区会

泉地区会会長をこの7月から引き継いだばかりの
不慣れもあり、親睦ゴルフの企画が遅れ、数名しか
ご参加いただけないのではと懸念しておりました
が、11名もの方々にご参加頂き感謝いたしておりま
よう少しでも早く企画しご案内ができればと思って

厚生部

す。来年度は、さらに多くの方々にもご参加頂ける
います。
また、秋のハイシーズンで予約が難しいなか、天

のうち半数近くの5名が初参加、かくいう私も同じ

野山CCメンバーでいらっしゃる岡村会員にはいろ

く初参加のうえに拙く回りの方々にご迷惑をお掛け

いろご尽力頂き、誠にありがとうございました。こ

しないかと心配しておりましたが、皆様に暖かく

の場をお借りしてあらためて御礼申し上げます。

ご案内

今回は11名の会員の方にご参加頂きましたが、そ

フォロー頂き、お陰様で和やかで楽しい1日を過ご
これから泉地区会としては、ファミリー向けの

の初参加の方々も含め打ち解けた雰囲気の中、歓談

USJや大相撲観戦等、地区会員間の親睦を一層深め

も盛り上がり、会員間の親睦を深められたのではな

るべく、様々な企画を行っていく所存です。

いかと思います。

皆さまもお気軽にご家族とご参加頂ければ幸いです。

会長活動報告

す事が出来ました。表彰式を兼ねた懇親会では、他

【エピローグ】
たとたんスコールのような大雨が降りだしました
が、それも、表彰式が終わる頃には止み、お天気に
翻弄されながらも、「今回ご参加の皆様が日頃の行

ＣＰＥ研修会

最終組がホールアウトし、クラブハウスに戻られ

いの良いメンバーばかりだったのでは！」と口々に
競技はダブルペリア方式で、優勝は、NET 72.4
の池田進也会員（初参加）でした。池田会員はイー

は50点位かと反省しつつも、無事終える事ができ
ホッと一安心致した次第です。

会員異動

自画自賛しながらの解散となりました。会長初仕事

グルも含むGROSS 76でベスグロ賞もとられ圧巻の

18331
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優勝でした。

特
集

地区会 REPORT
報
告

河内地区会 白浜旅行〜家族とパンダと秋の空
河内地区会 幹事 公原 博之

寄
稿

私の地元の富田林では「だんじり」の音が響いた
10月19・20日に、白浜旅行へ行ってきました！今

「おしっこをかけられます」という注意看板まであ
ります。

定例役員会

回は、家族でアドベンチャーワールドと白良荘の温

パーク内はそれぞれの家族で自由行動でした。ホ

泉と食事が目的でした。この旅行の幹事に任命され

テルへの移動も、路線バスでしたが、家族ごとに15

てから、皆様に喜んでいただけるよう企画しました

時〜17時のバスに別れて向かったので、ゆっくり楽

が、予定どおりいかないこともありました。

しめたと思います。ホテルまでは、バスで約20分で

まず、準備段階で、朝一の「くろしお」の指定席

した。

地区会

が全員分取れず、１時間ほど遅い電車へ変更にな

白良荘グランドホテルは、白良浜のすぐ横にある

り、参加者の皆様にご迷惑をかけてしまいました。

歴史あるホテルです。ピンクの建物は、ワイキキの

ごめんなさい。私自身、子ども達3人と一緒に参加し

ロイヤルハワイアンを連想させ、露天風呂では、

たので、朝に余裕をもって出発できて、助かりまし

ビーチを一望できます。お風呂は塩分が含まれた温

た。参加者は、家族参加が５組を含む20名でした。

泉で、湯船も大きく、ゆったりと入ることができま

当日は、天王寺駅に集合し、予定通りに白浜駅へ

した。

厚生部

到着しました。天気予報は雨でしたが、白浜駅到着

夕食は、海の幸が盛り沢山の和会席でした。子ど

時は、豪雨で稲光と雷鳴が轟き、ホームはびしょ濡

もたちはパンダのお重に入ったお子様メニューでし

れでした。その先の串本駅方面は、JRの運転が見合

た。しばらくすると、大広間が遊び場になりまし

わせられているほどでした。

た。子どもたち同士で遊んだり、テーブルに戻って

駅から出たら、さすが観光地、バス会社の便利な
サービスがありました。駅からホテルまで300円程

食べたりと、楽しい宴会になりました。賑やかな声
に元気をもらいました。

ご案内

度で、手荷物を送ってくれます。ロッカーに預ける

翌日は、小さなお子さんのいる家庭は、白良浜の

より安いでしょ！バスの2日フリー切符も、大人

浜辺や公園で遊んで、ゆっくりと過ごされました。

1500円とリーズナブルでした。やるね！明光バス。

大人のグループは、千畳敷・三段壁へ観光した後、

豪雨の中、バスに乗り込みアドベンチャーワール

「とれとれ市場」で、集合しました。帰りの電車も

会長活動報告

ドへ。道中、所々で道路が冠水していたり、側溝か

スムーズで、時間通りに到着し解散しました。

ら水が吹き出したり、このままではホテルへ避難せ

最後に、参加された皆様、適当な幹事にお付き合

なあかんかも…と心配しました。ところが、アドベ

いいただき、ありがとうございました！来年も、楽

ンチャーワールドに着いた途端、小雨になりまし

しい企画を考えますので、またのご参加をお待ちし

た。すごくラッキーでした。しばらくしたら、日が

ております。

ＣＰＥ研修会

差してきて、一気に気温が上がりました。先ほどま
での豪雨が嘘のようでした。
パークに入ると、まずは、ジャイアントパンダで
すよね！たいてい寝ているかダラダラしています
が、カワイイ！また、動物ショーでは、オープニン
グで「鷹」が観客の頭スレスレに飛んで、私に当た

