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2020年１月８日（水）午後６時か

で、「庚」とは結実の後に転身する

ら、ザ・リッツ・カールトン大阪２

という変化の様子を意味し、「子」

階「ザ・グランド・ボールルーム」

は生命のスタートであり繁殖や発展

において、2020年新年賀詞交歓会を

を意味する。本年、われわれも、新

開催いたしました。今年は、ご来賓

たなステージに向けてスタートして

89名、会員・準会員327名の計416名

いく飛躍の年にしていきたいと思

にお越しいただきました。ご来賓の

う。今年は東京オリンピック・パラ

皆様、会員・準会員の皆様ありがと

リンピックの開催が予定されてお

うございました。

り、その後の関西万博に向けた新た

01

本年のオープニングは、近畿会広

なスタートを切る年であり、ここ関

年３月期に本格導入される監査上の

報担当メンバーが中心となって作成

西から日本さらには世界に向けた経

主要な検討事項（KAM）等につい

したオープニング映像を前方のスク

済の発展が期待されるところであ

て新たな取組みを進めているところ

リーンに映写した後、日本公認会計

る。また、日本公認会計士協会にお

である。近畿会では「イノベーショ

士協会近畿会

北山久恵会長から、

いても、2020年３月期における有価

ンにより公認会計士の未来を切り拓

「本年の干支は、庚子（かのえね）

証券報告書の記述情報の充実や2021

き社会からの期待に応える」という

報告

近畿会 新年賀詞交歓会

REPORT
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総務部長

小松野

悟

スローガンの下、ダイバーシティ＆

本年もご多忙のところ、多数のご

福祉法人や医療法人の監査制度の導

インクルージョンを推進する委員会

来賓の方にご出席をいただきました。

入等に伴って、公認会計士の方々に

及び会務改革を推進する委員会の設

始めに、参議院議員・公認会計士

尽力していただいており大変感謝し

置、AIやテクノロジーの進展に伴

杉 久武様からは、次のとおりご挨拶

ている。今年も公認会計士の皆様の

うこれからの監査の在り方の検討、

を頂戴いたしました。「日本が直面

益々のご活躍を願っている。」

人材育成のためのコンサルティング

する少子高齢化

能力の向上に向けた研修の充実、地

を乗り越えるた

域経済の活性化に向けたパブリック

めに、行政サー

分野における公認会計士の活動に対

ビスに対する適

する支援等の新たな施策を進めてい

正な負担と便益

き、役員一同、公認会計士制度発展

の在り方に関し

のため尽力していきたい。」との新

て適切な原価計

年の挨拶がありました。

算を通じたコス
トの見える化を
進めていく中
で、または社会
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続いて財務省近畿財務局 局長 青

化に取り組んできた。これから、日

議員（代理の方を含む）および吹田

木孝德様からは、次のとおりご挨拶

本の未来に対する公認会計士の貢献

市長等の方々にご挨拶をいただきま

を頂戴いたしました。「関西経済は

について、①「品格と活力ある資本

した。

インバウンドや万博準備等で活況を

市場」の形成に対する貢献、②地域

最後に、日本公認会計士協会近畿

呈しており、オリンピックイヤーで

活性化と社会インフラの健全性維持

会 廣田壽俊副会長より、東京と違っ

ある今年は昨年のような自然災害が

に対する貢献、③金融経済教育に対

た関西の良い所をますますアピール

起こらないことを祈りたい。」

する貢献という切り口で会員ととも

していき、日本公認会計士協会本部

に考え、実行していく所存である。

に対して地域会である近畿会のパ

関係各位には、引き続き、温かいご

ワーを魅せることで会務活動をより

支援とご指導をお願いする。」との

一層盛り上げていきたいとの決意を

ご挨拶の後、株式会社大阪取引所

述べ、ご来賓、会員・準会員に対し

代表取締役社長 山道裕己様からのご

謝意を示し、閉会となりました。

挨拶とご
発声によ
りご歓談
が始まり
また、日本公認会計士協会 手塚

ました。

正彦会長から「2019年7月に日本公

歓談中

認会計士協会の会長に就任して以

にはお越

来、日本の未来に対して公認会計士

しいただ

がどのような貢献ができるのかを考

いた37名

え、任期中に解決すべき課題の明確

の現国会

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い
近畿会では、研修会や厚生行事、地区行事等の案内について、電子メールアドレスでの案内を行っております。
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。また、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のウェブサイトの会員マイページから可能です。
ご不明な点がございましたら、日本公認会計士協会
TEL：03−3515−1122
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会員登録グループまでお問合せください。

E-Mail：kaiin@jicpa.or.jp

国際委員会では、会員の国際業務

全体スケジュール

に対する支援の充実と会員顧客の進

11月24日（日） 午前

出先地域に対する理解の促進、そし

午後

て現地で活躍する日本人公認会計士

11月25日（月） 午前

とのネットワーク構築を主たる目的

午後

察ツアーを実施いたしました。今回

スワンナプーム国際空港着
JETROバンコク事務所からのタイ概況の紹介
Asia Alliance Partner Co., Ltd.からタイの会計・税務
実務の解説

として、2019年11月24日から27日に
かけ３泊４日（内機中１泊）での視

関西国際空港発

夕方
11月26日（火） 午前

はその視察内容を報告いたします。

現地で活躍する会計士との意見交換会兼懇親会
KOKUYO-IK（THAILAND）CO.,LTD.訪問

午後

Thai Takasago Co., Ltd.訪問

夕方

スワンナプーム国際空港発

11月27日（水） 午前

関西国際空港着

報告

国際委員会 タイ視察報告
国際委員会
日
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タイ視察メンバー

時：2019年11月24日（日）〜27日（水）

訪問先：タイ王国

バンコク

参加者：安井副会長、富田国際委員長、植村国際副委員長ほか合計10名

１．JETROバンコク事務所訪問

カル飲食店に比べて比較的値段の高い

り米中貿易摩擦の影響を受けて緩や

JETROバンコク事務所にて、Senior

日本食レストランで食事するタイ人を

かな減速局面にあり、輸出はベトナ

Investment Advisorの田口裕介様よ

普通に見かけるとのことで、その浸透

ムに押されがちです。そのため、中

りお話を聞かせていただきました。

ぶりがうかがえました。

国からの生産移管をタイへ誘致する

「タイの概況とアセアン経済」とい

産業としては、第一次産業の就業

ことを志向して、「タイランド４．

う基本情報を記載したレジュメを基

者割合が３割程度と高く、生産性が

０」というビジョンを標榜し、産業

にしつつ、参加者からの諸質問に絡

高いIT産業等のサービス産業の就

の高度化・高付加価値化を図ってい

めながら臨機応変に生の情報をお伝

業者割合を高めることが課題とのこ

ます。日本との関係でみると、日本

えいただきました。

とでした。

はタイを器具や部品等のサプライ

日本からタイへの観光客もさること

タイの経済状況においては、やは

ヤーとしてしか考えておらず、人材

ながら、タイから日本
への観光客数が増加傾
向にあり、タイ人は基
本的に日本が好きだと
のことでした。その一
例として、タイへの進
出企業が多いことから
日本からの飲食業の進
出も多いですが、ロー
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についても日本への移管を望みがち

を経験された後、2004年AAPを設

ンスが多いとのことです。人口が増

ですが、タイ側としては、ロボット

立し、現在15年目となります。事務

える国は発展するとの肌感覚から、

やAIといった高度産業を志向しつ

所スタッフは約300名でクライアン

進出先を選定しておられます。イス

つ、タイ国内においても人手不足の

ト数は440社にのぼります。事務所

ラム教の信者が多い国では、現地の

状況であり、ミスマッチが生じてい

を視察させていただくと、多くのス

事務所に礼拝の部屋を用意するなど

るとのことでした。また、タイ自身

タッフの方が働いておられ、特に女

の工夫をされています。

の課題としても、理系学生が少ない

性の割合が男性より非常に多く日本

とともに、輸出産業は日本をはじめ

との違いを感じました。

AAPでの視察を終えると会場を変

とした外資が支えてきたこともあっ

AAPの主たる業務は、タイの日

えて、現地で活躍されている会計士

て自国由来の産業としてはサービス

系企業向け記帳代行業務と日本企業

の方との意見交換会兼懇親会をしま

産業が多いことからも、国の目指す

のタイ進出支援業務です。タイの会

した。場所は、シーロム通りのバー

方向性とのギャップが小さくなく、

計税務の特徴は、①すべての企業に

ンラックにある「SALADee（サラッ

タイ自身の稼ぐ力の底上げに課題が

監査が義務付けられていること、②

ディ）」という健康食をテーマにし

あるとのことでした。

すべての売上の３％程度を源泉所得

た多国籍料理のお店です。ここは昭和

また、日本からタイへの進出はま

税として毎月納付すること、③決算

の終わりにバンコクへ進出されたとい

だ続いているものの次のような注意点

で源泉の還付の申告をすると必ずと

うMOTHER BRAIN（THAILAND）

があります。すなわち、タイは制度先

言っていいほど、税務調査があるこ

CO., LTD.の川島伸様の奥様が経営

進国ではありますが細則が未整備で担

と、④税法の本文はあるが細則や通

されているお店でした。意見交換会

当官の裁量による対応に陥っているこ

達がないため、税務調査における

では、川島様をはじめ、バンコクで

と、日本語が話せて日本企業の文化を

個々の担当官の判断によるものが大

活躍されておられる日本人会計士の

理解できるタイ人は日系企業間の激し

きいことなどがあり、この対応に非

先生方数名も参加してくださり、進

い争奪戦となっており、人件費が上昇

常に手間がかかります。

出のきっかけや現地の仕事や生活の

また、業務に関して最近では、日

苦労話などの貴重なお話をお聞きす

そうした中、タイ人の希望就職先

本の鳥取県などの地方自治体の進出

ることができ、大変有意義でした。

ランクとして、１位に欧米外資系、２

プログラムのサポート業務も受託さ

位に国営企業、３位にCP等の財閥系

れるなど、幅広い業

企業、そしてその次に日系企業がくる

種の方が相談に来ら

とのことであり、タイでの日系企業の

れております。

傾向にあるようです。

求人活動は難しく感じました。

AAPはバンコク以
外にも東京・ベトナ

２．Asia Alliance Partner Co., Ltd.訪問

ム・インドネシア・

今回の研修のアレンジをしてくだ

インド・メキシコに

さったAsia Alliance Partner Co.,

現地事務所を開設さ

Ltd.（以下「AAP」）の代表取締役

れています。海外拠

である橘内進様の事務所を訪問させ

点を増やされたのは、

ていただきました。場所は、スクン

顧客からの要請が主

ビット通り沿いのオフィスビルで、

な理由です。自動車

BTS（高架鉄道）のアソーク駅から

産業は裾野が広く、

徒歩約3分のところにあります。

メーカーが進出する

橘内様は2002年に５年間勤務され

となるとその下請け

た監査法人を退職され、2003年にタ

企業が多く進出する

イの欧州系会計事務所へ入所、実務

ため、ビジネスチャ

06
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３．KOKUYO-IK
（THAILAND）
CO.,LTD.

YO-IK（THAILAND）の概況につ

勤め先の企業の知名度やブランドを

いてご説明いただきました。具体的

重視するそうです。著名なグローバ

視察ツアー一行は、宿泊先のホテ

には、グループ内での位置づけ、取

ル企業が名を連ねる日経リサーチに

ルからバスに乗りKOKUYO-IK

扱製品、製造ライン、敷地面積、設

よる「ブランド戦略サーベイ2018」

（THAILAND）CO.,LTD.（以下

立経緯、労務管理、業績概況、

においてコクヨが第８位となり、前

「KOKUYO-IK（THAILAND）」）

KOKUYO-IK（THAILAND）の強

年17位から大幅躍進を遂げたことを

の所在地である工業団地に向かいま

み・弱みの順に説明していただき、

従業員に説明すると、とても喜ぶそ

した。バスは定刻通り８時45分に出

監査業務における経営者ディスカッ

うです。帰国してランキングを確か

発し、10時半到着の予定でしたが、

ションのような趣で会社の説明を詳

めてみると７位のトヨタに続いてラ

不規則に渋滞が生じるバンコクの交

細 に し てくださいました。視察ツ

ンクインされていました！

通事情により、道路が非常に混雑

アー参加メンバーと質疑応答を行った

最後に、今回のKOKUYO-IK（THAI

し、40分遅れての到着となりまし

後、工場視察を行い、桂様から

LAND）視察を総括しますと、日本

た。到着の遅延を深くお詫び申し上

KOKUYO-IK（THAILAND）での

でも人気を博しているドットライ

げたところ、バンコクでの道路混雑

ドットライナーとPPファイルの生

ナーやPPファイルが品質を重視した

は日常茶飯事でもあり、遅延した

産ラインについて、厳格な品質管理

管理体制と、効率性も意識した生産

我々を現地法人のトップManaging

体制が構築されていることを中心に

体制のもとで作られていることを感

Directorの桂瑞樹様は温かく迎えて

説明していただきました。

じられる貴重な機会になりました。

くださいました。

KOKUYO-IK（THAILAND）の

４．Thai Takasago Co., Ltd.

KOKUYO-IK（THAILAND）は

工場では、テープのり（ドットライ

1996年に設立され、コクヨが出資す

ナーシリーズ）75％がメインであ

2019年11月26日の最後の訪問場所

る合弁企業です。所在するサムット

り、その他、PPファイル（クリ

であるThai Takasago Co., Ltd.（以下

プラカーン県、バンプー工業団地に

ヤーブック・リングファイル等）、

「Thai Takasago」）では、同社の

は、多くの日系企業が進出しており、

瞬間接着剤を製造しています。工場

管理部門のGeneral Managerである

桂様によると現在55社の日系企業が

敷地内は整理整頓されており、労働

小森谷貴様からご説明を受けました。

入っているそうです。

集約的な作業エリアとロボットによ

同社は1984年7月にタイに設立さ

現地に到着した後に会議室に通さ

る自動化が進んでいるエリアに分け

れた現地法人であり、高砂熱学工業

れ、桂様からコクヨグループとKOKU

られています。日本で有名なドット

株式会社（東証1部）の連結子会社

ライナーの生産ラインを目

（議決権の被所有比率は49％です

の前で拝見できる貴重な体

が、親会社が実質的に支配）です。

験ができました。

タイ国内での同社の会計監査は

質疑応答では、労務管理

Nexia Internationalに加盟している

について、KOKUYO-IK

Professional Auditing Service Co.,

（THAILAND）の工場

Ltd.が担当しています。

workerの離職率は年間

設立以来、クリーンルームのスペ

10％〜20％と非常に高く、

シャリストとして、ハードディスク・

自然減していく事業環境を

ドライブ製造企業や関連施設に最先端

逆手にとって変動費に近い

技術を採用したクリーンルームを提供

形態で管理していると説明

し、また、工場やビルに必要とされる

いただいた点が印象強いで

設備やユーティリティを幅広くワンス

す。また優秀な人材を引き

トップで提供することにより、広義の

留めるために、人事制度改

「ヒト」、狭義では「工場、空調シス

革にも取り組まれていま

テム、省エネ、地域熱供給」の環境を

す。桂様によるとタイ人は

創造されています。
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最近では、日本の大手ゼネコン
のシェアが減少しているため、非日
系企業からの受注獲得が重要になっ
ています。そのため、IoTを使った
設備データの収集事業を展開してい
る工場などの施設内にセンサーを設
置することにより、設備の不具合を
早期に発見して顧客サービスにつな
げるなどの新たな取り組みをされて
います。
等が設けられておらず、税務調査の
現場では税務当局の調査官にかなり
の裁量権が実質的に認められてお
り、この点については、非常に苦労
されているとのことでした。日本の
税務調査においても、税務当局の調
査官による見解に影響を受けること
はありますが、日本では税法の条文
や通達の解釈について、税務当局と
納税者が意見を戦わせるのが大前提
です。しかしながら、タイの税務調
査の現場では、調査官の裁量権のウ
エイトが大きいとのことで、公認会
計士で税理士登録している者には、
大変興味深いお話でした。さらに、

08
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タイで法人所得税や付加

り合えて有用であった」といった概

価値税（VAT）等の還付

ね満足いただけた旨のコメントをい

申告をする場合は必ず税

ただいています。

務調査が入る点も、日本

タイには古くから日系企業の進出

と大きく異なる点である

は盛んで、また、親日国でもあるこ

と感じました。

とからタイについて知る機会は比較

ご対応いただいた小森

的多くあるかと思います。しかしな

谷様はタイのウドーン

がら、タイの最新の経済状況や政

ターニー県内の大学の非

治、王室、文化、国民性などのタイ

常勤講師としてタイの学

についての基礎情報を現地で直接お

生に日本語を教えていま

話を聞くことは、新たな発見や気づ

した。その後、他社での

きもあり非常に有益でした。また、

ご勤務を経て、2008年か

タイの会計や税務、特に、担当官の

らThai Takasagoの管理

裁量にゆだねられる傾向にある税務

部門のご担当としてお仕

については、現地で直接実務をして

事をされています。学生

いる方からルールや対応策などをお

時代は日本とヨーロッパ

教えいただけたことは、日本で公認

の中古レコードの行商をしながら

会計士として活動している視察参加

ヨーロッパを旅行したときのマル秘

者からは本当に勉強になり、顧客へ

のお話のほか、タイの文化、タイ人

の助言にも幅を持たせる良い機会に

の国民性、タイ王室のお話も簡単に

なったと思います。

解説していただき、小森谷様のお話

今回で３回目の視察ツアー実施と

からは笑いの絶えない有意義な研修

なります。近畿会国際委員会でのこ

時間がアッという間に過ぎてしまい

の活動を通して、委員会としても

ました。

年々コネクションやノウハウが溜
まってきています。今後の更なる会

５．まとめ

また、タイの税法では詳細な規定

18392
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「現地の状況を知ることで、会員
サポートのための新たな気付きがあ

