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2019年度公認会計士試験合格者歓迎会

山田

由
拓幸

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
公認会計士協同組合INFORMATION
会員異動
事務局だより
編集後記
近畿会「第54回定期総会」の開催延期について

ＣＰＥ ＯＮＬＩＮＥ ｅラーニングのご案内
監査事例研修会のeラーニング配信が４月中旬より開始されていますのでご案内申し上げます。この研修会
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、近畿会研修室での開催を中止したものです。
CPE ONLINEで無料でご視聴いただけますので、ぜひご利用ください。
※2020年３月１日以降、eラーニングの視聴料は無料となっています。
CPE ONLINEからご利用ください。

https://secure.cpe.jicpa.or.jp/

CPE ONLINE、eラーニングの利用方法について

https://secure.cpe.jicpa.or.jp/doc/guide/

eラーニングについてのお問い合わせ：会計教育研修機構

03-3510-7861(CPE専用）

（出勤人数を減らしておりますので、つながりにくい場合があります）
また、４月14日近畿会研修室での集合研修開催を中止した、「2020年３月期の会
計・監査上の主な改正点と開示上の留意点」も５月中旬にｅラーニング配信開始予定
です。
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国税不服審判所（以下「審判所」

川畑正文所長 ご経歴
平成15年

といいます。）は、納税者の正当な

平成元年

司法修習生
（大阪）

権利利益を救済するため、納税者と

平成３年

東京地方裁判所

平成５年

大津地方・家庭裁判所

平成８年

最高裁判所

平成11年

大阪地方裁判所

平成13年

大阪地方裁判所

平成14年

司法制度改革推進本部事務局

税務署や国税局などとの間に立つ公
正な第三者的機関として昭和45年に
設立され、本年５月に50周年を迎え
ます。
審判所は、同じ行政機関であって
頃からあまり馴染みのないところか

判事補 平成16年

東京高等裁判所

判事

平成17年

大阪地方裁判所

判事

判事補

平成22年

最高裁判所

判事

平成26年

大阪地方裁判所

民事局付

参事官補佐

も税務署や国税局などと異なり、日

１

そこで、今回は、大阪国税不服審
判所の川畑正文（かわばた

まさふ

み）所長をお招きし、審判所の役割
や組織について伺いました。

調査官

部総括判事
平成31年４月

川畑所長のご紹介

現職

方裁判所の部総括判事から、大

（自己紹介・経歴紹介等）

もしれません。

司法制度改革推進本部事務局
企画官

判事補

阪国税不服審判所長に着任しま
した。

（問）早速ですが、川畑所長の経歴

大阪生まれの大阪育ちで、平

について簡単に教えていただけ

成３年に裁判官になった後、勤

ますか。
（答）私は、平成31年４月に大阪地

務地も通算すると大阪地方裁判

大阪国税不服審判所長 川畑正文氏インタビュー
「国税不服審判所」ってどんなところ？
〜国税不服審判所は、設立50周年を迎えます〜
所で約13年間と大阪勤務が長

張整理をしたり、法廷で証拠

者の過去の事業状況や再建の

いですね。今まで民事事件を

調べ（証人尋問等）をするな

見込みの有無などについて、

中心に担当しており、審判所

どしていて、公認会計士の方

直接説明を聞くこともありま

に赴任する直前に大阪地方裁

との接点はあまりありません

した。これまで会ったことも

判所に在籍していた際には、

でした。倒産事件を担当して

ない債務者の事業状況を短期

主に裁判長として医療事件を

いた時には、申立代理人や裁

間で的確に把握しておられる

中心とする訴訟事件や倒産事

判所選任の機関である破産管

など、ご苦労がうかがわれる

件を担当していました。

財人（破産事件）や監督委員

事案がありました。

（民事再生事件）などから、
（問）これまでに公認会計士と接点

事案についての説明を聞く機

２

審判所ってどんなところ？

などはありましたでしょうか。

会が多かったのですが、とり

（問）審判所の役割や組織の概要に

（答）訴訟事件を担当していた時

わけ民事再生事件では、申立

ついて、教えてください。

には、ほぼ毎日、裁判所に来

代理人や監督委員等（いずれ

（答）審判所は、国税に関する法

られた当事者や訴訟代理人

も弁護士）の補助をされてい

律に基づく処分についての審

（弁護士）と顔をあわせて主

た公認会計士の方から、債務

査請求に対する裁決を行う機
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関です。また、審査請求という

「審査請求」を選択して行うこ

のは、税務署長や国税局長など

とが可能です。
「再調査の請求」又は「審査

立した立場にある３名以上の

に、その処分の取消しや変更を

請求」ができる期間は、処分の

国税審判官等で構成する合議

求めて、国税不服審判所長など

通知を受けた日の翌日から３か

体において、審査請求人と原

に対して不服を申し立てる制度

月以内です。

処分庁の双方の主張を十分に

です。審判所は、「税務行政部

「再調査の請求」が選択され

聴くなど、調査・審理が行わ

内における公正な第三者的機関

た場合、原処分庁は、その処分

れます。そして、その合議体

として、適正かつ迅速な事件処

が正しかったかを改めて見直

の議決に基づいて裁決を行

理を通じて、納税者の正当な権

し、判断を行います。これを再

い、裁決書謄本によってその

利利益の救済を図るとともに、

調査決定といい、再調査決定書

内容を通知します。

税務行政の適正な運営の確保に

によってその内容が納税者に通

裁決を受けた審査請求人

資すること」を使命としています。

知されます。この再調査決定書

が、その裁決後の処分の内容

審判所は全国を管轄する一つ

を受けた納税者が、その決定に

になお不服があるときは、地

の組織ですが、審査請求人の利

なお不服があるときは、国税不

方裁判所に訴えを提起するこ

便や審査請求の効率的な処理を

服審判所長に対して審査請求を

とができます。訴訟提起がで

行うために、全国に12か所の支

することができます。この場合

きる期間は、裁決があったこ

部が設置されています。これ

の審査請求は、再調査決定書謄

とを知った日の翌日から６か

は、国税局と同じ地理的管轄に

本の送達を受けた日の翌日から

月以内とされています。

なっています。また、地方に在

１か月以内に行わなければなり

※図２

住する審査請求人の便宜のため

ません。

り、大阪国税不服審判所（大阪

【図１】

支部）には、京都と神戸にそれ
ぞれ支所が設置されています。
※図１

不服申立制度とは？

（審判所（審査請求）と訴訟手続の違い）

（問）国税に関する不服申立制度と
は、どのようなものでしょうか。
（答）ほとんどの不服申立事案が、
「税務署長、国税局長又は税関
長が行った処分」に対するもの
ですので、それを念頭に説明を
させていただきます。
納税者が、更正処分や滞納処
分など、国税に関する処分を受
け、その処分に不服がある場合
には、原処分庁（税務署長等）
に対する「再調査の請求」、又
は国税不服審判所長に対する

04

合、審判所では、それぞれ独

が行った処分に不服がある場合

に７つの支所が設置されてお

３

「審査請求」がされた場
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（問）訴訟手続との違いについても、
併せて教えていただけますか？

り、アメリカの協
議制度を参考にし

（答）訴訟手続との違いですが、ま

てできたものだと

ず、訴訟手続は法廷で公開され

いわれています。

ますが、審判所の手続はすべて

当時の協議団は、

非公開です。また、民事訴訟に

民間から多数の協

は訴え提起の手数料がかかりま

議官が採用された

すが、審判所への審査請求は無

こともあって、税

料です。

務行政の中で第三

審理の在り方も訴訟手続とは

者的性格をもつ機関として、か

判所は検察庁、海難審判庁とと

異なり、審判所では、当事者の

なり高く評価されたようです。

もに、司法機能と関係する準司

主張・立証のみならず、職権に

しかし、その後、社会・経済情

法的機能を有するために高度の

よる調査も実施しています。ま

勢の変化などもあって、発足当

独立性を有している機関として

た、審判所では、迅速な事件処

時とは違った評価も聞かれるよ

位置づけられています。

理を重視して、１年以内の裁決

うになりました。例えば協議団

を目指しており、困難な事件を

は、国税局長の下にあって自ら

除けば多くの場合10か月程度で

裁決権を有しないため、納税者

５ 中立性・独立性に配慮
した多様性のある人員構成

裁決がされているのではないか

に納得のいく裁決がされない、

（問）川畑所長は裁判所から出向し

と思いますので、この点でも訴

国税庁長官の通達に拘束され

て大阪国税不服審判所長をされ

訟手続とは異なります。

る、などというものです。

ているわけですが、全国のトッ

※図３

そこで、こういった中立性、

プに当たる東京の本部の国税不

公正性についての疑念を解消す

服審判所長も、裁判所から出向

るとともに、人的な面を含めて

して来られている方だとお聞き

（問）審判所設立50周年を迎えるとい

様々な点に改善を加えた上、最

しました。それも、審判所の中

うことですが、設立の昭和45年

終的に国税庁の「特別の機関」

立性・独立性に配慮してのこと

は万博で大阪が世界の舞台にな

という位置付けで設置されたの

なのでしょうか？

り、大いに沸いた年だと記憶して

が審判所なのです。国の行政機

（答）おっしゃるとおりだと思いま

いますが、審判所の設立のいきさ

関の中には、「特別の機関」と

す。ご指摘のとおり、審判所の

つなどをお聞かせください。

してさまざまなものがあり、審

発足以来、歴代の本部の国税不

４

審判所の誕生

（答）昭和45年の万博開催当時、私
は小学1年生だったと思いま
す。万博にも何回か両親に連れ

【図３】

て行ってもらった記憶がありま
すが、人混みを覚えている程度
です。その年に審判所が誕生し
たというのですから、制度とし
て定着した感があります。
審判所には、その前身ともい
うべき「協議団」というものが
ありました。シャウプ勧告によ