会員異動

りそうになり、カメラを落としそうになりました。
特に、オススメなのは、ウォーキングサファリで
す。動物のすぐ近くまで行って、餌づけができま
す。キリンやライオンのすぐ近くまで行くことがで
き、迫力満点です。チーターの柵には、「かみます」

事務局だより
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特
集

地区会 REPORT
報
告

京阪地区会 「ゴルフ懇親会の実施報告」
京阪地区会 会長 千葉 一史

寄

参加者のスコアですが、グロスで85〜145、年齢

ゴルフ倶楽部」にてゴルフ懇親会を開催致しました。

は30〜70代と幅広く、ダブルペリア方式でのハン

稿

2019年10月26日（土）、秋晴れの中、「奈良国際

デ戦ですから、どなたでも気軽に参加でき、かつ優

なお、昨年優勝した私（千葉）にとっては、優勝
賞品のチャンピオ

定例役員会

勝するチャンスがある大会になっています。

ンベルト（ゴルフ
ベルトですが）を
地区会

携えての初防衛戦
でしたが、残念な
がら防衛失敗、渡
京阪地区会では、夏の会食、秋のゴルフ大会、冬

部靖彦会員が見事、
初優勝を飾られま

おり、今回はゴルフ大会という訳です。ゴルフ大会

した。
さて、次回のレジャー企画は、来年1月下旬での

地区会員のリピート率は高く、毎回安定して参加し

海遊館を予定しています。会員の方々には、ぜひ家

て頂いている企画の１つです。今回は13名（4組）

族と御一緒に参加して頂き、ジンベイザメやマンタ

での開催となりました。

の泳ぐ大水槽を楽しんで頂いたらと存じます。

ご案内

は、同倶楽部のご厚意により恒例で開催しており、

厚生部

のレジャー企画、春のホテルビュッフェを計画して

同倶楽部は、奈良市学園前にある開場60年の歴史
を刻む18ホール（6,351ヤード）の丘陵コースで
す。渋野日向子プロの全英オープン優勝で、ゴルフ

会長活動報告

熱が盛り上がる中、コースの素晴らしさに加え、昨
年同様、恵まれた晴天の中で熱戦が繰り広げられま
した。参加者の方には気持ち良くプレーして頂き、
プレー後での会食・表彰式（兼スコア反省会）でも

ＣＰＥ研修会

楽しい交流を図って頂けたものと考えています。

会員異動
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特
集

地区会 REPORT
報
告

豊能地区会 ハロウィンスイーツビュッフェのご報告
豊能地区会 会長 織田 三津雄

寄
稿

2019年11月2日(土)

の飾りは1つのみなので、GETすることができたらか

に、吹田・摂津、北摂、

なり幸せな気分になること間違いない。

定例役員会
地区会

豊能の3地区合同で今

デザートメニューの中で、つい何度もリピートして

回、初めての行事である

しまったのがかぼちゃパイ。かぼちゃ本来の味わいを

「ハロウィンスイーツ

堪能できるスイーツで、底の部分のパイ生地がサクサ

ビュッフェ」がリーガロ

クで最高でした。料理は、赤と黒を基調とした大人ハ

イヤルホテル大阪、レス

ロウィンならではのメニューがいくつもありました。

トランアネックスリモネ

中でもインパクトがあったのは、真っ黒な唐揚げ。正

で開催されました。当日

式名称は「ブラックフライドチキン」なので、失敗で

は、ホテル１階レストラン「リモネ」前で集合し、ま

はないのですが、見た目はびっくりです。味は美味し

ず参加者全員で集合写真を撮りました。リーガロイヤ

く何個も食べました。カレーやチキンの照り焼きと出

ルホテル大阪は、客室数や披露宴会場が多いホテル

汁巻きサンドイッチなど、フードメニューの数が多

で、大きく分けるとタワーウイングとウエストウイン

く、スイーツと料理を交互に楽しめます。

グの二つの棟があります。タワーウイングは正面玄関
を入って左側、ウエストウイングは右側の建物です。
厚生部

今回のイベントが行われたレストランはタワーウイン
グ7階にあり、タワーウイングのエレベーターでは直接
行けるのですが、ウエストウイングのエレベーターか
ら行くと6階で降りて、螺旋階段を上がっていくことに
なります。そのため、各々が行くと迷子になるかもし
れないので、集合写真後にホテルの方にレストランま