員の活躍支援の観点から、継続して
視察ツアーを開催していきたいと思
います。

るのではないか」という考えに基づ

最後になりましたが、今回の視察

いてこの企画がスタートし、昨年度

ツアー実施にあたり、訪問先候補の

のベトナムに続き今回で3回目を迎

提案などアレンジに多大なご尽力を

えました。今回も広く一般会員の方

いただきましたAsia Alliance Partner

に参加していただき、年齢やバック

Co.,Ltd.代表取締役である橘内様、現

グラウンドなど様々な総勢10名で視

地での受け入れを快諾しご案内いただ

察しました。帰国後すぐに参加報告

きましたJETROバンコクオフィスの

書をご提出いただいていますが、

田口様、KOKUYO-IK（THAILAND）

「直接現地で生のお話を聞くことが

CO.,LTD.の桂様、Thai Takasago Co.,

でき非常に有意義であった」「タイ

Ltd.の小森谷様、そのほか現地でご

の会計や税務制度について理解が深

歓待いただき丁寧な説明をしてくだ

まり、顧客に有益な話ができるきっ

さったすべての関係者の皆様に、この

かけになった」「今後、顧客にアド

場を借りて心より御礼申しあげます。

バイスする際に紹介できる方々と知

Ⅰ．はじめに
和歌山大学は、経済学部１回生対
象の基礎科目講義において、若手卒

学部キャリア教育担当の本庄麻美子

た質問に対する回答を織り込んで、

講師の担当授業「キャリア・デザイ

自己紹介と職業紹介、それから質疑

ン入門Ⅱ」が開催されました。

応答が進められました。岩壺さんか

業生がパネリストとして参加し、学

らは、公認会計士の役割やその魅

生の職業理解を深めるとともに、卒

Ⅱ．パネルディスカッション

力、資格取得のための勉強方法等の

業生自身の経験をもとに就職活動時

本庄講師が司会進行を務められ、

話に加え、次のようなコメントがあ

の心構え等のメッセージを伝える機

パネリストとして、あずさ監査法人

りました。

会を設けています。和歌山大学OB

スタッフの岩壷稜太さん（2013年３

・ゼミの活動で、ぶらくり丁商店街

の南方得男会員のご紹介で、昨年よ

月卒業）が、和歌山市役所に勤務し

でカフェを経営しており、その副

り若手会計士がパネリストとして参

下水道事業に携わる卒業生、和歌山

代表をやっていた。そこで社会人

加しています。今年も、2019年12月

県の古座川町に移住しゲストハウス

等、学外の多くの方とかかわりを

５日（木）に同大学経済学部棟に

を経営する卒業生とともに登壇しま

持ち、いろいろなアドバイスをい

て、１回生約250名を対象として経済

した。学生から事前に提出されてい

ただけたことがよい経験になった。

和歌山大学経済学部講義での
若手会計士による職業紹介
広報部

また、カフェの経営を通じて、お

Ⅲ．おわりに
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副部長

今井

康好

のような環境でどのような思いで

今回登壇された３名の卒業生は、

あったかを発表されていました。学

卒業後それぞれ、信用金庫、商社、

生にとって、将来のキャリアを真剣

・卒業後、地元の信用金庫に就職

生命保険会社に就職し、その後、よ

に考えるよいきっかけであり大いに

し、融資部門・営業部門を担当し

り自分にふさわしい職業に就くため

参考になったものと思います。ま

た。安定した仕事であったが、次

に一度退職され、現在の仕事につい

た、３名全員が、学生時代から現在

第に面白さを感じなくなり、そこ

ておられますが、転職にあたり、ど

までを振り返って、最も大切なもの

金についてくわしくなりたいと思
うようになった。

での自分の将来がイメージできな
くなった。金融機関というビジネ
スに対する将来への不安もあった
かもしれない。
・学生時代の４年間はやりたいこと
ができる貴重な時期であるので、
後悔のないようにいろいろなこと
に向き合い取り組んで欲しい。

18393
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は「人とのつながり」であると語っ

分でしたが、こ

ていました。様々なキャリアの機会

こで公認会計士

がある現在、自身にふさわしい職業

の魅力をリアル

を探求するために、「人とのつなが

に伝えることが

り」は本当に必要で大切なことだと

できたことは、

実感しました。

すばらしい機会

学生のみなさんは熱心に講義に聞
き入っておられ、あっという間の90

パネリスト

準会員

岩壷

03

であったと思い
ます。

稜太

当時学生であった私同様、出席した学生の大部分は公認会計士について知らないという状況でした。学生達は
自分の将来について必死に情報を得ようと真剣に私たちの話に耳を傾けてくれました。
講義終了後、講義内容に対する学生アンケートを拝見しても、これをきっかけに少しでも公認会計士について
知ってもらう、また将来のキャリアの選択肢の一つとして選んでもらえる良い機会になったと実感致しました。
この度は、和歌山大学の卒業生として登壇する機会をいただき、大変感謝しております。私自身、まだまだ未
熟ではございますが、これからも後輩達に恥じぬ様、切磋琢磨し日々成長をしていきたいと思います。

【 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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講師は、「監査実務」と「コミュ

また、小中学生を対象とした簿記・

組織内会計士委員会は、組織内会

ニケーション」の双方に精通されて

会計教育にも取り組まれており、非

計士の資質の維持と向上を図ると共

おられます、柴山公認会計士事務所

常に多岐にわたった活動を精力的に

に組織内会計士の組織化を推進して

の柴山政行先生（公認会計士・税理

行われておられます。

会員及び準会員の活動領域の拡充及

士）にお願い致しました。

１．講師のご紹介

び人材の流動化を促進することを目

柴山先生は、1992年に公認会計士

的として、定期的に研修会を企画・

二次試験に合格後、大手監査法人で

開催しています。

の勤務を経て、1998年に独立されま

今般、内部監査の現場において

した。現在では、公認会計士・税理

「コミュニケーション能力」が重要

士としての業務のほか、経営者や税

であると考え、「内部監査の効果を

理士向けのコンサルティング指導、

高める！ヒヤリングスキル向上セミ

メルマガ・インターネットを中心と

ナー」との題目でセミナーを企画致

した簿記・会計教材の製作、会計関

しました。

連の講演やセミナーなども行われ、

「内部監査の効果を高める！ヒヤリングスキル
向上セミナー」開催報告
組織内会計士委員会
日

時：2019年12月11日（水） 18:30〜20:30

場

所：日本公認会計士協会近畿会 研修室

講

師：柴山 政行 氏（公認会計士・税理士：柴山公認会計士事務所）

２．セミナーの内容

委員長

原田

報告

REPORT
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貴志

そのためには、まず、「会話がで

示す必要があります。腕組みやため

きる場つくり」、「アイスブレイ

息をつくことは、絶対にやってはい

不正事例の発覚経路には自然発

ク」が必要となります。また、相手

けない態度になりますので、注意が

覚・内部告発が多数を占めており、内

に話をさせるためには、相手の話を

必要です。

部監査にて発見できる事例はそれほど

「関心を持って」熱心に聞く必要が

＜戦略的な質問＞

多くはありません。そのため、会社に

あります。この心の在り方が最も重

戦略的な質問をすることにより、

おいては悪いことは悪いといえる風

要であり、テクニックを磨くだけで

短期的な成果だけでなく、問題の根

土・環境づくりが必要となります。

はだめです。

本的な解決を図り、会社の体質を変

＜不正事例の発覚経路＞

＜コミュニケーション技術の必要性＞

もう１つ重要な点は、自分が次に

監査の実効性を上げるためには、

話す内容を考えながら聞かないとい

監査の対象となる方が内部監査にメ
リットを感じて、積極的に話をした
くなるようにしなくてはいけません。

う点です。
その上で、自分が相手の話をきち
んと聞いているということを態度で

えるような大きな成果を出すことが
可能となります。
そのためには、まず質問の仕方を
徹底的に事前に練習することが重要
です。
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そのうえで、自由に相手に考えさ

座って下さい。」との柴山先生から

部監査といった枠を超えて、コミュ

せる「オープンクエスチョン」を使

のリクエストがあり、出席者の皆様

ニケーションの重要性を説明して頂

用して、問題の発見に取り組みま

に席を移動して２名１組のペアと

きましたので、とても有意義な内容

す。問題を発見することができた

なって頂きました。そのうえで、セ

でした。

ら、その問題を深堀していきます。

ミナーの途中、ペアでのディスカッ

実は、事務局だけで柴山先生を囲

その際には、抽象的な内容からより

ションを複数回行い、コミュニケー

んだ懇親会をセミナーの後に開催し

具合的な内容へと物事をとらえる切

ションスキルの実践を行いました。

たのですが、遅い時間であったにも

り口（チャンク）を小さくしていく

議論の後、複数の方にその内容を

かかわらず、長時間にわたって白熱

「チャンクダウン」といった技法を

発表頂きましたが、皆さん、非常に

活用します。そうすることで、問題

白熱した議論をされていたことが、

の「症状」から具体的な「根本原

発表内容からも伺えました。

因」へと至ることができます。
＜問題の解決策＞

セミナーの最後には、質疑応答の

した議論を交わしました。
柴山先生、遅い時間までお付き合
い頂きまして、誠にありがとうござ
ました。

時間を設けましたが、柴山先生には

なお、今後も組織内会計士委員会

最後に、解決策を質問によって引

非常に丁寧に質問にご回答頂き、当

では、皆さんに興味を持って頂ける

き出します。それは、解決を妨げる

初予定時間を大きく超える結果と

内容でセミナーを継続して開催して

要因を明確にしたうえで、対応策へ

なってしまいました。

参ります。引き続き、よろしくお願

の取り組みを促すことです。特に、
初めの一手は小さくてもいいので、

い致します。

４．最後に

すぐにさせることが重要です。そう

柴山先生には、

することによって、行動の変容を促

非常に熱心にセミ

すことができます。

ナーの講師を努め
て頂きました。先

３．セミナーの雰囲気

生の熱意を受け

まず、セミナーの冒頭に「コミュ

て、参加者皆が非

ニケーションに関するセミナーです

常に熱心にセミ

から、２名１組でペアになって頂き

ナーに聞き入って

たい。一つのテーブルに２名ずつで

おられました。内
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令和元年12月19日（木）にリーガ

部長 樽川流様、同理財部次長 中嶌

庫会会長 宮田勇人様にもご参列いた

ロイヤルホテル大阪にて、近畿実務

久光様、同理財第１課長 藤居功様、

だきました。

補習所2019年期生の入所式を執り行

日本公認会計士協会会長 手塚正彦様、

入所式は、伊藤誠一副委員長の司

いました。令和元年度公認会計士試

同常務理事 鶴田光夫様、同常務理事

会により、委員長の中尾の開会の辞

験におきましては、全国で1,337名

後藤紳太郎様、一般財団法人 会計教

とともに定刻通り開始しました。

が合格を果たし、近畿実務補習所に

育研修機構専務理事・事務局長 新井

は260名が入所いたしました。

武広様にご臨

入所式には、ご来賓の方々を始

席賜りました。

め、近畿会の会員の皆様、近畿実務

また日本公認

補習所運営委員の皆様にご来場いた

会計士協会近

だき、2019年期生の実務補習のス

畿会会長 北山

タートを祝福いただきました。あり

久恵様、同京

がとうございました。

滋会会長 中野

来賓には、財務省近畿財務局理財

雄介様、同兵

近畿実務補習所2019年期生入所式
近畿実務補習所運営委員会

委員長
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中尾

志都

最初に近畿実務補習所の高濱滋所長

に移りました。考査部門では金賞と

さについて、熱いメッセージが送ら

より式辞として、歴史ある近畿実務

して岩井萌さん、銀賞として戸田育

れました。

補習所の65期生としての心構えをお

秀さん、出席部門では皆勤賞として

最後に、答辞として2019年期入所生

話しいただきました。次にご来賓の

杉本智則さんが、高濱所長より優秀

代表の三輪俊太さんが、入所式ご臨席

近畿財務局理財部長の樽川様より、

表彰を受けました。代表として皆勤

の皆様へのお礼と実務補習に真摯に取

プロフェッションとしての公認会計

賞を受賞した杉本さんから2019年期

り組む決意を述べました。答辞からは

士への期待を込めたご祝辞、また日

生へ、補習所の講義の重要性や補習

皆様の期待に応え一所懸命に実務補習

本公認会計士協会会長の手塚様から

所での同期や先生方との交流の大切

に取り組もうという意気込みが感じら

は、公認会計士の未来、そ
して補習生の皆さんの未来
は明るいという事、プロ
フェッションとしての努力
を継続して行う事が大事で
あるという激励のお言葉を
いただきました。
続いて、2019年に補習所
を修了した2016期生の表彰

出席部門

皆勤賞受賞

杉本智則さん

入所生代表

18397

三輪俊太さん
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れ、ご参列の皆様より2019年期生に盛

2019年期生の就職先につきまして

近畿実務補習所の運営につきまし

大な拍手が送られました。厳粛な雰囲

は、その多くが監査法人となっていま

ては、運営委員及び専門委員のみな

気の中、安田智則副委員長の閉会の辞

すが、公認会計士の活躍の場が広がっ

さまを始め、関西地区三会の会員の

をもって、入所式は無事に終了いたし

ている状況の中、将来的には様々な分

みなさまには多大なるご協力をいただ

ました。

野での活躍が期待されます。実務補習

いております。この場をお借りして御

入所式は補習生にはとって公認会

所では、幅広い知識の習得ができるよ

礼申し上げます。

計士としての記念すべきスタートで

う、また時代の変化に適切に対応でき

これからも後進の育成に尽力して

あり、いただいたメッセージを心に

るよう、カリキュラムや教材の見直し

いく所存ですので、今後とも引き続

留めて、今後の実務補習に臨んでほ

を実施しています。近畿実務補習所に

き補習所運営に関心をお持ちいただ

しいと思います。

おきましても、できるだけ現場の生の

き、変わらぬご支援とご協力をいた

声を補習生に届けられるよう、各分野

だきますようお願いいたします。

入所式に引き続き、関西地区三会

のプロフェッションである先生方にラ

の共催で、令和元年公認会計士試験

イブ講義をお願いし、工場見学や連結

合格者祝賀会が開催されました。近

研修、ビジネスゲーム研修等で、実践

畿会の北山会長、ご来賓の会計教育

に近い体験をしてもらえるよう取り

研修機構の鶴田様、兵庫会の宮田会

組みを行っています。

長より心温まるメッセージがあり、
終始和やかな歓迎ムードの中で始ま
りました。
祝賀会には補習所の運営委員や多
くの関西地区三会の会員が出席さ
れ、2019期生にとっては先輩となる
公認会計士の先生方と十分に交流し
ていただけたことと思います。
最後に、京滋会の中野会長の閉会
の辞をもって、祝賀会が閉会となり
ました。
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ではありません。本稿では、この無

設ページに掲載されていますので、

2019年10月より、「幼児教育・保

償化に係る監査・会計に関する留意

ご参照ください。

育の無償化」（以下、「無償化」）

事項について解説します。なお、本

がスタートしました。これにより、

稿では、監査業務への関連性の高い

幼稚園、保育所、認定こども園など

事項を中心に解説しており、制度の

ここでは、監査に関する留意事項

を利用する３歳から５歳児クラスの

詳細を網羅的に解説しているもので

として、制度の概要を解説します。

子どもたち、住民税非課税世帯の０

はありませんので、あらかじめご了

無償化を理解するためには、①無

歳から２歳児クラスまでの子どもた

承ください。無償化の詳細は、内閣

償化の対象費目、②給付形態、③対

ちの利用料が無料になります。無償

府の「幼児教育・保育の無償化」特

象施設を整理する必要があります。

はじめに

化は、子育て支援の充実を図ること
を目的とした制度ですが、学校法人
の監査・会計とも密接に関連してお
り、我々公認会計士の業務と無関係

監査に関する留意事項

保育料

預かり保育料

副食費に係る補足給付

代理受領

代理受領or償還払い

代理受領or償還払い

未移行園 代理受領or償還払い 代理受領or償還払い

代理受領or償還払い

新制度園

幼児教育・保育の無償化に係る
監査・会計に関する留意事項
非営利会計委員会

学校法人専門委員会

専門委員長
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舩越

啓仁

無償化の対象費目は、①保育料、

す。償還払いは、保護者がいったん

いは想定されません。未移行園につ

②預かり保育料、③副食費に係る補

無償化前の保育料等を園に支払った

いては、新たに「子育てのための施

足給付の３項目に大別されます。対

後に、保護者が市区町村から無償化

設等利用給付」（以下、「施設等利

象費目のポイントは、未移行園にお

に係る給付を受領する形態をいいま

用給付」）という給付制度が設けら

ける保育料には入園料も含まれると

す。給付形態は、市区町村が独自に

れ、これによって無償化の手当てが

いう点です。保育料の無償化上限は

決定することができるため、市区町

行われます。そのため、市区町村に

月額25,700円ですが、未移行園の場

村ごとの給付形態を整理する必要が

よって代理受領又は償還払いとなり

合は、入園料を在籍期間（最長12か

あります。

ます。なお、預かり保育料と副食費

月）で月割按分し、月額保育料に含

対象施設は、新制度園と未移行園

めて無償化対象額を算定することに

に分けて整理します。保育料につい

なります。途中入園や途中退園があ

て両者で取り扱いが異なる点がポイ

る場合は、入園料の取り扱いに留意

ントです。新制度園では、「子ども

が必要です。

のための教育・保育給付」（施設型

無償化に係る会計処理は、内閣府

に係る補足給付については、両者の
相違は基本的にはありません。

会計に関する留意事項

給付形態は、①代理受領と②償還

給付及び地域型保育給付）の拡充に

から公表されている「幼児教育・保

払いの２種類があります。代理受領

よって無償化の手当てが行われま

育の無償化に関するFAQ【2019年

は、保護者から減額後の保育料等を

す。すなわち、保護者が負担してい

10月18日版】」に掲載されていま

受領し、無償化に係る給付は市区町

た基本保育料部分が無償になるとい

す。ここでは特に重要なポイントに

村から各園が受領する形態をいいま

うイメージです。そのため、償還払

ついて説明します。なお、以下にお

18399
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示しする会計処理はあくまでも内閣

費収入」として計上していました。

です。具体的には、市区町村から園

府のFAQをもとにしているもので

無償化対象者については、「基本保

への入金額を大科目「付随事業・収

あり、都道府県知事所轄学校法人の

育料収入」がゼロになり、全額「施

益事業収入」小科目「施設等利用給

場合、所轄庁から別途指示が発出さ

設型給付費収入」として計上するこ

付費収入」に計上することになりま

れる可能性があります。その場合

とになります。

す。先述した保育料に係る無償化分

は、所轄庁からの指示が優先されま
すので、ご留意ください。

未移行園については、新たに施設

は大科目「学生生徒等納付金収入」

等利用給付が支給されます。償還払

に計上しますが、預かり保育につい

無償化に係る会計処理を整理する

いであれば、保護者から保育料全額

ては、大科目が異なる点に留意して

ためのポイントは給付形態によって

を徴収するため、保護者からの入金

ください。

会計処理が異なるという点です。先

額を「保育料収入」として計上しま

（副食費に係る補足給付の会計処理）

述したとおり、給付形態には代理受

す。この場合、市区町村から園への

副食費に係る補足給付について

領と償還払いの２種類があります。

入金は発生しません。一方、代理受

も、預かり保育料と同様に、新制度

このうち、代理受領の場合は会計処

領の場合、保護者から減額後の保育

園と未移行園での会計処理の差異は

理に留意が必要となります。償還払

料を徴収します。保護者からの入金

ありません。また、給付形態が償還

いについては、保護者から減額前の

額は「保育料収入」として計上しま

払いであるか代理受領であるかにか

金額を園が受領することから、従来

す。市区町村から園への入金額につ

かわらず、従来どおりの会計処理を

どおりの会計処理を行います。以

いては、大科目「学生生徒等納付金

踏襲します。特に、教育活動と一体

下、対象費目ごとに新制度園と未移

収入」小科目「施設等利用給付費収

的に行う給食の費用として、給食費

行園に分けて解説します。

入」に計上します。

を大科目「学生生徒等納付金収入」

（保育料に係る会計処理）

（預かり保育料に係る会計処理）

として取り扱っている場合は、補足

新制度園における保育料について

預かり保育料については、新制度

給付費も同科目とすることが基本と

は、償還払いは想定されず、代理受

園と未移行園での会計処理の差異は

考える点に留意が必要です。なお、

領による給付になります。新制度園

ありません。また、給付形態が償還

内閣府が公表しているFAQでは、小

については、これまでも保護者から

払いの場合は従来どおりの会計処理

科目は明示されていませんが、従来

の入金額を「基本保育料収入」、市

を踏襲することになります。そのた

どおりの小科目を使用することで問

区町村からの入金額を「施設型給付

め、代理受領の場合だけ留意が必要

題ないと思われます。

（保育料に係る会計処理）
保育料
（代理受領）

保護者負担額

市区町村からの入金

新制度園

※無償化につき基本的に発生せず

大科目：補助金収入（※）
小科目：施設型給付費収入
※都道府県からの通知があれば学生生徒等納付金収入でも可

未移行園

大科目：学生生徒等納付金収入
小科目：入園料収入または保育料収入
※25,700円を超える部分

大科目：学生生徒等納付金収入
小科目：施設等利用給付費収入

（預かり保育料に係る会計処理）
預かり保育料
（代理受領）
新制度園

未移行園

16

保護者負担額
大科目：付随事業・収益事業収入
小科目：補助活動収入など
※無償化対象額を超える部分
大科目：付随事業・収益事業収入
小科目：補助活動収入など
※無償化対象額を超える部分
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市区町村からの入金
大科目：付随事業・収益事業収入
小科目：施設等利用給付費収入
大科目：付随事業・収益事業収入
小科目：施設等利用給付費収入