18529
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服審判所長は、裁判所の裁判官

所長ご自身、長く

からの出向者が任命されていま

慣れ親しんだ職場

す。裁決権を国税庁長官から切

ではないところで

り離し、それを司法機関である

お仕事をされてい

裁判所からの出向者である審判

るわけですし、大

所長に委ねる、そういった工夫

変ではないかと想

が任用面でされているというこ

像するのですが。

とだと思います。
また、大阪国税不服審判所で

（答）私自身は、審判
所での審査請求事

は、私の以前の歴代の所長もす

件も、裁判所での訴訟事件も、

がら事件処理を進めていく場面

べて裁判官出身者でしたし、所

広い意味では「紛争の解決」で

に接したときには、審査請求事

長以外にも、法令解釈の適正性

しょうから、仕事に慣れるまで

件の処理はなかなか面白いなと

の審査を担当する国税審判官と

にそれほど時間はかからなかっ

感じています。

して裁判官１名と、審査官とし

たように思います。

また、任期付職員の方々に

て裁判所書記官１名が、出向し

もちろん、審判所には国税出

とっても、国税出身者の方々に

てきています。また、大阪以外

身者の方々が多くいらっしゃい

とっても、審判所での仕事のよ

の審判所には、裁判官の出向者

ますが、国税出身者の方々も、

うに広がりのある人材と接する

だけでなく、検察官の出向者も

それぞれに専門分野があります

機会は貴重だろうと思います。

います。

し、これまでの経験内容もいろ

その意味では、審判所で良い経

さらには、国税審判官の外部

いろだろうと思います。さら

験を積んでもらい、その経験を

登用が平成19年から始まり、公

に、外部登用された任期付職員

次の職場で活かしていけるよう

認会計士、弁護士、税理士の方

の方々は、審判所に来られるま

になってもらえれば嬉しいと

が、全国の審判所で特定任期付

でに士業として携わった実務経

思っています。

職員（以下「任期付職員」とい

験は、国税出身者の方々とはか

います。）としてご活躍されて

なり異なるだろうと思います。

いて、その人数は、平成25年以

ですから、合議体が審理を進め

降、事件担当審判官のうちのお

る中で、同じ１つの事案であっ

（問）現在、審判所では何人くらい

よそ半数に当たる約50名を占め

ても、それを見る視点や、とら

の公認会計士が任期付職員とし

ています。

えようとする問題点が異なって

て働いているのでしょうか。

このように審判所は、多様な
人材の知識・経験を活用して、

くることは、確かにあると思い
ます。

６

日本公認会計士協会と
国税不服審判所

（答）大阪国税不服審判所では、平
成22年からのべ６名の公認会計

中立で公正な審理を行うことが

しかし、いろいろな視点から

士出身の国税審判官が活躍され

できるように、職員構成の面で

事案を見ることによって、様々

ています。また、全国では現在

も担保がされていると言えると

な問題点が浮かび上がること

10名程度の公認会計士出身の方

思います。

は、事件処理が問題点を見落と

が審判所で活躍されていると聞

すことなく公正で適切に行われ

いています。

（問）他方で、多様なバックグラウ

るためには、非常に有意義だろ

審判所では、企業会計につい

ンドを持つ職員の方々がいるこ

うと思います。私自身はむし

ての経験や監査業務での事実調

とで、所長としてのご苦労もあ

ろ、いろいろな視点からの意見

査の経験など、公認会計士とし

るのではないでしょうか？川畑

が出され、それを取りまとめな

ての実務経験を十分に活かすこ

06
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とができると思います。実務で

経済構造の複雑化、経済取引の

し、合議の充実、裁決の質的向

得られた経験がなければ分から

ＩＣＴ化・国際化等が急速に進

上を図るなど、より一層、適正

ないような視点や問題意識を、

み、課税対象も極めて多様化

かつ迅速な裁決の実現を目指し

事件処理の中で提供してもらえ

し、それとともに審判所におけ

て、努力と工夫を重ねていきた

ると、説得力のある裁決を出す

る審査請求事件も質・量ともに

いと思います。

ことができるのではないかと

変化してきました。

思っています。
審判所について興味をお持ち
の方は、国税審判官（特定任期付
職員）に是非応募していただけた
らと思います。また、日本公認会
計士協会におかれては、公認会計
士の国税審判官への募集の広報等

なお、審判所のこれまでの取

今後、審判所では設立50周年

組などを審判所ホームページ

を契機として、先人の努力を多

（https://www.kfs.go.jp）へ掲

としつつ、単に従来の調査や審

載していますので、是非ご覧い

理の手法を踏襲するだけではな

ただければと思います。

く、ICTの利活用などにより、
当事者の審理手続への関与を容
易にするなど、事務を効率化

にご協力いただいているところで
すが、今後とも、よろしくお願い
したいと思います。

７

おわりに（これからの審判所）

（問）これからの審判所についてお
聞かせください。
（答）審判所設立からの50年は、経
済的にも社会的にも大きな変化
のあった時代であり、税務行政
の分野では、納税者数の増加、
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2020年４月22日（水）午後１時30

旬頃より聴講が可能となる予定で

分から３時30分までの時間で、近畿

す。聴講可能となりましたら改めて

１．2020 年３月期の会計・監査上の
主な改正点と実務上の留意点

会監査会計委員会主催の研修会

ご案内致します。期末の監査に向け

eラーニングの前半では、2020年

「2020年３月期の会計・監査上の主

た内容ですので、本掲載記事と合わ

３月期の主な改正点を整理し、その

な改正点と開示上の留意点」の収録

せて、ぜひ、eラーニングの受講を

内容を説明しました。

を行いました。本セミナーは、当初

していただければと思います。

2020年３月期においては、会計処

４月14日に関西地区三会共催での集

eラーニングで説明した内容を中

理の改正として、①「収益認識に関

合型研修を予定していましたが、新

心に、報告します。なお、文中の意

する会計基準」等が、2018年３月

型コロナウイルス感染症（COVID−

見や解釈は、講師の私見によるもの

30日付けで公表され、当期におい

19）の対応で、集合型の研修は中止

であることを申し添えます。

て早期適用ができます。また、②

となり、ｅラーニングでの開催とな

「連結財務諸表作成における在外子

りました。本eラーニングは、５月中

会社等の会計処理に関する当面と取

監査会計委員会研修会（ｅラーニング）報告

2020年３月期の会計・監査上の主な
改正点と開示上の留意点
監査会計委員会

副委員長 （講師）

山添

清昭

扱い」が2018年９月14日と2019

表されています。⑥と⑦は、当期に

期において早期適用ができます。ま

年６月28日の２回改正されていま

おいて早期適用ができます。さら

た、監査報告書の改正は、2020年３

す。③「企業結合に関する会計基

に、⑧「連結納税制度からグループ

月期より強制適用となります。さら

準」等が2019年１月16日付け公表

通算制度への移行に係る税効果会計

に、金融庁の「新型コロナウイルス

され、2019年４月１日以後開始する

の適用に関する取扱い」が同３月

感染症の影響を踏まえた企業決算・

事業年度の期首以後実施される組織

31日付けで公表され、公表日以後

監査等への対応に係る連絡協議会」

再編から適用されます。さらに、④

適用するとされています。

より、2020年４月15日付けで、

「時価の算定に関する会計基準」等

これら新基準や新取扱いは、2020

「新型コロナウイルス感染症の影響

が、2019年７月４日付けで公表さ

年３月期に影響のあるものであり、

を踏まえた企業決算・監査及び株主

れ、当期において早期適用できま

留意が必要です。

総会の対応」が公表されており、留

す。また、2020年３月31日付けで、

一方、監査に関連する改正・公表

意が必要であります。

⑤「収益認識に関する会計基準」等

としては、2018年７月５日付け

これら、改正項目等について、実

の改正、⑥「会計上の見積りの開示

「監査基準」の改訂がされました。

務上の留意点について解説をしまし

に関する会計基準」、⑦「会計方針

「監査上の主要な検討事項（KAM）」

た。以下にセミナーで説明した主な内

の開示、会計上の変更及び誤謬の訂

の導入と監査報告書の記載事項等の

容と、2020年３月期の実務上の主な留

正に関する会計基準」がそれぞれ公

見直しがされました。KAMは、当

意点を次の【図表１】に記載していま
すので、ご参考にしてください。
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【図表１】2020年３月期の会計・監査上の主な改正点と実務上の留意点
テーマ

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2020年３月期の実務上の主な留意点

Ⅰ．2020年３ （１）会計基準等の改正
月期における会

１．「収益認識に関する会計基準」等の

・収益認識会計基準が、企業会計基準より、2018年３

計・監査上の主

公表（企業会計基準第29号、企業

月30日付けで公表され、当期早期適用される会社

な改正点

会計基準適用指針第30号、2018

は、特に留意が必要です。

年３月30日付け公表）
（改正内容は、下記Ⅲ１〜５で解説）

・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から適用するとされています。また、早
期適用として、2018年４月１日以後開始する連結会
計年度及び事業年度の期首から適用することができ
るとされています。

