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コロナウイルス禍による
ニューノーマルの到来を見据えて
近畿会

会長

北山

久恵

新型コロナウイルス感染症拡大防

期末決算業務・監査業務への対応

監査法人から現状や意見を聴取しな

止のため４月７日に発令された緊急

監査法人では３月から原則として

がら、会長声明、「新型コロナウイ

事態宣言が、５月25日に全国で解除

社員・職員の在宅勤務が始まり、３

ルス感染症に関連する監査上の留意

されました。このパンデミック（感

月期決算会社の期末監査に突入しま

事項（その１）〜（その５）」等を

染症の世界的大流行）は、世界のあ

した。４月の緊急事態宣言発令によ

公表しました。コロナウイルス感染

らゆる地域に影響を及ぼし、私たち

り、企業も監査法人も感染防止策の

危機に直面して企業決算と監査がか

の日々の生活を一変させています。

徹底のためリモートワーク等より決

つてないほど注目され、財務情報開

困難な状況の中、オンラインやリ

算業務や監査業務を強いられること

示の関係者が密に連携し、コロナウ

モート勤務などの新しい働き方に迅

となりました。在宅勤務による企業

イルスの影響や課題に対して適時適

速な対応が求められ、この危機は私

決算及び監査の作業効率の低下、海

切に対応できたのではないでしょう

たち公認会計士の仕事の進め方も変

外の子会社等からの決算報告の遅

か。企業の財務情報開示の適正性を

えています。

れ、実地棚卸の立会不可や残高確認

担保するためには、十分な時間を確

近畿会においても、会員・準会員

の遅れ等の監査手続の制約等によ

保して質の高い監査を行うことが必

及び事務局職員の感染リスクを最小

り、決算作業や監査業務が大幅に遅

要です。企業決算及び監査に関わる

限に抑えるべく、３月から集合研

延する可能性がありました。また、

方々の健康と安全を最優先しつつ財

修、各種イベント、部会・委員会等

監査法人内の品質管理部門等に対す

務情報の適正開示を堅守するため

は全て中止し、Web会議の推進等や

る会計処理・監査上の判断、KAM

に、決算発表、監査報告、定時株主

近畿会事務局職員の在宅勤務や時差

の早期適用予定会社の動向、株主総

総会のスケジュール等を見直し、監

出勤により、会員・準会員及び事務

会に対する準備の状況等も懸念され

査人並びに経営者及び監査役等と密

局職員の健康・安全に配慮し取り組

ました。そこで金融庁、経済産業

に協議することが要請されました。

んできました。

省、法務省、経団連、全銀協、東

結果、決算発表や会社法の監査報告

この３カ月を振り返るとともに、

証、日本公認会計士協会等が適時に

書日を延期する企業は増えました

アフターコロナ時代

、「ニュー

現状の認識や対応のあり方を共有す

が、定時株主総会の延期（日立製作

ノーマル」（新常態）の時代におけ

るため、金融庁「新型コロナウイル

所、東芝、凸版印刷、オリンパスな

る、これからの監査のあり方、仕事

ス感染症の影響を踏まえた企業決

ど約40社）や継続会の開催（フェ

の進め方、協会会務の活動について

算・監査等への対応に係る連絡協議

ローテックホールディングスなど約

検討していきたいと思います。

会」が設置され、共同声明が発出さ

20社）を公表している会社は少な

れました。日本公認会計士協会も、

く、３月決算期の上場会社約2,500社
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の2.5%にとどまっています（５月22

