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新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応について、協会は３月中の対応としていた「集合研修を原則
中止」、「地域会主催を含め大規模イベントは、原則開催しない」という措置を、現下の状況を鑑み、大型連休
の終わる５月６日まで延長することといたしました。
これを受け、近畿会は４月に予定していた各部・委員会企画集合研修の開催を中止いたします。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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2020年１月23日（木）に近畿会研修室において、会計士に知ってほしい教養講座第１回「気候変動問題とSDGs」の研修
が開催されました。

＜講演 1＞ 「経営研究調査会研究報告第 64 号『気候変動を知る−動き始めた資本市場・情報開示−』について」
講 師 本部経営研究調査会サステナビリティ情報専門委員会 委員 濵田 善彦
前半は、筆者が気候変動を題材

によると地球温暖化対策を講じない

それに対

に、世界の平均気温は1880年以降１

場合、2100年には15,000人が熱中症

する全世

度程度上昇しており、それに起因し

で死亡し、国産のお米が収穫できな

界の取り

て様々な異常気象が発生しているこ

くなり、870hPaの台風が来るな

組みとし

と、現在のペースで推移すれば2100

ど、現在とは全く違った世界になる

て、京都

年には４度の気温上昇が見込まれる

とされていることを紹介しました。

議定書、

事実を紹介しました。続いて、環境

その後、地球温暖化のメカニズム

パリ協定

省が公表している2100年の天気予報

や気温上昇によりリスクを紹介し、

などの説

会計士に知ってほしい教養講座第１回
「気候変動問題とSDGs」
経営委員会CSR専門委員会

副委員長

濵田

善彦

度のままでは早ければ2030年には

る欧州の29の投資家が、４大監査法

また、IPCCという国際機関の報

1.5度上昇に達すること、現時点の

人に対し、気候変動関連リスクを見

告によると世界の平均気温の上昇は

国際的な取り組みであるパリ協定を

過ごさず早急に行動するよう求める

1.5度までに抑える必要があると提

達成しても2100年には世界の気温上

書簡を送り、会計監査業務で気候変

言されており、気温上昇が1.5度の

昇が２度を超えるため、さらなるス

動リスクが「無視されている」こと

場合と２度の場合の地球（生活、生

ケールでの社会システムの変革が必

に懸念を表明したようですが、監査

態系、資源など）に与える影響の比

要なことを紹介させて頂きました。

法人も気候変動問題には無関心でい

較の紹介及び現在の温暖化の進行速

運用資産が合計１兆ポンドを超え

明をさせて頂きました。

られなくなるかも知れません。

＜講演２＞ 「SDGｓとは何か？〜 Sustainable Development Goals について知る」
講 師 一般社団法人 SDGs 推進士業協会 代表理事／弁護士 植松 康太 氏
後半は、一般社団法人SDGs推進

電車のラッピングトレインなど今流

講演では、国連の広報ビデオの動

士業協会の代表理事であり弁護士で

行りのSDGsに関する講演をいただ

画の後、まずはSDGsの概要につい

ある植松康太先生をお招きし、阪急

きました。

て教えて頂きました。SDGsは2015

18499

APRIL 2020

03

報 告 REPORT

01

年９月の国

ご紹介いただきました。特にSDGs

意識の統一が容易になる点・リク

連サミット

を達成するためにはフォアキャスト

ルート面での学生へのアピールポイ

で採択され

（現状のリソースから積み上げるこ

ントにもなる点、バックキャスト的

たもので、

とにより改善策を講じていく手法）

な手法を取り入れることによりイノ

17の目標と

ではなく、バックキャスト（必ず達

ベーションが産まれるきっかけとな

その内訳と

成すべき目標を設定しやり方は後か

る点などは非常に納得感も高いもの

して169の

ら考えるアプローチ、すなわち既存

でした。

ターゲット

の手法の延長線上ではなく抜本的・

最後にSDGsウォッシュ（ホワイ

及び232の指標からなる国連加盟193

破壊的な変革を行う手法）が必要と

トウォッシュ：「うわべをかざる」

か国が2016年から2030年の15年間で達

の説明は、SDGsのみならず現在の

から取った造語）には気を付ける必

成するために掲げた目標をいいます。

変化が激しい世の中に全般に適用で

要がある旨の注意もありましたの

きる考え方であると強く感じました。

で、気を付けたいと思います。

近年、SDGsに関する関心が飛躍
的に高まっており、企業の取り組み

また、SDGsのメリット・チャンス

もそれに応じて進化しているとのこ

要素として、SDGsという共通の

とで、大企業では取り組んでいない

ツール・言語

こと自体がマイナスであり、中小企

を通じて各企

業でも概念的に打ち出すだけでなく

業や団体間の

その中身まで問われる段階にあると

連携のきっか

いうお話は非常に印象的でした。

けにもなる点、

その後、政府や経済界の取り組み

社会貢献を通

の説明に続き、エシカル消費（倫理

じた役職員の

的消費）やFSC森林認証などの紹

やりがいの向

介、具体的な取り組み方法について

上・組織内の

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と
「持続可能な開発目標」（SDGs）

【 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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2020年２月５日（水）、近畿会会

出席いただいた包括外部監査人・

その他、安井近畿会副会長、奥谷

議室にて地方公共団体包括外部監査

監査委員等は以下の通りです。(敬

公会計委員長、中川公会計副委員長、

人・監査委員協議会が開催されました。

称略。以下同様)

その他委員８名が参加しました。

協議会の前半は、地方公共団体監
査専門委員会委員長で地方公会計・

講演の概要及び意見交換でのご発

＜包括外部監査人＞

言の趣旨は以下の通りでした。

滋 賀 県

西野

裕久

和歌山県

坂井

俊介

神 戸 市

森山

恭太 ※

部）委員をお招きし、専門委員会で

高 槻 市

金

志煥

の活動報告を中心に日本公認会計士

枚 方 市

里見

優

方公会計・監査検討専門委員会での

協会本部における取り組みの状況に

東大阪市

石崎

一登

奈 良 市

大川

幸一

取り組みの状況等について

監査検討専門委員会オブザーバーで
もある大川幸一公会計委員会（本

ついてお話いただきました。後半は
参加いただいた包括外部監査人、監
査委員の会員からそれぞれの監査等
の状況をご紹介いただいた上で、活
発な意見交換が行われました。

【講演】
地方公共団体監査専門委員会、地

※補助者
＜監査委員＞
堺

市

吹 田 市

藤坂

正則

谷

義孝

日本公認会計士協会

公会計委員会

委員 大川氏
後日公表予定の公会計委員会研究
報告「地方公共団体の内部統制制度
及び監査委員監査の論点と方向性」、

地方公共団体包括外部監査人・監査委員協議会 報告
公会計委員会

「地方公共団体の外部監査に関する

【意見交換 参加者からのご報告】

ガイドライン及びQ&A」（いずれ

大川監査人（奈良市）

も2020年２月20日公表済）の委員会

教育委員会に関する財務事務 ※２

での検討状況及びとりまとめ状況に
ついて説明がありました。

学校現場に行って、実務のヒアリ
ングをしたり、文科省の指針や、市
の総合計画を受け作成された種々の

委員

寺川

徹也

計画の関係性について議論をしたり
している。
計画の関係性が複雑で、報告書で
の記載方法について検討を進めている。
※２：監査人の氏名の後ろは当年度
の監査テーマ（以下同じ）
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西野監査人（滋賀県）

学習センターなどの市全体施設があ

が、市役所での全庁的なルールがない

情報システムの財務事務

るが、それぞれの施策目的でそれぞ

ことが判明した。

類似の他事例が少ないため苦労し

れ独自で事業を行っており、全庁的

ている。県では情報政策課で一元的

な統一がなく、重複感があると感じ

に調達を行っているので、その調達

たことが選定のきっかけである。

藤坂監査委員（堺市）
定期監査はローテーションで実施

事務や、ICT（情報通信技術）活用

地方分権法の改正により、一定の

している。本年度は教育委員会、健

による県政の課題解決の取組状況を

要件下で、市長部局が社会教育施設

康福祉局、環境局、行政委員会、堺

切り口に監査を進めている。専門性

を管理することも可能になったた

市民病院、市営住宅、観光コンベン

の高いところであり、ITの専門家

め、いろいろな提言ができないかと

ションセンター、福祉センター関係

も補助者に加えている。

思い監査を進めている。

を対象としている。テーマとしては
毎年変えているわけではなく財務事

坂井監査人（和歌山県）

務の主な項目は全て対象としている。

県税の賦課徴収事務

行政監査で取り上げて議論はする

県は近畿の中でも人口減少のス

ものの、意見として監査結果に結び

ピードが早く、少ない公務員で事務

つけることは少ないというのが実感

を進めることが求められる。課税事

である。

務について、合規性の指摘を出す局
面は少ないが、人手のかかっている

里見監査人（枚方市）

事務のためテーマとした。県税事務

子ども子育て支援

所において、業務の標準化、RPA

市が強く力をいれている分野であ

（ロボットによる業務自動化）、

り、包括外部監査人の３年の任期中

AIの活用状況にバラつきがあり、

で実施したかったテーマである。包

効率的な事務に対する意見をまとめ

括外部監査の報告書の提出を12月に

ていきたい。

求められるが、10月から無償化開始
のため、監査対応が厳しくなる時期

森山監査人補助者（神戸市）
バス事業

もあり、時間的な苦労があった。
しかし、市の思い入れの強い分野

大赤字の事業であり、テーマとし

を監査できた点は良かった。

て取り上げた。運行管理状況等のヒ

谷監査委員（吹田市）
定期監査としては２年で概ね全部
局をローテーションしている。細か
い内容のものであるが、前年度の指
摘が多かったので、当年度も前年度

アリングを実施している。民営化の

石崎監査人（東大阪市）

と同じく委託契約を重点テーマとし

方向性も示しつつ、現状の改善を求

保健所

て実施している。

める方向で意見をまとめている。

市の保健所は地理的に市役所から
離れており市役所から把握しにくく、

【意見交換 ①】

金監査人（高槻市）

専門職が多いため事務のレベルを見て

文化芸術生涯教育

欲しいという市のニーズもあり、選定

RPAを取り上げる自治体が増

ニッチな分野であるが、包括外部

した。保健所の業務そのものには切り

えている中で、包括外部監査等で

監査人二年目ということもありチャ

込むのは困難で、切手管理、源泉徴収

業務効率化ができるのではないか

レンジしてみた。市では公民館、コ

事務等の指摘が多かったが、監査委員

という意見も事前のアンケートで

ミュニティセンターなどの地域拠点

に報告したところ、非常に反応がよ

あったが、RPAや業務効率化の

の施設と、市民交流センター、生涯

かった。また、保健所の監査であった

観点で包括外部監査や監査委員の
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中で取り上げたい、もしくは、取