１．相続税法22条では「…特別の定

て好ましくありません。

るべきであることから、ある相続

めのあるものを除くほか、相続、

そこで、相続財産等の評価の一般

財産等の評価が評価通達と異なる

遺贈又は贈与に因り取得した財産

的基準を財産評価基本通達によっ

基準で行われたとしても、それが

の評価は、当該財産の取得の時に

て定め、そこに定められた画一的

直ちに違法となるわけではありま

おける時価による。」と定めら

な評価方法によって相続財産等を

せん。

れ、時価の定義規定は置かれてい

評価することとされています。

点からみ

このため評価通達６項におい

ないため、時価については解釈に

このように課税実務においては

て、「この通達の定めによって評価

委ねられています。しかしなが

評価通達に従った評価が定着して

することが著しく不適当と認められ

ら、相続財産等の時価を客観的に

いますが、評価通達は法令ではな

る財産の価額は、国税庁長官の指示

評価するのは容易ではなく、ま

いこと、また、個別の相続財産等

を受けて評価する。」と定められて

た、納税者間で相続財産等の評価

の評価は、その価額に影響を与え

います。その結果、納税者が同項の

が異なることは、課税の公平の観

るあらゆる事情を考慮して行われ

定めを根拠に、土地の評価について、

税制・税務委員会の熱きバトル第３回

『不動産をめぐる税法上の時価について』
税制・税務委員会

（１）不動産鑑定等の時価をもとに

このような６項否認の例として

担当副会長
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安原

徹

２．今回の委員会では、タワマン節

申告したのに対し課税庁が評価通達

しばしば紹介されるのが

タワー

税と似たところのある「マンショ

によるとする場合、逆に、（２）納

マンションによる節税です。タ

ン駆け込み取得」に関する令和元

税者が評価通達にしたがって申告し

ワーマンションの高層階は低層階

年８月27日の東京地裁判決を取り

たのに課税庁が評価通達の定めによ

より高い価格で販売されるのに、

上げました。

らずに評価をおこなう場合があり、

税法上の評価額が同じなので、富

本件では、90歳を超える不動産

しばしば争いになっています。

裕層が実際には居住しない高層階

関係の会社代表者であった被相続

（１）については法令ではないもの

を購入し、税法上の低い評価を利

人が、「相続開始前３年５か月

の評価通達による評価が広く行われ

用して相続税等の節税を図るもの

前」（平成21年１月）に、賃貸用

ていることからめったに認められる

です。この節税スキームの流行に

不動産（甲不動産）を約8.3億円

ことはありません。一方、（２）に

対し、課税庁は「評価通達によら

で取得しました。続いて、「相続

ついては、課税庁が自分で決めた

ないことが相当と認められる特別

開始前２年６か月前」（同年12

ルールに納税者が従ったとしたのに

の事情がある場合に該当する」と

月）に、賃貸用不動産（乙不動

なぜそれが認められないのかという

していわゆる６項を根拠に否認す

産）も約5.5億円で取得。そし

素朴な疑問が生じます。

る事例が続出しました。

て、これら本件各不動産の購入資

18401
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金として、銀行から合計約10億円

否かを検討。まず、本件各不動産

相続税の計算をする上での本物件の

の借入れをしました。また、この

の評価通達の評価額と売買価額や

評価額が問題となりました。裁判で

代表者は不動産購入の前年に自分

鑑定評価額を比べ、４倍ほど乖離

はここでも同様に「評価通達によら

の次男の長男である孫と養子縁組

していることを指摘しました。そ

ないことが相当と認められる特別の

をしていました。代表者は平成24

のうえで「本件相続開始時におけ

事情がある場合に該当する」として

年６月に94歳で死亡。相続開始

る本件各不動産の客観的な交換価

６項否認が使われたのです（東京地

後、相続人は本件各不動産を評価

値を算定するにつき、評価通達の

判平成４年３月11日）。

通達に基づき合計で約3.3億円と評

評価方法が合理性を有することに

価、さらに借入金約10億円を債務

ついては、相応の疑義があると言

控除し、孫が住む居宅（甲不動

わざるを得ない。」とし、国の主

４．このように通達を逆手に取った

産）について小規模宅地特例を適

張を認めました。国側は、本件訴

租税回避には課税当局が当該通達

用したうえで、相続税をゼロとし

訟にあたり銀行の貸出稟議書等を

の「不適用」で対抗するという姿

て申告しました。

調査し、銀行の貸し出し稟議書に

勢が明らかになったと解されま

これに対し税務署は、評価通達

「相続税対策のためローンを実行

す。これに対しては、「法的安定

６項に基づき、鑑定評価額（甲不

して不動産を購入」といった記載

性」「予測可能性」の確保という

動産：約7.5億円、乙不動産：約

があること発見していました。そ

観点から、実務上問題ではないか

5.2億円）による評価が適正とし

の結果、通達による評価額と売買

という声が上がっています。つま

て、平成28年４月に更正処分。国

価額等が著しく乖離しているとい

り、相続税実務が財産評価基本通

税不服審判所の裁決（平成29年５

うだけでなく、銀行稟議の記載等

達に依拠しているという実態があ

月23日裁決）を経て、提訴されま

も証拠として、本件が相続税の節

る中で、納税者からすると「課税

した。

税のためにあえて借入れ及び不動

庁ルールに従ったのになぜそれが

なお、相続人は相続開始の９か

産の購入を企画、実行したものと

認められないんだ」「恣意的に６

月後に、乙不動産を約5.1億円で

認め、こうした経緯にも着目した

項否認が使われるのではないか」

第三者に譲渡しました。

上で、評価通達６項に基づき通達

といったという意見がある一方、

によらない鑑定評価額を認めたと

「やっぱりこれはやりすぎで相続

いうものです。

税の軽減を過度に追求して実質的

この事案は一見すると「見事な」
相続スキームのように見えます。
税金ゼロで不動産を孫に移転でき
たのですから。

な公平を著しく害しているといわ
３．同様の事件は以前にも存在しま

しかし、この訴訟において東京

した。

れてもやむを得ない」との意見も
ありました。

地方裁判所は国の主張どおり、本

病床にある95歳の人物が昭和62

いずれにせよ実務家としては、

件での評価通達６項に基づく鑑定

年10月に８億円の借入を行って賃

「相続税の軽減」という目的のた

評価額を認めました。つまり、租

貸マンションを7.5億円で購入

めに通達評価額と実勢価格の乖離

税負担の実質的な公平を著しく害

し、借入利息月額480万円よりは

が生じている物件を探したり、被

することが明らかな「特別の事

るかに安い166万円で賃貸に供し

相続人が高齢になってからの物件

情」がある場合には、評価通達で

ました。このマンションの財産評

取得や病気になってからの借入れ

定める以外の合理的な方法で評価

価基本通達による評価額は約1.3

といった行為も「相続税対策」で

することが許されると解すべきと

億円。同人は昭和62年12月に死

「実質的な公平を著しく害する」

して、評価通達６項の定めを支持

亡。Ａの相続人は昭和63年４月か

と判断される要因となりかねない

したのです。そして、本件各不動

ら７月にかけ、7.74億円で本物件

点注意が必要でしょう。

産について、特別の事情があるか

を他に売却したというものです。
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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
〈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）

日本公認会計士協会の第41回目となる研究大会は、北海道会の主催により、メインテーマを「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〜」として、札幌にて開催いたします。
募集する研究発表は、多様なニーズに考慮し、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おります。

研究発表募集要領
１．応募資格
会員・準会員及び一般有志

ご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例えば
「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目
的を作成いただき、発表者として希望する者のリストを添えて

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「いま、挑戦の時〜新技術を駆使

お送りください。
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

し、多方面で活躍する公認会計士を目指して〜」に関連する

ディネーター等発表者を選定します。

テーマとします。

※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、ご応募ください。

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
①研究論文による発表

４．応募及び推薦締切日
2020年2月28日（金）（必着）

日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表して
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論文を作成し、選考結果の送付先となる住所
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）
・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

５．選考
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でご留意

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とし

ください。

ます。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発表方
法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表者の同意を
得ている旨を明記の上、お送りください。

６．発表予定テーマ数
今大会（第41回研究大会）では、10テーマの発表を予定し
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会

②パネルディスカッション形式による発表
研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当
日、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行っ

に割り当てる予定です。
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。

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上、電子データをメール
に添付してお送りください。

７．研究発表の決定
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。
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。

・A4判の5頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料(MS
PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただきます。
・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)

８．送付先及び問合せ先
〒102-8264

東京都千代田区九段南4-4-1

日本公認会計士協会

総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）/ FAX 050-3737-6397
（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
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容
で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマについての

E-Mail

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会
北海道会研究大会実行委員会
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日

定例役員会報告

時：2019年12月６日（金）15時〜17時10分 ／ 場

審

議

所：近畿会会議室 ／ 出席者：38名（役員数43名）

事

項

第１号議案 会費免除について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、会員９名について、勤務者においては勤務先への休暇届（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
項第三号に該当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果承認さ
れた。

第２号議案 近畿会弔慰金制度の見直しについて
（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

（提案内容）提案者より、近畿会弔慰金制度の見直しについては、近畿会財政の在り方検討特別委員会の提言書に
おいて「地域会弔慰金制度の見直し」として提言させていただき、また、第６回定例役員会（2019年10月９
日）では協議事項としてご意見をいただいたところである。ついては、「近畿会弔慰金制度見直し」を下記の
とおりとしたいとの説明があり、審議に入った。
（弔慰金制度の見直し）
1．弔慰金制度は存続する。
2．弔慰金額は現行22万円から10万円に減額する。
3．生存支給金（生前お祝い金等）は制度として採用しない。
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

事

項

第１号議案 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、11月の会務活動について以下の報告があった。
11月19日に、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歳の山中静会員はじめ、卒
寿１名、傘寿2名、喜寿1名、古希5名を含む25名の会員にご参加いただいた。参加された皆様、ご壮健にご活躍
されており、叱正ご指導をいただいた。また、11月20日開催の相談役会では、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いた。
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）であった。女性比率は23.6%で、ここ10年は20%前後であったので大幅な増加となっ
た。また、25歳未満が6割を占め、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
る。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るが、他の士業では高齢化
が課題のようで、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」と強く思った。
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ったが、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、「成果を最大化」するための取組に進むことが重要であると再認識した。
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第２号議案 理事会報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）11月７日開催の常務理事会及び11月８日開催の理事会報告
報告者より、主に以下の報告があった。
■会長報告
１．金融庁からのファームローテーション調査報告
監査法人の交代に際して支障となり得る実務面の課題に対処しつつ、監査市場の寡占状態の改善や
非監査業務の位置づけという観点も含め、海外の動向を踏まえながら、より幅広く監査市場の在り方
についての分析・検討を行う必要がある
２．会長声明の発出
監査人の独立強化にむけて〜「監査法人のローテーション制度に関する調査報告（第二次）」の公
表を受けて〜
■常務理事会審議事項
１．総合戦略・企画・コミュニケーション担当副会長からの意見具申「調査・研究の運営の在り方につい
て」に関する件
２．非営利法人委員会からの答申に関する件
（１）『非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及
び監査報告書の文例」の改正について』及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」につ
いて
（２）非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式に関するチェックリスト（平成
20年基準）」の改正について
■常務理事会報告事項
１．会長声明「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」に関する件
２．プロジェクトチームの設置に関する件
３．基幹システム更改プロジェクト経過報告に関する件
■理事会審議事項
１．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「2018年度CPE義務不履行者に対する措置」に関する件

第３号議案 総務部報告
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第９回五士業合同協議会（大阪土地家屋調査士会担当）の実施結果について
（日

時）2019年11月15日（金）17:00〜18:30

（場

所）ＫＫＲホテル大阪３階「曙の間」

（テーマ）「若手会員の交流会について」
（出席者）近畿会７名、大阪弁護士会６名、（公社）大阪不動産鑑定士協会５名、
大阪土地家屋調査士会８名、日本弁理士会関西会４名
２．大阪弁護士会との定例懇談会の実施結果について
（日

時）2019年11月18日（月）18：00〜19：00

（場

所）ＫＫＲホテル大阪

（テーマ）「中小企業施策について」
（出席者）近畿会５名、大阪弁護士会８名
３．相談役会の実施結果について
（日

時）2019年11月20日（水）

（場

所）「Ristorante IL PRINCIPE(ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ｲﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾁﾍﾟ)」（北浜）

（テーマ）「公認会計士業界における当面の課題について」
（出席者）相談役４名、正副会長５名
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４．令和元年公認会計士試験論文試験の合格発表について
５．公認会計士試験合格者祝賀会の開催について
（日

時）2019年12月19日（木）19：00〜20：30

（場

所）リーガロイヤルホテル大阪

（会

費）無料

６．新年賀詞交歓会の開催について
（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

（会

費）無料

第４号議案 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．「グラン倶楽部」の実施結果について
（日

時）2019年11月19日（火）11：30〜13：30

（場

所）コンラッド大阪

（参加者）対象者26名、役員５名
２．「第10回近畿C.P.A.ゴルフ選手権」の実施結果について
（日

時）2019年11月30日（土）9：04スタート

（場

所）泉ヶ丘カントリークラブ

（参加者）64名

第５号議案 広報部報告
（報 告 者）広報部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士制度説明会の実施結果について
（学校名）帝塚山中学校・高等学校
（日

時）2019年11月13日（水）15：45〜17：00

（参加者）中学３年生：15名、高校１年生：18名
２．公認会計士職業紹介の実施結果について
（学校名）和歌山大学
（日

時）2019年12月５日（木）13：00〜14：30

（対

象）経済学部１回生：310名

（内

容）経済学部「キャリアデザイン入門Ⅱ」の講義への登壇

３．大阪市大ゲストスピーカー講座について
（概

要）全学共通の選択講座「社会と会計」の内５コマに公認会計士が講師（ゲストスピーカー）とし
て登壇

（担当教員）大学院経営学研究科

准教授

廣瀬

喜貴氏

（受講予定人数）約200名
（日程及び担当）①2019年11月22日（金）「監査」
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荻窪

輝明 会員

②2019年11月29日（金）「ベンチャー」

吉川

和美 会員

③2019年12月 6日（金）「税務」

西村

智子 会員

④2019年12月13日（金）「ＩＴ」

細谷

明宏 会員

⑤2019年12月20日（金）「パブリック」

中川

美雪 会員

第８回 定例役員会報告

第６号議案 研究・CPE研修部報告
（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

研究・ＣＰＥ研修部長

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第51回中日本五会研究大会（近畿会当番会）の準備進捗状況について
（日

時）2020年３月19日（木）
①自由論題

・午前の部

10：30〜12：00

・午後の部

13：00〜14：30

②統一論題の部

15：00〜17：30

③懇親パーティ
（場

17：45〜19：00

所）ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセンター

２．「コンサルティング能力を高めるための研修企画」について
３．CPE協議会実施結果について
４．CPE研修計画及び実施結果について

第７号議案 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．「OSAKAビジネスフェアものづくり展2019」への参加（支援機関として）結果について
（日

時）2019年11月20日（水）10:00〜17:30

（場

所）マイドームおおさか

（主

催）大阪信用保証協会

２．会員への業務推薦状況について
奈良県

令和2年度奈良県包括外部監査人の推薦

大阪府

第45期大阪府労働委員会公益委員候補者の推薦

その他２件

第８号議案 非営利会計委員会報告
（報 告 者）非営利会計委員会公益法人専門委員会専門委員長

小幡

寛子

（報告内容）報告者より、大阪府総務部法務課公益法人グループとの意見交換会の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年11月25日（水）14:00〜16:00

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）「①昨年度の立入検査結果を踏まえて、②近畿ブロック会議における意見交換等について」
（出席者）近畿会（公益法人専門委員会）10名、大阪府総務部法務課公益法人グループ３名

第９号議案 国際委員会報告
（報 告 者）国際委員会委員長

富田

真史

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「タイ・バンコク視察ツアー」の実施結果について
（日

時）2019年11月24日（日）〜11月27日（水）

（場

所）タイ王国バンコク市

（内

容）現地日系企業（２社）視察、現地公的機関（JETRO）訪問ほか

（参加者）10名
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２．「国際メッセ」の開催について
（日

時）2019年12月26日（木）
セミナー：18：00〜20：30
懇親会

：20：30〜21：30

（講

師）国際業務提携会員10名

（場

所）ガーデンシティクラブ大阪「オリオンの間」

第１０号議案 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

原

繭子

（報告内容）報告者より、「2019年度ダイバーシティ講演会」の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年11月９日（土）

（テーマ）「最高の働きがいの創り方」
（講

師）株式会社コンカー代表取締役

（場

所）ホテルグランヴィア大阪

三村

真宗 氏

（参加者）一般40名、会員等56名

第１１号議案 組織内会計士委員会報告
（報 告 者）組織内会計士委員会委員長

原田

貴志

（報告内容）報告者より、社外役員に関する研修会の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年11月21日（水）14:30〜17:00