ご案内

で誘導してもらいました。

料理メニューでおかわりを繰り返したのは、黒いパス
タと唐揚げ。ポテトや唐揚げのコーナーに、さまざまな

予定通り12時、ビュッフェがスタートしました。

種類のソースが用意されており、おろしソースやタルタ

2019年のハロウィンスイーツビュッフェは、マスカ

ルソースなど色々な味を楽しめるのが魅力でした。

会長活動報告

レード“仮面舞踏会”をテーマにした黒×赤のスイー

今回、案内時の想定参加人数は50人を予定しており

ツが、シックでミステリアスな大人のハロウィンでし

ましたが、予想に反してすぐに満員御礼になりまし

た。仮面をモチーフにした「かぼちゃのムース

た。増枠の交渉はしたものの実らず、キャンセル待ち

“masquerade”」、魔女の毒リンゴを思わせるよう

10組以上となり、申し訳ない気持ちになりました。次

な「リンゴのムース」など、全25種類のハロウィンス

回はなるべくキャンセル待ちが出ないよう、貸切にし

イーツが登場していました。

ようと思います。

ＣＰＥ研修会

まずはウエルカムドリンク（1名

本行事は、14時に解散となり、早めの解散のため拘

様につき1杯）。これは、「ブラッ

束時間が短く、参加しやすい点も魅力かと思います。

ディ・スムージー」でした。不気味

来年もぜひ企画をしていきたいと思います。

な見た目からは想像できない、4種
類のフレーバーが楽しめるハロウィ
ンスムージーで美味しかったです。
飲む前にしっかりストローで混ぜて

会員異動

飲みました。
仮面やクモの形のチョコレートが飾られたデザート
や、美しいバラがデコレーションされたケーキが提供
されており、「骨ボーン ショートケーキ」の上の薔薇

事務局だより

は食べることができました。ちなみに、1ホールにバラ
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寄
稿

2016年にオープンして、ミシュランの★1つを獲

告

大阪市北地区会 天野 晴代

報

大阪市北地区会 西天満でミシュラン中華を楽しむ
〜西天満の名店「中国菜エスサワダ」で中華料理を堪能〜
入るとカウンター。
れるのかと。大丈

ドキドキのミシュラン体験。お店は裁判

夫、奥に24名の席が

所や弁護士事務所が多く存在する西天

ありました。当初上

満。ミシュラン星を再度獲得してお祝い

限20名程度だったの

の花などもあり、お店は御祝いムード。

を、お願いして、24

定例役員会

一瞬、参加者全員入

スサワダにいきました。私にとっては敷居が高くて、

この奥

得し、今回もミシュランの★1つを獲得した中国菜エ

地区会

名に拡大して席の用
意がありました。
お店のコンセプト
だったのか、小さい
お子さんの同伴がで

厚生部

きず、奥様や小学校
高学年以上のご家族
同伴などの限定とな
り、大人の雰囲気で
の懇親会となりまし
て、ご家族同伴で学生時代にミシュラン体験できるな

ご案内

た。社会人になってからミシュラン体験した私にとっ
んて素晴らしい、ちょっとうらやましいとも思いまし
た。美しい奥様を同伴の方もいて、いい雰囲気。
しています。是非ご参加ください。

香鳥はスパイスで味変革

会長活動報告

春のイベント開催は2020年3月28日（土）を予定
入り口前でお店の方と一緒に

ＣＰＥ研修会

香鳥（かおりどり）皆さんで頂きました

会員異動

タピオカミルクティー ジャスミン味

ワイングラスで紹興酒
（誰の手かなあ？)

18335

色々な紹興酒の甕
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ゴロっと、フカヒレ一人前

特
集

厚生部 REPORT
報
告

ハイキング部報告
井上 浩一

寄
稿

秋の鞍馬〜大原三千院と寂光院 （参加者会員10名、非会員6名)
10月は京都の奥座敷、静かなたたずまいの鞍馬・静

(平清盛の息女で

定例役員会

安徳天皇の国母)

原・大原を巡りました！

出町柳から鞍馬経由で静原へ

が、源平合戦に
敗れ壇ノ浦で滅亡

地区会

叡山電車の出町

した平家一門とわ

柳（始発駅) に9時

が子の安徳天皇の

半に集合し、ロー

菩提を弔い、終生

カル列車で終点の

をこの寺で過ごさ

鞍馬駅へ。駅の間

れたことで有名で

隔が阪神電車並に

す。平家物語で有
名な「祇園精舎の

短いので14駅を
約30分かけてよ

諸行無常の鐘

鞍馬、薬王坂から静原神社への途中にて

鐘」があったの

厚生部

で、鐘打をした

うやく到着。

かったのですが禁

鞍馬（標高235
ｍ）から登り道を

止されていました。

薬王阪（375ｍ）

残念！

寂光院門前にて

へ。いつものよう

大原三千院

に健脚の鈴木邦明
ご案内

続いて大原の田園風景を楽しみながら大原三千院へ。

会員が先導してど
静原児童公園にて昼休憩

んどん登って行き

大原の地は千年有余年前より魚山と呼ばれ、仏教音楽

会長活動報告

ます。「これは頑

（声明：しょうみょう）の発祥の地とのことです。拝観

張らなくては！！」

料700円也を支払い、往生極楽院・庭園・金色不動堂・

と覚悟しました。

観音堂などを巡り

ところが、今回は

ました。苔のお庭

いつもと違い頻繁

では、可愛いわら

に立ち止まって後

べ地蔵さまが、頬

続を待ってくれま

静原神社（しずはら神社）
前にて

ＣＰＥ研修会

す。以前、そのハ

イペースについて行くのが大変だという声があり、そ
の声を汲んでくださったようです。
途中、静原神社の境内で昼食。各自持参の弁当を食
べました。鈴木会員お手製のコロッケや牛肉のしぐれ
煮、さらには柿や梨まで提供していただき、皆でおい