ンで項目を設

り上げたことがあれば、ご意見等

けている。包

伺いたい。

括外部監査人

●西野監査人

は公務員と同

教育委員会において、学校で

様に守秘義務

iPad等の情報機器端末システムを

があり、これ

多く購入しているが、学校ごとに

に反した場合

購入している。しかし、教育委員

は刑罰が科せ

会全体で購入したほうが規模の経

られる。秘密

済の効果で安く済むのではないか

については、

と考えている。また、自治体で使

法令に基づい

用している土木系のシステムは毎

て取り扱う必要がある。

年国の基準が変わるため、毎年更

●道幸公会計委員

02

●谷監査委員

新しているが、多数の自治体が使

役所の文書にはほとんど秘密は

吹田市ではもともと都市監査基準

用しているのでシステムを共同で

ないとされている。個人情報を除

をベースとしてきた。総務省案を

調達したほうが効率的ではないか

き監査委員監査の課長復命以降の

参考として新たに作成するとなる

と考える。

調書はすべて情報公開請求の対象

と、全てを順守できるか不安があ

●大川監査人

であり、秘密ではないと整理して

る。独自で作成するとなるとどの

いる市もあった。

程度が求められるのか悩んでいる。

調達・事務の観点からは、効率
化が期待できるが、教育現場での
効率化は難しいと考えている。
また、自治体の中で情報共有は

包括外部監査において閲覧した
個人情報は返却すべきと考える。
●寺川

●藤坂監査委員
堺市では８年前に独自の監査基
準を制定し、必要に応じて更新を

難しく、その点も課題と考えてい

ある地方自治体では、包括外部

行っている状況である。基準にお

る。税務をはじめ、さまざまな個

監査人であっても、個人情報への

いて順守できない項目は記載して

人情報を取り扱っているが、個人

アクセスにあたり誓約書が求めら

いない。

情報保護条例の壁があり、非効率

れた。公認会計士は職業的専門家

●石崎監査人

な部分がある。情報共有できる仕

として職業倫理等に縛られ、また

職員退職手当組合の監査委員に

組みをつくり効率化につなげるこ

教育も受けているため、不要とな

就任している。住民に直接接する

とが可能となると考えている。

るように主張したい。

組織ではないため、その点の調整

●大川監査人

【意見交換 ②】
●奥谷公会計委員長
事前アンケートにて「包括外部
監査人が監査の過程で個人情報を

はあるものの基本は総務省案が

守秘義務については、地方自治

ベースとなっている。小規模の組

法上、包括外部監査人は公務員と

織であり、対応ができるか不安が

みなされるため、その点から不要

ある。

と説明ができるのではないか。

入手することがあるが、包括外部
監査の業務の中でどのように対応
すべきかガイドライン等で検討い
ただけないか」という意見があった。
●大川監査人
守秘義務についてはガイドライ

【意見交換 ③】
●奥谷公会計委員長
各自治体での監査委員監査の監
査基準の制定状況及びベースとす
る基準はどのようなものか。
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2020年２月16日（日）女性会計士

男性も含む20名を越える申込者全員

門委員会の委員長、副委員長も加わ

専門委員会では、「公認会計士の多

のご参加をいただくことができまし

り自らのキャリアと会場からの質疑

様なキャリアから自分の働き方を考

た。（申込者全員が参加されたの

を交えながらのセッションを行いま

える」と題したセミナーを開催しま

は、私がセミナー企画をして初めて

した。最後の質疑応答は盛り上がり

した。講師には、日本公認会計士協

のことであり、大変うれしく思いま

すぎて、セミナー終了時間を越えて

会前会長の関根愛子さんと、メディ

した。ご参加いただいた皆様、あり

も終わる気配がないくらいでした。

アでのご活躍や東証一部上場会社役

がとうございました。）

女性会計士専門委員会では毎回
ざっくばらんな本音ベースのセミ

員をされるなど多様な働き方をされ
ている平林亮子さんをお迎えし、会

セミナー前半ではお二方それぞれ

ナーやイベントを売りにしており、

計士のキャリアをテーマに話を伺い

進んでこられたキャリアについての

お迎えした講師お二方にも、「ここ

ました。様々な話をお聞きできるよ

お話を伺い、後半では北山会長の

でしか聞けないオフレコ話をできる

うあえて小規模の開催にしたところ、

他、司会の種田委員と女性会計士専

だけお話しください」とのご無理を

ダイバーシティ推進委員会
女性会計士専門委員会主催セミナー開催報告
女性会計士専門委員会

副委員長

吉川

和美

申し上げました。結果として、本当

なに参加したかった懇親会は初めて

関根愛子さんはみなさんご存じの

にお話いただけるのかとの懸念も杞

です」とのコメントもいただいてお

通り、早稲田大学理工学部数学科を

憂に終わるほど様々なお話をしてい

り、満足度も高かったと自負してお

ご卒業後、外資系銀行を経て青山監

ただき、お二方には大変感謝してお

ります。

査法人に入所されました。2001年に

ります。おかげさまで参加者の多く

「オフレコで」とのお約束から、

中央青山監査法人の代表社員、2006

の方からセミナー開催のお礼をいた

会報に掲載できる部分は一部となり

年に現PwCあらた有限責任監査法

だいたほか、家庭の事情で懇親会に

ますが、以下セミナーの模様を報告

人のパートナーとなられ、2016年〜

参加できなかった方からは、「こん

させていただきます。

2019年の間には、日本公認会計士協
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会初の女性会長に就任されたことで

事されつつ、東証一部上場企業で社

会計士が上場企業やその子会社、上

も有名な方です。数学が好きだが実

外監査役を務めるなど活動の幅を広

場準備会社の役員に就任する機会は

験は苦手だった学生時代、男女雇用

げていらっしゃいます。実は平林さ

増えてくると考えられます。参加者

機会均等法以前の就職難や研修内容

んには2011年に日本公認会計士協会

の中には東証一部上場企業の社外監

が男女別に異なって驚いたご経験に

近畿会 女性会計士委員会で発刊した

査役に実際に就任されている方や、

始まり、順調にキャリアを歩んで来

書籍、「女性会計士20人 人生の中間

次回監査役に就任を打診されている

られたように見えて、実は辞めたい

決算書」でもご協力をいただいたご

という方もいらっしゃいました。役

と思ったことが何回かあったことな

縁があります。今回は執筆から約10

員経験者と役員就任希望の会員とで

ど、気さくにお話しいただきまし

年後、独立20周年を迎えられての思

意見交換をしていきたいといったご

た。それでも、英語は得意ではない

いを率直に語っていただきました。

意見もあり、このセミナーをきっか

とおっしゃりつつも、未経験だった

現在はご家族の介護をされつつ、旦

けに交流の輪が広がっていくものと

US基準業務をこなされ、英語の会

那様の駐在先であるニューヨークと

期待しています。

議でも臆せず毎回発言回数を増やし

日本を行ったり来たりという生活を

今回のセミナーでは、「会計士の

ていこうと心がけておられたといっ

ベースに、複数の企業の社外役員業

〇〇ですというのは便利な言葉で、

た業務上の体験談をお聞きするにつ

務、コンサルティング会社の役員と

名乗ることでドアが開く」、「会計

けても、同じようにできる方は少な

してなど多様な業務を行われてい

士らしい仕事は監査法人だけではな

いのではと思わずにはいられません

らっしゃるのですが、私の印象では

い」といったお話が印象的でした。

でした。その中でも最も心に残った

「多忙」感が全く見えない方でし

私自身、今後の公認会計士としての

お言葉としては、会計士の仕事はコ

た。「生産性」がキーワードとなる

キャリアの在り方についてあらため

ミュニケーションと判断であるとい

ずいぶん前から、拘束時間を短くす

て認識するとても良い機会となりま

うこと、また、会計士はスペシャリ

ることでできるだけ生産性を上げよ

した。

ストではなく会計業務のゼネラリス

うとされてこられたのであろうと推

ダイバーシティ推進委員会 女性会

トである、というお話でした。典型

察し、自分の仕事ぶりにどれだけ無

計士専門委員会では、今後も様々な

的な会計士の業務としては法定業務

駄があるだろうかと反省した次第で

セミナーを企画しております。委員

である会計監査であると思いがちで

した。

一同、今後の多数の皆様のご参加を
お待ちしております。

すが、これから様々な職務領域が広
がる中、視野を広く持っていたいと
感じた次第です。

その他、詳細は省略しますが、後
半のセッションで盛り上がったテー
マは「公認会計士

次にお話しいただいた平林亮子さ

としてやりがいを

んは、関根愛子さんとは180度と

感じるときはどん

いってよいほど異なるキャリアを歩

なときか」「公認

んでこられました。大学の地理学科

会計士として上場

３年次在学中に公認会計士試験に合

会社を中心とした

格、ご卒業後に現EY新日本有限責

企業の監査役や社

任監査法人の監査部門を経て、25歳

外役員として就任

で独立、その後は執筆、講演、テレ

することについ

ビ、ラジオなどマスコミでもご活躍

て」でした。昨今

されています。また、経営コンサル

の環境下で今後、

ティング会社の代表として経営に従

ますます（女性）
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2020年２月29日（土）、アプローズ