２．「連結財務諸表作成における在外子

・在外子会社等において、IFRS第９号を適用し、資本

会社等の会計処理に関する当面の取扱

性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他包括

い」等の改正（改正実務対応報告第

利益に表示する選択をしている場合に、連結決算手

18号等、2018年９月14日改正）

続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減
損損失相当額を当期の損益として修正するとされて
います。
・2019年４月１日以後開始する連結会計年度の期首か
ら適用することとされており、留意が必要です。

３．「企業結合に関する会計基準」等の

・企業結合に関する会計基準に係る「条件付取得対

改正（改正企業会計基準第21号、

価」について、企業結合契約締結後の将来の特定の

改正企業会計基準適用指針第10

事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追

号、2019年１月16日改正）

加的に交付される又は引き渡されるもののみでなく
返還されるものも含まれる旨、及び将来の業績に依
存する条件付取得対価について対価が返還される場
合の会計処理を明確にする改正が行われました。該
当される会社は、ご注意ください。
・2019年４月１日以後開始する事業年度の期首以後実
施される組織再編から適用するとされています。ま
た、適用初年度において、これまでの会計処理と異
なることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う
会計方針の変更として取扱うとされていますので、
留意が必要です。

４．「連結財務諸表作成における在外子会

・実務対応報告第18号の2018年改正において検討の対

社等の会計処理に関する当面の取扱

象から除かれていた、IFRS第16号「リース」及び

い」等の改正（改正実務対応報告第

Topic842を対象に、修正項目として追加する項目の

18号等、2019年６月28日改正）

有無について検討が行われ、新たな修正項目の追加
は行わないこととされました。該当される会社は、
留意が必要です。
・2019年改正実務対応報告第18号は、公表日以後適用
するとされています。
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研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2020年３月期の実務上の主な留意点

５．「時価の算定に関する会計基準」

・時価算定会計基準では、IFRS第13号「公正価値測

（以下「時価算定会計基準」とい

定」の定めを基本的にそのまま取り入れ、時価（公正

う）等公表（企業会計基準第30

価値）の定義や算定方法等を定めることとされ、時価

号、企業会計基準適用指針第31

の算定方法について、「評価技法」と「インプット」

号、2019年7月4日公表）

を組み合わせた算定方法が定められました。算定され

（改正内容は、下記Ⅱで解説）

た時価は、インプットのレベルによって、「レベル
１」から「レベル３」に分類され、レベル区分別の開
示（注記）が求められることになります。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から適用するとされています。また、
2020年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業
年度に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用
することができるとされていますので、早期適用さ
れる会社は、留意が必要です。

６．「収益認識に関する会計基準」等の

・2018年の収益認識に関する会計基準においては、注

改正（企業会計基準第29号、

記について、2018年会計基準を早期適用する場合の

2020年３月31日改正）

必要最低限の注記のみ定め、2018年会計基準が適用

（改正内容は、下記Ⅲの６で解説）

される時までに、注記事項の定めを検討することと
されていました「注記と開示」の部分について、今
回の改正で取扱いが定められました。
・2020年に改正した本会計基準は、2021年４月１日以後
開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用す
るとされていますので、適用時期に留意が必要です。

７．「会計上の見積りの開示に関する会

・見積開示基準は、IAS第１号「財務諸表の開示」第

計基準」（以下「見積開示基準」と

125項の「見積りの不確実性の発生原因」の定めを参

いう）の公表（企業会計基準第31

考にしています。開示の目的は、「当年度の財務諸表

号、2020年3月31日公表）

に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、
翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある
項目における会計上の見積りの内容」について、利用
者の理解に資する情報の開示とすることとしていま
す。したがって、何を開示対象とするか、具体的にど
こまで開示するかの点に、留意が必要です。
・本見積開示基準は、2021年３月31日以後終了する連結
会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及
び個別財務諸表から適用するとされています。ただ
し、公表日以後終了する連結会計年度及び事業年度に
おける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表か
ら本会計基準を適用することができるとされています
ので、早期適用される会社は、留意が必要です。
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研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2020年３月期の実務上の主な留意点

８．「会計方針の開示、会計上の変更及

・会計方針の開示等に関する会計基準の改正では、関

び誤謬の訂正に関する会計基準」の

連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用し

改正（企業会計基準第24号、

た会計処理の原則手続を重要な会計方針として開示

2020年３月31日改正）

することが求められます。関連する会計基準等が明
らかな場合は、従来の事務への影響はないと考えら
れます。
・重要な会計方針の例としては、「有価証券の評価基
準及び評価方法」や「引当金の計上基準」など、企
業会計原則注解（注１−２）の定めを引き継いでい
ます。また、会計基準等の定めが明らかであり、会
計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続
が認められていない場合には、会計方針に関する注
記を省略できるとされています。
・2020年に改正された本会計基準は、2021年３月31日
以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から
適用するとされています。ただし、公表日以後終了
する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する
ことができるとされていますので、早期適用される
会社は、留意が必要です。

９．「連結納税制度からグループ通算制

・令和２年度税制改正において従来の連結納税制度か

度への移行に関する取扱い」の公表

らグループ通算制度に移行する税制改正法（「所得

（実務対応報告第39号、2020年

税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８

３月31日改正）

号））が３月27日に成立しました。本取扱いの内容
は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度
の決算（四半期決算を含む）についてグループ通算
制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税
金資産および繰延税金負債の額については、当面の
間、改正前の税法の規定に基づくことができるとい
うものです。これは連結納税制度が見直され、納税
単位が企業グループ全体から各法人単位へと移行す
ることへの対応です。
・本実務対応報告は、公表日以後適用するとされてい
ます。この「特例」の取扱いにより税効果適用指針
第44項の定め（成立日基準）を適用せず、改正前の
税法の規定に基づくこととした場合、繰延税金資産
および繰延税金負債の額について、本実務対応報告
の取扱いにより改正前の税法の規定に基づいている
旨の注記が必要となりますので、留意が必要です。
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研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2020年３月期の実務上の主な留意点

（２）有価証券報告書の開示ルールの改正
１．「企業内容等の開示に関する内閣府

・有価証券報告書について、主に①財務情報及び記述

令等の一部を改正する内閣府令」の

情報の充実、②建設的な対話の促進に向けた情報の

改正（2019年１月31日公表）

提供、③情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り

（改正内容は、下記「2020年３月期の
開示の留意点」で解説）

組み、の３つの観点からの改正がされました。これ
らの一部は、2020年３月31日以後に終了する事業年
度に係る有価証券報告書から適用するとされていま
すので、留意が必要です。

（３）監査基準等の改正
１．「監査基準」の改訂と「監査上の主

・金融庁から、2018年７月５日付け、「監査基準」の

要な検討事項（KAM）」の導入

改訂が公表され、公認会計士の監査報告書に「監査

（2018年７月５日公表）

上の主要な検討事項（Key Audit Matters : KAM）」

（改正内容は、下記Ⅳで解説）

（以下、「KAM」という。）の記載が新たに設けら
れるとともに、監査報告書の記載内容の明確化や充
実を図る観点からの改訂が行われました。
・KAMについては、2021年３月期に係る財務諸表の監
査から適用するとされています。ただし、それ以前
の決算に係る財務諸表の監査から適用することを妨
げないとされており、2020年３月期において早期適用
ができます。また、KAM以外の監査報告書の記載事
項等の見直しについては、2020年３月期に係る財務諸
表の監査から適用されますので、留意が必要です。

２．「新型コロナウイルス感染症監査役

・金融庁の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

等と監査人との連携に関する共同研

えた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」

究報告」の公表（2020年4月15

より、2020年４月15日付けで、「新型コロナウイル

日付け公表）

ス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主
総会の対応について」が公表されました。
・同報告では、「企業及び監査法人において、有価証
券報告書等の提出期限が９月末まで一律に延長する
内閣府令改正が行われること等を踏まえ、従業員や
監査業務に従事する者の安全確保に十分な配慮を行
いながら、例年とは異なるスケジュールも想定し
て、決算及び監査の業務を遂行していくことが求め
られる」とされていますので、留意が必要です。

Ⅱ．「時価の算定 １．新基準の概要
・時価が「出口価格」であることが明
に関する会計基
準」の内容と適
用上の留意点
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確にされた

・時価算定に関する会計基準の開発にあたっての基本
的な方針として、国内外の企業間における財務諸表
の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号

・評価技法とインプットを用いた算定

「公正価値測定」の定めを基本的にすべて取り入れ

・適用時期について

ることとなりました。
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（主な基準等の改正点に下線を記載）

01

2020年３月期の実務上の主な留意点
・時価算定会計基準では、時価の算定方法として、
「評価技法とインプットを組み合わせて算出する」
とされ、「時価のレベル別に内訳等を開示」するこ
とが求められます。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から適用するとされています。また、
2020年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業
年度に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用
することができるとされていますので、早期適用さ
れる会社は、留意が必要です。

Ⅲ．「収益認識

１．新基準公表のねらい

に関する会計基

２．収益認識会計基準の基本的な方針に

準」の内容と適
用上の留意点

ついて
・連結財務諸表に関する方針
・個別財務諸表に関する方針
３．原則的な取扱い
・収益認識の５段階のステップ

・新基準では、財務諸表間の比較可能性の観点から、
IFRS第15号の基本的な原則を基本的にすべて取り入
れるとされており、また、適用上の課題に対応する
ために、代替的な取扱いが公表されています。
・実際の導入までに、各社において、自社及び自社の
業界にどのように影響するか、いよいよ対応に着手
することが必要ですし、会計面のみならず、業績評