会員異動

平家物語の寂光院
続いて江文峠（324ｍ）を経由して、東海自然歩道の
道標に従い小一時間で寂光院に到着。このお寺は天台

事務局だより

宗の尼寺で、聖徳太子により建立。第3代の建礼門徳子
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ほほ笑みで迎えて
くれました。

三千院の地蔵

こちらは外国人観光客にも人気のスポットのようで、
しば漬けやお茶、京風のアクセサリーなどの土産物屋も
増えてきており、華やかな雰囲気になっています。
最後に長歩きのご褒美として、あんみつやアイスク
リームを食べて（新田さんと私はビール）一日の疲れ

しく頂きました。感謝！
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杖をついて優しい

18336

を癒しました。
帰りは午後4時頃に大原から出町柳経由京都行のバス
に乗車し、流れ解散しました。
今回は恵まれた天候のもとでハイキングとお寺巡り

❤

の両方を楽しむことができ、採点は二重丸◎ ！！

特
集

厚生部 REPORT
報

将棋部だより（第１回）

告

世話役 川喜多 由博
寄

日を改め、11月2日（土）に、近畿会会議室にて

棋」を寄稿させていただき、「どなたか一緒に将棋

8名で第1回将棋部を開催しました。こども1名がお

の会を作りませんか」と呼びかけたところ、20名強

父さんと一緒に参加してくれました。

棋部を再結成することができました。
なお、近畿会には10数年前まで将棋部がありまし
たので、盤・駒・対局時計などの道具は一通り揃っ

活動内容は、自由対局としました。居飛車対振り
飛車の対抗形、じっくりとした矢倉、流行りの4八
金・2九飛型の角換わりなど、各自、思い思いに指

定例役員会

の将棋部員希望者が手を挙げてくださり、10月に将

稿

近畿C.P.A.ニュースの7月号に「エンジョイ将

していました。
アマ六段の部員は、級位者に対して、平手でも駒

ていました。
将棋部再結成に先立ち、部員希望者有志の14名で
9月に将棋＆懇親会を行いました。
棋力は、駒の動かし方に不安があるレベルからア
マ六段まで、様々でした。

で御指導いただき、「序盤、中盤、終盤、隙がな

地区会

落ちでも、丁寧に指導してくれました。私は、平手
い」将棋を体感しました（笑）。
やはり、人間相手に面と向かって指すのは楽し
く、そして悔しさも倍増です。

厚生部

サプライズで、少しの時間お越しいただいた久保
利明九段に、対局を見ていただき、各自ワンポイン
トアドバイスをいただきました。目を輝かせる方
や、驚きのあまり放心状態の方もいました。
懇親会では、お酒を飲みながら、将棋談義や雑談

ご案内

でラフに親睦を深める方もいれば、懇親会が始まっ
てからも、料理の横にマグネット将棋盤を広げて、
ノンアルコールで真剣に将棋を続ける方もいらっ
しゃいました（笑）これはこれで良く、気軽で自由

将棋部では、指す将、観る将、どちらも歓迎して
おります。
活動は、概ね月1回を予定していますが、毎回任
いです。今回の写真は、男性だけですが、女性部員
も3名いらっしゃいます。
ご興味のある方は、関西地区三会厚生行事掲示板

ＣＰＥ研修会

意参加ですので、気軽に入部していただけると嬉し

会長活動報告

第１回の活動、対局風景

な雰囲気の部にしたいと思っています。

→近畿会主催→随時募集中「趣味の会の募集につい
て」から登録をお願いいたします。
会員異動

久保九段との全体記念写真

10月に正式に部として発足後、早速、第1回を10
月12日に計画し、13名が参加予定でしたが、台風
を考慮して中止にしました。

C.P.A.NEWS 2019.12 Vol.726

33

事務局だより

18337

特
集

北山久恵会長活動報告

2019年度

報

TOPICS

会務報告

告

・沖見圭祐先生のご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げます。私の実務補習所時代の近畿会会長で、協会活動でお会いすれ
ばいつも気さくにお声がけくださり、歴史小説がお好きで古代史最大の争乱『壬申の乱の謎』という本を面白いよと頂いた
ことがあります。これからも温かく見守っていてください。
・11月19日には、70歳以上の会員の長寿をお祝いする「グラン倶楽部」が開催され、95歳の山中靜先生はじめ、卒寿1名、米

寄

寿1名、傘寿2名、喜寿1名、古希5名を含む26名の会員にご参加いただきました。皆様、ご壮健にご活躍されておられ、叱正

稿

ご指導をいただきました。また、11月20日の相談役会では、協会のガバナンスにおける近畿会が果たすべき役割について貴
重なご意見をいただきました。
・11月15日、令和元年の公認会計士試験合格発表があり、合格者は全国で1,337名、近畿で318名、合格率は10.7%（前年度
比0.4%減）、女性比率は23.6%で、ここ10年は20%前後でしたので大幅な増加となりました。また、25歳未満が6割を占め