第１部：基調講演

タワー13階貸会議室に於いて、「財

◆鳥羽

務諸表監査の質を巡る規制のあり方

14：00〜15：15

至英・国際教養大学

第２部：パネルディスカッション 15：30〜17：30

研究会」が開催されました。本研究
会は、当初シンポジウム形式で開催
される予定でしたが、新型コロナ

◆内藤

文雄・甲南大学（司会）

◆鳥羽

至英・国際教養大学（モデレーター）

◆百合野正博・同志社大学（パネリスト）

ウィルスの影響で大規模イベントが

◆北山

開催できなくなったため、シンポジ

◆永見

ウム参加予定者から希望者を募り、

◆福川

研究会の形式で開催となりました。

久恵・JICPA近畿会会長（パネリスト）
尊・慶應義塾大学（パネリスト）
裕徳・一橋大学（パネリスト）

当日は、右記次第による基調講

学教授のご挨拶の後、鳥羽至英 国際

られました。日本の監査は、大きな

演、パネルディスカッションが行わ

教養大学教授による基調講演があり

不正事案が起こるたびに制度改正が

れ、雨天にもかかわらず、大学関係

ました。鳥羽先生は長年にわたり監

行われてきました。監査の質に対す

者15名、公認会計士24名の参加をいた

査理論のご研究をされる中で、「い

る外部規制の強まりという国際的な

だき、会議室の返還予定時刻ギリギ

ま、日本の監査が危ない」との思い

潮流はあるものの、わが国の状況は

リまで熱い議論が交わされました。

をお持ちになり、文科省の基盤研究

会計士制度の歴史的な成り立ちが特

として本研究会のテーマを取り上げ

異であるために、「根が深い」との

司会を務められる内藤文雄 甲南大

財務諸表監査の質を巡る規制のあり方研究会 開催報告
北山

近畿会会長

認識を持たれています。公認会計士
試験に始まり、公認会計士の処分ま

啓司

③規制と監査の質の規制
第２部：監査プロフェッション・プロセスと主要各国における監査規制
①監査プロフェッション・プロセス
②資格取得方法

で悪影響を及ぼしているのではない

③プロフェッションへの入退会と開業登録・業務廃止

か、という問題意識を持たれていま

④専門職業教育

す。

⑤監査事務所内での監査現場管理

鳥羽先生の

⑥監査業務に対する外部監視

基調講演は、

⑦処分・制裁

次の３つの研

第３部：監査プロフェッション・プロセスに対する日本の規制状況

究アプローチ

①日本の監査プロフェッション・プロセスと規制

に沿って行わ

②日本の監査プロフェッション・プロセスの問題と改革のための提言

れました。

APRIL 2020

柴原

②監査の質

公認会計士資格試験や大学教育にま

10

委員長

①プロフェッション

セス」の全域に行政が深く関わろう
ず、ひいては監査研究者の在り方、

監査会計委員会

第１部：分析のための基礎概念

での「監査プロフェッション・プロ
とするがゆえに、監査の質が向上せ

久恵

終
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１．財務諸表監査の質について

それでは、社会は、なぜ、財務諸

て、社会に認知され、またその社会

本研究会は、監査という行為が時

表監査について、公認会計士に独占

的地位を築き上げてきた歴史からも

代を超えて引き継いできた機能（保

的業務を認めたのでしょうか？

明らかです。

証機能：audit assurance）と、その

れは、公認会計士を最も適格な財務

したがって、米・英が時間を経て

保証機能を遂行する過程で監査人に

諸表監査の遂行者として信任しうる

辿り着いた規制の世界は「自己規制

求められている社会的な役割（an

として、社会選択（社会契約）を受

＋政府規制」＝Co-Regulationとい

auditor s social role）という二つの

けたからです。

えます。これに対し、我が国の公認

視点から、監査の質（audit quality）
を定義している。

このことは19世紀後半の英国にお

会計士制度は、行政（公認会計士

いて、もっぱら破産業務に従事して

法）から生まれ、その一部を協会に

いた公認会計士が、決算書監査が会

任せている、したがって、政府規制

社法の下で制度化されて以来、職業

の中に自己規制がある「自主規制」

監査人（professional auditors）とし

＝Self-regulationであるといえます。

Audit Profession process
を、professionが独立的に

２．規制について

そ

管理・遂行できるプロセス

Audit Professionが、
行政機関に代わって、管

行政機関が、
法によって

理・遂行するプロセス

与えられ、
追加した独自
の規制部分

本研究会では、規制（監査規制）
について、以下のように定義されて
います。
監査規制とは、公認会計士や監査

自己規制

自己規制+政府規制

政府規制の中の自己規制

Co-Regulation

自主規制

法人等が有する裁量的な行為（行

Co-Regulationの下では政府規制

も、監査関係者の１つとして、本来

動）に対して、監督機関（行政組

が強くなったとしても、追加された

自己規制を主張すべき日本公認会計

織・準行政組織・職業専門団体）が

規制であり自己規制とは対等である

士協会は、自主規制団体であること

公益という観点から、付与された執

のに対し、わが国の自主規制におい

を良いことのように思い込んでいる

行と制裁に関する権限を通じて、公

ては、自己規制が法の中に入った形

ようにさえ見えます。我が国の監査

認会計士の行為や監査法人の行動に

になっています。確かに、公認会計

の質を巡る規制のあり方を、英米

対して、一定の制約ないし枠を嵌め

士という資格は公認会計士法の中で

のごとく、Co-Regulationに変える

ることである。

定義されていますし、公認会計士試

ことはできませんが、実質的な意味

験の運営や合否の判定も公認会計

で、双方がそれぞれの独立の立場

の観点が重視されますが、職業的専

士・監査審査会が行っています。監

で、全体としてCo-Regulationに実

門家として自己規制しうる存在であ

査の失敗が起これば、その後の対応

質的に近づけるという方向が模索さ

るはずの公認会計士が、なぜ外部か

は、処分権を有している金融庁が中

れるべきです。

ら規制を受けなければならないので

心となり、日本公認会計士協会のプ

しょうか？

その本質的な意味は、

ロフェッションとしての真の姿が外

３．プロフェッションについて

財務諸表監査は、職業会計士に対す

部には見えにくいという問題もあり

本研究会では、公認会計士をいわ

る社会的信任を基礎にして、法が職

ます。監査基準の改訂も、基本的に

ゆるExpertであるのか、それとも

業会計士に認めた独占的業務である

は、行政主導で、行政が動いて初め

Professionalであるのか、について

からです。

て日本公認会計士協会も動く、しか

以下のように定義しています。

規制においては公益（Public Interest）

18507
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Expert：その存在や社会的評価（価
値）はマーケットで決まる。
Professional：その存在や社会的評価

フェッショナルの減少（監査逃避）

４．外部規制強化の背景
国際的な潮流として、米英が標榜

を引き起こしているのではないか、
という問題提起がなされました。

してきた「専門職業の独立」という

この点については、フロアー（参

自己規制の仕組みが揺らぎ、政府規

にいかに貢献するかで決まる。

加者）から監査逃避でなく監査忌避で

制が強まる形でのCo-Regulationの時

現在、公認会計士の業務は多岐に

あるという意見や、パソコンに向かっ

代に向かっています。規制のあり方

わたり、business expertとして社会

て調書を作成するだけでは、不正も見

を議論するためには、まず、この外

から広く信頼を得ています。公認会

抜けないし、公益に資するプロフェッ

部規制強化の背景について、以下の

計士の業務が拡大されることは望ま

ショナルも育たない、といった厳しい

ことを踏まえなければなりません。

しいことですが、規制との関係を考

意見が寄せられました。

（価値）は、public interest（公益）

監査人は「情報の信頼性を保証」

えた場合、企業と投資家と監査人の

パネリストの北山久恵 日本公認会

しているだけでなく、財務諸表の適

三者間関係において、公益に貢献す

計士協会近畿会会長からは、品質管

正表示について意見を表明すること

るprofessional auditorsを認定・育成

理レビューや検査対応のため形式的

を通して「社会的なコントロールを

するためのプロセスが社会に備わっ

な調書作成に追われ実質的な監査手

遂行している」という本質に気づか

ているかどうかが問題となります。

続の深堀りが不十分ではないか、現

なければなりません。また、財務諸

旧試験制度においては、大学での

場力が低下しているのではないかと

表を単なる「投資家の意思決定に役

一般教育単位の取得が義務付けられ

いう危機感を当然にもっている。そ

立つ会計情報」であると捉えている

ており、さらに三次試験もありまし

の対策として、監査現場ではチーム

と、監査人は大変なことになりま

たので、公認会計士試験において学

ミーティングやOJTを増やし、ス

す。社会は、経営者不正を看過した職

部レベルの理論試験を課すことで、

トーリー性のあるリスク・アプロー

業会計士を許そうとしないことを考え

大学教育と資格試験を関連付けるこ

チの徹底による「考える監査」の実

れば、財務諸表を「accountability

とが可能でした。しかし、新試験制

施やスキルアップのための研修など

report（説明責任報告書）」あるいは

度においては、専門学校の受験勉強

を行い、日本公認会計士協会として

さらに深く「report on managerial

だけで公認会計士試験合格者となる

も監査の質の向上や魅力向上のため

stewardship（経営者の財産管理/受

ことができるために、大学教育とプ

の様々な取り組みを継続していると

託責任報告書）」と捉えておかなけ

ロフェッション教育が結びついてい

のコメントがありました。

ればなりません。
この点に関し、百合野正博 同志社

ない、という問題があります。
実務補習や継続的専門研修（CPE）

大学教授からは、「大きな不正事案

についても、とりわけ実務補習に関

が起こったときに、日本公認会計士

するカリキュラムや講師陣が社会に

協会がプロフェッショナルとしてど

公表されておらず、professional

のようなメッセージを出すのかが大

auditorsとしての公認会計士の専門

切であり、金融庁ではその役割を果

知識を広く、かつ、深く得るための

たせない。」とのコメントがありま
した。永見尊

慶應義塾大学教授か

ものであるかについて、その有効性

研究会からは、規制環境の強化が

を外部者が評価できる仕組みになっ

監査プロフェッショナル（個人）の

らは、イギリス型やオーストラリア

ていません。

労働市場に与える影響等の研究を進

型の外部規制と自己規制の協働につ

監査現場においても、規制強化の影

めるため、日本公認会計士協会から

いてご紹介いただきました。福川裕

響を受けて、優秀な人材がprofessional

会員の動向に関するデータを提供し

徳

よりもexpertの道を選び、監査プロ

てほしいとの依頼がありました。

Boardメンバーとしてのお立場から、
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「監査プロフェッショナル（個人）