４．代替的取扱い

価、業務プロセスやITシステムへの影響も検討する

５．収益認識会計基準の実務への影響

必要があります。

６．2020年改正の内容

・2020年３月31日で、収益認識基準が改正され、「注記
と開示」の部分の取扱いが明確にされました。また、
収益の認識の「表示」についても、その「科目」、
「金融要素の影響の区分の要否」、「契約資産と債
権」等の取扱いが定められたので、留意が必要です。

Ⅳ．「監査基

１．監査基準の改訂のねらい

準」の改訂の内

２．KAMについて

査役等と協議した事項のうち、職業専門家として当

容と適用上の留

（１）KAMとは何か

該監査において特に重要であると判断した事項をい

意点について

（２）KAMの決定プロセス

う」とされていますので、KAM導入によりこれまで

（３）監査報告書のKAMについて記載

以上に監査役等と監査人との連携が重要となるもの

すべき事項
３．KAM以外の監査報告書の記載事項
の見直し

・KAMとは、「当年度の財務諸表の監査の過程で、監

と考えられます。
・今回の改正で、監査報告書の記載事項の見直し（監
査報告書の記載順序の見直しや新たに意見の根拠の

４．適用時期について

区分を設ける改訂、監査役等の責任の追加記載な

５．改正後の「監査報告書」を確認

ど）もされています。期末の監査報告書の作成に

６．監査基準委員会報告書第6号「監査

は、特に留意が必要です。

報告書に係るＱ＆Ａ」について

・2019年７月18日付けで、監査基準委員会報告書第６号
「監査報告書に係るＱ＆Ａ」が公表されています。新
しい監査報告書の実務の定着を支援する報告書ですの
で、監査報告書の改訂やKAMの取扱いについて、迷
われた際には、参考にされる必要があります。
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２．2020 年３月期の開示上の留意点

Ⅰ

財務情報及び記載情報の充実

すので、留意が必要です。ただ

eラーニングの後半では、2020年

Ⅱ

建設的な対話の促進に向けた

し、上記①以外については、

情報の提供

2019年3月31日以後に終了す

情報の信頼性・適時性の確保

る事業年度に係る有価証券報告書

に向けた取り組み

等から適用可とされていました。

３月期の開示上の留意点について、
2019年１月31日付けの「企業内容の
開示に関する内閣府令等の一部を改

Ⅲ

昨年早期適用された会社は、2年

正する内閣府令」（以下「内閣府令
の改正」という）の改正の内容につ

改正後の規定は、以下のとおり適

いて、説明しました。主な改正点と

用されます。

改正内容について、まとめています

①上記、Ⅱ「建設的な対話の促進に
向けた情報の提供」欄に記載の項

ので、ご参考にしてください。

目の記載となります。
（２）改正の内容と有価証券報告書
の改正項目

目等は、2019年3月31日以後

改正の主な内容は、以下に示すと

に終了する事業年度に係る有価証

おりです。有価証券報告書の該当項

2019年１月31日付けで、金融

券報告書等から適用されました。

目を示していますので、下記の「改

庁より、内閣府令の改正が公布・施

②上記①以外は、2020年3月31

正後の有価証券報告書の記載項目」

行され、主に以下の観点からの改正

日以後に終了する事業年度に係る

がされました。

有価証券報告書等から適用されま

（１）主な改正点

と合わせてご確認ください。

●改正の主な内容と該当項目
改正の主な内容
Ⅰ．財務情報及

●経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、

び記述情報の充

主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説

実

明を含めた記載が求められます。

該当項目

記号

１．経営方針、経営環境

Ａ

及び対処すべき課題等
２．事業等のリスク

Ｂ

●キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財

３．経営者による財政状

Ｃ

源及び資金の流動性に係る情報の記載に当たっては、資金調

態、経営成績及びキャッ

達の方法及び状況並びに資金の主要な使途を含む資金需要の

シュ・フローの状況の

動向についての経営者の認識を含めて記載するなど、具体的

分析

●事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、
リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明
が求められます。

に、かつ、分かりやすく記載することが求められます。
●会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の
内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営
者の認識の記載が求められます。
Ⅱ．建設的な対

●役員の報酬について、報酬プログラムの説明（業績連動報酬

話の促進に向け

に関する情報や役職ごとの方針等）、プログラムに基づく報

た情報の提供

酬実績等の記載が求められました（昨年度改正点）。
●政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開
示が求められるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状
の30銘柄から60銘柄に拡大されました（昨年度改正点）。
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改正の主な内容

該当項目

01
記号

Ⅲ．情報の信頼

・以下の開示が新たに求められます。

（３）監査の状況

性・適時性の確

●監査役会等の活動状況

①監査役監査の状況

Ｆ

保に向けた取組

●監査法人による継続監査期間

②会計監査の状況

Ｇ

●ネットワークファームに対する監査報酬等
●改正後の有価証券報告書の記載項目
改正後の有価証券報告書の記載項目は、以下に示すとおりです。改正の項目（網掛け記載）に、上記「改正の主な内
容と該当項目」の記号を記載しています。
有価証券報告書・記載項目
主として
連結情報

第一部

個別情報

企業情報

第１

企業の概況

第２

事業の状況

有価証券報告書・記載項目
（５）株式の保有状況（←Ｅ）

連

結

１．経営方針、経営環境及び対処すべき課題

第５

経理の状況

冒頭記載

等（←Ａ）

１．連結財務諸表等

２．事業等のリスク（←Ｂ）

（１）連結財務諸表

３．経営者による財政状態、経営成績及び

（２）その他

キャッシュ・フローの状況の分析（←Ｃ）

個別情報

（４）役員の報酬等（←Ｄ）

個

別

２．財務諸表等

４．経営上の重要な契約等

（１）財務諸表

５．研究開発活動

（２）主な資産及び負債の内容

第３

（３）その他

設備の状況

１．設備投資等の概要

第６

提出会社の株式事務の概要

２．主要な設備の状況

第７

提出会社の参考情報

３．設備の新設、除却等の計画

第二部

第４

独立監査人の監査報告書←監査基準の改訂に

提出会社の状況

提出会社の保証会社等の情報

１．株式等の状況

より監査報告書の記載事項の見直しが

２．自己株式の取得等の状況

れていますので、留意が必要です（上記

３．配当政策

さ

【図表１】Ⅳ参照）。

４．コーポレート・ガバナンスの状況等
（１）コーポレート・ガバナンスの概要

内部統制報告書
確認書

（２）役員の状況
（３）監査の状況
①監査役監査の状況（←Ｆ）
②会計監査の状況（←Ｇ）

報告書の開示面の改正も定性的な記

また、監査の局面では、「監査基

2020年３月期の会計・監査上の改

載を中心に対応が求められます。さ

準」の改訂に伴い、ＫＡＭの記載や

正点は、上記に示していますように

らに、2020年３月期は、新型コロナ

「監査報告書」の記載事項の見直し

盛りだくさんです。また、適用上の

ウイルス感染症の影響を踏まえた企

などの対応を通じて、監査役等との

留意点も多岐にわたります。とく

業決算・監査及び株主総会への対応

より一層の連携も求められます。以

に、2020年3月期では、「収益認識

が重要となります。

上の観点から、これら会計・監査上

おわりに

に関する会計基準」や「時価の算定

これら改正点等の対応について、

の改正点に対する理解をより深めて

に関する会計基準」の早期適用など

適用上の相談をクライアントからい

おくことが重要になると考えます。

に留意が必要です。また、有価証券

ろいろと受けることが考えられます。
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令和２年３月27日（金）、大阪市

ますが、副首都推進局、

朝川副市長へ近畿会から表敬訪問い

市政改革室、ICT戦略

たしました。今回は、北山会長が大

室、24に至る区役所、

阪市「大規模事業リスク管理会議」

市民局、財政局、環境

の委員であるご縁を契機に、朝川副

局、消防局及び水道局

市長へのご訪問に至ったものです。

に関する事務を担って

北山久恵会長、安井康二副会長、柴

おられます。

原啓司大阪市南地区会長、奥谷の４

まず北山会長からの

名をもって訪問いたしました。朝川

ご挨拶、ご訪問への御礼をお伝えし

729人所属しています）とともに柴

副市長には、新型コロナウィルス対

たあと、近畿会の組織概要等をご説

原地区会長からは大阪市南地区会の

策等の会議など、大変お忙しいご公

明し、安井副会長から担当委員会の

活動状況を説明いたしました。ま

務の合間を縫ってお時間を頂戴する

概況、会員居住地の区分による地区

た、奥谷からは公会計委員会の活動

ことができました。

会の活動の説明（大阪市内には大阪

に関し、自治体向け情報発信のほ

市北地区の会員・準会員が530人、

か、大学生等若い世代に対し大学授

大阪市南地区会の会員・準会員が

業を通じてパブリックの世界でも公

朝川副市長は大阪市におられる３
人の副市長のうちのお一人であられ

朝川 晋 大阪市副市長訪問のご報告
公会計委員会

委員長

奥谷

恭子

認会計士が貢献していることを伝え

開発事業に取り組まれたご経験にお

業、未来への投資（投資的経費）も

ていく役割について説明いたしまし

いて、街は現在の新しい姿になった

重視しなければならないこともお話

た。さらに、北山会長からは近畿会

が、事業の長期化等により大きな赤

いただきました。

の事業の説明とともに、近畿会重点

字となり、現在の本市財政に大きな

現在、世界中で懸念となっている

施策の一つである、地方公共団体・

影響を与えており、大規模事業のリ

COVID-19対策の事務、それに伴っ

非営利法人の会計・監査の発展・充

スク管理の重要性を痛感させられ

て前倒し開始となった児童給食無償

実に向けての事業も紹介いたしました。

た、というお話をいただきました。

化制度導入など新しい事務にも対応

大変お忙しい中、短いお時間でし

このご経験をもとに、事業再構築、

していくことが必要となりますが、

たので、懇談させていただきました

業務改革への取組みをお話いただ

こうした事務に対応できるために

内容は限りあるものでしたが、朝川

き、現在も働き方改革対応により市

も、業務改革、業務効率化の工夫が

副市長から市政に関する取組み状況

職員の残業時間が削減できつつある

重要であることもお話の中で出てお

をお教えいただき、今後の市政改革

お話もされていました。

りました。

への熱意を感じる時間となりました。

一方で、業務改革を進めることで

かつて、平成14年頃に阿倍野再開

経常的な経費を削減するとともに、

発事務所へ配属となられ、阿倍野再

夢洲、万博等といった将来の新規事
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の課題が複合化している現在、専門