定例役員会

ており、学生及び専修学校・各種学校受講生が7割と、合格者の若年化が進んでいます。女性会計士の活躍推進、若手人材の
育成が会計士業界の重要施策となっています。他の士業では高齢化が課題のようですが、会計士業界の将来への期待は大き
く、「イノベーションにより公認会計士の未来を切り拓いていかなければならない」との思いを強くしました。
・大手監査法人、中堅・中小監査法人の代表者との意見交換会では、「働き方改革」について情報共有しました。ダイバーシ
ティ推進委員会開催の研修会『最高の働きがいの創り方』でも「働き方」から「働きがい」へのステージにシフトの話があ
りましたが、長時間労働の是正や福利厚生としての制度の導入にとどまらず、「仕事のやりがい」を高めて、「成果を最大

地区会

化」するための取組に進むことが重要であると再認識しました。

日

付

10月28日

曜日

月

厚生部

10月29日

火

10月30日

水

ご案内

11月5日

11月6日
会長活動報告

11月7日

火

水

木

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜16:00

近畿会監事監査

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜19:30

中堅・中小監査法人との意見交換会

日本公認会計士協会近畿会

19:30〜21:30

中堅・中小監査法人との意見交換会後の懇親会

月亭

13:30〜15:30

本部総務打合せ会

日本公認会計士協会

16:00〜17:40

協会本部会長会務報告会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

協会本部会長会務報告会後の懇親会

ANAクラウンプラザホテル大阪

14:00〜15:00

組織内会計士委員会パンフレットインタビュー

日本公認会計士協会近畿会

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

14:30〜17:30

本部正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

本部常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

18:00〜20:00

本部役員懇親会

The Okura Tokyo

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより

11月8日

金

10:00〜17:00

本部理事会

日本公認会計士協会

11月9日

土

13:00〜14:30

ダイバーシティ推進委員会研修会

ホテルグランヴィア大阪

11月15日

金

17:00〜18:30

第９回五士業合同協議会

ＫＫＲホテル大阪

18:30〜20:30

第９回五士業合同協議会後の懇親会

ＫＫＲホテル大阪

11月18日

月

18:00〜19:00

大阪弁護士会との定例懇談会

ＫＫＲホテル大阪

19:00〜21:00

大阪弁護士会との定例懇談会後の懇親会

ＫＫＲホテル大阪

11月19日

火

11:00〜13:30

グラン倶楽部

コンラッド大阪

11月20日

水

18:30〜20:30

相談役会

リストランテ イル・プリンチペ

11月21日

木

14:30〜16:00

組織内会計士社外役員セミナー

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

11月23日

土

10:30〜12:00

組織内会計士委員会講談会

此花千鳥亭
(作成月日:2019年11月25日)
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INFORMATION

公認会計士協同組合

報

新刊書販売のご案内

告

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

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

FAX

組合員特価

消費税軽減税率のキホン100問100答
谷口孔陛 著
大蔵財務協会 刊
定価2,000円＋税

著

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

説。複雑な制度を嚙み砕き、重要な部分
をわかりやすく説明しています。より詳
しい文献との架け橋になる書。

学生と大学の心をつなぐ
−引きこもりをつくらない学生支援−

岩波一泰 著
税務経理協会 刊
定価2,200円＋税

曽田成則 著
霞出版社 刊
定価1,500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）

「ニート」が社会問題となっている今、学
生が何を考えているかを知り、問題解決のヒ
ントを提示したいという思いから、長年にわ
たり学生支援にかかわってきた著者がその記
録をまとめたものです。書店配本はしており
ませんので、当組合よりお求めください。

厚生部

本書は、初めて会計記帳業務を行う人
に向けて、複式簿記の考え方や、社会福
祉法人における具体的な仕訳処理等につ
いてＱ＆Ａ形式を中心に解説しています。
「事業費と事務費ってどう違うの？」と
いったコラムも多数収録しており、初心
者必携の一冊です。

地区会

初めての社会福祉法人会計

定価より15％引き（送料別）

経理担当者が軽減税率導入後もスムー
ズな実務が行えるよう、企業の一般的な
経理処理の流れに沿い、Ｑ＆Ａ形式で解

定例役員会

英文決算書だからといって身構える必
要はありません。キーワードとなる50個
程度の英単語から、数字を拾えれば十分
です。貸借対照表や損益計算書、キャッ
シュフロー計算書を見るポイントや、バ
フェット流英文決算書の分析術をわかり
やすく解説しています。

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

稿

齋藤浩史・伊藤勝幸
中央経済社 刊
定価2,400円＋税

URL

寄

50の英単語で英文決算書を読みこなす

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

ご案内

教育資金に公認会計士パーソナルローンをご利用ください!!