③二層検査の仕組みは制度として維

の質に対する社会からの信頼をどの

は「倫理規則」を自律的な規制と捉

持すべきか？どこに、どのような

ように高めていくのか、監査の魅力

えておらず、他律的と捉えているよ

問題があるのか？

を高め優秀な学生をプロフェッショ

うに思える」とのコメントがありま
した。

④監査プロフェッションと大学の連
携の強化が必要である。

ンの領域に誘っていけばよいのかに
ついて、真剣に議論し、具体的に行
動していかなければならないと強く

６．感想
いわゆる「期待ギャップ」につい

終了後の懇親会で鳥羽先生は、現在

て、従来は、社会の監査に対する期

の日本の監査の状況は「ちょっと風邪

待と、監査人が実際に行う監査の内

ひいたかな」という程度の問題であっ

容とのギャップであると認識してい

て、きちんと対策を打てば完治するレ

ました。公認会計士が社会の公益に

ベルであるともおっしゃっていまし

資する存在として一種の社会契約の

た。新型コロナウィルスの影響が不透

下に存在していることを前提とすれ

明な中、「のぞみ」での移動にリスク

ば、経営者不正を許さないという強

があるということで、「こだま」で４

い正義感は、プロフェッションとし

時間もかけて大阪まで来てくださった

て当然備えるべき資質であり、監査

鳥羽先生の熱意に感謝しつつ、業界の

の質や規制を論じるうえで欠かせな

発展のために貢献したいとの決意を新

い要素といえます。翻って今の監査

たにしました。

現場にそのような気骨のある会計士

今後もこのような研究会を継続し、

が何人いるかと問われたとき、我々

監査理論研究者の先生方の意見を取り

はもっと若手の育成に力を注がなけ

入れながら、会員の皆様の役に立つ会

ればならないということを痛感しま

務運営に努めたいと思います。

した。

５．問題提起

思いました。

なお、本研究会の研究成果は報告

公認会計士協会として、大学や研

書として纏められる方向で検討され

究者と連携しながら、財務諸表監査

ています。最終報告を楽しみにして

の質をいかに高めていくのか、監査

います。

本研究会から、監査の質に関する
我が国の監査界が抱える問題が提起
されました。
①監査の質を社会に啓発する必要が
ある。官主導の財務諸表監査のあ
り方ではなく、社会からの期待、
公益の視点をもっと重視すべきで
ある。
②監査不信を社会に与えた監査の失
敗事案（不正のスキームの調査
等）に対する協会の報告責任
（public accountability）の果た
し方はこれでよいのか？

内藤 文雄・福川 裕徳・北山 久恵・鳥羽 至英・百合野 正博・永見
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おいても重要なトピックスがあるた

章での解説が中心になるため、わか

2020年４月２日（木）に開催を予

め、会員の皆様に周知できる手段を

りにくい部分もあるかと思います

定していた関西地区三会共催研修会

模索した結果、近畿C.P.A.ニュース

が、ご了承ください。

「令和元年度

学校法人の会計・監

で情報提供させていただくことにな

査における留意事項」が、新型コロ

りました。本稿では、研修会で解説

ナウイルス感染症への対応のため中

を予定していた事項のうち、特に重

学校法人会計・監査に係る
公表物の整理

止になりました。令和元年度決算に

要なものについて情報提供させてい

2019年４月から2020年３月初旬ま

おいては、会計及び監査のいずれに

ただきます。研修会とは異なり、文

はじめに

A

B

C

JICPA

2019年４月18日

JICPA

2019年９月17日

JICPA

2019年９月17日

JICPA

2019年12月12日

内閣府

2020年３月５日

での公表物は以下のとおりです。

学校法人委員会研究報告第25号
確認及び顧問弁護士への質問に関するＱ＆Ａ
学校法人委員会実務指針第36号
私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例
学校法人委員会研究報告第32号
施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例
学校法人委員会研究報告第14号
理事者確認書に関するＱ＆Ａ
幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2020年３月５日版】