（テーマ）「〜カルビーの事例に学ぶダイバーシティの本質（≒経営改革）〜」
（講

師）カルビー株式会社常勤監査役

（場

所）近畿会研修室

石田

正 氏（公認会計士、日本CFO協会主任研究員）

（参加者）一般企業12名、会員等18名

第１２号議案 本部委員会（専門委員会）報告
（報 告 者）租税調査会資産課税等専門委員会専門委員

織田

成人

（報告内容）報告者より、資産課税等専門委員会の審議状況等について報告があった。
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時：2020年１月10日（金）18時〜20時15分 ／ 場

審

議

所：近畿会会議室 ／ 出席者：32名（役員数43名）

事

項

第１号議案 2020年度CPE研修計画について
（提 案 者）研究・CPE研修部長

山本

憲吾

（提案内容）提案者より、2020年度CPE研修計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どお
り承認された。

第２号議案 慶弔細則の一部改正案について
（提 案 者）副会長

廣田

壽俊

（提案内容）提案者より、近畿会弔慰金制度の見直しについて、前回役員会（2019年12月６日）において審議され、
承認された。これを踏まえ、慶弔細則を改正したいとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

第３号議案 予算特別委員会の設置及び予算特別委員会委員長の選任について
（提 案 者）副会長

廣田

壽俊

（提案内容）提案者より、第55事業年度予算案作成のため、｢予算特別委員会｣を設置したいとの説明があった。ま
た、委員長には職務上、髙見勝文経理部長を、副委員長には小松野悟総務部長を選任したいとの説明があり、
審議の結果、原案どおり承認された。

協

議

事

項

第１号議案 第55事業年度事業計画に係る基本方針及び重点施策について
（提 案 者）会長

北山

久恵

（提案内容）提案者より、第55事業年度事業計画案について説明があり、内容について活発な意見交換が行われ協議
を終了した。

第２号議案 予算案策定のための日程について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、第55事業年度予算案策定のための日程について、下記のとおり説明があり、特に意見等も
なく終了した。
記
１．第１回予算特別委員会

１月23日（木）15：00〜

２．事業計画案及び予算案の用紙発送 ２月 7日（金）
３．事業計画案及び予算案の提出期限 ３月 9日（月）
（提出に当たっては、事業計画案・予算案に整合性を確保した上、担当副会長の承認を得ておいていただきた
い。）
４．第２回予算特別委員会

３月25日（水）15：00〜

５．各部・委員会との予算折衝

４月 2日（木） 9：30〜17：00

６．第３回予算特別委員会

４月16日（木）15：00〜
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報

告

事

項

第１号議案 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、12月、１月の会務活動について以下の報告があった。
金融庁から10月に公表された「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）を受けて、
協会本部は会長声明を公表し、「新たな視点」（フレッシュ・アイ）と「十分な知識と経験」を活かした高品質
な監査につなげるため、チームメンバーローテーションの徹底を打ち出した。協会本部では、2020年４月から適
用される「独立性に関する指針」に上乗せして、具体的に社会的に影響が特に高い監査として、株式時価総額
5,000億円以上の会社（2019年10月末時点で269社、時価カバー率73%）について、監査補助者から引き続き業務
執行社員として関与する場合の長期関与は、10会計期間までというルールを検討している。これらのルールの
理解促進・周知徹底により、資本市場からの監査の信頼性向上を図ることが求められている。
また、協会本部は、12月５日付で会長声明「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」を
公表した。内容は、企業内会計士に対して倫理的行動により違法行為からの利害関係者保護を高めること、さら
に社外役員にはガバナンスを担う者として積極的な権限の行使と、より高い職業倫理によって社会からの期待に
応えることが求められている。

第２号議案 理事会報告
１．（報 告 者）理事

安井

康二

（報告内容）11月７日開催の常務理事会及び11月８日開催の理事会報告
報告者より、以下の報告があった。
【会長報告】
１．金融庁からのファームローテーション調査報告
２．自由民主党社会保障制度調査会介護委員会について
３．個別施策説明（竹内副会長担当）
４．個別施策説明（柳沢副会長担当）
【常務理事会：報告事項】
１．「監査法人のローテーション制度に関する調査報告（第二次報告）」及び会長声明「監査人の独
立性強化に向けて」に関する件
２．会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の順守徹底について」に関する件
３．プロジェクトチーム設置に関する件
４．企業会計基準委員会審議事項に関する件
２．（報 告 者）理事

増田

明彦

（報告内容）12月12日開催の常務理事会及び12月13日開催の理事会報告
報告者より、以下の報告があった。
【会長報告】
１．公認会計士・監査審査会からの処分勧告
２．IPOを取り巻く環境への対応
３．2019年公認会計士試験の結果
４．会務運営諮問会議・相談役会の実施
５．個別施策説明（小暮副会長担当）
６．個別施策説明（峯岸・北山副会長担当）
【常務理事会：審議事項】
１．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「2019年度上半期・継続的専門研修制度の運営状況に
関する報告書」に関する件
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【常務理事会：報告事項】
１．IFAC−中小事務所委員会（SMPC）ニューヨーク会議報告に関する件
２．各担当職務における活動状況報告に関する件
３．次期専務理事の選考に関する件
４．基幹システム更新プロジェクト経過報告（第２回）に関する件
５．CAPAメンバーズ会議、理事会及び総会バンクーバー会議報告に関する件
６．女性会計士活躍促進に関するKPI達成に向けたモニタリング指標「次期役員選挙における立候補者の
女性比率目標」の設定に関する件
７．新年賀詞交歓パーティーに関する件

第３号議案 総務部報告
（報 告 者）副会長

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士試験合格者祝賀会の実施結果について
（日

時）2019年12月19日（木）19：00〜20：30

（場

所）リーガロイヤルホテル大阪

（出席者）補習生238名、来賓・役員等69名

計307名

２．新年賀詞交歓会の実施結果について
（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

（出席者）来賓89名、会員324名

計413名

第４号議案 経理部報告
（報 告 者）経理部長

髙見

勝文

（報告内容）報告者より、2019年度第３四半期の各部・委員会の予算執行状況について報告があった。

第５号議案 厚生部報告
（報 告 者）厚生部長

荒井

巌

（報告内容）報告者より、「クリスマスパーティー」の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年12月８日（日）11：30〜14：00

（場

所）ヒルトン大阪

（参加者）200名（会員及びご家族）

第６号議案 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）副会長

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、CPE協議会の実施結果について報告があった。
２．（報 告 者）研究・CPE研修部長

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
（１）第51回中日本五会研究大会（近畿会当番会）の準備進捗状況について
（日

時）2020年３月19日（木）
①自由論題

◇午前の部

10：30〜12：00

◇午後の部

13：00〜14：30

②統一論題の部

15：00〜17：30

③懇親パーティー

17：45〜19：00

（２）CPE研修計画及び実施結果について
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第７号議案 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、会員への業務推薦状況について報告があった。
◇令和二年度奈良市包括外部監査契約を締結できる者の候補者の推薦
◇プロポーザル方式に係る学識経験者等の意見を聴取する検討会議委員候補者の推薦（大阪市）
◇大阪府入札監視等委員会委員候補者の推薦

第８号議案 非営利会計委員会報告
（報 告 者）非営利会計委員会委員長

小幡

寛子

（報告内容）報告者より、大阪府及び和歌山県のNPO法人担当課との意見交換会の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年12月11日（水）16：00〜17：30

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）①2019年12月４日近畿会NPOセミナー報告
②市民協働における最近の行政とNPO法人等の動向
③その他NPO法人に関する現状と課題
（出席者）近畿会（非営利会計委員会NPO法人専門委員会）８名、
大阪府府民文化部男女参画・府民協働課１名、
和歌山県環境生活部県民局県民生活課県民活動団体室１名

第９号議案 公会計委員会報告
（報 告 者）公会計委員会委員長

奥谷

恭子

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．地方公共団体監査実務者研修会の実施結果について
（日

時）2019年12月14日（土）10：00〜17：30

（テーマ）「地方公共団体の監査委員監査実施上の留意点」
（場

所）近畿会研修室

（参加者）地方公共団体監査委員等31名、会員17名
２．公開シンポジウム「地方自治体の新たな時代の幕開け〜内部統制制度の導入への取組み〜」の開催ついて
（日

時）2020年１月27日（月）14：00〜17：00

（場

所）ホテルモントレ大阪７階

（プログラム）◇基調講演１「地方自治法改正と内部統制制度導入」
◇基調講演２「内部統制による組織ガバナンス改革」
◇パネルディスカッション「内部統制制度の導入と公認会計士の活用について」

第１０号議案 国際委員会報告
（報 告 者）国際委員会委員長

富田

真史

（報告内容）報告者より、「国際メッセ」の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年12月26日（木）18：00〜20：30

（場

所）ガーデンシティクラブ大阪

（参加者）国際業務提供（説明）会員10名、
会員45名
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第１１号議案 経営委員会報告
（報 告 者）副会長

安原

徹

（報告内容）報告者より、三会協働知財支援プロジェクト「企業力向上セミナー」の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年12月２日（月）18：00〜20：10

（テーマ）「スタートアップにおけるデータと法務・知財戦略in大阪」
（講

師）株式会社メルカリ社長室兼現スポーツビジネス（協業戦略）担当

（場

所）大阪弁護士会館

斎藤

友紀 氏（弁護士）

（参加者）セミナー78名、交流会31名（一般、弁護士、弁理士、公認会計士含む）

第１２号議案 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

原

繭子

（報告内容）報告者より、「ビジネスマナーセミナー」の実施結果について報告があった。
（日

時）2019年12月21日（土）14：00〜16：00

（テーマ）「今さら聞けないビジネスマナー」
（講

師）株式会社クラスアプレシエ

（参加者）会員等22名

代表取締役

田中

桂子

氏

※CPE研修対象外

第１３号議案 本部委員会（専門委員会）報告
（報 告 者）非営利法人委員会 社会福祉法人専門委員会専門委員

松本

勝幸

（報告内容）報告者より、社会福祉法人専門委員会の審議状況等について報告があった。

第１４号議案 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委員長

中尾

志都

（報告内容）報告者より、実務補習所入所状況等について報告があった。

2019年度

近畿会および各部・委員会行事予定 （2020年2月13日〜2020年3月16日）

2.13 （木）
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

3. 2 （月）
組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

2.17 （月）
地区会部 補習所同期会世話人会

会議室18:30〜20:00

3. 3 （火）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

2.18 （火）
経営委員会

会議室18:00〜20:00

3. 6 （金）
国際委員会 IFRSセミナー第２回

研修室13:30〜16:30

2.20 （木）
監査会計委員会

会議室18:30〜20:30

3.11 （水）
組織内会計士委員会

会議室18:00〜21:00

2.21 （金）
公会計委員会

会議室18:00〜20:00

3.12 （木）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

3.16 （月）
組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

2.25 （火）
ダイバーシティ推進委員会研修会

会議室18:30〜20:30

2.27 （木）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

中堅・若手会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:00

2.29 （土）
監査会計委員会
財務諸表監査の質を巡る規制のあり方シンポジウム

アプローズタワー14:00〜17:30
※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。
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﹁趣味はなんですか？﹂と聞かれたとき︑みな
さんはどうお答えになりますか？私は以前︑﹁音

真梨恵
明海

楽鑑賞です﹂と答えていました︒音楽鑑賞︒﹁コ
ンサート会場または自宅などで音楽作品を味わい
理解すること﹂︑だそうです︒まぁ嘘はついてい

かといって生活の負担にならない程度に続けること

ができています︒家族も私の趣味に理解を示してく

れていますので︑フラの日は私の予定を優先してく

お菓子を食べて
…

れますし︑子供もフラに同行してくれて︵子連れＯ

Ｋです︶︑レッスンの間ずっと

待ってくれています︒クラスには同世代のレッスン

仲間が 人ほどいて︑レッスンの間のおしゃべりも

たし︑ハワイには行きたいけれどフラをやりたい

私はフラのことは映画で観て知っている程度でし

ど︑一緒に行く？﹂と誘ってくれました︒当時︑

﹁そういえば明日フラの体験レッスンがあるけ

てもらったママ友と初めて遊んだ日︑その友人が

友探しに勤しんでいました︒旧友を通じて紹介し

﹁ママ友﹂と呼べる友達が近くにはおらず︑ママ

長男を産んでしばらくして自宅を引っ越したため

そんなフラと出会ったのは５年ほど前のこと︒

てはならない存在になりました︒

踊らないと逆にストレスを感じてしまう程︑なく

にリラックスできます︒フラは私の趣味ですが︑

を感じられるし︑なぜかはわかりませんが精神的

先まできれいに魅せようと集中して踊ると達成感

をキープして踊るため︑意外とハードですが︑指

フラは基本的にアイハという中腰のような姿勢

ることができています︒

しく踊ることをモチベーションに︑レッスンも頑張

ベントなどで人前でも踊っています︒イベントで楽

楽しみのひとつです︒年に５・６回程度︑小さなイ

15

ません︒某有名グループのコンサートには何回か
行っていましたし︑自宅ではよく丸い筒状の白い
機械に﹁音楽かけて﹂と話しかけています︒音楽
を聴きながらのドライブも大好きです︒ですが︑
なんとなくこの回答に満足はできていませんでし
た︒﹁趣味﹂とは︑﹁専門としてではなく︑楽し
みにすること﹂だそうですので︑まぁそんなもの
なのかもしれないのですが︒

それが︑最近では自分の回答に満足できるよう
になりました︒﹁趣味はなんですか？﹂と聞かれ
たら﹁フラです﹂と答えています︒ほとんどの場
合︑聞き直されます︒﹁え？フラ？フラダンスで
すか？﹂
余談ですが︑多くの人が﹁フラダンス﹂という
…
言葉の方がまだ聞き馴染みがあると思われます
が︑﹁フラ﹂はハワイ語で﹁ダンス﹂を意味しま

…

す︒日本語の﹁フラダンス﹂を正しく解釈する
と︑﹁ダンスダンス﹂になってしまいます

現在︑住まいの近くで教えてくれる先生のとこ
ろに月２回通っています︒月２回というのが自分に
とっては最適頻度で︑次のレッスンが待ち遠しく︑

01

目指せフルキャリのフラガール
CONTRIBUTION
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第120回 リレー随筆
寄稿

と思ったことはありませんでした︒けれど︑幸い
時間もあるし︑仲良くなったママ友とまた会いた
いし︑１回限りの体験なら行ってみたら良いか︑
という軽い気持ちで参加を決定しました︒

働くママとして︑職場で︑家庭で︑社会で︑ど

︒今︑何をすべ
うあるべきか︒どうなりたいか …
きかなど︑迷うことも多いですが︑様々なことに

興味を傾け︑ポジティブに日々を過ごせば︑未来

の自分につながる何かがアンテナに引っかかっ

て︑思いがけないかたちで自分を作り上げてくれ

﹁フルキャリ﹂を目指す極意っ
るのではないか …
てこんな感じかな︑と考えたりしております︒
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体験レッスンでフラの魅力にやられた！とか︑
これだ！という何かがあったわけではありません
が︑今もこうしてフラを続けています︒それど
…
ころか︑フラが生活の一部になっていると言って
も良いくらい︑私はフラが好きです︒

思い返せば初めてフラを踊った日から今日ま
特に何があったわけでもあ
で︑長いようで短く …
りませんが︑少しずつ上手に踊れるようになり︑
少しずつ先生やレッスン仲間との関係も密にな
り︑フラが大好きになって︑趣味と呼ぶ以上の何
かになりました︒
それはフラだけではなく︑今の自分の生活の
様々なパートが日々の何気ない判断やちょっとし
た決断の積み重ねでできている気がします︒た
だ︑そうやって感じることのできる今の自分があ
るのは︑常にアンテナをはってやりたいこと・な
りたい自分をポジティブにイメージしていたから
こそ︑なのではないかと思ったりもします︒

当時はコミュニティの中で自分の居場所を見つ
けるのに必死でした︒特に大きな決断ではなかっ
た︑軽い気持ちで行ったところに︑自分の望むも
のがありました︒自分でも想像もしなかったかた
ちで︒

練習風景
イベントにて

慶弔細則の改正についてのお知らせ（弔慰金制度の変更について）
慶弔細則の改正に伴う、弔慰金制度の変更につきまして、以下のとおりご案内いたします。
【改正概要】
日本公認会計士協会近畿会規約第52条第3項に基づき、2020年1月10日開催の近畿会役員会において慶弔細則の改
正案が承認されました。改正内容は、弔慰金の贈呈金額の変更（減額）に関する事項であり、下のとおりです。

＜弔慰金の贈呈額＞
会員

本人

会員

配偶者

改正前

改正後

220,000円

100,000円

60,000円

30,000円
50,000円

準会員

本人

70,000円

準会員

配偶者

30,000円

備考

30,000円
（変更なし）

上記のうち、
地区会名義として
会員本人

20,000円

会員配偶者

10,000円

なし

【改正理由】
①会員・準会員の多くが監査法人所属であることから、人事異動に伴う地域会間の異動が多く、制度運用上、他地域
会との整合性を図る必要があること。
②現実問題として、財政上の負担が発生するまでには時間的余裕があるが、協会本部での弔意に対する考え方が変更
になったことや他地域会での規定が改正になっている状況の中、当会においても改正を行うことが最善のタイミン
グであること。
③他地域会でおこなわれている「長寿お祝い金」として生前に贈呈する案も検討したが、既に近畿会では70歳以上の
会員に対し厚生行事として「グラン倶楽部」を発足し、これまで協会・近畿会の発展を牽引していただいた会員へ
の労いと賀寿を迎えられた会員に対して記念品を贈呈していること。
以上から、現時点で改正を行うことで、地域会間や今後の世代間による会員・準会員の公平性が保たれると考えて
います。
【協会及び各地域会の動向】
日本公認会計士協会「持続可能な協会財政の在り方に関する提言」（2018年11月27日公表）を受け、各地域会で
は弔慰金制度の見直し・改正に向けて動いています。
2020年1月時点において、全16地域会のうち、弔慰金額が既に10万円又は10万円に減額されることが決まってい
る地域会は11地域会となっており、生前に贈呈する「長寿お祝い金」制度に変更した地域会が1地域会、従来から弔
慰金額が5万円である地域会が1地域会です。残る地域会は、近畿会、京滋会及び兵庫会であり、今回、近畿会では弔
慰金を減額することとなりました。なお、京滋会及び兵庫会では、現在検討されている状況です。
また、協会本部では「弔意及び見舞いに関する内規」が制定（施行日：2020年4月1日）され、弔慰金を贈呈する規定が
廃止されることが正式に決まりました。
※「弔意及び見舞いに関する内規」については、日本公認会計士協会ウェブサイトにて公開されております。また、
JICPAニュースレターの紙面でも掲載される予定です。
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【規定の適用日について】
慶弔細則の施行日は2020年１月10日としています。但し、当該改正条文については、2021年４月１日以降に事由が
生じたものから適用としています。これは、細則の改正については定期総会での議決を要しないこととなっていますが
（近畿会規約第52条第３項）、会員の権利に関するものであり、十分な周知期間を設ける必要があるだろうと判断いた
しました。
今後も会報及び近畿会ウェブサイト上でのご案内とメールによる配信を予定しています。また、第54回近畿会定期総
会（2020年６月26日開催予定）においても改めてご報告させていただく予定です。
各位におかれましては、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