国民年金基金加入希望者の紹介受付業務について

18339

C.P.A.NEWS 2019.12 Vol.726

35

事務局だより

ご高承のとおり平成31年4月1日より、公認会計士国民年金基金は「全国国民年金基金」に合併されました。これに伴い、国民年金
基金にご加入を希望される方の紹介受付業務を当組合が行っております。国民年金第一号被保険者である公認会計士、事務所職員また
はお知り合いのかたで加入を希望される全ての方の受付をいたします。当組合（電話03-3515-8960）へご連絡ください。

会員異動

公認会計士協同組合では、ボルボ・カー・ジャパン株式会社と提携し、ボルボ車を優待価格でご紹介しております。組合員の皆様に
は、通常小売価格の6〜13％引きでお求めいただけます。
優待価格を適用するには、下記の手順により当組合からの紹介が必要になります。
①ご購入希望者は当組合ホームページ「クルマ」の「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のコーナーから「提携制度利用申込書」を
ダウンロードして必要事項をご記入のうえ、当組合にFAXでお送りください。
②当組合でFAXを受信後、組合員であることを確認したうえで、ご指定のディーラーへお送りいたします。
③ディーラーよりご購入申込者へご連絡し、商談開始となります。
（このサービスは組合員を対象としておりますので、未加入の方はご加入の上ご利用ください。）

ＣＰＥ研修会

安全性能と機能美に優れたボルボ車のご案内

会長活動報告

公認会計士協同組合では、損害保険ジャパン日本興亜㈱並びに三井住友海上火災保険㈱と特別提携し、組合員を対象とした《公認会
計士パーソナルローン》を取り扱っております。
本ローンはお子様の受験費用や入学金などの教育資金にご利用いただけます。金利は令和2年3月中のご融資実行分まで1.55％と大
変低金利になっております。加えて、最長7年までの借入期間中1.55％が維持されます。ぜひ、教育資金にパーソナルローンをご利用
くださいますようご案内いたします。
教育ローンは融資ご希望日（入学金・授業料の支払い期日）の約1か月前よりお申し込みいただけます。また、お支払済み3か月以
内（教育資金のみ）のお申込みが可能です。
詳しい資料・申込書のご請求は、当組合事務局（電話03-3515-8960）まで。

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

クも生じてきています。しかし、我々公認会計士は、この環

させていただきます。札幌での開催は、1987（昭和62）

境変化に明確に対応しなければなりません。新技術に対して

年、2004（平成16）年に次いで3回目となります。

正しい知識を持ち、企業内外で会計・監査業務を行うにあた

定例役員会

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。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。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。

り、的確なリスク分析を行って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

地区会

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

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

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

しないといっていい状況となりました。その中で、FinTech

会としたいと考えております。

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
などの広がりを見せるとともに、AI（人工知能）技術が経済
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。

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表や
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

厚生部

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

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

る一方で、AIの有効活用は、我々の業務に大きなメリットを

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

もたらす可能性を秘めています。電子データの流出が現物資

極的なご応募をお待ちしています。

産の滅失に直結するなど、これまでにはなかった新たなリス

研究発表募集要領
ご案内

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。
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
会長活動報告

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
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
ＣＰＥ研修会

（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。

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。

会員異動

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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集

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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特
集

ご案内
報

CPE協議会からの重要なお知らせ

告

継続的専門研修制度協議会
寄

2018年度より「法定監査業務に従事する会員に該当するか」の

稿

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

定例役員会

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

地区会

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

厚生部

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

ご案内

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

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

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

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

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

ＣＰＥ研修会

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

会員異動

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

事務局だより
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特
集
2019年度

近畿会開催CPE研修会 2019年11月実績及び12月予定
報
実施月日

時

間

告
14:00〜17:00
11月8日

寄

18:30〜20:00

稿
1 1 月 9 日 13:00〜14:30

定例役員会

11月12日 18:30〜21:00

11月13日 14:00〜16:00

地区会

11月14日 14:00〜16:00

11月15日 14:00〜17:00

厚生部

11月18日 18:30〜20:30

11月21日 14:30〜17:00

ご案内

13:00〜14:40
11月22日

15:00〜16:40

会長活動報告

11月25日 14:00〜16:00

11月26日 13:30〜16:00

ＣＰＥ研修会

11月27日 18:00〜20:00

11月29日 18:30〜21:00

分野

研修会テーマ

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」

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）
会 計「決算早期化を実現させるための決算・開示・監査
実務」
社外役員専門委員会研修会
コンサル
「カルビーの事例に学ぶダイバーシティの本質（≒
ティング
経営改革）」
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
税 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」
税 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））
会員業務推進部研修会
監 査「経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調
査に関する課題と提言」」
関西地区三会共催研修会（IT委員会/税制・税務委
税 務 員会）
「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
監 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）
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 ③贈与税の課税物件、税負担の
不当な減少防止」

事務局だより
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講

師

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

会員異動

40

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

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）

3

石田正氏（公認会計士、カルビー株式会社常勤
監査役、日本CFO協会主任研究委員）

2

2

2
不正
事例

大阪国税局企画課担当者

3

2

3

駒井昌宏氏（本部不正調査専門委員会副専門委
員長）、三浦善弘氏（本部不正調査専門委員会専
門委員）

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

実施月日

時

間

分野

2

中川悠氏（株式会社GIVE&GIFT代表取締役、
NPO法人チュラキューブ代表）

2

髙 瀬 靖 史 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会 副 主 席 レ
ビューアー）、𠮷川一志氏（本部品質管理委員会
主査レビューアー）