令和元年度 学校法人の会計・監査における留意事項
非営利会計委員会

学校法人専門委員会

専門委員長

舩越

啓仁

確認等の様式の改正（A）

告第32号）が改正されました。同様

続法人の前提」と称します。）は学

銀行等取引残高確認書、証券取引

の理由で、理事者確認書（研究報告

校法人会計においても前提とされて

残高確認書、債権・債務等確認書、

第14号）も改正されています。監査

います。そのため、「計算書類に対

顧問弁護士への質問書の様式が改正

報告書の改正のポイントは以下の３

する理事者及び監事の責任」とし

されました。JICPAのウェブサイト

点です。

て、「計算書類を作成するに当た

にそれぞれのWordファイルが掲載
されています。

監査報告書の改正（B）

り、理事者は、継続法人の前提に基
（ポイント１）継続法人の前提につ

づき計算書類を作成することが適切

いての記載

であるかどうかを評価し、継続法人

これまで明示されていませんでし

に関する事項を記載する必要がある

企業会計審議会から2018年７月５

たが、学校法人においても、企業と

と判断した場合には、当該事項を記

日付けで「監査基準の改訂に関する

同様に学校法人が予測し得る将来に

載する」旨が明記されるとともに、

意見書」が公表され、関連する監査

わたって存続し、教育事業を継続す

「計算書類の監査における監査人の

基準委員会報告書が改正されまし

ることを前提に、計算書類が作成さ

責任」として、「理事者が継続法人

た。これを受けて、学校法人の監査

れており、いわゆる「継続企業の前

を前提として計算書類を作成するこ

報告書（実務指針第36号及び研究報

提」（学校法人会計においては「継

とが適切であるかどうか、また、入
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APRIL 2020

18510

報 告 REPORT

05

手した監査証拠に基づき、継続法人

任意記載は可能であり、その場合に

の２種類があり、それぞれ会計処理

の前提に重要な疑義を生じさせるよ

は、監基報700 A50項及び付録「財

が異なります。

うな事象又は状況に関して重要な不

務諸表に対する監査報告書の文例」

代理受領は、保護者から減額後の

確実性が認められるかどうか結論付

を参照して記載することに留意して

保育料等を受領し、無償化に係る給

ける」旨が明記されました。

ください。

付は市区町村から各園が受領する形

継続法人の前提については、会員

態をいいます。保護者から受領する

が実務指針第36号に照らして学校法

また、原稿執筆時点において、監

金額は従来どおりの会計処理を行い

人監査をするに当たり、監査基準委

査基準委員会報告書705「独立監査

ますが、市区町村から給付される金

員会報告書570「継続企業」（以下

人の監査報告書における除外事項付

額については別途会計処理が必要と

「監基報570」という。）を用いる

意見」の改正について公開草案が公

なります（後述）。

際に理解が必要と思われる事項をＱ

表されています。この改正に伴い、

償還払いは、保護者がいったん無

＆Ａ形式の解説として取りまとめ、

学校法人の監査報告書（実務指針第

償化前の保育料等を園に支払った後

研究報告として公表が予定されてい

36号及び研究報告第32号）も改正予

に、保護者が市区町村から無償化に

ます。

定です。改正時期は2020年５月初旬

係る給付を受領する形態をいいま

予定であるため、最新の監査報告書

す。償還払いの場合、市区町村から

（ポイント２）監事への報告につい

様式を使用するように留意してくだ

園への給付はありませんので、保護

ての記載

さい。

者からの入金額について従来どおり

「計算書類の監査における監査人

の会計処理を行うことになります。

の責任」として、「監査人は、監事

幼児教育・保育の無償化（C）

に対して、計画した監査の範囲とそ

2019年10月から始まった幼児教

様々であるため、まずは市区町村の

の実施時期、監査の実施過程で識別

育・保育の無償化は、特に未移行園

給付形態を整理する必要がありま

した内部統制の重要な不備を含む監

（私学助成を受ける幼稚園）に大き

す。同一の市区町村であっても、

査上の重要な発見事項、及び監査の

な影響があります。無償化を理解す

（ポイント１）の対象費目ごとに給

基準で求められているその他の事項

るためには、①無償化の対象費目、

付形態が異なるケースが一般的であ

について報告を行う。」旨が明記さ

②給付形態、③対象施設を整理する

る点にも留意してください。ちなみ

れました。

必要があります。

に、近畿圏では、①保育料：代理受

私立学校振興助成法第14条第3項

市区町村によって、給付形態は

領、②預かり保育料：償還払い、③

の規定に基づいて実施する監査につ

（ポイント１）無償化の対象費目を

副食費に係る補足給付：代理受領の

いては、法令上、公認会計士又は監

整理する

ケースが多くなっています。

査法人から監事への報告等の連携が

無償化の対象費目は、①保育料、

定められていないため、監事への報

②預かり保育料、③副食費に係る補

（ポイント３）対象施設を整理する

告等の連携に際しては、学校法人と

足給付の３項目に大別されます。対

対象施設は、新制度園と未移行園

事前に協議することに留意してくだ

象費目のポイントは、未移行園にお

に分けて整理します。保育料につい

さい。

ける保育料には入園料も含まれると

て両者で取り扱いが異なる点に留意

いう点です。途中入園や途中退園が

してください。新制度園では、「子

（ポイント３）監査上の主要な検討

ある場合は、入園料の取り扱いに留

どものための教育・保育給付」（施

事項（KAM）について

意してください。

設型給付及び地域型保育給付）の拡

学校法人の計算書類の監査におい

充によって無償化の手当てが行われ

ては、監査上の主要な検討事項の記

（ポイント２）給付形態を整理する

ます。すなわち、保護者が負担して

載は求められていません。ただし、

給付形態には代理受領と償還払い

いた基本保育料部分が無償になると

18511
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いうイメージです。そのため、償還

ら、本稿で示す保育料の会計処理

払いは想定されません。未移行園に

は、令和元年10月以降の収入につい

ただし、いずれの場合も知事所轄

ついては、新たに「子育てのための

て適用することに留意してくださ

法人については、所轄庁の指示があ

施設等利用給付」（以下、「施設等

い。また、未移行園の保育料を代理

る場合はその指示により処理するこ

利用給付」）という給付制度が設け

受領する場合の会計処理について

とに留意する必要があります（ちな

られ、これによって無償化の手当て

は、以下の論点があります。いずれ

みに、現時点では、大阪府、奈良

が行われます。そのため、市区町村

も内閣府のFAQには記載されてい

県、和歌山県において指示は発出さ

によって代理受領又は償還払いとな

ませんが、日本公認会計士協会とし

れていません）。

ります。なお、預かり保育料と副食

て文部科学省初等中等教育局幼児教

（対象順序のイメージ）

費に係る補足給付の会計処理につい

育課と打ち合わせを行った結果を取

※入園料50,000円、保育料（月額）

ては、新制度園と未移行園で差異は

りまとめたものです。

ありません。

料先取り方式）。

30,000円×12か月＝360,000円、年
間徴収金合計410,000円とします。

（論点１）無償化の対象順序

保育料（入園料含む）の会計処理

無償化対象は入園料と保育料です

保育料に係る会計処理は、対象施

が、代理受領の場合、どちらを先に

設（新制度園or未移行園）で大きく

無償化対象とするのかが論点となり

異なります。

ます。FAQ17-４によると、市区町

※単純化のため就園奨励費は考慮せ
ず、４月から無償化適用と仮定し
ています。
入園料先取り 保育料先取り
方式
方式
入学金収入

0円

50,000円

授業料収入

101,600円

51,600円

施設等利用
給付費収入

308,400円

308,400円

合計

410,000円

410,000円

新制度園においては、これまで基

村からの施設等利用給付は、一旦預

本保育料として計上していた部分が

り金として受け入れ、当該利用料に

無償化の対象になり、施設型給付費

係る納付期限の到来に応じて施設等

として市区町村から園に給付される

利用給付費収入に振り替える旨が規

ことになります（３号認定子どもが

定されています。入園前年度におい

在籍している場合を除く）。そのた

て入園手続きを行い入園料の納付期

（論点２）徴収した入園料の科目名

め、会計処理は従来どおりです

限を設けている場合、すでに入園時

論点１で解説したように、入園料

（FAQ17-８）。

に入園料の納付期限は到来している

全額を徴収した場合、翌年度におい

未移行園については、給付形態

ことになります。この場合、保育料

て無償化対象となる額が含まれる可

（償還払いor代理受領）で会計処理

より納付期限が先になるため、入園

能性があるため、徴収した入園料の

が異なる点に留意してください。償

料から先に代理受領分を充当するの

科目名が論点となります。現行実務

還払いの場合は、従来の処理と同様

が原則です（入園料先取り方式）。

を勘案し入園料を全額徴収したとし

です（FAQ17-３）。代理受領の場

ただし、入園料の分納など納付期限

ても、仮にその全額が無償化対象額

合は、市区町村からの給付額を大科

のパターンは園によって異なること

であれば、FAQ17-４の趣旨から当

目「学生生徒等納付金収入」小科目

から、その実態に応じて充当するこ

該徴収額は預り金としての性格を有

「施設等利用給付費収入」に計上し

とになります。

すると言えます。

（FAQ17-４）、無償化対象額（25,700

一方で、入園料を徴収するのは入

しかし、無償化対象となる額につ

円）を超える金額については、従来

学年度のみであり、一律に保育料か

いては在籍月数に基づくことから、

の科目（入学金又は授業料）で計上

ら充当した方が事務処理の簡便化を

入学年度すぐに退園した場合など

します（FAQ17-５）。

図ることができる場合も考えられま

は、その一部は「入園料収入」とな

なお、令和元年度においては、平

す。そのため、保育料から先に充当

る可能性もあり得ます。

成31年４月から令和元年９月までは

することも事務処理簡便化の観点か

そのため、入園年度が終了するま

就園奨励費が支給されていることか

ら認められると考えられます（保育

でその収入科目区分が確定しないこ
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と、償還払いの入園予定者と合わせ

（論点４）預り金からの振替

05

からの給付額を大科目「付随事業・

た事務処理の簡便化の観点から、徴

FAQ17-４では、施設等利用費は

収益事業収入」小科目「施設等利用

収した全額を「入園料（入学金）前

一旦預り金に計上し、当該利用料に

給付費収入」として計上し（FAQ17-

受金収入」としてかまわないと考え

係る納付期限の到来に応じて施設等

６）、無償化対象額を超える金額に

られます。

利用給付費収入へ振り替える旨が規

ついては、従来の科目（預かり保育

ただし、知事所轄法人について

定されています。しかし、毎月の振

収入等）で計上します。

は、所轄庁の指示がある場合はその指

替処理が実務的に煩雑に過ぎる場合

示により処理することに留意する必要

には、事務処理効率化の観点から年

副食費に係る補足給付の会計処理

があります（ちなみに、現時点では、

度末に一括振替も認められると考え

副食費に係る補足給付について

大阪府、奈良県、和歌山県において指

られます。

示は発出されていません）。

も、預かり保育料と同様に、対象施

ただし、知事所轄法人について

設（新制度園or未移行園）による会

は、所轄庁の指示がある場合はその指

計処理の差異はありません。また、

示により処理することに留意する必要

給付形態（償還払いor代理受領）に

具体的な科目の記載順序について

があります（ちなみに、現時点では、

かかわらず、従来どおりの会計処理

の指示はありませんが、大科目「学

大阪府、奈良県、和歌山県において指

を踏襲する点がポイントです。特

生生徒等納付金収入」の一番下の表

示は発出されていません）。

に、教育活動と一体的に行う給食の

（論点３）科目の記載順序

示（授業料軽減額のマイナス表示が

費用として、給食費を大科目「学生

ある場合はその上）になると考えら

預かり保育料の会計処理

生徒等納付金収入」として取り扱っ

れます。

預かり保育料に係る会計処理は、

ている場合は、補足給付費も同科目

ただし、知事所轄法人について

対象施設（新制度園or未移行園）に

とすることが基本と考える点に留意

は、所轄庁の指示がある場合はその指

よる差異はありません。給付形態

が必要です（FAQ17-10）。なお、

示により処理することに留意する必要

（償還払いor代理受領）で会計処理

内閣府が公表しているFAQでは、

があります（ちなみに、現時点では、

が異なる点に留意してください。償

小科目は明示されていませんが、従

大阪府、奈良県、和歌山県において指

還払いの場合は、従来の処理と同様

来どおりの小科目を使用することで

示は発出されていません）。

です。代理受領の場合は、市区町村

問題ないと思われます。

2020年度

近畿会および各部・委員会行事予定（2020年4月14日〜2020年5月15日）

4.16 （木）
予算特別委員会

会長室15:00〜16:00

正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

4.27 （月）
本部会計監査人監査
4.28 （火）
正副会長会

会議室10:00〜17:00

5. 8 （金）
近畿会監事監査

会議室10:00〜17:00

5.12 （火）
正副会長会

会長室16:30〜18:00

定例役員会

会議室18:00〜20:00

5.15 （金）
経営委員会

会議室18:00〜20:00

会長室16:00〜18:00
※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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昨今︑ＦＡＳＢでは︑のれんについて現状の減

理暉
中谷

損のみのモデルと比較して︑減損テスト付きのの
れんの償却を支持するかどうかの意見募集を行っ
ているそうだ︒したがって︑相違点である﹁のれ
んの償却﹂部分に主に焦点を当て︑私の意見など
について述べていくこととする︒
のれんの償却の論拠は︑企業結合の際の投資原
価は︑企業結合によって計上される将来の収益と
同期間に計上されるべきであるという︑費用収益
対応の原則を順守することにある︒
これに対し︑のれんの非償却派の論拠は︑のれ
んは期間の経過により︑自動的に減価する資産で
はないとの考えによるものである︒
のれん償却のメリットは︑①まず︑企業結合に
よって生じた収益と︑それを得るための対価とな
る費用とを期間対応させることができる点︑②次
に︑一点目のメリットを踏まえたものとして︑の
れんを投資原価の一部としてみた場合︑償却する
ことにより︑投資原価を超過して回収した額を利
益とするという企業会計全体の考え方と一致させ