『The You の書 〜わたしのおすすめの一冊〜』
近畿会会報部では、心に残った一冊をご紹介いただくコーナー「The You の書」を設け、近
畿C.P.A.ニュースを通して、あなたの心に残る思い出の一冊、人生を変えた一冊、幸せにな
れた一冊など「おすすめの一冊」をご紹介いたします。ぜひ多くの人に読んでもらいたい！
この本に影響を受けた！という本の感想、おすすめポイントなどをお寄せください。会計士
の座右の銘の書にはどんな本が出てくるでしょう？仕事、趣味、ジャンルは問いません。
ご執筆をご希望の方は、下記までご連絡をお願いいたします。ご応募お待ちしております。

連絡先：日本公認会計士協会近畿会

会報部

TEL :（06）6271-0400 ／ E-Mail : r.ando@sec.jicpa.or.jp
字

数：2000文字程度／本の表紙画像
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会費の減額範囲の拡大に関するご案内
１．2020年４月以降の会費に係る会費減額の申請手続
2020年４月以降については、
会員が公認会計士としての業務を行わない場合、会費の減額を開始しようとする月の前月
末日までに普通会費減額申請書と下記に例示する添付書類を近畿会事務局へご提出ください
（申請できるのは会員のみと
なります。
）
。
近畿会会長の承認を受けて近畿会事務局より本部へ申請致します。このとき、減額を開始する月の前月までの
会費が完納されていることが条件となります。
2020年４月からの会費減額を希望する場合は、2020年３月末までに申請書と添付書類をご提出ください（この場合、
消
印は有効です。
）
。
申請の理由を証する書類を減額開始の前月末日までに準備することが難しい場合はご相談ください。
なお、
初年度となる2020年４月を開始月とする会費減額申請は、多くの申請が寄せられることが予想されますため、
承
認まで時間を要することをご了承ください。

２．2020年４月以降の会費に係る会費減額の対象範囲及び添付書類
公認会計士としての業務を行わない会員が会費減額の対象となりますが、次に掲げる申請理由別に添付書類を用意した
上で、
申請いただくこととなります。
【申請理由と添付書類の例】
申請理由
1

国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。

添付書類の例

※１ ※２ ※３

・申述書
・議員であることを証明する書類
・名刺

2

国又は地方公共団体に常時勤務すること。

・申述書

3

監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものと

・勤務証明書（ない場合は、CPE協議会の定める様式）

して公認会計士法施行規則（平成19年内閣府令第81号）

・名刺

第５条に規定する関係を有する法人その他の団体以外
の団体に常時勤務すること。
（一般事業会社等へ常時勤務している（登記される役職
者ではない）
。
）
4

所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第５号に

・申述書

規定する非居住者であること。

・在留許可書（ビザの写しなど）
・名刺

5

大学教員としての職務に専念していること。

・申述書
・勤務証明書（ない場合は、CPE協議会の定める様式）
・名刺

6

登記される役職者（取締役、監査役等）としての業務に専

・申述書

念していること。

・登記簿謄本
・名刺

7

配偶者の海外赴任に同行。

・申述書
・在留許可書（ビザの写しなど）
・休職届（法人勤務の場合）※４
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申請理由
8

添付書類の例

弁護士等他資格業務に専念。
※５

※１ ※２ ※３

・申述書
・勤務証明書（ない場合はCPE協議会の定める様式）
又は資格証明書
・名刺

9

・申述書

留学をしている。

・在学期間を証明する書類
10

・申述書

国内の大学や大学院に在学し学業に専念している。

・在学証明書
11

・申述書

公認会計士としての業務に従事していない
（上記に当て
はまらない）
。

※１

上記に掲げる添付書類は、
例になりますので、追加で書類の提出をお願いすることもあります。

※２

申請時点の年度において発行されたものに限ります。

※３ 「申述書」
及び
「名刺」
以外の書類は写しでも受け付けます。
※４

休職届が発行できない場合は必ずしも必要としません。

※５

公認会計士の資格をもって登録できる他の職業的専門家としての業務（税理士業務、行政書士業務等）
に従事してい
る場合は、
会費減額を申請できません。

３．会費の減額内容
会費の減額が承認された場合の普通会費および近畿会会費の金額は、それぞれ半額となります。
なお、
会費減額となる理由が解消した場合は、
届け出が必要となりますので速やかに経理グループ又は近畿会事務局に
ご連絡ください。
４．申請方法
普通会費減額申請書及び添付書類は、
近畿会事務局にご提出ください
（近畿会会長の承認を受けて近畿会事務局より本
部へ申請致します。
）
。
様式は協会本部の会員マイページから入手いただけます。
５．その他
2020年４月以降は普通会費の月額が改定されます。近畿会会費も含めた2020年４月以降の会費金額及び減額適用後の
会費金額は以下の表をご覧ください。
なお、
会費減額は、
準会員への適用はありません。
（１）2020年３月まで
①普通会費

会

（２）2020年４月以降

員：月額 5,000円

準会員：月額 1,250円
②近畿会会費

会

員：月額 4,000円

準会員：月額

500円

会

員：月額 6,000円

（３）
（２）の減額適用後
会

員：月額 3,000円

会

員：月額 2,000円

準会員：月額 1,500円
（変更なし）

６．本件に関するお問い合わせ
総務本部経理グループ

03-3515-1121

keiri@jicpa.or.jp

近畿会事務局

06-6271-0400

kinki@jicpa.or.jp

18419

FEBRUARY 2020

35

地区会

REPORT

01

第３回近畿実務補習所合同同期会
開催報告
地区会部
2019年12月９日（月）18:00よ

師走の慌ただしい時期

り、ウェスティンホテル大阪の１階

に開催となったため、

「ステラマリス」にて、近畿実務補習

「この時期じゃなかった

所合同同期会を開催しました。今回の

ら行けたのに！」という

合同同期会は、第31期生から第35期

ご意見を、参加がかなわ

生を対象に開催され、総勢20名の方に

なかった会員の方からい

参加していただきました。年代別には

ただきました。

部員

公原

博之

31期３名、32期４名、33期２名、34
期４名、35期７名の参加者があり、す

当日は、同一期及び期

べての年代からの参加者があり、東京

が近い方ごとの座席となりました。そ

し合っています。現在、第31期と第

から駆けつけてくださった方もおられ

れぞれのテーブルでは昔話に花が咲い

35期の方は、世話人が不在となってい

ました。

ている様子で、皆さん楽しく過ごして

ます。この合同同期会の開催をきっか

おられました。特に、35期のテーブル

けに、世話人を引き受けてくださる

では、参加者が多いこともあり、盛り

方、いらっしゃいませんか。単独でな

上がっていました。

く、複数でも構いませんので、我こそ

補習所同期会は近畿実務補習所の入
所年次（試験合格年次）が同じ会員

は！とお考えの方は、事務局まで連絡

が、仕事のフィールドを離れて交流を
深めるために創設されたものですが、

地区会部では各期同期会開催の企

開催はそれぞれの期ごとにまちまちに

画・運営を世話人にお任せしておりま

なっています。補習所同期会をサポー

す。また、年に一回程度の頻度で、同

トする近畿会地区会部では同期会の活

期会世話人会を開催しております。世

性化を行うべく、合同同期会を企画

話人会では、同期会開催の連絡手段や

し、昨年に引き続き第３回を開催しま

出欠の取り方、補助のあり方などを話

した。
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みなと地区会

Let’
sネスタリゾートBBQや温泉や
アクティビティで一日中楽しもう
みなと地区会

監事

小倉

健宏

みなと地区会恒例の家族参加イベン

いるテーブル等さまざまな楽しみ方を

スタリゾートの営業終了時間まで遊ぶ

トを10月27日（日）に開催しました

されておりました。それにしてもなぜ

と心に決めてきた家族もおりました。

ので、ご報告いたします。今回は、家

自然の中で食べるお肉やお酒はこんな

そのような家族を見ていると来年こそ

族参加イベントらしく家族全員で楽し

にも美味しいのでしょう。お肉が良い

は妻と子供を連れて来たいなーと思っ

もうということをテーマに企画し、ネ

から？空気が良いから？話す相手が楽

たりします。

スタリゾート神戸に行ってまいりまし

しいから？結論は出ませんでしたが、

ご参加いただいたみなさま、ネスタ

た。10月後半ということでアウトドア

何度でも行きたくなるような美味しく

リゾート神戸さまありがとうございま

には少し寒い季節になってしまってい

て楽しいバーベキューでした。

した。

るかと心配しておりましたが、当日は

お腹が満たされたあとは、お子さま

みなと地区会では、家族参加イベン

快晴で、気温も高く絶好のバーベ

向けのじゃんけん大会と、毎回恒例の

トのほか、２月のCPE研修と冬の味

キュー日和とお天気に恵まれ、50名を

各会員の近況報告を実施しました。み

覚を食す会、６月の総会と懇親会の年

超える会員及びご家族のみなさまの参

なと地区会では必ず近況報告があるの

３回、会員の親睦を図っています。ま

加をいただきました。

ですが、みなさま色々なことに挑戦さ

だ、来られたことのない方も、是非、

11時に全員集合後、奥澤会長の乾杯

れておりいつも刺激を受けます。ちな

お気楽にご参加いただければと、執行

のご発声でバーベキューを一斉にス

みに傾向としてはマラソンが多い気が

部一同お待ちしています。

タートしました。まずは火をつけて整

します。

える作業をする必要があります。お子

バーベキュー終了

さまと一緒に参加いただいたお父さん

後は自由行動です。

会計士が、お子さまと一緒に火の準備

アスレチックや温

をしている光景が多く見られました。

泉、バギー、動物と

火の準備が終わったら机の上に準備

のふれあいを各々の

いただいたたくさんの肉・野菜を焼い

家族で楽しみまし

て食べて、お酒を飲んでの大宴会ス

た。中には子ども同

タートです。すべてのテーブルを回ら

士が仲良くなって一

せていただいたのですが、バランスよ

緒に遊びに行く家族

く食べて飲んでと楽しんでいるテーブ

や、遊びに行ってし

ル、もはやお肉はツマミでしかないの

まった子供を探し

かと思うくらい大人な飲み会になって

回っている家族、ネ
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奈良地区会

徳島の大塚国際美術館に行く
奈良地区会

盛り上がりでした。夕方、6時に、上

しおの雄大な景

六に戻ってきました。

色に日ごろの疲

今回は、奈良を離れての、バスツ

れが、吹っ飛び

アーで、非常に和やかな雰囲気の中

ました。お昼

で、参加者の一体感が生まれました。

は、鯛釜飯の名

今後も、奈良地区会の行事をいろいろ

店で、懐石料理

企画し、親睦を図れればと考えており

を食べました。

ます。次回のご案内の際には、ぜひ、

鯛釜飯の料理

ご参加をお願いします。

おいしく、おな
かを満腹にしま
昨年の11月23日（土）に、奈良地

した。参加者一同、懇親を図りまし

区会の行事として、豪華マイクロバス

た。その後、昼から、大塚国際美術館

で行く、徳島の大塚国際美術館に行く

に行きました。大塚国際美術館は、世

バスツアーを行いました。はじめは、

界中の絵画や、壁画などを、陶壁画で

奈良地区会の会員を中心に募集しまし

再現したもので、館内はものすごく広

たが、途中から、近畿会の会員全員に

く、２時間ほどかけて、館内を見て回

向けて募集したところ、参加者は、定

りました。いろんな国の名画を鑑賞す

員いっぱいの26名で、ご夫婦での参

ることが出来、皆さん感動されていま

加や、お子さんの参加もありました。

した。参加者、相互のコミュニケー

朝、8時30分に、上本町6丁目に参

ションが進みました。帰りは、マイク

加者集合し、マイクロバスに乗り込

ロバスの中で、ビンゴゲームなどクイ

み、ツアー開始です。バスで、鳴門大

ズや福引など、大人も子供さんも、大
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大阪市南地区会

有名ソムリエによる
「ワイン＆マリアージュ」セミナー報告
大阪市南地区会
令和元年12月５日（金）18：30よ

したが、その素晴らしい品質が

り、 Wassy's Dining Soupleにて鷲谷

話題になりリリースされまし

紀子氏による「ワイン＆マリアー

た。気品溢れる味わいとその希

ジュ」セミナーを開催しました。当セ

少性で超人気のワインです。

ミナーは今回で３回目となる人気のイ
ベントであり、ご夫婦やグループの方
35名がご参加くださいました。
今回は、「ボルドーワイン」をテー
マに約20分ご講演頂きました。ボル
ドーと一口に言ってもアペラシオン
（ワイン法で管理された原産地統制呼
称）は65も存在し、各産地はテロワー
ル（畑の場所・土壌・気候・作り手）

柴原

啓司

甘口：カルム ド リューセック
2015（産地：ソーテルヌ）
ガロンヌ川左岸のグラーブ・
ソーテルヌ地区の格付け第1級
シャトー、リューセックのセカ
ンドワイン。貴腐香、フレッ
シュなバランスが絶妙な気品溢れる
甘口ワインです。

当日は貸し切りだったため、他のお
客様に気を使うことも無く、時間を忘
れ美味しいワインと食事を楽しみまし

ごとに大きく５つの地区に分けられま

食事のメニューは、ソムリエがチョ

た。スタッフの皆様は我々の食事の進

す。今回ソムリエがセレクトしたワイ

イスしたワインに合うように、Souple

み具合に合わせ、絶妙のタイミングで

ンも、産地と品種により細かく解説さ

の料理長である岩田氏が創作されたオリ

ワインをサーブして下さったので、私

れており、ボルドーに旅行したかのよ

ジナルメニューです。食事やワインが

も幹事であることをすっかり忘れて飲

うな気分を味わいながら優雅な時間を

サーブされるたびに、ワインの産地やそ

みすぎてしまいました。

楽しむことができました。サーブされ

の特徴、食事の持つ風味との相性など、

本セミナーは、南地区会の毎年の恒

た５種のワインのうち、いくつかご紹

ソムリエである鷲谷氏が詳しく解説して

例行事として定着しています。普段から

介しましょう。

下さいました。

よくワインを飲まれる方も、これからワ

ロゼ：ル ロゼ ド ジスクール 2018

以下にメニューをご紹介します。

ルで至福のひと時を味わっていただけま

（産地:マルゴー）

す。来年の企画を是非、お楽しみに！

ジロンド川左岸のメドック地区の
格付け第3級のシャトー、ジオス

インを知りたいという方も、リーズナブ

クール。オーナーが、夏のバカンス

アミューズ

でシャトーに滞在するときにロゼが

ビーツのヴィシソワーズ ハーブサラダ

飲みたい！と自家用に仕立てたワイ

日高 エゾ鹿 パイ包み焼き トピナンブール トリュフのソース

ンだそうです。

三陸 活ホタテのソテー～セップ茸のボルドレーズ～

白：レ ザルム ド ラグランジュ 2016
（産地：サンジュリアン）
これもメドック地区で有名なシャ

和 天然真鯛のポワレ ハリイカ リゾット サフランソース
仏産 鴨胸肉のロースト ゴルゴンゾーラのドフィノア
洋梨のコンポート バニラアイスクリーム

トーの来客用プライベートワインで
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河内地区会

第２回河内地区会懇親コンペに参加して
嶋田

薫

令和元年11月29日（金）に第２回

後半はボギーペースでまわれました。

ら、来年は記事を恐れず３連覇を目指

河内地区会懇親コンペが花吉野カンツ

終わってみれば藤原会員の方がグロス

して頑張りたいと思います。因みに前

リー倶楽部で開催されました。前回の

はよかったのですが、日頃の行いが良

回に引続きニアピン賞も頂き豪華賞品

第１回コンペで優勝させていただいた

いのかハンデに恵まれ二連覇という栄

を沢山持って帰ったので、家内は河内

ので喜んで（半強制的に）参加させて

誉に浴することができました。

地区会懇親コンペの賞品は良いとしっ

いただきました。

かり記憶したと思います。

前回は西村強会員が用意しておられ

今年のコンペは11月の終わりの開催

た優勝の盾を持ってくるのを忘れると

当日お世話頂きました会員方には本

のため気温も低めでしたが、晴天であっ

いうオチがありましたが、今回は忘れ

当に感謝いたします。ありがとうござ

たため比較的気持ちよくプレーすること

ずに持ってこられたので西村会長より

いました。

ができました。私は西村会長、藤原祥孝

授与していただきました。こうなった

会員、税理士会の支部も同じで若手の有
望株の吉兼正泰会員（去年もそのように

中コース

西コース

嶋田 薫

53

準優勝

西村 強

53

46

同じ参加者数７名でした。来年はもう少

3

位

藤原祥孝

48

し多くの会員に参加していただきたいと

4

位

杉本篤史

53

思います。

5

位

吉兼正泰

47

書いてます）と一緒にプレーしました。
もう一組は幹事の西村強会員、八尾秀亮
会員、杉本篤史会員の３名です。去年と

奈良吉野カントリーは何度か行った
ことがあるので、コースを見れば大体
わかるのですが、前日の深
酒がたたり前半はほぼダボ
ペースとなりました。同じ
組で周った藤原会員が快調
に飛ばしておられましたの
で、今年の優勝はないな、
記事も書かなくていいなと
思っていました。お昼もお
酒をしっかり頂いたところ
迎え酒が功を奏したのか、
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順

位

優

勝

氏

名

GROSS

HDCP

NET

99

24.0

75.0

48

101

24.0

77.0

48

96

18.0

78.0

53

106

27.6

78.4

57

104

25.2

78.8

以下は昨年と同様、個人情報保護のため省略させて頂きます（汗）。
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河内地区会

令和元年度 ワイン講習会＆忘年会
河内地区会

副会長

辻井

泰弘

はどうして高学歴なのかなど、ワイン
製造に関する知識や課題などを、4代
目社長より短い時間の中で軽快に面白
おかしくお話しいただきました。
河内ワイン内にあるオーナーの蔵を
改装したワイナリー直営レストラン『金
河内ワイン