このような人材育成の面に関し、

将来の近畿会における自治体に対

家からのエビデンスに基づいた考え

近畿会において様々な研修講師を担

する貢献の新たな局面の１ページと

方がさらに重要になってくると考え

当していることから、今後、大阪市

なりうる大変有意義な時間となった

ており、そうした局面において公認

への貢献できうる可能性を模索して

と思います。

会計士にさらに活躍いただきたい、

いくことで懇談を終えました。

とお話いただきました。さらに、現
行の公会計制度はまだ公会計情報の
活用に課題を感じているためか、作
成に負担を感じている職員も多いよ
うに見受けられている。また、市の
次期市政改革プランにおける新たな
人材育成の観点として「リーダー候
補の育成」といったことも掲げてお
り、こうした人材育成、公会計情報
の重要さの理解を深める研修会など
に関して、公認会計士が活躍できる
のではないか、といったコメントも
いただきました。

【 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。

『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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トの情報もいわば、お堅いものばか
り…。そんな中で、情報源の大半を
スマホに頼る意識高い系の若者たち
に『公認会計士って楽しそう』と思
えるような情報を届けるには？と考
この春、近畿会広報部では、ゆる
〜く、わかりやす〜く公認会計士の
お仕事を紹介していこうという企
画、その名も『ゆる広報部』がス
タートしております。
新型コロナウイルスで何かと暗い
ニュースの多い毎日ですが、Stay
Homeの若者が進路を考えるきっか
けになれば、と、Twitter、noteとい

うSNS媒体に、マンガ、写真、イラ
スト付きの読みやすくて面白い公認
会計士関連情報を配信しております。
実はこのSNS広報企画、全国初な
のです。協会の若者向け広報活動と
いえば、ハロー！会計や大学での制
度説明会など、対面や紙のリアル媒

えたところ、前向きメッセージで
SNSをバズらせればいいやん、と。
（※バズらせる＝人気記事となって
より多くの若者に届けること）
そこで、SNSでの企業PRに長け
た外部クリエイターさんとタッグを
組んで昨年末からプロジェクトを進
めてまいりました。

体に特化したものが多く、協会サイ

SNS広報はじめました
〜公認会計士のお仕事紹介企画、Twitter＆noteにて好評配信中〜
広報部
みんながフレッシュな気持ちで新

現在の配信内容は、公認会計士のイ

年度をスタートする春、何か新しい

ンタビュー、Q & A で す 。 会 員 の皆

目標を探そうとする前向きなこの時

様もぜひご一読ください。繁忙期の

期にサイトを公開することで準備を

気分転換になれば幸いです。

副部長

桂

真理子

近畿会ホームページのTOP画面に
もバナーを新設しております。

進めてきた折も折、コロナ禍です。
感染拡大を抑制するため、一般企業

今すぐご覧にな

はもちろん、監査の現場もテレワー

られたい方は、こ

クで一丸となって取り組んでいる

ちらのQRコード

中、一時はSNS広報活動の自粛も検

から。

ちなみに、第1回の公認会計士紹
介インタビューは私が体を張って登

討しました。しかし、そんな時こそ、

場しております（恥ずかし〜）。面

SNS配信の充実を！という声を受け

白かったら、ぜひ「スキ♡」、「い

て、アカウントを開設、配信を開始

いね！」、シェアをお願いします。

いたしました。

バズらせるには、皆様のお力添えが
必要です。
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『ゆる広報部』企画の概要は以下の通りです。
目

的

公認会計士の認知度の向上、受験生の増加

コ ン セ プ ト

誰にでもわかりやすいよう、ゆるく公認会計士をPR

タ ー ゲ ッ ト

Under20歳（公認会計士を知らない若年層）

内

■Twitterで告知し、noteというサイト上に、近畿会広報部のアカウント（通称『ゆる広報部』）

容

を作成し、記事を展開する。
■記事は、スマホで読む前提の読みやすい文章とし、写真、イラスト、マンガなども織り交ぜて
構成する。
コ ン テ ン ツ

■公認会計士のインタビュー記事、公認会計士の基本的なQ&A、公認会計士の座談会トーク、公
認会計士あるあるマンガ、公認会計士の一日など

コンテンツ作成

■外部クリエイターチーム（Webデザイナー、ライター、イラストレーター他）を起用

今後の展開予定

■２回／月の頻度で記事更新
■コンテンツがたまったら、ムービー、チラシなどを作成し、制度説明会等で配布
■学生イベントなどと協働で広告効果測定実施

こんな記事面白いんちゃう？みた
いなのを思いつかれた方は、ぜひ近

など

も受け付けております。近畿会まで

カル様他、協力業者の皆様、企画運

メールにてご連絡ください。

営チームのゆる広報部員の皆様、近

畿会広報部にご一報を。ゆる〜いご

最後になりましたが、強力タッグ

意見お待ちしております。また、

を組んでいただいております、ふく

SNS配信、自分も一緒にやってみた

まつでざいん様、ライターの一之木

い、という方はゆる広報部への入部

りさ様、イラスト担当のナカニシヒ

畿会広報部の皆様にこの場を借りて
厚く御礼申し上げます。
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コロナ禍の中、皆様お元気にお過
ごしでしょうか。
さて2020年３月号から始まりまし
た「子育てパパ会計士の日常」、第

①横浜市が支援する父親育児講座

ものがある。環境の変化で孤独感を

②SNS（交流サイト）を通じてパパ

覚える父親は多い』、『同じような

が繋がる活動「＃ゆるゆるお父さ

父親と一緒に経験を積むことで自信

ん遠足」

につながる』

２回目は委員長の原繭子が子育てパ

③パパが発起人となった地元発の地

また同じく記事に紹介されていた

パに向けてある新聞記事をご紹介し

域コミュニティ「みなと区パパ友

三菱UFJリサーチ&コンサルティン

ます。

の会」

グの調査によると、『「父親が子育
ての悩みを相談できる人がいる」、

「新米パパ独りじゃない、在宅でも

これらの共通点として、集まった

「保育園の送迎で挨拶する人がい

SNSで悩み・不安共有」（2020年４

パパたちは育児の仕方を教わるだけ

る」場合、休日の育児時間が増える

月４日日経新聞夕刊１面）

でなく、パパ同士が悩みを打ち明け

傾向があるという』

たり不安を共有している点です。
こちらで紹介されている、積極的

記事に紹介されていた助産院院長

に育児に関わりたいパパ達の集まり

によれば、『女性の産後うつと同

は次の３つです。

様、父親にも『子育てうつ』という

パパが主体的に子育てに携わるた
めには、子育てパパ同士の交流が大
事なのですね。

ダイバーシティ推進委員会企画記事

「子育てパパ会計士の日常」第２回 原 繭子委員長の関心事
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

パパ同士の交流機会として捉える

を告知するサイトで、パパなら誰で

「仕事から離れ…「父親」としてつ

と、②と③をもっと調べてみたくな

も日本全国どこでもイベント主催で

ながれる「#ゆるゆるお父さん遠

り、主宰者が立ち上げたHPを拝見

きるようサポートする場になってい

足」（2019年9月22日朝日新聞と

してみました。

ます。そのイベントは「＃ゆるゆる

Yahoo!ニュースによる連携企画記事

③は港区芝地区総合支所と慶應義

お父さん遠足」。イベント開催なの

「＃父親のモヤモヤ」）

塾大学が主催するご近所イノベータ

に、参加者から参加表明を取らな

養成講座から発足した地域密着型の

い、ただ同じ時間帯に同じ場所にい

彼らは元々Twitterで知り合った

コミュニティグループで、男性の幹

るだけでも良い、というとても緩や

のち、子連れでオフ会をすること

事さん達が当該サイトを管理し、パ

かなルールが特徴です。

し、その際に、気持ちの上でも負担

パ及びパパ予備軍の方々がメンバー

②については、人々が集まるグ

となり、子連れイベントやパパ飲み

ループ活動ではないところが異色

会などで定期的にリアルに集まる活

で、サイトを管理している方々のこ

パパそれぞれの思いはインタ

動をしています。

とをさらに知りたくなり、ネットの

ビュー記事を読んでいただくことと

インタビュー記事を読んでみました。

して、こちらではサイトのQ＆Aか

②はパパによるイベント（父子遠
足）開催のノウハウ紹介と開催案内
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イメージが伝わる箇所を抜粋してお