己創設のれんを実質的に計上することになるので
ある︒

つ まり︑企業結合を行い︑企業が超過収益力を

一時的に手にしたとしても︑企業努力がなければ︑

当該超過収益力は時間の経過とともに失われてしま

うものであり︑のれんが減損されずに維持されてい

るという状況は︑本来︑企業結合時点ののれんが︑

企業努力なしでは時の経過とともに減価していたは

ずの分だけ︑結合後の企業が超過収益力を維持する

という企業努力によって生成された自己創設のれん

に入れ替わってしまうのである︒

これに対し︑のれんを期間償却することによっ

て︑企業結合時点でののれんが時の経過とともに

減価するという事実を適切に会計に反映し︑自己

創設のれんに入れ替わることを防ぐことができる
のである︒

のれん償却のデメリットとして挙げられるの

は︑のれんの償却パターンの予測が困難であり︑

実際にのれんが毎期定額で減価することは稀であ
ることである︒

年以内の定額償却が採用

すなわち︑のれん償却を採用している代表例と

して︑日本基準では︑

たいということである︒

れんの償却が経済的実態を表しているとはいいが

な償却パターンを予測することが困難であり︑の

却パターンを採用するとしても︑依然として最適

定額で減価しているとは考え難く︑また︑別の償

されているが︑のれんの超過収益力が実際に毎期

20

ることができる点︑③３点目に︑のれん償却は︑
実質的に自己創設のれんが計上されることを防ぐ
効果がある点︒のれん非償却派の論拠として︑の
れんの永久資産性が挙げられており︑万が一のれ
んが減価した場合︑すなわちのれんの超過収益力
が失われた場合には︑減損すればよいというもの
であるが︑実際に企業結合を行い︑その超過収益
力が維持されているという状況は︑少なからず自

01

のれんの償却
CONTRIBUTION
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第121回 リレー随筆
寄稿

予測することが困難であるからこそ︑のれんも有

形固定資産も︑一定の仮定をおいて償却するしか

次に︑のれんの償却には︑経営者の恣意性が介入
する点も︑のれん償却のデメリットとして挙げら

次に︑二点目である︑のれんの償却年数に経営

ないともいえるのではないだろうか︒

のれん償却の代表例として︑現在の日本基準に

者の恣意性が介入するという点については︑確か

れる︒

年以内であれば経営

に︑償却年数の設定には経営者の恣意性が入り込

おけるのれんの償却年数を
者の判断にゆだねるという会計基準は︑のれんの

む︒しかし︑長くとも

年以内にはのれんの簿価

償却年数について経営者の恣意性が介入し︑一点

て︑経済的実態を適切に財務諸表に反映できると

目のデメリットと同じく︑のれんの償却につい

反対に︑のれんの償却を行わず︑のれんの費用化

性を排除できるともいえるのではないだろうか︒

が０となる点において︑ある程度は経営者の恣意

を減損テストに頼り切った会計処理は︑実務的

なぜなら︑前述においても述べたように︑のれ

の恣意性を多分に介入させることとなるのではな

存しているという点を鑑みれば︑それこそ経営者

に︑減損テストの判断が経営者の中長期計画に依

ん償却のメリット︑もといのれん非償却によるデ

るようになることを願うばかりである︒

れんの償却が採用され︑適切な利益計算が行われ

する︒ＦＡＳＢにおいても︑今回の検討によりの

却を理論上でも︑実務の点からも︑全面的に支持

以上より︑私は︑減損テスト付きののれんの償

いかと私は考える︒

さに一致するものであり︑また︑償却パターンを

固定資産においても採用されている会計処理とま

簿価額まで切り下げるという方法は︑従来の有形

としても︑のれんの減損テストによりあるべき帳

償却し︑仮にそれが経済的実態を反映しなかった

であるという点について︑のれんをいったん定額

ず︑のれんの償却パターンを予測することが困難

る︑のれんの定額償却が︑経済的実態を反映せ

まず︑のれん償却のデメリットの一点目であ

るとする理由は以下の通りである︒

私がのれん償却のデメリットを僅少なものであ

なものであると考えるからである︒

償却を採用することによるメリットに比して僅少

メリットは︑のれん償却のデメリットは︑のれん

却を支持する︒

以上より︑私は︑減損テスト付きののれんの償

はいいがたいということである︒

20
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厚生部

REPORT

01

ハイキング部報告
２月のハイキング～京都南部の秘境童仙房ハイクと牡丹鍋～
（参加者：会員11名、非会員１名、計12名）
鹿内

令和2年２月22日（土）に実施した
〜京都南部の秘境童仙房ハイクと牡丹鍋

ちょうど昼時に「童仙房山荘」に到
着しました。

茂行

もはや写真のように宴会です。猪肉は
味噌仕立てで頂くのですが、家伝の味噌
がとても美味しく肉も野菜も実に美味い

〜の「グルメハイキング」報告です。
９:43にJR関西線笠置駅に集合。天

です。前菜のワサビ漬け等、大根の煮物

気は途中から雨の予報ですが、気温も

など盛り沢山でお酒も進みます。お肉も

温かく多少の雨は大丈夫そうです。

追加しお腹一杯。私は残念ながら雑炊ま
で行き着かなかったです。

笠置は楠木正成の笠置山の戦いが

締めのデザートは凍らせたブルーベ

あった処で、昨年５月のハイキング部

リーのリキュール漬けを乗せたアイス

で行った処です。

クリームでこれも絶妙なお味で大満足

笠置駅から町を通り、木津川の橋を
渡りましたが、河原のキャンプ地では
この季節にも関わらずかなりの数のテ

これで今日のハイキングは実質的に終
了し、後半のグルメコースに入ります。

ントが張られています。約８Kmの軽い

牡丹鍋の写真です。早速食事に入りま

登り坂が渓流沿いに続くのですが、急

す。車で笠置駅まで送って頂くのでお酒も

坂でもなく道路も舗装されていて歩き

飲めます。

です。
童仙房山荘での集合写真です。皆さ
ん楽しそうですね。

やすく、快調に登ります。途中雨が
降ってきましたが、傘や雨具で問題無
く登れました。２時間ほど歩くとそろ
そろお腹も鳴り始めます。
もう少しで牡丹鍋が待ってます。
途中の總神寺での集合写真です。雨
の中でも元気一杯。ここからは登りも
終わりで楽々歩けます。

童仙房山荘の牡丹鍋、実に美味しかっ
たです。グルメハイキングに外れ無し！
童仙房山荘また行きたいな〜と思い
ました。
来年のハイキングも是非同じコース
でお願いします。
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PAIB-Picks
〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
今般、本部組織の組織内会計士協議会広報専門委員会の澤田正憲副委員長が、その活動内容を報告する記事を執筆さ
れ、他地域会の会報誌に掲載されました。
近畿会の組織内会計士委員会としましても、近畿会の会員の皆様に、本部の組織内会計士協議会の活動や有用な情報
を知って頂きご活用頂きたいと考え、その報告記事を掲載させて頂きます。

近畿会組織内会計士委員会
組織内会計士（PAIB）とは？

委員長

原田

貴志

ワークに参加することができます。このネットワーク

監査法人、税理士法人、会計事務所以外に勤務する

は既に組織内会計士の方だけでなく、組織内会計士に興

公認会計士の方、主に事業会社に勤務する公認会計士

味がある方も賛助会員として登録することができます。

を“組織内会計士（PAIB）”と呼びます。
組織内会計士は最近ではますます増加傾向にあり、
2019年末現在における組織内会計士ネットワーク正
会員は1,938名となっております。これは、公認会計

組織内会計士ネットワークは、2012年11月に発足
し、2019年末現在、全会員では2,388名の方にご登録
いただいています。
組織内会計士ネットワーク会員には、

士全体の約６%となっています。ただ、ネットワーク

・毎月定例のメルマガ配信

に登録されていない組織内会計士の方もまだまだ多く

・不定期配信による研修、イベント、組織内会計士の

いらっしゃるため、その方々を含めるとその２倍程度
いると推計されています。
一方で、米国等を含めた海外では、約半数が組織内
会計士といわれており、グローバルにおいては会計士
業界の主流が組織内会計士です。

ための最新情報の案内
・「組織内会計士ウェブサイト」による資料又は情報
等の提供
等を行っています。
組織内会計士向けの研修は、決算実務などの経理向
けに加えて、IR、予算、リーダーシップ、プレゼン

日本公認会計士協会のサポート体制
日本公認会計士協会では、組織内会計士をサポート

テーションなど幅広い分野の知識能力が得られるよう
な研修プログラムを用意しています。

するために「組織内会計士協議会」を立ち上げていま

また、組織内会計士の横のつながりを作るための各

す。そしてその傘下に、４つの専門委員会（研修企

種ネットワーキングイベントも開催しています。

画、ネットワーク構築、広報、地域サポート）を設置

IPO、CFO、業種別（不動産、IT、ヘルスケア等）と

し、各委員メンバーが組織内会計士の皆様に役立つ企

いったテーマを決めた研修とその後の懇親会は、近い

画を考えています。

仕事の仲間と知り合えると大変好評です。

組織内会計士の声を反映させ、より働きやすい環境
を作ることに貢献しています。

また、新年会、BBQ、ゴルフなどの軽いイベントも
用意しており、特に組織内会計士新年会は100名を超え
る方にご参加いただき大盛況でした。今年は手塚協会

組織内会計士ネットワーク
組織内会計士の皆様は、ウェブサイト（https://

会長にもご参加いただき、大いに盛り上がりました。
来年は皆様も是非ともご参加ください！

paib.jicpa.or.jp/）での登録で、組織内会計士ネット
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2019年度