金銅専務様

ピアニスト
JAZZ ボーカリスト

大石浩之様
藤野宏美様

食堂（こんじきどう）』にて忘年会を開
催しました。今回の料理はイタリアン
で、鯛のアクアパッツァや牛肉の赤ワイ

令和元年12月７日（土）に、参加

多少酔いが回って来たところで、ピ

ン煮、ベーコンとナスのペンネなど、お

人数24名で、羽曳野市駒ヶ谷にある

アニストの大石浩之様とJAZZボーカ

酒がすすみそうな料理が振舞われまし

河内ワインにて恒例となった河内地区

リストの藤野宏美様によるジャズ演奏

た。ワイン講習会とは別の種類のワイン

会のワイン講習会＆忘年会が開催され

が始まりました。美しい歌声でのアッ

も開けてもらい、会員との団らんも存分

ました。駒ヶ谷駅からは、堺から河内

プテンポ、スローな曲、クリスマスソ

に楽しむことが出来ました。恒例のビン

さらに古代王権の地 大和とを結ぶ日

ングを堪能しました。特に、Have

ゴ大会では早くビンゴになった会員が高

本最古の国道である竹内街道を歩い

yourself a merry little Christmasと

級ワインをもらえる事もあり、大いに盛

て、河内ワインに到着します。百舌

Route 66が気に入りました。途中、

り上がりました。

鳥・古市古墳群が世界遺産に登録され

金銅専務様より情緒豊かにシャンソン

大阪で美味しいワインが作られ、

たこともあり、当日、会場に到着した

を2曲披露いただき、西村会長からは

100年近いワインの歴史その中心地

時には、フランスからの観光客が河内

情熱的にYou are my Sunshineなど

である河内で地元のワインを楽しめる

ワインに訪れ、ワイン工場の見学をし

ジャズを２曲披露いただきました。酔

ことは、少し誇らしい気がします。河

ている姿が見られました。

いの心地良さとともに、１時間の演奏

内地区会では、地元の特産品を知って

ワイン講習会は、ワイン館の会場に

時間はあっという間に過ぎていきまし

もらえるように、令和２年度も河内ワ

て始まりました。西村会長の挨拶に引

た。演奏終了後、大石様・藤野様の両

インで忘年会を予定しています。今回

き続き、金銅専務様のご紹介後、ス

人を含むメンバーのCD即売会あった

ご参加の皆様、そして、まだ、大阪の

タッフの方より、本日のワイン講習会

ので、購入し、サインをもらいました。

ワインをご存知ない皆様、次回の忘年

のチーズとワイン・梅酒の説明があり

ワイン館でのショッピングを楽しん

ました。定番であるデラウェアの白ワ

だ後、河内ワインの工場見学がありま

インの新酒のみずみずしさを味わって

した。ワイン

から、赤ワイン、平成25年にNIKKEI

用ブドウの栽

プラス１で一位に輝いた梅酒、大阪迎

培方法に関す

賓館で開かれたG20サミット晩餐会

るフランスと

にて振舞われたスパークリング梅酒

日本の違いや、

等、全部で10種類程度のお酒を試飲

その理由を説

させてもらいました。チーズは、モン

明した際のフ

ドールというスプーンですくって食べ

ランス人の驚

るウォッシュタイプのチーズや、コン

いた反応、河

テというハードタイプのチーズを楽し

内地域のワイ

みました。

ン農家の子供

会に是非お越しください。
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大阪市北地区会

「大阪福島で『焼肉』を楽しむ忘年会」
大阪市北地区会

会長

内田

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に接

ただ、結論から言うと広々とした古

の話と会話も大変に盛り上がっていま

した西淀川区、淀川区、東淀川区、此

民家風の店内でゆったりとご家族の方

した。今回初めてご参加された会員の

花区、福島区、北区、都島区、旭区の

も含めて焼き肉を頂けて別邸で良かっ

皆さんも楽しい時間をお過ごしいただ

地域に居住する会員相互の親睦を主た

たと思います。

けたのではないでしょうか。

る目的とした地区会で、会員数は
2019年12月31日現在474人です。

12月の夜は18時にはすでに真っ

奥の方にお子様連れの方々の席を設

暗。皆さん集合されたのち、私の乾杯

けさせていただけたので、元気いっぱ

大阪市北地区会活動として、忘年会

の挨拶もほどほどに宴会の始まりで

いのお子様ものびのびと、親御さんも

は2016年「はり重」のすき焼き、

す。料理の方は、おしゃれな前菜を経

気兼ねなく料理をお楽しみいただけた

2017年「太政」のてっちり、2018

て、いきなり名物の「トロタン」から

のではないかと思います。

年「九絵家（くえや）」のクエ鍋、と

始まりました。なんでも「立体商標登

冬の味覚を味わう企画を行ってまいり

録」のタンの根本だけを使った至高の

ました。

一品、とのことで、かなり分厚くカッ

今回は若干趣向を変えて、去る12

トされているのですが、カットの仕方

月７日に「大阪福島で『焼肉』を楽し

が巧みで（写真参照）、びっくりする

む」と題して焼き肉懐石をいただきま

ほど柔らかく、牛タンの常識が変わっ

した。開催場所は福島の「なか田

てしまうほどです。周りを見回しても

別

邸」です。

みなさん、本当に満足されている様子

毎年忘年会は盛況で、今年も当初予

で幹事としても一安心。

デザートまでいただき、全員で記念
撮影。来年も業界全体を盛り上げましょ

定20人のところ早い時期から想定を

う、ということでお開きとなりました。

上回るご希望をいただきました。お店

微力ながら大阪市北地区会もその一助と

側とも相談の上26人（食事不要お子

なれれば良いと思っております。

さんを含めると29人）まで増やした

このように、ざっくばらんに懇親を

のですが、締切日を待たずに満員御礼

深めておりますので、是非、地区会会

となってしまいました。お申込みいた

員の皆様方のご参加をお待ちしており

だいたにもかかわらず、やむなくお断

その後も黒毛和牛「大黒千牛」21

りさせていただいた会員の皆様、大変

日熟成肉をメインにした焼き肉が続

また、地区会活動に関するご意見、

申し訳ありませんでした。

き、飲み放題のビールやワインも進み

ご希望がございましたら、事務局まで

ます。

お知らせください。

過去から北地区会にご参加の方はご
記憶あるかもしれませんけれど、「な

お店のこだわりとして、基本的にお

か田 別邸」は北地区会としては2回目

肉は「塩」でいただきます。というの

の訪問です。今回、当初は別邸ではな

も、なんと塩の種類が7種類もあり、

く、難波にある「肉匠なか田 本店」で

お肉に合わせた塩をチョイスすること

の忘年会を企画していたのですが、本

ができるのです（定員さんからも塩の

店の方は未就学のお子さんの参加が

アドバイスを頂けます）。

NGということで、止むなく断念し、
別邸への再訪となりました。
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料理の話ばかりになりましたが、恒
例の趣味の話、お仕事の話、ニュース

ます。

地区会

REPORT
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北部大阪地区会

首長訪問＆イベント活動報告
北部大阪地区会
北部大阪地区会は、北摂地区（茨木市・

会長

林

今年で、3年目となりますが、以下の日程

紀美代 ・ 幹事 德永

浩司

ンス」の洋菓子が振舞われ、地区会の雰囲気

高槻市・島本町）に所属する会員及び準会

で面談をさせていただきました。

があり、参加者も大満足でした。今回も、ゴ

員で構成されており、定期的にイベントを

11月 6日（火）福岡洋一茨木市長

ルフを通じて会員の親睦が大いに深まった一

実施することにより、勤務先や年代を超え

11月25日（月）山田紘平島本町長

日となりました。

て交流し親睦を深めています。今年度に開

12月23日（月）濱田剛史高槻市長

催された、首長訪問、懇親ゴルフ会および

面談にあたり、各市町に在住の会員と公

ファミリーイベントについて、以下ご報告

会計委員会担当の安井副会長(茨木市)、奥

いたします。

谷委員長(茨木市・高槻市)、福田副委員長

茨木市長、島本町長、高槻市長訪問

(島本町)にも同行していただきました。

ファミリーイベント
「USJへ行こう！2019」
2019年11月30日（土）に、ユニバーサ
ルスタジオジャパン（USJ）にて、「USJ

ご挨拶の後、近畿会及び地区会の概要及

へ行こう！2019」を開催しました。当イベ

近畿会の重点施策として掲げられている

び活動状況を説明しました。公会計委員会

ントは、今年度で5回目となる企画で、大人

地域社会への貢献、広報活動の一環とし

からは、①都道府県、指定都市への内部統

から子どもまで年齢を問わず楽しめるた

て、公認会計士の活動を知っていただくこ

制制度の導入の状況、②パブリック分野に

め、毎回好評を博しています。今回も、過

とを目的として、担当地域の首長訪問を実

おける協会のシンポジウム、研修会の案内

去最高となる19家族66名の方が参加し、大

施しました。

の説明をしていただきました。

盛況となりました。

3市町とも、指定都市ではないので、内

当日は好天に恵まれ、地区会長より開催

部統制制度の導入は強制的ではありません

挨拶の後、USJ入口オブジェ前で恒例の

が、部分的に導入することの意義を説明さ

参加者一同の記念写真を撮りました。写真

せていただき、興味を持っていただけたと

撮影が終わると、いよいよ待ちに待った

思います。

USJへの入場です。

各市町在住の会員からは、それぞれ地域に

パーク内はクリスマスの雰囲気一色で、

ついての話題・要望等であっという間にいた

巨大ツリーはもちろん、綺麗なクリスマス

だいた時間が過ぎていきました。

装飾が施され、歩くだけで気分が盛り上が
ります。定番の「ハリーポッター」、子ど

懇親ゴルフ会

もに大人気の「ミニオン・パーク」、
2019年4月にオープンした新アトラク
ション「シング・オン・ツアー」のミュー
ジカルショー等々、大人も子どもも存分に
USJを堪能しました。今回も、参加者に
とって記念に残る、大変想い出深いファミ
リーイベントとなりました。
北部大阪地区会では、会員の皆様が楽し

北部大阪地区会では、毎年、懇親ゴルフ
会を企画しています。今年度は、2019年

めるイベントを引き続き企画いたします。皆
様の積極的なご参加をお待ちしています。

11月9日（土）に、地元高槻のベニーカン
トリー倶楽部にて、11名の参加者で開催
しました。
当日は快晴、爽やかな秋空の下、山あり・
谷あり・池ありのコースにて熱戦が繰り広げ
られました。ラウンド後の懇親会では、恒例
の順位発表で盛り上がり、参加者の所属・世
代を超えた楽しい歓談の場となりました。コ
ンペ景品は、地元のケーキ屋さん「プチプラ
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ハンディキャップの部優勝者

厚生部

REPORT

ダブルペリアの部優勝者

忘年会

ゴルフ部開催報告 近畿ＣＰＡゴルフ会

01 （第302回）
（第300回記念会同時開催）

樋口

秀和

2019年12月３日（火）に鳴尾ゴル

プレー終了後には表彰式を兼ねた

フ倶楽部において、2019年度第５回

親睦会を「すきやき亭」で行い、出

順 位

近畿CPAゴルフ会が開催されました。

席者全員の親睦がさらに深められた

優 勝

市原 正人 43

48

91 25.6 65.4

今回は、男性23名

ことと思います。

準優勝

吉田 豊道 44

45

89 19.6 69.4

3 位

山田 和民 44

48

92 22.0 70.0

4 位

小川 泰彦 35

38

73

5 位

酒井

43

83 11.2 71.8

女性１名の24名

２．ダブルペリア競技（敬称略）

の参加をいただきました。12月とは思
えない天候に恵まれ、参加者全員が元
気でラウンドされました。
今回は300回の記念ゴルフ会ですの

当日の成績は次のとおりでありま
した。
１．ハンディキャップ競技（上位入賞者）
（敬称略）
順 位

氏 名

OUT

IN

優 勝

小川 泰彦 35

38

73

長年にわたってしていただいた辰巳忠

準優勝

酒井

清 40

43

83 10.0 73

次会員に特別に参加していただきたい

3 位

山田 和民 44

48

92 22.0 70

旨をお伝えしていましたが、現在体力

4 位

吉田 豊道 44

45

89 14.0 75

の回復が少しは戻っているが参加はで

5 位

上村 恭一 45

51

96 18.0 78

きないという連絡をいただきました。
手紙でいただくことができました。辰

小川泰彦、上村恭一

祈念して下さっていました。

バーディ：吉田豊道、市原正人
酒井

リペア方式の両方で行われました。
山田拓幸代表幹事から、参加者全員
に電池時計をプレゼントしていただき
ました。また、300回の記念として、
ゴルフ会から参加者全員にグリーン
マーカーが配られました。
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2 位：吉田豊道、吉川雅偉、西谷俊治
足立光三
3 位：小川泰彦、山田和民、山田拓幸
廣田壽俊

努×２

次回以降は、下記の要領にて開催い
たしますので多数ご参加ください。

小川泰彦、樋口秀和
ベストグロス：小川泰彦

としてハンディキャップ方式、ダブル

2.8 70.2

斉藤好江

ニアピン：吉川雅偉、杉本光伸×３

され、今後更なる活動と会員の健勝を

今回の競技方法は、第300回記念会

GROSS HDCP NET

ドラコン：廣田壽俊、樋口秀和
斉藤好江×２、笠原

のゴルフ部の歴史について詳しく説明

清 40

IN

1 位：市原正人、藤原祥孝、中務裕之

8.0 65

記念会ということで特別にコメントを
巳会員の知る限りの近畿CPAゴルフ会

OUT

３．チーム戦競技（上位３名計）（敬称略）

GROSS HDCP NET

で、直前に厚生部ゴルフ会の幹事長を

氏 名

清、小川泰彦

上村恭一

令和２年

２月２９日（土） 城陽カントリー倶楽部
４月

２日（木） 宝塚ゴルフ倶楽部

６月

４日（木） 茨木カンツリー倶楽部

８月

未定

１０月

未定

１２月

１日（火） 鳴尾ゴルフ倶楽部

旧コース
東コース

厚生部

REPORT
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クリスマスパーティー報告
厚生部

副部長

大川

真広

2019年12月８日（日）にヒルトン

やバルーンに興味津々の子供たち、そ

ショーの終了後は皆様美味しいお

大阪にて、日本公認会計士協会近畿

してサンタクロースやトナカイと記念

料理とお酒を楽しみ、舌鼓を打って

会・京滋会・兵庫会三会共催のクリス

撮影をする来場者の方々で徐々に会場

おられました。

マスパーティーが開催されました。当

が盛り上がっていきます。

期より厚生部副部長に拝命いただき初
めての参加ということで当日の模様を
ご報告させていただきます。

最後は恒例のサンタクロースからの
サンタクロースの「メリークリス

クリスマスプレゼント！ご家族に１

マス！」の掛け声でクリスマスパー

個、お子さまには１人１個のプレゼン

ティーのはじまりです。ゆっくりと

トとバルーンが渡されました。

ヒルトン大阪での開催は今回で６回

お食事とショーを楽しむことができ

目となり、厚生部の行事としてとても

る円卓での完全着席スタイルとなっ

人気のあるイベントとなっています。

ております。

今回も多数の応募があり抽選の結果、

厚生部では来年も皆様が楽しめるよ
うな企画を実施していきたいと思いま
す。ご興味を持たれた方はぜひご家族

過去最高の200名の方々の参加とな

まず初めに、今回の目玉となるTV

又はご友人をお誘いの

り、大盛況となりました。12月上旬で

でも人気の「善ちゃん」によるサイ

うえ、奮ってご参加い

したが、ヒルトン大阪１階ロビーにも

エンスショーからのスタートです。

ただけると幸いです。

立派なクリスマスツリーが飾られてお

軽妙なトークと様々な小道具を使っ

り、一足早いクリスマスパーティーを

たサイエンスショーに子供はもちろ

盛り立てていました。

ん大人の方々も興味
津々。会場は大いに盛り

このイベントは、三会共催であり、ま

上がりました。サイエン

たご家族又はご友人と参加される方が多

スショー終了後のお食事

いこともあり、普段お会いすることのな

中にも、各円卓に善ちゃ

い方々との様々な交流がある魅力的な厚

んが回って、サイエンス

生部イベントとなっております。

ショーで使った小道具の
プレゼントが渡され、子

開演時間が近づくにつれて、久しぶり
の再会を喜ぶ声やクリスマスパーティー

供たちも大喜びの催しと
なりました。
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囲碁部活動報告
世話係

令和元年も慌ただしく過ぎ、昨年最

どうすれば囲碁が強くなれるか？

坂井

俊介

参加者は、京滋会3名（近藤一郎、

後の囲碁会は京都で開催されました。

こんな私でも時々聞かれます。勿

中野淑夫、瀧田輝己）、近畿会5名

小雨が降るなか、ほんの少しだけ紅葉

論よく分からないのですが、自分と

（田中耕造、西育良、美馬和美、松

も残る京都の風情でしたが、相変わら

しては、ごくごく基本的な詰碁や手

原匠作、坂井俊介）（順不同、敬称

ずインバウンド人口の多さに驚きまし

筋の本を繰り返し、繰り返しやっ

略）の計８名でした。

た。大阪城に年間250万の人が訪れる

て、条件反射的に答えが見えるよう

というのも驚きですが…

になるということと、実戦で鍛える

Global感が年々強まりますが、世界

ということかなと思っています。結

の囲碁会においては圧倒的に中国、韓国

局、語学学習のプロセスと一緒で、

が強く、日本も何とか巻き返してほしい

「囲碁脳」を作るのが肝心かと。囲

ところです。日本囲碁界では昨年末に芝

碁脳、思考方法の応用範囲が広く何

野虎丸プロが史上最年少19歳11か月で

かと役立つような気がします。

松原さんが５戦全勝で優勝されま
した。（次回昇段）

優勝

５勝０敗
２位

美馬和実（近畿会：３段）
３勝２敗

３位

名人位を獲得するという快挙がありまし

松原匠作（近畿会：６段）

田中耕造（近畿会：６段）
３勝２敗

た。AI世代で、石をビシッと打つのでは

京滋、兵庫、近畿３会合同の交流

なく、石をつまんで音を鳴らさずにポ

戦は、12月８日（日）に京都ダイヤ

（同率の場合はスイス方式により順

ソッと盤上に置いて打ちます。ちなみに

モンドソサイエティで行われまし

位を決定）

お兄さんの名前は芝野龍之介といいま

た。京阪の神宮丸太町駅から歩いて

す。龍と虎ですから、中国や韓国棋士に

５分ほどの鴨川沿いにある閑静なホ

も気おくれせず勝ってくれるのではない

テルです。その一室を会場に借り切

かと期待しています。

り、ピクチャレスクな中庭の風情を
楽しみながら対局しました。どの対
局も息詰まる展開で、部屋の中は熱
気にあふれていました。
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次回は令和２年４月11日（土）近
畿会会議室での開催になります。