そして出会ったお父さんたちが育児

子育てパパの交流の仕方、いろい

きます。

仲間になれたら嬉しい、そんな気持

ろあるものですね。子育てパパ会計

ちです。』

士のみなさん、コロナが収束したら
パパ会への参加、やってみてはいか

『ネットで繋がったお父さん達が、
時間や場所をキッチリ決めてオフ会

『ゆるゆるお父さん遠足自体は、誰

をすると、自己紹介したり共通の話

でも開催できます。

題を探したりと、なんだか堅苦しい
ものに。
会えても会えなくてもいい、会え

がでしょうか。

ぜひ、ご自身のエリアで開催して

ダイバーシティ推進委員会として、

もらえたら嬉しいです。告知や拡散

今後子育てパパ同士の交流の機会をつ

などはぜひ協力させてください。

くっていきたいと考えています。会員

たらちょっと話してみてもいいけ

このサイトはゆるゆるお父さん遠

の皆さまに興味を持ってもらえるイベ

ど、子ども同士が遊ぶのを眺めてる

足を広めたいと思ってるお父さん達

ントを企画したいと思っていますの

だけでもいい、そういうカッチリし

で作りました。』

で、ぜひご参加ください。

ないところを「ゆるゆる」と呼んで
私はこちらのサイトを読

います。』

んでいて、「お父さんが子育
『近所に散歩行くときに、#ゆるゆ

てすることは普通だよ！」

るお父さん遠足

のハッシュタグを

「お母さんにも自由時間

つけてツイートする、それだけでも

を！」という、等身大のお父

OKです。

さんの声が聞こえてくる、そ

タグが広まることで、お父さんと

んな気持ちになりました。

子どものお出かけが、もっと気軽に、

本文内でご紹介した記事やニュースは下記 QR コードよりご覧いただけますので、ぜひアクセスしてください。
日本経済新聞

みなと区パパ友の会

ゆるゆるお父さんの遠足

withnews
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はじめに
有限責任 あずさ監査法人の大阪事務所からＫＰＭ
Ｇフィリピン︵Ｒ．Ｇ．Ｍａｎａｂａｔ ＆ Ｃｏ．︶
に駐在している谷本と申します︒２０１８年６月か

智則
谷本

フィリピン・マニラ編

ら赴任しており︑約２年が経過しようとしていると
ころです︒今回は︑フィリピン・マニラについてご
紹介させていただきます︒

フィリピンの概要
フィリピンの公用語は︑フィリピノ語︵タガログ
語︶と英語ですが︑首都マニラのタガログ語︑第２
都市セブのセブアーノ語の他︑１００を超える現地
語があると言われています︒普段はタガログ語を使
いつつ︑ビジネスにおいては英語が使用されるとい
う意味では︑関西弁と標準語の使い分けに近いよう
にも思います︒スペイン・日本・アメリカに統治さ
れていた経緯がありますが︑文化的にはアメリカの
影響が多く残っており︑人気のスポーツでいうとバ
スケットとボクシング︑政治体制や裁判事例なども
アメリカに従っている側面が強いです︒日本の文化
を好きな人は多いのですが︑英語版のコンテンツが
少ないことから︑アメリカ・韓国のメディアを使っ
万人となっていますが︑２０

ている人が多いようです︒最新２０１５年︵！︶の
統計では人口は１億

歳に対し

２０年現在では１億１千万人を超えているものと推
測されます︒平均年齢について︑日本の

歳であり︑見事な三角形の人

口ピラミッドを形成しています︒英語力︑豊富な労

て︑フィリピンは約

45

働力および低賃金︑戦略上有利な地理がフィリピン
投資の魅力と言えるでしょう︒

フィリピンでの生活

駐在員が暮らす地域では︑さほど報道されている

ような騒ぎもなく︑比較的安全です︒特に長く商業

の中心地となっているマカティエリアや日本人学校

等のインターナショナルスクールが多く所在する新

興 都 市 ボ ニ フ ァ シ オ ・ グ ロ ー バ ル ・ シ テ ィ ︵ ＢＧ

Ｃ︶などは治安もよく︑町並みも落ち着いてます︒

勿論︑このような街を一歩でると︑コンクリート壁

にトタン屋根を置いただけの小さな家に︑裸足で住

んでいる人もいるような町並みが続きます︒他の発

展途上国と同様に︑貧富の格差は相当に大きい状況

ゴルフが好きな方にとっては都心から１時間程度

にあります︒

で行けるコースが豊富にあります︒一人１キャ

ディー︑１カートに加えて︑相当に広いフェアウェ

イが基本ですので︑ストレスフリーなゴルフを堪能

することができます︒安いと言われていた値段はイ

ンフレとも相まって少しづつ上昇し︑上記フルセッ

トで週末は１万２千円程となってきていますが︑会

社からゴルフ会員権を貸与される駐在員の場合には

１回３千円円程度ですみます︒そのため︑週末ゴル

フが駐在員の社交場となっています︒

食事も日本食︑スペイン料理︑イタリア料理を筆

頭に︑さまざまな国の料理が豊富にありますし︑一

癖あるフィリピン料理にチャレンジすることもでき

分の距離に１

ます︒一方︑交通渋滞は︑社会問題になっており︑

特にクリスマスシーズンでは︑徒歩

時間以上かかることも珍しくありません︒現在は地

下鉄や鉄道の建設が進んでおり︑渋滞解消が期待さ
れます︒
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翔る！ニッポンの公認会計士

フィリピン駐在員の業務
私はＫＰＭＧフィリピンのジャパンデスクとし
て︑日系企業に対する監査︑税務︑アドバイザリー
の現地ローカルスタッフの業務をサポートしていま
す︒また︑日本人マネジメントに対して会計︑税

管理面含め︑多数の指摘事項を検出・報告している

ことにも︑また驚かされます︒

小さい子供のいる女性マネジャー・スタッフも多

くいますが︑通勤に１時間以上かけても実家の近く

から職場まで通ったり︑彼女達の給与からするとけ

して安くない額を払ってお手伝いさんを雇ったりす

るなどして︑結果︑長時間仕事をしています︒会計

士としてのキャリアのために︑子供や家族を犠牲に

することはしませんが︑他の人に任せられるところ

は任せるというスタンスという人も少なくないよう
です︒

個人の誕生日・出産などのイベントは勿論重要な

のですが︑職場においてもほぼ毎週︑誕生日を祝う

飾付けと歌に出会います︒企業内は非常にフレンド

リー／アットホームで︑社員旅行の行き先を友人同

士自慢し合うことも多いようです︒ただし︑高待遇

を求めるため︑離職率は高い状況にあります︒

最後に

海外で会計士として働くということについて︑赴

任前はイメージが掴めていませんでしたが︑赴任し

て２年弱で︑税務当局副長官への状況説明︑百数十

名の駐在員に対するセミナーの実施︑大使館や他

ファームとの協力による現地税務当局への改善提案

など︑貴重な経験をさせていただいております︒

何かと危ないことで報道されるフィリピンです

が︑足元ではインフラ投資が盛んに行われ︑目まぐ

ー

／コロナウイルスの影響も懸念さ

るしく発展することが期待されています︒短期的に
はＣＯＶＩＤ

れますが︑中長期的には活気が戻ってくると期待し
ています︒
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務︑監査等の日本語での解説︑セミナー開催︑定期
的顧客訪問による悩み相談︑ローカルチームへの
フィードバック︑日本人出張者の対応等を主たる業
務としています︒対応する現地日本人の方は︑管理
部門出身ではなく︑営業・製造部門出身の方が多
く︑特に会計用語には馴染みがないため︑簡潔かつ
粘り強い説明が求められます︒会計・税務の他︑会
社法︑労働法などについてのご相談もよくいただき
ます︒本来は弁護士業務の範疇になるのですが︑マ
ニラでは日本人弁護士が少なく︑会計士のほうが気
軽に相談できるということで︑可能な範囲でお伝え
をさせていただいています︵﹁最終的には顧問弁護
士にご確認を﹂となりますが︶︒

BGCにあるフィリピン証券取引所
Tax Team とのLunch
工場往査の際に使用したバンカーボート

ワークライフバランス
海外︑特に発展途上国では︑会計士であっても︑
定時が来たら仕事が途中でも帰ってしまうようなイ
月決算の

メージを持っていましたが︑実際は真逆で︑非常に
遅くまで働いていることに驚きました︒

繁忙期が始まる１月の中旬から３月決算が一段落す
時間稼

る７月下旬まで︑監査チームは当然のように深夜ま
で働いています︒自宅職場間のバスはほぼ

働しているため︑終電時間にとらわれる必要があり
ません︒帰宅途中には︑夕食を買いに行っている同
業他社スタッフを見かけることも多いため︑各
ファーム状況は同じと思われます︒このような多忙
な状況にも関わらず︑監査結果報告会においては︑
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大阪市南地区会