北山久恵会長活動報告

Topics

●新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大防止の対応として、３月から５月６日までの大規模イベント、集合研修、実務補習
（集合研修）、さらには、部・委員会も原則中止といたしました。また、３月９日〜５月６日まで、近畿会事務局職員の出勤は最低
限とし、会員の皆様には近畿会への訪問は控えていただきますようお願いしご不便をおかけしています。３月19日開催予定だった中
日本五会研究大会も中止にせざるを得なくなりました。研究大会に向けてご準備いただきました準備委員、研究発表者、お申込みい
ただいた会員の皆様には、申し訳なく存じます。次年度において、研究成果を発表する機会を検討したいと思っています。
●集合研修や研究大会等が中止になったため、CPE取得に大変ご苦労おかけいたしました。CPEの履修結果の申告期限を本年に限り、
４月15日から５月15日に延長する措置が講じられています。履修期間については、４月１日から３月31日までと変更されていません
が、３月末日までに履修さえしていれば、その申告は５月15日まで可能となります。
●新型コロナウイルス感染は、企業や監査人の事業活動にも影響が及んでおり、監査の手続、会計処理について、会員からの声が寄せ
られています。JICPAから、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項（その１）を公表しました。今後も状況の変化
により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知されますのでご留意ください。
●２月29日、「財務諸表監査の質を巡る規制のあり方」について、シンポジウムは中止となりましたが、研究会として開催いたしまし
た。鳥羽至英先生の貴重な基調講演の後、内藤文雄先生の絶妙な司会により、パネルディスカッションを行いました。パネリストに
大学研究者と私も加わり、フロアーからも率直な意見が出て、非常に有意義で熱気ある意見交換ができました。詳細は、研究会の報
告（10〜13ページ）をご覧ください。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

2月27日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

2月29日

土

14:00〜17:30

財務諸表監査の質を巡る規制のあり方研究会

アプローズタワー

3 月 3 日

火

14:30〜17:30

本部

正副会長会議

日本公認会計士協会近畿会（TVシステムにて出席）

3 月 9 日

月

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会近畿会（TVシステムにて出席）

3月16日

月

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
3月17日

火

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

10:00〜17:00

理事会

日本公認会計士協会

13:30〜14:30

大阪国税不服審判所長との情報交換

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

3月18日

水

3月19日

木

3月23日

月

15:00〜16:30

会計教育研修機構

3月24日

火

12:00〜14:00

本部

15:00〜16:00
3月25日

水

予算特別委員会

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

理事会

公認会計士制度検討PT

大手町 会計教育研修機構（書面決議）
日本公認会計士協会近畿会（TVシステムにて出席）

(作成月日:2020年３月25日)
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

会員情報の変更手続についてご案内
会員及び準会員の皆様は、登録事項及び届出事項に変更

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイトの

を生じたときは、変更登録申請書の提出や変更届出を行っ

会員マイページにログイン後、「会員情報の確認・変更」

ていただく必要があります（変更手続は無料です）。

画面から閲覧することができます。

登録事項及び届出事項に変更を生じたときは、遅滞な

登録事項等に変更を生じているにもかかわらず、変更手続

く、様式「変更登録申請書」及び「会員変更届出書」を使

を行わないときは、会則第31条に該当するものとし、会報等

用し、必要な変更手続をお願いいたします。

をもって公示する対象にもなりますのでご注意ください。
（常務理事

茂木哲也）

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定写真は、登録を受けた事項に変更を生じたとき（下枠は例示です。）は、直ちに本会に対
し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第30条、変更手続は無料です。）。
①婚姻等によって、「姓」が変わったとき
②転出によって、自宅「住所」が変更となったとき
③監査法人を退職して、自ら事務所を設立又は会社等に就職し、「主たる事務所」又は「勤務する事務所」の名称及び所在地を新たに
登録するとき
④転勤によって「主として執務する事務所」や「勤務する事務所」が変更となったとき
⑤所属する監査法人等の名称変更や移転によって所在地が変更となったとき
⑥監査法人の社員に就任又は加入したときや、社員を退任又は脱退したとき
⑦土地区画整理事業や住居表示変更などによって、本籍や住所が変更となったとき
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったとき（下枠は例示です。）は、遅滞なく本会に変更届出をしてく
ださい（会則第24条、変更手続は無料です。）。
①登録・入会後に、大学を卒業又は大学院を修了したとき
②登録・入会後に、税理士、弁護士などの公認会計士の業務に関係する国家資格を登録したとき
③監査法人等を退職し、会社等に就職したとき
④会社等の役員へ就任したとき
⑤住所及び事務所の電話番号を変更したとき
⑥電子メールアドレスを変更したとき
⑦海外に転勤になるとき
⑧協会からの機関誌その他書類等の送達先を変更するとき
３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。

【会員マイページログインへ】

４．「変更登録申請書」及び「変更届出書」の提出・手続
変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、（１）（２）のいずれかの方法でお願いします。
（１）協会ウェブサイトhttps://jicpa.or.jp/から会員マイページにログインして行ってください
（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）。
ログイン後、画面左上にて、 会員情報の確認・変更 をクリックしますと、「会員情報の確認・変更手続の流れ」画面が表示さ
れます。
ご自身の現在登録されている事項を確認しながら、変更登録申請書（特定社員の方は、特定社員登録規則第５条第１項に定める様
式になります。）の作成又は変更届出の手続が行えますので、是非ともご活用ください。
（２）会員マイページＩＤ・パスワードを失念して上記（１）のログインが困難な方
協会ウェブサイトhttps://jicpa.or.jp/の【専門情報】→【各種様式ダウンロード】→【会員登録関係】画面から、各種様式がPDF
形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
JICPAニュースレター2019年10月号に「変更登録申請書」及び「変更届出書」の様式を掲載しておりますのでこちらもご利用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。（変更手続は無料です。）
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点
（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）登録証明書及びＩＤ・パスワード通知書の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされても手続が直ちに行えないことがあ
ります。
◆協会における個人情報保護方針及び利用目的等については右QRコードをご覧ください。
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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

早わかり
連結納税制度の見直しQ&A

改訂増補
消費税軽減税率170問170答

ケーススタディでつかむ
不動産の相続対策と税務

実況解説！
先取り令和2年度税制改正

足立好幸 著
中央経済社 刊
定価2,300円＋税

金井恵美子

さくら綜合事務所

清文社 刊
定価2,400円＋税

第一法規 刊
定価3,500円＋税

・本郷税理士法人
ぎょうせい 刊
定価1,500円＋税

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

著

定価より15％引き

著

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）

令和2年度税制改正で見直し
が行われる連結納税制度につ
いて、グループ通算制度が創
設されることで何が変わるの
か、どちらが有利・不利なの
か、などの知りたい疑問が、
大綱および改正法案に基づい
た全83のQ&Aでわかる。

消費税の基本構造から、軽
減税率の適用対象、複数税率
制度下の仕入税額控除、事業
者の対応まで、Q＆A形式でわ
かりやすく解説。ポイント還
元などの最新の情報を追加し
た決定版。

税理士がクライアント（不
動産を持つ中小企業のオー
ナー）の意向を踏まえた最適
な相続対策を提案できるよう
に、様々な制度を活用した不
動産相続のスキーム（節税対
策）をわかりやすく解説し、
最新の実例に基づいたケース
スタディも紹介する。

講義形式だからスラスラ読める！
⇒全国20か所以上で開催されるセ
ミナー内容を収録し、著者独自の図
表に解説を付す。
すべての解説に図表がついてわ
かりやすい！⇒改正前、改正後の
図表から実務上の留意点、適用時
期など知っておくべき情報がビ
ジュアルに！
改正ポイントを押さえてコンパ
クトに解説！⇒ハンディだから持
ち運びもラクラク！

CPA提携カードのご案内
公認会計士協同組合では、三菱UFJニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである「CPA・
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。
◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の方々にこそふさわしい、ワンランク上のサービスと品質をご提供する特別なカードです。
国内・海外でのレストランのご予約など専任スタッフが24時間365日ご相談やご要望にお応えする「プラチナ・コンシェルジュサー
ビス」や国内はもとより、世界600以上の空港ラウ
ンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」
などプラチナならではの様々なサービスを取り揃え
ております。

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合員のみご加入いただけます。
◆CPA DCカード
「CPA DCカード」は、一般カード/ゴールドカードの2種類からそれぞれVisa/Master Cardのカードブランドをご選択いただけま
すので、いずれも世界中でご利用いただける便利なクレジットカードです。
公認会計士の先生方の信用を象徴
する1枚として、特に「ゴールドカー
ド」をお勧めいたします。

ゴールドカード

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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一般カード