こちら国道 308 号！

厚生部

REPORT

04

「暗峠（くらがり峠）」にて

ハイキング部報告
生駒山登山とキノコ料理（会員１３名、非会員３名）
森村

照私

年末押し迫った令和元年最後のハイキ

庵」での忘年会兼昼食会の予約してい

しました。お店に入った時からほんの

ングは、生駒山登山とキノコ料理を楽し

るため、当初予定どおりの16名の参加

りとキノコの香りが漂い、今まで食べ

んでまいりました。生駒山は大阪と奈良

でした。最高齢は仲崎義弘会員で実年

たことのないキノコの燻製などキノコ

の県境に位置しており、標高642ｍで登

齢より10歳は若く見え、急勾配の坂道

料理を堪能いたしました。至福のひと

山経験のない人やハイキングには丁度よ

では、登り下りともマイペースで無理

時とはこのことをいうのでしょう。

い山と思います。

をせず歩んでおられました。

天気予報では曇りのち雨となってお

当初、皆様にお知らせしていたコー

り、登山は午前中で終了予定でしたの

ス概要では、山頂からケーブルカーに

で決行いたしました。

て近鉄生駒駅へ行く予定でしたが、山

午前９時30分に近鉄奈良線枚岡駅に

頂は目指さず、コース変更して暗峠を

集合し、「河内の国一の宮」として知

超えて奈良方面へ徒歩で下り、近鉄生

られる枚岡神社で本日の安全祈願をし

駒線一分駅から昼食会場の最寄駅（近

たあと、山頂近くの暗（くらがり）峠

鉄北生駒駅）まで電車で移動するとい

を奈良方面へ超えていく国道308号に

うルートをとりました。歩数計で確認

沿って坂道を登り始めました。国道

したところ、登り４キロ下り６キロ計

308号は国道ながら勾配が急で道幅も

10キロ程度だと思われます。

狭いことから

酷道

と皮肉られ、坂

暗峠では写真撮影を兼ねて少し長め

の角度は最大で17.2度（道路勾配

の休憩をとりました。暗峠から奈良方

31％）とのことです。徒歩で登るには

面をみると信貴山の向こう側に霞たな

それほど負担にならず、普通の山道程

びく奈良盆地、その向こうに高見山、

度なのですが、車が通る国道とは思え

音羽、経ヶ塚、熊ヶ岳、竜門岳など一

ないほど道幅が狭い（暗峠付近では2.3

連の山々が眺められ、絶景が広がりま

メートル）ことを実感いたしました。

す。なんとも心癒される瞬間でした。

結構、車、バイク、自転車の往来もあ

昼食会場であるキノコ料理の創士庵

り、気を付けないといけないと思いま

には、計ったように予定時刻である13

した。

時15分きっかりに到着し、13時30分

出席者は、キノコ料理専門店「創士

から２時間程度ハイキングの疲れを癒

「創士庵」でこんなきのこの山！

右端のきのこの燻製がおいしかった！

歩行中は曇り空で、昼食をとってい
る間に雨が降り始めましたので、天気
もまずまずで大満足の一日でした。世
話役の鈴木邦明会員、いつも素晴らし
い企画ありがとうございます。
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観劇部活動報告（2019年度

第3回）
玉置

寿子

新玉の年の初めの御寿、皆様はいかが

い。一方、修道女たちによる聖歌隊の

当日の主なキャストは、次のとおり。

お過ごしでしたでしょうか。健康で家族

歌があまりに下手なのを耳にしたデロ

主人公の歌手、デロリス・ヴァン・カ

に事無く、平穏であれば、まあまあ良い

リスは、クラブ歌手として鍛えた歌声

ルティエ：朝夏まなと

年を迎えられたと言えましょう。これか

と明るいキャラクターで聖歌隊の特訓

デロリスの高校時代の同級生で警察官

らも皆様に平らかな日々が続きますよう

に励みます。やがて、デロリスに触発

のエディ：石井一孝

に。掲載時期によっては時機を逸したご

された修道女たちは、今まで気づかな

悪役のカーティス：今 拓哉

挨拶ですが、原稿を書いている今はまさ

かった「自分を信じる」というシンプ

修道院長：鳳 蘭

に年が明け、仕事を始動したばかり。平

ルで大切なことを発見し、デロリスも

にご容赦を。

また修道女たちから「他人を信じる」

ところで劇場で配られたチラシに「エ

さて、年があらたまりまして第１回

ことを教わり、いつしか互いに情が芽

リザベート」を発見。これは観たかった

目、観劇部のチョイスした演目は「天使

生え…。そして、デロリスの特訓を受

なあ（今回観劇部では予定ありません

にラブ・ソングを」です。きらきらしい

け、アップテンポにアレンジされた讃

が）。いつもはルドルフ役の王子古川雄

梅田芸術劇場にて、１月４日（土）（夜

美歌は地域の評判となり、閑散として

大が初の？トート（死神）役。これは見

の部）を総勢22名で鑑賞しました。時期

いたミサには人が集まるようになり、

なきゃです。今からでは無理なのだろう

もあってか、参加者は少なめでしたが、

それにつれお布施もたくさん集まりま

なぁ。ロミジュリもそうだが、一般には

宝塚歌劇の人気演目の際には40名ほどに

す。いつしか法王のお目に留まり（そ

入手しにくいチケットを観劇部団体メ

なることもあります。

んなことあるかな！？）閉鎖寸前だっ

リットを活かして入手してほしい！この

今回の演目は、ご存知の方も多いと思

た修道院が生きながらえることに。い

ように、観劇部の公式行事だけでなく、

いますが、ウーピー・ゴールドバーク主

いことづくめと思われたその時、衆目

早く企画すれば裏行事も可能だそうです

演による1992年の映画。これにより、

を集めたことで、デロリスがギャング

ので、舞台好きな皆さま、是非観劇部へ

日本でも一気にゴスペル人気が高まりま

に見つかり、騒動勃発…というコメ

のご登録を。

した。しがない歌手のデロリスがさる殺

ディです。続編も３まで出ましたね。

次回は７月の「ミス・サイゴン」です

人現場を目撃したことで、ギャングから

見どころは何といっても、聖歌隊の合

追われる羽目になりますが、重要証人で

唱シーン。映画ではミサで歌うシーンも

あるため、裁判までの間、修道院にかく

黒い修道服ですが、ミュージカルのほう

観劇部では一緒に観劇する部員を募集

まわれ、身を隠すことになります。自由

はキラキラの修道服で、踊る！唄う！！

しています。公式観劇会、有志観劇会と

に生きてきたデロリスは修道院の規律に

きらびやか&華やか&楽しい舞台でした。

もに募集は観劇日の半年以上前になりま

縛られて生活することが苦痛で、厳格な

ラストは、観客もみんな立ち上がっ

すので、お早めにご入部ください。入部

修道院長を様々な場面で驚かせ、悩ませ

てダンス！年明け一番、カラダを動か

希望の方は、近畿会ウェブサイトの「関

ます。世知に長けたデロリスと世間知ら

して発散、景気づけ！今年も、明るく

西地区三会厚生行事掲示板」の趣味の会

ずの修道女とのズレた会話もほほえまし

良い年になりますように。

の募集よりお申込み下さい。
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（これは募集終了）。

2019年度

北山久恵会長活動報告

Topics

日本経済新聞（2020年１月15日）で『監査法人交代制見送り』という記事がでました。１月号でも報告しましたが、昨年10月に金融
庁から公表された「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）への対応として、公認会計士協会は、チームメ
ンバーローテーション、社会的に影響の高い会社（時価総額5000億円以上）、監査補助者から継続して業務執行社員として関与する場
合の長期関与（10会計期間）を提案し、関係各所との調整を図っています。この取扱に関する会長通牒が２月中に公表される予定で
す。なお、2020年４月以降開始事業年度から適用される改正後の「独立性指針」（監査業務担当者が長期関与する場合、必要に応じて
ローテーションを行うなどのセーフガードが必要）は、全ての監査人が遵守することが求められていますので留意してください。
昨年12月に開催されたIFAC−国際会計士倫理基準審議会（IESBA)において、以下の公開草案が承認されました（コメント募集は５
月初旬頃）。
（１）報酬依存度が15％超の場合

①２年連続：第３者による意見表明前レビューや監査報告書等での開示が必要
②５年連続：監査人の強制辞任（ただし公共の利益に照らしてやむを得ない事情の例外規定あり）

（２）非保証業務

①統治責任者による事前承認（了承：concurrence）
②重要性にかかわらず自己レビューの阻害要因を生じさせる非保証業務の同時提供の禁止

また、アグレッシブなタックス・プランニングについても、職業的専門家としての倫理面から検討が行われています。
これらについては、日本においても影響が大きいと思われます。随時報告していきますので今後の動向につき留意してください。
２月29日、茶屋町アプローズタワーで「財務諸表監査の質を巡る規制のあり方シンポジウム」を開催し、大学研究者とのパネルディ
スカッションを行います。ご関心のある方はご参加ください。
また、３月19日には、梅田のグランフロント大阪で、中日本五会研究大会が開催されます。各部・委員会や会員の研究報告であり、
皆様の情報交換・交流の場ですので、多くの方の参加をお待ちしています。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

12月24日

火

10:00〜12:30

本部

公認会計士制度PT

日本公認会計士協会

12月25日

水

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会

1月 6日

月

18:30〜20:30

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

1月 7日

火

9:30〜14:00

新年挨拶廻り

大阪弁護士会他

1月 8日

水

11:00〜11:15

新年挨拶

大阪国税局

18:00〜20:00

近畿会

新年賀詞交歓会

ザ・リッツ・カールトン大阪

1月 9日

木

18:00〜20:00

兵庫会

新年賀詞交歓会（来賓）

神戸ポートピアホテル

1月10日

金

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

1月14日

火

17:00〜18:30

監査役協会関西支部

1月15日

水

14:30〜17:30

本部

11:30〜13:00

協会本部

14:30〜17:30

常務理事会

日本公認会計士協会

17:30〜19:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:30

理事会

日本公認会計士協会

15:40〜17:00

理事懇談会

日本公認会計士協会

10:00〜12:00

企業財務研究会

近畿財務局

15:00〜15:30

第１回予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

15:30〜17:30

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜16:30

社外役員研修会「信用格付の活用方法」

日本公認会計士協会近畿会

1月16日

1月17日

1月23日

1月24日

木

金

木

金

賀詞交歓会（来賓）

正副会長会議
新年賀詞交歓パーティ

ANAクラウンプラザホテル大阪
日本公認会計士協会
帝国ホテル

(作成月日:2020年1月24日)
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CPE協議会からの重要なお知らせ
継続的専門研修制度協議会

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
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
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。
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
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。

●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
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。

【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。
【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。

【問合せ先】研修グループ
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
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

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

詳解 IFRSの基盤となる
概念フレームワーク

独立行政法人会計
詳解ハンドブック 第３版

医療法人の法律・会計・税務

日本公認会計士協会 編
日本公認会計士協会出版局 刊
定価3,200円＋税

あずさ監査法人

太陽有限責任監査法人

品川芳宣・成清紘介

中央経済社 刊
定価2,600円＋税

同文舘出版 刊
定価5,800円＋税

大蔵財務協会 刊
定価3,800円＋税

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

監査実務指針集

四訂版

定価より22％引き

編

定価より15％引き

編

定価より15％引き

編著

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

（送料別）

本書は、2016年に発行し
た「監査実務指針集 三訂
版」を最新情報に刷新してお
ります。改訂監査基準をはじ
め、改正監査基準委員会報告
書を収録。携帯に便利なコン
パクトサイズで監査の現場に
欠かせない一冊です。

概念フレームワークは国際会
計基準審議会（IASB）が国際
会計基準（IFRS基準）を開発す
る際のよりどころとなるもので
す。最新版フレームワーク全８
章に完全対応し、コラムや図表
を豊富に用いて難解な概念を解
きほぐします。

独立行政法人会計基準及び独
立行政法人会計基準Ｑ＆Ａの内
容を、実務に役立つよう多くの
会計処理・仕訳事例とともに丁
寧に解説しています。令和元年
改正内容を反映し、「独立行政
法人の事業報告に関するガイド
ライン」を補録した第３版。

医療法人制度が創設されて以
来、度重なる医療法の改正により
医業を取り巻く経営環境は劇的に
変化してきました。本書では、医
療法人（制度）の多様性を生むに
至った経緯やその背景（沿革）を
明らかにし、それに係る法律、会
計、税務の諸問題を体系的に整理
して解説しています。

2020年版会計監査六法シリーズ予約受付のご案内
日本公認会計士協会出版局より2020年版会計監査六法シリーズが3月上旬に発刊されます。当組合では、組合員の皆様に特別価格を設定し、前納ご予
約を承っております。２月上旬にお送りしたダイレクトメールに入っている振込用紙をご利用いただきますと、送料が500円とお得です。（通常650円）
なお、協同組合に未加入の会員・準会員の方は、組合にご加入いただきますと特別価格でお求めいただけます。
会計監査六法

（定価8,000円＋税）⇒

組合員特価6,860円（税込･送料別）

金融会計監査六法

（定価6,800円＋税）⇒

組合員特価5,830円（税込･送料別）

学校法人会計監査六法

（定価5,800円＋税）⇒

組合員特価4,970円（税込･送料別）

非営利法人会計監査六法（定価7,700円＋税）⇒

組合員特価6,600円（税込･送料別）

（データベース版付）

《高島屋お買物優待券》のご案内
公認会計士協同組合では、
株式会社高島屋の
「お買物優待券」
をお配りしております。
「お買物優待券」
は高島屋大阪店、
堺店、
泉北店、
京都店、
洛西店でのお買
物にご使用いただけます。
お買物１口
（但し、
消費税を除く価格3,000円以上）
につき、
その値札金額の５％を割引いたします。
（なお、
一部除外品があります。
）
「お買物優待券」をご希望の方は当組合事務局へご請求下さい。
（電話03-3515-8960）
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。
※発送は２月下旬からとなりますのでご了承ください。

阪急阪神お得意様カード《プレミアム》のご案内
公認会計士協同組合では、
（ 株）阪急阪神百貨店のお得意様カードの入会をお取次ぎしております。入会金・年会費は無料で同百貨店でのお買い物が
10％のご優待割引（一部除外品があります）
がある特別なカードです。
入会申込書をご希望の方は、当組合事務局（電話03-3515-8960）までご連絡ください。
※このサービスは組合員を対象としておりますので、組合に未加入の方はご加入のうえご利用ください。
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2019年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年1月実績及び2月予定
間

分野

単位

研修会テーマ
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会

13:30〜15:30 監

医療法人専

査 門委員会）

1月14日
組

織 関西地区三会共催研修会
（IT委員会）

環

境 「公認会計士業務のための事例から学ぶ情報セキュリティ」

1 月 1 5 日 14:00〜15:40 税

務

委員会専門委員）
2

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
新春全国研修会

10:00〜11:40 監

査 「会計不正の予防・早期発見のための仕組みを整える〜会

1月17日

13:00〜14:40 税

務

15:00〜16:40 倫理等
1 月 2 0 日 14:00〜15:40 税

務

新春全国研修会

護士・公認不正検査士）
伊藤雄二氏（税理士法人フェアコンサルティン

2

「国際課税の基礎知識」
新春全国研修会
「公認会計士の倫理の特徴−他の専門職との比較から−」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
「法人税の税額控除制度の留意点」

情報セキュリ

ティ専門講師

中西和幸氏（田辺総合法律事務所パートナー弁

2
不正
事例

計不正を許さない仕組みを多方面から解説する〜」

情報システム監査株式会社

關場修氏（本部租税相談員（資産税担当））

2

「最近の相続税改正を巡る問題」

師

中村一氏（本部非営利法人委員会医療法人専門

2

「医療法人監査実施を踏まえた課題について」
18:30〜20:30

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

グパートナー、税理士）
吉見宏氏（北海道大学大学院経済学研究院教授）

2

奥田芳彦氏（本部租税相談員（法人税担当））

2

本部税務業務部会共催DVD研修会
13:00〜14:40 税

務

「税理士業務の引継ぎ・関与初年度の申告実務研修会」
（2019年10月28日開業するなら知っておきたい税務実

2

務研修会（第27回））

1月22日

本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税

務

「複数税率における非営利法人の消費税〜特定収入に係
る調整計算を中心にして〜」

2

（2019年10月28日本部税務業務部会研修会（第70回））
関西地区三会共催研修会（経営委員会
15:00〜17:00 会

濱田善彦氏（本部経営研究調査会サステナビリ

CSR専門委員会）

計 「会計士に知ってほしい教養講座第1回

気候変動問題と

2

1月23日

スキルアップセミー（研究・CPE研修部）
18:00〜20:00 スキル 「お客様とのビジネス雑談力講座〜距離を縮めるための

2

10の引き出し〜」
1 月 2 4 日 14:30〜17:00

コンサル
ティング

14:00〜17:00 税

務

社外役員専門委員会研修会
「信用格付の活用方法〜格付会社の視点、投資家の視点、

3

ESGの視点〜」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
「国際課税の身近な諸問題」

14:00〜17:00 会

計

3

への取組み〜」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会

研修・解説社員）
小 林 茂 氏（ 株 式 会 社 格 付 投 資 情 報 セ ン タ ー
（R&I）格付本部副本部長兼国際部長）

谷伸雄氏（総務省自治行政局行政課（兼）行政経

「地方自治体の新たな時代の幕開け〜内部統制制度導入

営支援室課長補佐）、石井登志郎氏（西宮市長）
ほか

（会場：ホテルモントレ大阪）
13:30〜15:30 会

岩田泰氏（日本経済新聞社人材教育事業局主任

土屋重義氏（本部租税相談員（国際租税担当））

3

公会計委員会シンポジウム

1月27日

ティ情報専門委員会委員）、植松康太氏（一般社
団法人SDGs推進士業協会代表理事、弁護士）

SDGs」

公益法人

計 専門委員会）

2

松前江里子氏（本部研究員）

「最近の公益法人制度・会計の動向について」ほか

1月29日
18:30〜20:30

組

織

環

境

関西地区三会・ISACA大阪支部共催研修会（IT委員会）
「AIガバナンスとシステム監査について」

2

（会場：北浜フォーラム）

コンサル ナー
（経営委員会）

2

ティング 「リーガルテック企業の事業戦略と知財戦略」

1 月 3 1 日 14:00〜17:00 税

務

「令和2年税制改正」

ドサイン事業部マーケティングチーム兼リー
ガルデザインチーム）、堀口圭氏（弁護士、株式
会社日本法務システム研究所CEO）

（会場：日本弁理士会関西会）
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

報セキュリティマネージャー）
橋詰卓司氏（弁護士ドットコム株式会社クラウ

2019年度スタートアップ企業を支援する人材育成セミ
1 月 3 0 日 18:30〜20:00

荒川卓也氏（公認情報システム監査人、公認情

小畑良晴氏（一般社団法人日本経済団体連合会

3

経済基盤本部長）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
2 月 3 日 18:00〜20:00 スキル 「聴き手の心を掴み、説得力のある話し方講座〜ストー