2019年度公認会計士試験合格者歓迎会
大阪市南地区会

幹事

林

由

ブルを皆で囲みながら、南地区会柴原

疑間へのアドバイスを真剣にする姿を

会長からの乾杯の音頭を皮切りに始ま

見ることができ、また参加して頂いた

2020年１月27日（月）、毎年恒例

りました。歓迎会開始前にはいささか

皆さまの温かい心遣いと人柄も相まっ

となっている大阪市南地区会による新

緊張した面持ちをしていた新人さん達

て、あっという間に南地区会本川副会

人歓迎会が開催されました。当行事

でしたが、開始後は互いに挨拶しあ

長からの終わりの挨拶の時間となり、

は、晴れて2019年度公認会計士試験論

い、また積極的に各テーブルの先輩に

会話の絶えない和やかなムードに会場

文式試験に合格し、公認会計士の世界

も挨拶しに回ったりと、新人さんが率

全体が最後まで包まれた会となりました。

に飛び込んで来られた新人の皆さんを

先して和気藹々とした雰囲気を会場内

この新人歓迎会が、新人の皆さまが

歓迎する趣旨の下、大阪市南地区会で

に醸成させていき、非常に感心させら

自身の公認会計士としての将来の姿を

伝統的に開催されてきているものです。

れるところでした。会の半ばでは、南

思い描くことにとどまらず、公認会計

今年の新人歓迎会には、新人の皆さ

地区会の重鎮であられる山田会員と組

士業界の未来について少しでも考える

んはもちろん、準会員の方から会計士

織内会計士の川瀬会員から新人さんへ

きっかけになっていれば幸いです。ま

歴40年以上の大先輩方と幅広い年代

の激励の言葉が送られました。山田会

た新人会計士の将来の夢や会計士を目

の方々にお越し頂き、総勢24名（う

員からの激励は、祝辞のみならず、公

指したきっかけ、直近の不安について

ち、新人16名）の方々にご参加頂き

認会計士としての人生を長年歩んで来

話す姿を見て、自分自身が駆け出しの

ました。また監査法人へ勤務されてい

た者にしか紡げないであろう貴重なお

新人であった頃を思い出した方も多い

る方や独立されている会員のみなら

話ばかりで、新人の皆さんは真剣な眼

のではないでしようか。全ての公認会

ず、組織内会計士としてご活躍されて

差で傾聴されており、また合格から数

計士が必ず通ってきた、合格者とし

いる会員などにご参加頂き、様々な分

年経った私も非常に感銘を受けるもの

て、そして新人としての気持ちを思い

野のお話を拝聴できる会となり、大変

でした。川瀬会員からは、組織内会計

出させてくれるこの新人歓迎会は、参

盛大なものとなりました。

士からの視点で臨場感溢れるご助言を

加した我々にとっても大切にしたい気

この晴れやかな会は、大丸心斎橋店

頂き、普段監査業務に従事している者

持ちや体験を思い出させてくれるよう

からほど近い、中国料理店『大成閣』

にとっては身が引き締まる思いをする

なイベントではないかと感じていま

にて開催されました。この『大成閣』

ような大変価値あるお話を頂きまし

す。監査法人をはじめ、コンサル、企

は創業昭和28年から続く老舗中華料

た。新人の皆さんが監査現場に入った

業内会計士、CFO、 CEO、独立開業

理店である一方で、毎日のランチ利用

際には、きっとすぐに今日の話を思い

など、様々な方面で活躍している公認

から最大400名規模のパーティー利

出すことになるのではないでしょうか。

会計士ですが、ご自分の新人時代を懐

用まで出来る非常にユースフルなお店

約３時間にわたり続いた歓迎会でし

古する機会となっていれば企画した身

であり、公認会計士の世界へ飛び込ん

たが、普段はなかなか交わる機会のな

できてくれた新人さんを歓迎する場と

い、新人会計士、中堅会計士そしてベ

してうってつけの場所であったのでは

テラン会計士と様々な立場を有する者

ないでしようか。

同士が、利害関係なく同じ話題につい

さて歓迎会当日は、大きな回転テー
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て熱っぽく語らう姿や、後輩の不安や

としては幸せの極みです。

厚生部

REPORT

01

ゴルフ部開催報告
山田

近畿CPAゴルフ会第303回例会

になっており、吉

は、令和２年２月29日（土）に城陽

田会員の優勝とな

カントリー倶楽部にて開催されまし

りました。加地会

た。当日の天候はさほどの寒さもな

員には次回の優勝

く、プレイ中は曇り、帰り際に雨の

が期待されるとこ

一日でした。参加者は総勢24名でし

ろです。

たが、キャンセル待ちが出る盛況で

当会では例会に

した。また、初参加者が女性を含め

ついては、過去の

７名と過去最大でした。最近では６

参加時の実績から

組の予約が満杯となる状況が続い

算出した実績スコ

て、活況を呈しています。

アを採用してお

谷口弘一会員が倶楽部メンバーと

り、皆様に優勝のチャンスが巡るよ

いうこともあり、予約の手配をお願い

うになっています。どうぞ奮ってご

しました。さらに、倶楽部からは、プ

参加ください。

レイ料金の特別割引も頂戴しハッピー

初参加も大歓迎です。会計士だけ

な一日でした。紙面をお借りして谷口

の懇親ゴルフ会なので、スコア的に

会員にお礼申し上げます。

ゴルフ初心者の方も安心してご参加

優勝は吉田豊道会員で、グロス92

いただけます。

ハンディ14ネット78の成績でした。

拓幸

当日の上位６位までの成績は次の
とおりでした。
順 位

氏 名

GROSS HDCP NET

優 勝

吉田 豊道

92

14

78

準優勝

加地 大毅

3 位

106

32

74

小田 利昭

4 位

91

11

80

小黒 敬三 ※

5 位

92

10

82

山本 宏昭

6 位

103

21

82

岩井伸太郎

114

31

83

※HDCP上位

吉田会員は優勝争いの常連ですが、
今回はキャンセル待ちで参加しての
優勝とスーパーゴルファーでした。
スコア的には、本来は初参加者で
ある加地大毅会員のグロス106ハン
ディ32ネット74が優勝スコアなので
すが、近畿CPAゴルフ会のルールに
より、初参加者は優勝できないこと

【今後の開催予定】
6 月 4 日（木） 茨木カンツリー倶楽部
8 月 4 日（火） 茨木高原カンツリー倶楽部
10 月 6 日（火） 田辺カントリー倶楽部
12 月 1 日（火） 鳴尾ゴルフ倶楽部（恒例のすき焼き忘年会付き）
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2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、近畿会では、３月から部会・委員会の開催、集合研修及び各種イベント等を中止して
います。４月７日に政府から発令された緊急事態宣言を受けて、日本公認会計士協会から会員・準会員に対し政府等の要請を遵守した
行動をとるよう要請する会長声明が発出されました。３月期決算会社の決算業務及び監査業務に大きな遅延が懸念されるため、４月14
日に金融庁から有価証券報告書の提出期限を一律に３カ月延期する方針が示されました。４月15日付で「新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」から声明文、協会から会長声明が出され、株主総会の日程も含め決算・
監査スケジュールを見直し時間的な猶予を確保することを求めています。また「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）〜（その４）が公表されています。会員・準会員に対して緊急事態宣言下における政府等の要請を遵守することを改め
て要請するとともに、企業決算・監査に関わる方々の健康と安全を最優先しつつ、関係法令が確保しようとした実質的な趣旨を没却す
ることのないよう、企業の関係者と協力して適切に対応することを求められています。
国民・日本企業の義務として、生命・安全を確保し、新型コロナウイルス感染拡大を防止のため「出勤者７割削減」の要請を受け、
在宅勤務により期末監査業務に取り組んでいます。同時に、公認会計士の役割として、国内外の投資家からの資本市場に対する信頼性
を維持するため、開示情報や監査への信頼性を維持しなければなりません。この難局を、３密（密閉・密集・密接）を避けながら、監
査法人、監査チームメンバー、クライアントとの密なコミュニケーションにより適切な協力関係を維持し乗り切る必要があります。
会員・準会員の皆様も、体調管理に十分にご留意ください。新型コロナウイルス感染が早期に収束し、日常の生活が戻り、協会活動
が従前どおり活発に開催できるようになることを祈念します。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

3月26日

木

14:30〜17:30

本部 正副会長会議

日本公認会計士協会

3月27日

金

11:00〜11:30

大阪市副市長訪問インタビュー

大阪市庁

3月31日

火

13:30〜15:30

本部 総務打合せ会

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4 月 1 日

水

15:00〜17:00

本部 大手監査法人との情報交換

日本公認会計士協会（電話会議にて出席）

4 月 2 日

木

9:00〜17:00

第55事業年度 各部・委員会予算個別折衝

日本公認会計士協会近畿会

4 月 6 日

月

16:00〜17:00

本部 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4 月 7 日

火

15:00〜17:00

本部 公認会計士制度PT会議

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4 月 8 日

水

14:30〜17:30

本部 正副会長会議

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4 月 9 日

木

10:00〜15:00

本部 常務理事会

日本公認会計士協会（電話会議にて出席）

4月10日

金

10:00〜17:00

本部 理事会

日本公認会計士協会（電話会議にて出席）

4月13日

月

17:00〜18:00

本部 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4月16日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会（Web会議にて出席）