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

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,599

35

3,634

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

30

908

彩音 （四号準会員）

前岡

信乃 （四号準会員）

田邉

健太郎（四号準会員）

前川

陽子 （四号準会員）

玉山

浩希 （四号準会員）

前田

奈都季（四号準会員）

田村

祐也 （四号準会員）

牧野

直斗 （四号準会員）

塚

泰生 （四号準会員）

孫田

祐作 （四号準会員）

哲哉 （四号準会員）

桝田

香代子（四号準会員）

計

合計

遠山
永井

志穂里（四号準会員）

松尾

悠一郎（四号準会員）

949

4,583

中尾

颯太 （四号準会員）

松岡

洋佑 （四号準会員）

中澤

裕介 （四号準会員）

松﨑

郁香 （四号準会員）

中

啓斗 （四号準会員）

丸田

奨

（四号準会員）

中村

優希 （四号準会員）

丸山

悠

（四号準会員）

中村

百合菜（四号準会員）

水田

直道 （四号準会員）

西

正進 （四号準会員）

光村

信哉 （四号準会員）

西

理咲子（四号準会員）

村上

勝哉 （四号準会員）

西川

実沙 （四号準会員）

八十

さゆり（四号準会員）

西田

創太郎（四号準会員）

山内

大空 （四号準会員）

（2020年２月29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）

入会者

田中

２月25日付

合場

大祐 （四号準会員）

釜野

祐輝 （四号準会員）

西野

宏昭 （四号準会員）

山口

裕雅 （四号準会員）

青柳

敏文 （四号準会員）

神出

航己 （四号準会員）

野口

敬弘 （四号準会員）

山下

斐華 （四号準会員）

秋吉

佑紀 （四号準会員）

喜多

裕

（四号準会員）

野澤

直樹 （四号準会員）

山中

崇大 （四号準会員）

浅川

祐輔 （四号準会員）

北尾

陽菜 （四号準会員）

野原

加菜 （四号準会員）

山本

健登 （四号準会員）

安達

雅浩 （四号準会員）

吉川

隼

友喜（四号準会員）

山本

陽太 （四号準会員）

阿部

一葵 （四号準会員）

衣笠

瑛梨香（四号準会員）

幡地

康平 （四号準会員）

山本

龍生 （四号準会員）

荒木

沙知 （四号準会員）

木下

三奈 （四号準会員）

林

日美季（四号準会員）

横井

悠莉佳（四号準会員）

有馬

美祈 （四号準会員）

木村

史依 （四号準会員）

原

佑輔 （四号準会員）

横田

あゆみ（四号準会員）

安德

倫江 （四号準会員）

木本

泰嗣 （四号準会員）

東

巧樹 （四号準会員）

横山

督樹 （四号準会員）

飯田

みのり（四号準会員）

久保

達大 （四号準会員）

日髙

空

（四号準会員）

吉岡

佑真 （四号準会員）

池本

千種 （四号準会員）

合六

翔太 （四号準会員）

平井

未菜 （四号準会員）

吉田

悠希 （四号準会員）

石井

茜

（四号準会員）

小暮

勇人 （四号準会員）

福迫

智也 （四号準会員）

吉村

毅生 （四号準会員）

石川

舞

（四号準会員）

小﨑

美結 （四号準会員）

福永

敬

（四号準会員）

米田

真子 （四号準会員）

石谷

虎太郎（四号準会員）

後藤

佳津也（四号準会員）

福山

菜津美（四号準会員）

若菜

大成 （四号準会員）

石村

亮蔵 （四号準会員）

小西

恭平 （四号準会員）

藤田

一樹 （四号準会員）

脇

康文 （四号準会員）

伊藤

仁宏 （四号準会員）

小南

沙織 （四号準会員）

藤原

光貴 （四号準会員）

渡辺

美里 （四号準会員）

伊藤

有輝 （四号準会員）

小山

瑛子 （四号準会員）

布施

大智 （四号準会員）

乾

貴弥 （四号準会員）

佐伯

穣

（四号準会員）

犬飼

静香 （四号準会員）

細田

優

（四号準会員）

今井

綾音 （四号準会員）

齊藤

祐香 （四号準会員）

上野

徳之 （四号準会員）

阪井

友紀奈（四号準会員）

植原

知輝 （四号準会員）

坂口

芙美 （四号準会員）

畝岡

純平 （四号準会員）

佐藤

亮太 （四号準会員）

近江

博英 （会

員）

松尾

恭平 （会

員）

梅津

秀隆 （四号準会員）

篠田

樹

（四号準会員）

鈴木

章

（会

員）

和田

泰史 （会

員）

岡田

愛子 （四号準会員）

柴垣

拓弥 （四号準会員）

永平

真子 （会

員）

力石

康平 （四号準会員）

岡野

菜穂 （四号準会員）

清水

宏旭 （四号準会員）

新里

達治 （会

員）

西納

優美 （四号準会員）

岡本

典和 （四号準会員）

下浦

勇也 （四号準会員）

籠

駿征 （四号準会員）

杉村

真子 （四号準会員）

片岡

尚美 （四号準会員）

住田

瞳

（四号準会員）

香川

浩祐 （会

員）

清水

裕介 （会

員）

片桐

萌子 （四号準会員）

千代

涼太 （四号準会員）

長井

有美香（会

員）

曽我

貴彦 （会

員）

桂

聖太朗（四号準会員）

鷹觜

透

（四号準会員）

俣木

幸子 （会

員）

吉田

圭吾 （会

員）

加藤

伸明 （四号準会員）

高橋

慎弥 （四号準会員）

伊藤

竜生 （会

員）

中村

佑輝 （四号準会員）

加藤

日菜 （四号準会員）

髙橋

秀和 （四号準会員）

金森

千聖 （四号準会員）

高原

知希 （四号準会員）

兼古

高希 （四号準会員）

竹本

紫苑 （四号準会員）

員）

笹部

健児 （会

（四号準会員）

長谷川

会員名簿記載事項の変更

２月７日〜20日

【事務所】

【自宅】

【事務所・自宅】
荒川

拓樹 （会
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転入者

２月７日〜20日

佐藤

健二 （会

員） 兵 庫 会 よ り

濱本

典彦 （会

員） 兵 庫 会 よ り

弓削

一幸 （会

員） 兵 庫 会 よ り

石堂

努 （会

員） 千 葉 会 よ り

吉村

孝郎 （会

員） 東 京 会 よ り

松平

和郁 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

青木

博志 （四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

２月７日〜20日

前野

玲雄 （会

員） 東

京

会

へ

河内

佑太 （会

上木

健司 （四号準会員） 京

滋

会

へ

近江

拓人 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

坂本

咲帆 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

杉本

紘一 （四号準会員） 京

滋

会

へ

曽根

務

（四号準会員） 京

滋

会

へ

田中

裕慎 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

降旗

栞

（四号準会員） 京

滋

会

へ

松田

拓人 （四号準会員） 京

滋

会

へ

三好

宏樹 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

武藤

康介 （四号準会員） 京

滋

会

へ

吉田

有衣香（四号準会員） 京

滋

会

へ

米澤

尚悟 （四号準会員） 四

国

会

へ

員） 四

国

会

へ

禎 （四号準会員） 京

滋

会

へ

上山

黎樹 （四号準会員） 東

京

会

へ

安

俊霓 （四号準会員） 京

滋

会

へ

平松

満夫 （会

員） 1 月 2 1 日 付

死

長田

大樹 （会

員） 2 月 2 5 日 付

業

務

廃

止

中村

勝三郎（会

員） 2 月 2 5 日 付

業

務

廃

止

井野口

砂川

鉱

（四号準会員） 兵

庫

会

へ

石垣

太輔 （四号準会員） 京

滋

会

へ

退会者

広報部からのお知らせです。
この度、広報部では、「

」というウェブサービスを利用した広報を始めました。

公認会計士のことをよく知らない若い世代に、公認会計士の仕事内容、働き方、やりがい等々を
知っていただくため、インタビュー記事やQ&A等を通じて、公認会計士の魅力を定期的に発信して
いきます。
ぜひ会員の皆様もご覧いただき、「いいね！」とお感じになられましたら、アカウントのフォ
ロー、シェア、「いいね！」「スキ！」をお願いします。
また周りのお知り合いにも広めていただけたら、なお嬉しいです！

『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
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亡

事務局だより
【弔事】
・会 員 西田 先作氏
2020年３月３日ご逝去
・会 員 白石 博氏
2020年３月16日ご逝去

・会 員 坂上 雅亮氏のご尊父
2020年３月８日ご逝去 満73歳

満94歳
満102歳

秀和様

・会 員 車谷 卯一氏（兵庫会）
2020年３月15日ご逝去 満92歳

【寄贈図書】
■会計監査六法 2020年版
金融会計監査六法 2020年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
共
編 日本公認会計士協会
企業会計基準委員会
発
行 日本公認会計士協会出版局

■非営利法人会計監査六法 2020年版
学校法人会計監査六法 2020年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

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
やっと本格的に春到来︑今月の表紙もまさに

春うらら︑満開です︒

暖かくなると屋外でのバーベキューやオープ

ンテラスでのビール︑というのももちろん毎年

のお楽しみですが︑近所のスーパーマーケット

でもこの時期旬の食材がいっぱいです︒イチ

ゴ︑筍︑春キャベツ︑新玉ねぎ︑鯛︑鰹︑しら

旬の食材は見るからに新鮮で
す︑ホタルイカ …
美味しそう！しかもお値段もリーズナブル！栄

養価も高いらしいと︑良いこと尽くし︒仕事

柄︑繁忙期を迎える中︑またこの時節柄︑外

出・外食の自粛ムードが続く中で︑自宅で春食

材を満喫できるよう︑私も休日はスマホ片手に

未知のメニューに果敢に挑んでいます︒

さて︑この４月号では︑１月にＣＳＲ専門委

気候変動問題とＳＤＧｓ﹂研修会

員会で開催された﹁会計士に知ってほしい教養

講座第１回

の報告が掲載されています︒ＳＤＧｓ︵サステ

ナブル・ディベロップメント・ゴールズ︶＝持

続可能な開発目標︑ですが︑和訳より英語のほ

うが聞き馴染みがあるかもしれませんね︒昨

今︑ＣＳＲ︵企業の社会的責任︶という言葉も

よく耳にしますが︑企業活動におけるＣＳＲの

達成という点からもこのＳＤＧｓは無視できな

いものです︒数字を使った解説がとても分かり

やすい地球温暖化リスクや︑企業のＳＤＧｓへ

の取り組みなど︑たいへん興味深い内容が詰

永野麻由︶

まっていますので︑ぜひご一読ください︒

︵会報部

仰星監査法人

大阪事務所

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）
業 務 内 容

①法定監査
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

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

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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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。

発行人：北山 久恵

kinki@jicpa.or.jp
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