の有効性を検証し課題を洗い出して

事務局職員の在宅勤務や時差出勤に

日時点）。今回のコロナウイルス対

総括を行い、今後のIT活用とデジ

より対応してきました。本部理事会

応のプロセスの中で、従前からも指

タルの加速化による監査作業の進め

は電話会議で、近畿会役員会も４月

摘されてきたことですが、わが国の

方、エンゲージメントの管理方法な

は書面決議、５月はTeamsによる

会社法と金商法監査の２つの法制度

ど監査プロセスの見直しが必要で

Web会議で実施し、正副会長会や一

に基づく企業情報開示と監査制度の

す。また、時間から成果への評価基

部の部会・委員会等もTeamsによる

併存、四半期報告（法定開示）、株

準の変更、オフィススペースの見直

Web会議で開催してきました。今

主総会の基準日・決算日から総会ま

し、在宅勤務など新たなワーク・ラ

後、研修会や部会・委員会も近畿会

での期間がタイトである等の課題が

イフスタイルへの対応など、「これ

に来会しての開催だけでなく、Web

再認識されました。制度に関する問

からの監査のあり方」を検討し対応

等の利用により効率的な運営が求め

題ですが、今後、協会として問題提

していくことが求められます。

られ、参加者も増やすことができる

起し改革していく必要があります。

コロナウイルス禍の教訓を踏まえた
「これからの監査のあり方」の検討

でしょう。外部向けの研修会・イベ

「これからの公認会計士に
求められる資質」の検討

ントや広報活動も、リモートやオン
ラインの活用が求められます。「こ

IT・データのリテラシー、本質を

れからの協会会務のあり方」も見直

緊急事態宣言を受けて、トライア

見極める能力、説得力・共感力などコ

し、変えていかなければなりません。

ルから一斉に強制適用となった在宅

ミュニケーション力、リーダーシッ

勤務ですが、仕事のやり方が変わり

プ、プロジェクト・マネジメント、経

ました。リモートワークによる監査

営課題に取り組めるようなコンサル

業務（手続の実施、調書作成、調書

ティング能力、倫理観・公正な視点、

は、ウイルス感染は沈静化したもの

査閲等）、TeamsなどWeb会議に

資本市場におけると監査人の使命につ

の注意を怠ってはならず、そのリス

よるチーム内の監査業務の進捗確認

いての自覚等、会計・監査の専門知識

クを踏まえた形で社会や経済が動く

や審査等、外部とのミーティングや

以外に必要な「これからの公認会計士

といった「新常態」になることを示

報告会は、移動時間を削減でき、場

に求められる資質」を明確にし、対応

唆しています。コロナウイルス感染

所・時間を調整して効率よく遂行で

できる人材の育成・確保のための教

危機が収束した後に訪れる「ニュー

き、案外スムーズに対応できたとの

育や研修など施策を検討し実施して

ノーマル」の時代は、デジタル化、

意見が多く聞かれます。他方、紙

いくことが必要です。また、教育・

リモート化、オンライン化、省人化

ベースの証憑等もまだまだ多くPDF

研修の方法についても、集合研修、e

が急速に浸透していくでしょう。新

化するため出勤するなど不効率な

−ラーニング、Web研修のあり方の

型コロナウイルス禍を「変革の機

ケースもあり、やはり対面によるヒ

検討、大学や大学院などの教育機関

会」と捉えて、新たな取り組みによ

アリングや情報交換が不可欠な場も

との連携も必要となります。

りイノベーションを起こし、これか

ありました。コミュニケーション不
足や時間の制約により監査品質が心

新たなステージに変革していく
いわゆる

アフターコロナ時代

らの公認会計士業界の未来を切り拓

「協会会務のあり方」の検討

いていきたいと思います。

配であるとの声もあります。期末監

近畿会では、３月から集合研修、

社会・経済の変化に柔軟に前向き

査を終えて、効率性・生産性・業務

各種イベント、部会・委員会等を中

に対応していき、未曽有の困難を皆

の質のチェックなどリモートワーク

止し、Web会議等の推進等や近畿会

で協力して乗り切っていきましょう。
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第1回定例役員会報告

近畿会および各部・委員会行事予定 （2020年6月15日〜2020年7月8日）

6.25 （木）
正副会長会

会長室18:00〜20:00

税制・税務委員会

会議室18:30〜20:30

6.26 （金）
定例役員会

6.29 （月）
経営委員会

会議室18:00〜20:00

7. 8 （水）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

会議室15:00〜18:00
※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。

【 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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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
本稿では、新型コロナウイルス感