2

荒尾千春氏（博士（政策科学）同志社大学大学院）

リーで相手を惹きつける〜」
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実施月日

時

間

分野

10:00〜11:40 税

務

2 月 5 日 13:00〜14:40 監

査

15:00〜16:40 監

査

10:00〜11:40 倫理等

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

春季全国研修会

今岡植氏（財務省主税局調査課課長補佐）

2

「令和2年度税制改正大綱の解説」
（仮題）
春季全国研修会
「公益法人の監査、制度及び会計について」
春季全国研修会
「監査業務に係る審査について」
春季全国研修会

2

松前江里子氏（本部研究員）

2

南成人氏（本部中小事務所支援担当常務理事）
加藤俊直氏（本部ＩＴ委員会情報セキュリティ

2

「公認会計士業務における情報セキュリティ」

師

等対応専門委員会専門委員長）

春季全国研修会
2 月 6 日 13:00〜14:40 倫理等 「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例等を 2

樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

踏まえて−」
春季全国研修会

15:00〜16:40 会

計

10:00〜11:40 監

査 「改正地方自治法施行後の地方公共団体の監査委員監査

2

「幼児教育無償化における学校法人の会計処理に関して」
春季全国研修会

清水涼子氏（関西大学大学院会計研究科教授、

2

公認会計士）

の留意点」
2 月 7 日

13:00〜14:40 監
15:00〜16:40 監

査
査

春季全国研修会
春季全国研修会

2 月 1 0 日 18:30〜20:30

田壽俊氏（本部監査・規律審査会副審査会長）
総務省政治資金適正化委員会事務局担当官

2

「政治資金監査について」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会長）、廣

2
不正
事例

「監査提言集の解説」

岡部雅人氏（本部学校法人委員会委員）

社外役

熊谷元裕氏（デロイト トーマツ ファイナン

コンサル 員専門委員会）

2

ティング 「M&Aで失敗しないためのPMIのポイント〜Pre PMIを

シャルアドバイザリー合同会社マネージング
ディレクター、公認会計士）

意識したM&Aプロセスとは〜」

三戸康嗣氏（新日本有限責任監査法人パート
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）

ナー）、富田賢治氏（PwCあらた有限責任監査

2 月 2 7 日 18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020〜監査法人で

2

のキャリア〜」

法人マネージャー）、鏑木大督氏（有限責任 あ
ずさ監査法人シニア）、西川美紀子氏（有限責任
監査法人トーマツスタッフ）
基調講演：鳥羽至英氏（国際教養大学）

2 月 2 9 日 14:00〜17:30 監

査

財務諸表監査の質を巡る規制のあり方シンポジウム
（会場：アプローズタワー貸会議室）

パネルディスカッション：鳥羽至英氏、百合野
3

正博氏（同志社大学）、北山久恵氏（近畿会会
長）、永見尊氏（慶應義塾大学）、福川裕徳氏（一
橋大学）
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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,603

35

3,638

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

30

736

計

合計

777

4,415

（2019年12月31日現在）

（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）

資格変更（準会員から会員へ）
呉
岡山

光勲
竜

達摩
中島

知子
康裕

吉田

入会者
井野口
齋藤

大祐

竹内

敬太 （四号準会員）

（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

12月11日〜24日

武久

善栄 （会

員） 東 京 会 よ り

田中

輝人 （会

員） 兵 庫 会 よ り

中

仁

（会

員） 兵 庫 会 よ り

岸野

俊樹 （会

員） 埼 玉 会 よ り

平岡

紀子 （会

員） 兵 庫 会 よ り

吉山

浩明 （会

員） 兵 庫 会 よ り

転出者

12月18日付

禎 （四号準会員）
晶

12月18日付

転入者

12月5日〜24日

【事務所】
小澤

悠二 （会

員）

小林

靖央 （会

員）

柏原

隆之 （会

員）

小松

知史 （会

員）

谷澤

太一朗（会

員）

島村

英也 （会

員）

村越

麻友美（会

員）

西山

元章 （会

員）

村田

賢二 （会

員）

山田

由香里（会

員）

森村

照私 （会

員）

月城

良

山本

亮

（会

員）

大北

真紀 （四号準会員）

吉川

和美 （会

員）

小川

真由美（四号準会員）

伊藤

玲男 （会

員）

（四号準会員）

12月5日〜24日

稲森

浩平 （会

員） 東

京

会

へ

奥村

加奈子（会

員） 兵

庫

会

へ

黒田

貴士 （会

員） 兵

庫

会

へ

中村

公隆 （会

員） 京

滋

会

へ

隈井

良平 （会

員） 兵

庫

会

へ

浅井

奈美 （二号準会員） 兵

庫

会

へ

河田

学

（四号準会員） 東

京

会

へ

吉田

晋也 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

退会者
沖見

圭祐 （会

員） 10月22日付

死

亡

奥谷

尚吾 （会

員） 10月23日付

死

亡

海﨑

眞信 （会

員） 11月18日付

死

冨

仁志 （会

員） 12月18日付

業

植野

敏治 （会

員）

大石

司

（会

員）

清水

恒宏 （会

員）

藤田

聡

（会

員）

田中

徳彦 （会

員）

山本

庸介 （会

員）

中川

明

（会

員）

呉

光勲 （四号準会員）

中条

弘幸 （会

員）

髙木

彩

藤川

賢

（会

員）

藤田

一成 （四号準会員）

前橋

佑也 （会

員）

田上

義晃 （四号準会員）

池上

亮

（会

員）

廃

止

監査法人の変更
アクト有限責任監査法人

【自宅】

亡
務

大阪事務所

8月8日付

新 設

（四号準会員）

【事務所・自宅】
門出

祐介 （会

員）
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事務局だより
【弔事】・会

員 平松 満夫氏
2020年１月21日ご逝去

満78歳

・会 員 和田 頼知氏のご母堂
2019年12月22日ご逝去 満95歳

綾子様

・会 員 小市 裕之氏のご尊父
2019年12月26日ご逝去 満88歳

庄太郎様

・会 員 勘場 義明氏のご尊父
2020年１月10日ご逝去 満93歳

浩様

【寄贈図書】
■監査実務指針集 四訂版
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
■精選！経理実務に役立つ−2020会計処理コンパクト
ガイド
寄 贈 者 清陽監査法人
編 著 者 清陽監査法人
発 行 者 株式会社清文社

■四半期報告書記載例 2019年版第3四半期提出用
基本編
四半期報告書記載例 2019年版第3四半期提出用
留意事項編
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社
■日本取引所金融商品取引法研究 第16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
■第15回「税に関する論文」入選論文集
寄 贈 者 公益財団法人納税協会連合会
発
行 公益財団法人納税協会連合会

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

編集後記

②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング
応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上
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大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階
TEL:06-6265-8461

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

ようやく冬も本格化して参りましたが︑

①法定監査

皆様いかがお過ごしでしょうか︒世間では

業 務 内 容

新型コロナウイルスによる肺炎が蔓延して

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

おり︑発症元とされる中国では拡大防止の

大阪事務所

ため春節休暇が延期されるなど話題になっ

ています︒日本でもインフルエンザが流行

していますが︑予防接種や帰宅後の手洗

い︑うがい以外に効果的な予防策があるの

をご存知でしょうか︒一つは﹁人混みや繁

華街への外出を控える﹂ことで︑そもそも

の感染リスクを減らすことが可能です︒も

う一つは︑空気の乾燥によりのどの粘膜の

防御機能が低下しますので︑﹁室内では適

度な湿度を保持する﹂ことです︒どちらも

少しの心掛けと準備で十分に実践頂けるも

のかと思いますので︑ご参考頂けますと幸

いです︒

さて︑この２月号では︑報告記事として

﹁国際委員会 タイ視察報告﹂や﹁２０１

９年度近畿実務補習所入所式﹂を掲載して

いますので︑是非ご一読ください︒

ま た ︑ 近 畿 Ｃ Ｐ. Ａ. ニ. ュ ー ス の 新 コ ー
ナーとして︑﹁Ｔｈｅ Ｙｏｕの書 〜わ

たしのおすすめの一冊〜﹂を企画いたし

ました︒現在執筆者を大募集しておりま

すので︑おすすめの書籍がある方はぜひ

竹中陽介︶

会報部までご一報頂きますようお願いい

たします︒

︵会報部

仰星監査法人

研修会のご案内（2020年２月〜４月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。

近畿会主催研修会
2020年３月24日(火) 18:00〜21:00

研修コード 履修単位

スキルアップセミナー

9301

創造力強化研修〜クリエイティブシンキングのためのマインドとスキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 上垣

会

場 近畿会研修室

3

※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

重浩 氏（株式会社インソース講師）
定 員 40人

本研修では、新しいアイデアを生み出し、それを価値創造へとつなげるためのクリエイティビティ（創造力）を身につけていただきま
す。企画職に携わる方だけでなく、組織の問題開発をしていくうえで必要なスキルです。
創造力を強化するために「ゼロベースで考える」マインドを持ち、2つのスキル「課題設定力」「発想力」を身につけます。これらの要
素を講義で学んだうえで、実践的なケーススタディを通じて得られた知識を活用できるようになることを目指します。

関西地区三会共催研修会
2020年２月25日(火) 18:30〜20:30

研修コード 履修単位

独立初心者向け研修会

9201

独立前に知っておきたかった開業の基礎
企

※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

画 ダイバーシティ推進委員会

悠樹 氏（公認会計士、天正公認会計士事務所）
山本 雄三 氏（公認会計士、山本雄三公認会計士事務所）
中谷 洸太 氏（公認会計士、中谷洸太公認会計士事務所）
会 場 近畿会会議室
講

2

師 天正

これから独立する公認会計士が、独立後に悩むであろう、日本公認会計士協会や行政等への届出、事務所を構える際に必要な要件等を共
有するとともに、独立準備中の会員相互の交流により、最新の開業準備の情報交換や開業後の業務の連携を図ることができる人的ネット
ワークの構築を目的に開催致します。独立準備中の方との交流を図りたい先輩会計士の方も是非ご参加ください。
また、本研修会にて、独立準備中のためのチェックリストのテスト版の共有や参加者の要望等をアンケートにて調査させていただき、独
立準備のためのチェックリストやリーフレットにまとめる予定です。

2020年３月２日(月) 18:30〜20:30

研修コード 履修単位

2102

収益認識に関する会計基準について
企

画 組織内会計士委員会

講

師 中田

会

場 近畿会研修室

2

清穂 氏（有限会社ナレッジネットワーク 代表取締役、公認会計士）

今般、新たに導入される「収益認識に関する会計基準」について、国際会計基準を基礎としているために理解が大変難しいことから、そ
の内容をよく理解して頂けるように研修会を企画致しました。
講師には、経理部門における課題解決のコンサルティングや、公認会計士向けの研修を多数行われている、中田清穂氏をお招きしております。
理解を妨げている根本原因を突き止め、本質を理解して納得できるようになる解説や、個別論点の詳細解説、法人税や消費税への影響に
関する説明などを予定しており、実務に携わる組織内会計士の方に役立つ内容となっております。

2020年３月６日(金) 13:30〜16:30

研修コード 履修単位

IFRSセミナー（第２回）

2103

3

IFRS学び直し講座 IFRS第3号「企業結合」、IFRS第2号「株式に基づく報酬」
企

画 国際委員会

大基 氏（EY新日本有限責任監査法人）、柏岡 佳樹 氏（EY新日本有限責任監査法人）
会 場 近畿会研修室
講

師 高井

近年のM&Aの活性化を受け、日本のIFRS適用企業においても多くのM&Aが行われています。また、コーポレートガバナンス強化への
取り組みとして役員報酬体系の見直しを行う企業も多くみられます。このような状況の中、企業結合と株式報酬の会計基準を理解するこ
との重要性がより一層高まっています。本研修では、IFRS第3号「企業結合」及びIFRS第2号「株式に基づく報酬」に関する基礎知識の
習得を目指す方を対象に、各基準の基本的な考え方を中心に、実務的な論点も踏まえて解説します。
※申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。 ※各種研修会には必ずお申し込みの上、ご参加ください。
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関西地区三会共催研修会
2020年３月16日(月) 18:30〜20:30

不正事例研究

研修コード 履修単位

会計不正事例と実務対応（100社事例分析）

企

画 組織内会計士委員会

講

師 安福

会

場 近畿会研修室

3192

2

健也 氏（公認会計士、EY新日本有限責任監査法人）

社外役員や組織内会計士にとって、自社や子会社の不正の予防は大きな課題となっています。今回、組織内会計士委員会では数々の会計
不正セミナーで講師を務めておられます公認会計士・公認不正検査士の安福健也氏をお招きし、100社の不正事例分析結果をもとに、業
種別の会計不正パターンおよび会計不正の防止策としての構築すべき内部統制および内部監査の着眼点についてご解説いただける機会を
設けました。つきましては、ご多忙とは存じますがぜひ奮ってご参加ください。

2020年３月25日(水) 14:00〜17:00

研修コード 履修単位

大阪弁護士会共催研修会

5103

3

海外の不正調査について

「新興国における不正調査実施の留意事項」
「中国現地法人における事例を中心に」
企

画 国際委員会

大介 氏（公認会計士、株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門ディレクター）
森
仁司 氏（弁護士）
会 場 近畿会研修室
懇親会 懇親会費：3,000円程度
講

師 藤田

大阪弁護士会と共催で、「海外の不正調査」をテーマにセミナーを開催いたします。不正調査の一般的な話を含め、海外の調査のケース
での実務上の留意点や事例等についてお話しいただきます。弁護士の方々にも多数ご参加いただき、セミナー後に懇親会も予定しており
ますので、交流を図っていただく絶好の機会になると考えております。

2020年３月26日(木) 13:30〜16:30

研修コード 履修単位

①「行政庁による監督（立入検査等の最近の状況）について」
②「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」
企

3

画 非営利会計委員会公益法人専門委員会

晴己 氏（内閣府公益認定等委員会事務局
菊地 幹夫 氏（内閣府公益認定等委員会事務局
会 場 近畿会研修室
講

2106

師 小山

監督専門官）
審査監督調査官）

公益法人に対する行政庁の監督及び公益法人の会計に関する最近の動向について、内閣府（公益法人の監督行政庁）の諮問機関（公益認
定等委員会）の事務局ご担当者を講師に招き、研修会を実施いたします。

2020年３月27日(金) 18:30〜20:30

一人ひとりがイキイキと活躍するために

〜アンコンシャスバイアスを知る、気づく、対処する
企

画 ダイバーシティ推進委員会

琴 氏（社会教育研究所所長、
一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所 認定トレーナー兼パートナー講師）
会 場 近畿会研修室
講

師 張

研修コード 履修単位

9301

2

※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

アンコンシャスバイアス（unconscious bias）とは、日本語では「無意識の偏見」などと表現され、近年大きな注目を浴びている概念
です。良かれと思ってやったことが、逆にメンバーを傷つけてしまったり、無意識のうちに相手を偏見でとらえてしまい人間関係を悪化
させていることもある「アンコンシャスバイアス」。多様性をもった活力ある組織づくりのためには、自分のなかにあるアンコンシャ
ス・バイアスの存在とその影響力を知ることがとても大切です。本研修では、受講者同士の対話を通じて、「アンコンシャスバイアス」
を理解し、対処法を学んでいただきます。
※申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。 ※各種研修会には必ずお申し込みの上、ご参加ください。
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DVD研修会
2020年３月18日(水) ①10:00〜11:40 ②13:00〜14:40 ③15:00〜17:00

研修コード 履修単位

公認会計士業務における情報セキュリティの考え方及び
外部受託業者に係るアンケート調査について
②税
務 電子申告義務化に関する最新情報について
③不正事例研究 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」
①職業倫理

企

2

② 4099

2

③ 3192

2

画 ①研究・CPE研修部

俊直
②菅沼 哲矢
③駒井 昌宏
三浦 善弘
会 場 近畿会研修室
講

① 1001

師 ①加藤

②税制・税務委員会 ③研究・CPE研修部
氏（本部 ＩＴ委員会情報セキュリティ対応専門委員会専門委員長）
氏（国税庁企画課情報技術室長）
氏（本部 不正調査専門委員会副専門委員長）
氏（本部 不正調査専門委員会専門委員）

①2019年 8月 7日開催 本部研修会収録
②2019年12月16日開催 本部税務業務部会主催研修会（第71回）収録
③2019年11月25日開催 近畿会研修会収録

2020年３月27日(金) ①10:00〜11:40 ②13:00〜15:00 ③15:20〜17:00

研修コード 履修単位

リーガルマインドでアプローチする税務判例分析
②不正事例研究 内部統制報告書訂正事例等に見るIT関連不正・不備事例の検討
③職業倫理 公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例等を踏まえて−
①税

務

企

画 ①税制・税務委員会

講

師 ①髙橋貴美子 氏（弁護士・公認会計士）

②研究・CPE研修部

① 4091

2

② 3192

2

③ 1001

2

③研究・CPE研修部

②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）
③樋口 誠之 氏（本部 倫理委員会副委員長）
会 場 近畿会研修室
①2019年12月17日開催 本部税務業務部会主催研修会（第72回）収録 ②2019年12月10日開催 近畿会研修会収録
③2019年12月16日開催 近畿会研修会収録

以下は2020年度のCPE研修会です。
近畿会主催研修会
2020年４月６日(月) ①11:00〜12:00 ②13:00〜14:30 ③14:50〜15:50 ④16:00〜17:00

①職業倫理

②③④監査

監査事例研修会〜最近の照会事項〜

①「倫理」②「企業会計・監査」③「学校法人会計」④「非営利法人会計」
企

画 監査会計委員会

講

師 本部 業務本部 調査・相談グループ担当者

会

場 近畿会研修室

研修コード 履修単位

① 1001

1

② 3101

2

③ 3101
④ 3101

2

※各コマでＣＰＥ登

録が必要です。

協会本部の業務本部 調査・相談グループ担当者をお招きし、監査事例研修会を開催します。

関西地区三会共催研修会
2020年４月２日(木) 13:00〜16:00

令和元年度

研修コード 履修単位

学校法人の会計・監査における留意事項

企

画 非営利会計委員会学校法人専門委員会

講

師 舩越

会

場 近畿会研修室

3111

3

啓仁 氏（公認会計士、非営利会計委員会学校法人専門委員会 専門委員長）

学校法人の会計・監査における留意事項を解説いたします。会計におけるトピックスとしては、幼児教育・保育の無償化に係る会計処理
及び高等教育の修学支援新制度に係る会計処理を中心に解説いたします。監査におけるトピックスとしては、監査報告書及び理事者確認
書の改正、GCに係る研究報告を中心に解説いたします。
※申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。 ※各種研修会には必ずお申し込みの上、ご参加ください。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
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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