4月20日

月

17:00〜18:00

本部 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

4月24日

金

13:30〜15:30

本部

日本公認会計士協会（Web会議にて出席）

総務打合せ会

(作成月日:2020年４月24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

実務が変わる！
令和改正会社法のまるごと解説

IFRSの本質
第Ⅲ巻

事例解説
租税弁護士が教える事業承継の法務と税務

第三者委員会
設置と運用【改訂版】

松嶋 隆弘 著
ぎょうせい 刊
定価3,100円＋税

山田辰己 著
税務経理協会 刊
定価5,800＋税

木村浩之・木村道哉

本村

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

著

日本加除出版 刊
定価2,400＋税

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

衆議院審議の 参考人 であ
る編著者と参議院審議の 参考
人 を含む強力執筆陣が改正後
の実務をズバリ解説!!
株主総会の運営を始めとする
令和元年12月に成立・公布さ
れた会社法の一部改正（令和３
年４月施行予定）について、法
制審の議論をベースに改正の趣
旨や実務に与える影響を まる
ごと 解説するもの。

IFRSの基本原則を解説する
好評シリーズの待望の第３巻。
本書では初度適用の仕組み及び
基礎となる考え方を明確にし、
その他「企業結合」「外国為替
レート変動の影響」等につき豊
富な設例・仕訳例で規程の文言
の意味するところを丁寧に解説
しています。

法務と税務双方に精通した
租税弁護士（タックス・ロイ
ヤー）が、基礎的・典型的な
親族内継承、親族外継承をは
じめ、応用的な社団法人・財
団法人の活用、信託の活用、
国際承継について、具体的事
例を取り上げ、「法務と税
務」混ぜ合わせの留意点を解
説しています。

健［編集者代表］

青木 幹雄／永口
学
上島 正道／河江 健史
髙山
梢／髙山 清子 編著
金融財政事情研究会 刊
定価3,800＋税
組合員特価

定価より15％引き

（送料別）
近時の調査委員会の動向や日弁連
ガイドライン制定以降のガイドライ
ン等をふまえ、実務上の留意点等に
ついてＱ＆Ａを中心に解説。デジタ
ル・フォレンジックや弁護士・依頼
者間秘匿特権についてなど、最新の
動向をふまえ大幅にアップデートし
ました。調査案件に多数従事した経
験豊富な執筆陣で、改訂版では公認
会計士も参加。

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。

年会費（税抜き）

※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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ゴールドカード

一般カード

10,000円
1,250円
本会員
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
家族会員
ショッピングご利用可能枠 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

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,598

35

3,633

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

30

910

計

合計

951

4,584

（2020年３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）

入会者

３月23日付

田中

功

（会

員）

近藤

剛

（四号準会員）

坂東

舞

（会

員）

田中

勝輝 （四号準会員）

石井

梨菜 （四号準会員）

田中

健太郎（四号準会員）

石川

雅也 （四号準会員）

岡部

広大 （会

員）

太田

優紀 （会

員）

藤岡

亮祐 （会

転入者

３月４日〜25日

亀尾

友人 （会

員） 東 京 会 よ り

石田

綾

（会

員） 東 京 会 よ り

小林

直矢 （会

員） 京 滋 会 よ り

西脇

徹

（会

員） 中 国 会 よ り

野末

瑞穂 （会

員） 京 滋 会 よ り

山田

葉瑠香（四号準会員） 京 滋 会 よ り

宮本

亘

飯田

康資 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

西村

善克 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

（四号準会員） 京 滋 会 よ り

転出者

会員名簿記載事項の変更

３月４日〜25日

【事務所】
穴田

兼悟 （会

員）

宮﨑

裕子 （会

員）

井上

浩一 （会

員）

室之園

和也（会

員）

北

智英江（会

員）

八代醍

和也（会

員）

近藤

佑大 （会

員）

山本

亮

（会

員）

坂戸

純子 （会

員）

坂本

光優 （会

員）

中村

文子 （会

員）

宮原

望

（四号準会員）

【自宅】
柏岡

佳樹 （会

員）

後藤

佳津也（四号準会員）

鳥生

紘平 （会

員）

嶋田

夏未 （四号準会員）

高瀨

健裕 （会

員）

島津

光

古嶋

雅弘 （会

員）

髙島

浩介 （四号準会員）

安田

祐一郎（会

員）

西脇

一樹 （四号準会員）

岩壷

稜太 （四号準会員）

藤澤

俊介 （四号準会員）

北村

洋介 （四号準会員）

寳官

紗紀 （四号準会員）

渡邉

宏美 （四号準会員）

吉岡

千浩 （四号準会員）

木村

史依 （四号準会員）

（四号準会員）

３月４日〜16日

大嶋

裕美 （会

員） 東

京

会

へ

野末

瑞穂 （会

員） 京

滋

会

へ

松井

雄 （会

員） 兵

庫

会

へ

本坊

啓之 （会

員） 兵

庫

会

へ

大川

友佳織（四号準会員） 京

滋

会

へ

大山

晨

（四号準会員） 東

海

会

へ

鈴木

啓太 （四号準会員） 京

滋

会

へ

（四号準会員） 京

滋

会

へ

西川

達也 （四号準会員） 東

京

会

へ

森井

大輔 （四号準会員） 京

滋

会

へ

田

景

員）

退会者
安藤

則男 （会

員） 10月23日付

死

中島

彰英 （会

員） 3 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

花井

敏晋 （会

員） 3 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

岡嶋

正人 （四号準会員） 3 月 2 3 日 付

退

亡

会

事務局だより
【弔事】
・会 員 吉形 圭右氏のご母堂
2020年４月13日ご逝去 満75歳

冨士江様
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【寄贈図書】
■税理士のためのマッチングサイトを活用した
事業承継M&A
寄 贈 者 小木曽 正人
著
者 小木曽 正人
発
行 株式会社中央経済社
■現代社会と会計 第14号
寄 贈 者 関西大学大学院会計研究科
編集・発行 関西大学大学院会計研究科
■会計プロフェッション 第15号
寄 贈 者 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科
発
行 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究学会
/会計プロフェッション研究センター

■有価証券報告書の作成要領（2020年３月期提出用)
寄 贈 者 公益財団法人 財務会計基準機構
編集・発行 公益財団法人 財務会計基準機構
■有価証券報告書記載例基本編（連結あり）2020年版
有価証券報告書記載例基本編（連結なし）2020年版
有価証券報告書記載例留意事項編 2020年版
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

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

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

編集後記を執筆しているのは４月中旬です︒テレ

③経営・財務に関するコンサルティング

ビ︑新聞︑インターネットのどこを見ても︑新型コ

②株式上場支援業務

ロナウイルスで話題は持ちきりです︒半年前にはあ

①法定監査

という

業 務 内 容

コロナウイルス

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

まり知られていなかった

大阪事務所

言葉が今では地球規模で知れ渡り︑また︑生活環境

も様変わりする状況になっています︒普段︑当然の

ように︑会社に出社し︑そこで会議を行い︑時には

会食をしていましたが︑このような日常がこれほど

までに貴重なことだったのかと︑今までの生活につ

いてのありがたさを感じる今日この頃です︒

しかし一方で︑私自身一度もしたことがなかった

在宅勤務ですが︑今では何らの支障もなくできるよ

うになり︑また︑息子はＴＶ会議システムで授業を

受け︑質問もするようになるなど︑環境に迫られる

と色々なところでイノベーションも起こってきてい

ピンチをチャンス

ということで︑ポジティブに環境を捉え︑前

るようにも思います︒まさに︑

に

向きに色々なことにチャレンジしていきたいと思い

ます︒

さて︑近畿Ｃ．Ｐ．Ａ．ニュース５月号では︑世界で

活躍する日本の公認会計士にスポットを当てた好評の

シリーズ﹁翔る！ニッポンの公認会計士﹂として︑今

回はフィリピン・マニラで活躍される谷本智則さんの

特集です︒また︑広報部でのＳＮＳ開設といった時代

にマッチした広報活動についての紹介などを掲載して

います︒表紙は︑ピクニックを楽しむ平和な楽しいひ

と時です︒﹁新型コロナウイルスの不安から早く安心

植村達生︶

して過ごせるときが戻るように︒﹂との願いを込めて

います︒ぜひ表紙も含めご覧ください︒

︵会報部

仰星監査法人

！
！

会員 ・ 準会員

各位
日本公認会計士協会近畿会
会

長

北

山

久

恵

近畿会「第54回定期総会」の開催延期について
拝啓

各位におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、近畿会会務に対し格別

のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、既にご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「緊急事態宣言」を受け、政府及び
地方自治体からイベント等の開催中止や不要不急の外出の自粛を強く要請されております。
このような状況の中、日本公認会計士協会では、定期総会の開催時期について、当初予定の７月から２か月
程度延期することを予定されております。また、併せて各地域会についても、地域の状況を鑑み、特段の事情が
ない限り、協会に準じて定期総会の開催を延期するよう要請がございました。
近畿会においては、定期総会の開催日程、会場及び当日の運営方法等について、様々な検討を重ねてまいり
ました。しかしながら、現時点で事態の収束の見通しが立たないこと、定期総会に向けた準備を進めることが
困難になることが予想されること及び協会本部からの要請も鑑み、６月に予定しておりました定期総会の開
催時期を２カ月程度延期させていただく予定です。
なお、延期する場合の具体的な対処については、今後適宜お知らせさせていただきます。
各位におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具

2020年度

近畿会および各部・委員会行事予定 （2020年5月15日〜2020年6月9日）

5.15 （金）
経営委員会

会議室18:00〜20:00

5.26 （火）
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会

会議室18:30〜20:30

6. 9 （火）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

※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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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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編集人：山添 清昭