2

岡﨑芳雄氏（本部前IT委員会ITアシュアランス
専門委員会専門委員長）

2

筏井大祐氏（本部IT委員会委員）

地区会

15:00〜16:40

山本英生氏（税理士）

2

2

鷲沢定男氏（本部経営研究調査会バリュエー
ション専門委員会専門研究員）、平井清司氏（本
部経営研究調査会バリュエーション専門委員
会専門委員）、小林慎良氏（本部経営研究調査会
バリュエーション専門委員会専門委員）

冬季全国研修会
西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

13:00〜14:40 倫理等「改正倫理規則等の概要について−企業等所属の 2
2
不正
事例

コンサル 関西地区三会共催研修会
（経営委員会）
ティング「財務から展開させる事業性評価と融資推進について」

3

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
15:00〜17:00 監

18:30〜21:00

12月11日 18:30〜20:30

13:00〜14:40
12月16日
18:00〜19:30

12月23日 18:30〜21:00

柴山政行氏（公認会計士・税理士）

2

吉田敏氏
（池田泉州銀行リレーション推進部長）

樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

2

船越啓仁氏（近畿会学校法人専門委員長）

2

筏井大祐氏（本部IT委員会委員）

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

3

3

国際業務を提供されている会員10名

18345
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12月26日 18:00〜20:30

2

会員異動

12月20日 18:30〜20:30

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

3

ＣＰＥ研修会

12月13日 15:00〜17:00

備事例の検討」
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5編相
続税・贈与税より ④財産の評価」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）
スキル「内部監査の効果を高める！ヒアリングスキル向
上セミナー」
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
コンサル
「関西ベンチャーエコシステム形成に向けた地域
ティング
金融機関の役割」
関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
倫理等「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事 2
例等を踏まえて−」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 学
会 計 校法人専門委員会）
「幼児教育・保育の無償化に係る会計処理について」
組 織 関西地区三会共催研修会
（IT委員会）
環 境「機械学習と統計解析」
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6編相
続税・贈与税より ⑤確定・徴収手続」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
コンサル
「国際メッセ」
ティング
（会場:ガーデンシティクラブ大阪 オリオンの間）

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
不正
事例

会長活動報告

12月10日

査「内部統制報告書訂正事例等に見るIT関連不正・不

さちえ氏（株式会社エスプラス代表取締役、
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事）
水野浩児氏（追手門学院大学経営学部学部長・
教授、大建工業株式会社社外取締役（CG委員
長・指名報酬委員長））

ご案内

会員に対する規定（違法行為への対応等）−」
冬季全国研修会
15:00〜16:40 監 査
「経営者不正」
1 2 月 9 日 13:30〜16:30

厚生部

冬季全国研修会
コンサル
10:00〜11:40
「M&Aにおけるバリュエーション業務−機械設備
ティング
の評価実務−」
12月6日

定例役員会

1 2 月 5 日 13:00〜14:40

結城秀彦氏（本部監査・保証・IT担当常務理事）

2

稿

10:00〜11:40

前田和哉氏（金融庁企画市場局企業開示課開示
業務室専門官）

寄

18:30〜20:30

2

師

告

15:00〜16:40

計

講

報

12月4日

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

冬季全国研修会
「企業情報開示の充実に向けた最近の動向について」
冬季全国研修会
「保証業務等の体系並びに保証業務実務指針3402
監 査
「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する
実務指針」及びそのQ&Aの解説」
冬季全国研修会
税 務
「企業を契約者とする生命保険の最新実務（仮題）」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会
NPO法人専門委員会）
コンサル
「若手会計士のための「NPOとの関わり方」セミ
ティング
ナー〜株式会社とNPOを使い分けるマネジメン
ト術〜」
冬季全国研修会
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）」
冬季全国研修会
「IT委員会実務指針第７号「受託業務のセキュリ
ティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及
びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及
監 査 びIT委員会研究報告第45号
「IT委員会実務指針第
７号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のイ
ンテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る
内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正
内容の解説」
冬季全国研修会
監 査「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の利用可能性」の解説」

10:00〜11:40 会

13:00〜14:40

研修会テーマ

特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

甲斐

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,589

35

3,624

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

31

749

計

合計

791

4,415

（2019年10月31日現在）

寄
稿

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

定例役員会

資格変更（準会員から会員へ）
10月21日付
出田
猪井
岡島
金村

健太郎
拓也
望
一樹

桑水流 一成
城内 将
中野 瑛文
柳楽 孝弘

野田
大和
吉田
森本

耕司
錬司
結葉
晴夫

地区会

会員名簿記載事項の変更
10月8日〜29日
【事務所】

厚生部

大林
香川
小林

ご案内

敏彦 (会
幸男 (会
泰明 (会
髙田 充規 (会
野邊 義郎 (会
藤本 幸治 (会
水ノ上 成彰 (会
南方 得男 (会

石井 國男
井上 達也
井ノ上 寛
内本 睦夫
川島 直幸
權
基哲
中村 隆子
原田 泰吉

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会
(会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

【自宅】

会長活動報告

田中
安野
吉田
岩井
小戸
坂本
谷渕
石村

和也 (会
員）
裕貴 (会
員）
豊道 (会
員）
玄太郎(会
員）
学
(会
員）
吉隆 (会
員）
智香子(会
員）
悠弥 (四号準会員）

ＣＰＥ研修会

下口
弘中
大和
上田
津田
藤垣
水口

玄佳 (四号準会員）
翔太 (四号準会員）
錬司 (四号準会員）
安佑子(四号準会員）
海人 (四号準会員）
拓也 (四号準会員）
博幹 (四号準会員）

上田

哲平

【事務所・自宅】
乾
西田

里紗
英之

(会
(会

員）
員）

転入者
会員異動

10月8日〜29日
有馬 一平 (会
大塚 靖仁 (会

(四号準会員）

司 (会
員）
員）
德山 馨一 (会
平井 祐貴 (会
員）
宇津井 高時(会
員）
木村 滋
(会
員）
中村 公
(会
員）
城内 将
(四号準会員）

京
東
兵
東
東
京
東

滋
海
庫
京
京
滋
京

会
会
会
会
会
会
会

よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ

り
り
り
り
り
り
り

転出者
10月15日〜29日
石田 博士 (会
員）
玄行 敦史 (会
員）
尊田 千恵 (会
員）
中西 保博 (会
員）
西川 薫
(会
員）
初田 雄志 (会
員）
古田 美沙子(会
員）
三田 浩平 (会
員）
池田 晴彦 (会
員）
大久保 幸治(会
員）
奥村 道子 (会
員）
増田 隆之 (会
員）
金海 由季絵(四号準会員）
田中 奨
(四号準会員）
盧
淳沢 (四号準会員）

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

退会者
萬谷
美濃
森本
柳楽
山田

尚彦
秀起
晴夫
孝弘
佳輝

(会
員） 10月21日付
(会
員） 10月21日付
(会
員） 10月21日付
(二号準会員） 10月21日付
(四号準会員） 10月24日付

業
業
業
業
退

務
務
務
務

廃
廃
廃
廃

監査法人移転
2019年9月1日付

北摂監査法人
【旧住所】〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番24号
IBC心斎橋West3階
TEL 06-6258-5668
FAX 06-6258-5669
【新住所】〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町3丁目3番9号
田村駒ビル4F
TEL 06-6121-2981
FAX 06-6121-2984

員） 京 滋 会 よ り
員） 京 滋 会 よ り

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

事務局だより
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止
止
止
止
会

特

集

事務局だより

告

満95歳

定例役員会

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

③経営・財務に関するコンサルティング

会員異動

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

【近畿会事務局年末年始休暇のお知らせ】

ご案内

②株式上場支援業務

厚生部

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

地区会

号に伴う大雨をはじめ、今年も

事務局だより
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直近の台風

〒541‐0052

度重なる災害により日本各地において甚大な被

お問合せ先

害が発生しました。災害により被災された皆様

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。

に、心よりお見舞い申し上げます。また、一日

応 募 方 法

も早くいつもどおりの生活にもどられますよう

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

お祈り申し上げます。
秋も深まり、いよいよ寒さも本格的になってま
さて、今月号では、日本公認会計士協会会長

いりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
手塚氏による近畿会で開催された会務運営方針
説明会の報告がございます。手塚会長の﹁協会

畑江敏之(080-5719-2514)まで

12/28（土）〜1/4（土）・緊急な場合の連絡先：事務局長

を運営する﹂との発想ではなく、﹁協会を経営
する﹂という言葉にもあるとおり、認識してい
る問題及びその対応策の要旨がコンパクトにま
とめられています。是非お読みいただければと
また、﹁異色の公認会計士シリーズ﹂では、

思います。
バンビシャス奈良というプロバスケットボール
チームの興行・チケットセールス部の部門長と
して勤務されている稲増崇氏による記事が掲載
されています。プロスポーツ産業の仕組みがよ
くわかる面白い記事となっています。こちらも
是非お読みいただければと思います。
最後になりましたが、 月の合格発表で新たな
公認会計士試験合格者を迎え入れることになりま
した。昨今、様々な業界において人手不足が叫ば
れる中、このように若い人材を迎え入れることが
できるのは大変喜ばしいことです。これからもま
すます活力ある業界になるよう微力ながら業界発

)

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

稿

満68歳

21

展に貢献できればと思います。

大川真広

大阪事務所
仰星監査法人

寄

・会 員 西野 裕久氏のご尊父 博美様
2019年10月28日ご逝去 満84歳
・会 員 余野 憲司氏のご尊父 秀夫様
2019年11月11日ご逝去 満87歳
・会 員 海﨑 雅子氏のご夫君 眞信様
2019年11月18日ご逝去 満68歳
・会 員 山本 雅春氏のご尊父 季義様
2019年11月23日ご逝去 満95歳
・会 員 沖見 圭祐氏
2019年10月22日ご逝去
・会 員 海﨑 眞信氏
2019年11月18日ご逝去

TEL:06-6265-8461

担当:池上

11

︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

遥海氏
音川
・準会員

報

【慶事】

【弔事】
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
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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