府等の要請を遵守した行動をとるよ

び株主総会の対応について」（以下

染症の関連情報のうち、主として、

う要請する会長声明「緊急事態宣言

「共同声明」という）が公表されて

金融庁と日本公認会計士協会より公

の発令に対する声明」が発信されま

います【資料３】。

表された情報について、「新型コロ

した【資料１】。

協議会からの声明の趣旨を踏まえ

ナウイルス感染症」関連情報として

その後、４月14日に金融庁から有

て、４月15日付で、日本公認会計士

紹介しますので、ご参考にしてくだ

価証券報告書の提出期限を一律に３

協会より、会員・準会員に向けて、

さい。５月25日時点で公表されてい

カ月延長する方針が示されました

企業決算・監査に関わる方々の健康

る資料を次頁以降、参考に掲載して

【資料２】。また、４月15日付で金

と安全を最優先しつつ、関係法令が

います。

融庁の「新型コロナウイルス感染症

確保しようとした実質的な趣旨を没

新型コロナウイルス感染症の拡大

の影響を踏まえた企業決算・監査等

却することのないよう、企業の関係

防止のため、４月７日に政府から緊

への対応に係る連絡協議会」から、

者と協力して適切に対応することを

急事態宣言が発令され、日本公認会

声明文「新型コロナウイルス感染症

求める旨の会長声明「『新型コロナ

計士協会より会員・準会員に対し政

の影響を踏まえた企業決算・監査及

ウイルス感染症の影響を踏まえた企

「新型コロナウイルス感染症」関連情報について
会報部

部長

山添

清昭

業決算・監査等への対応に係る連

（その２）が４月10日（５月12日

関わる方々の健康と安全を最優先

絡協議会』からの声明について」

更新）に、（その３）が４月15日

しつつ、財務情報の適正開示とい

が公表されています【資料４】。

（５月20日更新）に、（その４）

う関係法令が確保しようとした実

が４月22日に、（その５）が５月

質的な趣旨を没却することのない

「新型コロナウイルス感染症に関

８日（５月15日更新）に、それぞ

よう、定時株主総会の延期又は継

連する監査上の留意事項」につい

れ、以下に示す内容の留意事項が

続会の開催の必要性について、企

て、（その１）が３月18日に、

公表されています。

業経営者及び監査役等と十分に議

また、日本公認会計士協会から、

論をし、適時適切に対処するよう
その１

現時点において、監査人が留意すべきと思われる事項

要請する会長声明「緊急事態宣言

その２

不確実性の高い環境下における監査上の留意事項

その３

共同声明に関する留意事項

の延長に対する声明」が発信され

その４

政府や地方自治体の要請により営業を停止した場合の固定費等の
会計処理並びに銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当金に関
する留意事項

その５

監査意見及び経営者確認書に関する留意事項

これら資料の内容は、日本公認

さらに、５月７日に、日本公認

会計士協会ホームページに記載され

会計士協会より会員・準会員に対

ている公表資料でご確認ください。

し、引き続き企業決算及び監査に

ました【資料５】。
直近では、５月21日付で、金融
庁から、「新型コロナウイルス感
染症の影響に関する企業情報の開
示について」が公表されています
【資料６】。
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（掲載資料）新型コロナウイルス感染症の関連情報
番号

公表者

タイトル

公表日

【資料１】 日本公認会計士協会

会長声明「緊急事態宣言の発令に対する声明」

2020年４月７日

【資料２】 金融庁

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券

2020年４月14日

報告書等の提出期限の延長について」

（４月22日更新）

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

2020年４月15日

【資料３】 金融庁

「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
及び株主総会の対応について」
【資料４】 日本公認会計士協会

会長声明「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決

2020年４月15日

算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について」
【資料５】 日本公認会計士協会

会長声明「緊急事態宣言の延長に対する声明」

2020年５月７日

【資料６】 金融庁

「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示に

2020年５月21日

ついて」

【資料１】日本公認会計士協会「会長声明、緊急事態宣言の発令に対する声明」（2020 年 4 月 7 日）
会長声明
2020年４月７日
日本公認会計士協会

会長

手塚

正彦

緊急事態宣言の発令に対する声明
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、本日、政府から緊急事態宣言が発令されました。我が国を含む多
くの国で、人々の生命や安全に重大な危険が生じている現状において、更なる感染拡大を防止し、国民の生命を
守るためには、個人、企業などのあらゆる主体が政府及び地方自治体の要請等に従い適切な行動を取る必要があ
ります。当協会は、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します。
現在、日本企業の決算が最も集中する３月期決算業務と監査業務が進行中です。当協会会員（公認会計士及び
監査法人）からの情報を総合すると、多くの企業において決算業務に重大な遅延が生じている、あるいはその懸
念が高まっていることが明らかになっています。また、会員はこれまで、リモートワークの推進をはじめとする
可能な限りの工夫のもとに監査業務を継続してきましたが、こうした方法では対応が困難な業務も多く、監査業
務の遂行にも重大な制約が生じています。そして、緊急事態宣言の発令を受けて、今後は、外出自粛等の感染拡
大防止措置を従来にも増して徹底することとなり、企業の決算業務や監査業務に対する制約が更に甚大なものと
なることが予想されます。
当協会は、こうした状況においても、資本市場という重要な社会基盤が有効に機能することを確保するため
に、信頼性の高い財務報告や監査業務の機能を維持することが不可欠と考えています。そのためには、企業の決
算業務の完了と監査業務の遂行のために、それぞれ十分な時間を確保することによって、信頼のある財務書類が
提出されるようにすることが求められます。したがって、当協会は、大きな制約に直面している企業決算の現場
と監査の現場の状況に鑑み、諸外国における措置と同様に、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出等に
ついて、その期限を一律に延長することが可能となる対応及び会社法に基づく定時株主総会の開催時期（特に、
計算関係書類の報告期限）についても、一律に延期することが可能となる対応が必要と考えます。
当協会は、前例のない危機対応下において、国民の生命の安全を最優先しつつ、資本市場の信頼を確保するた
めに、関係当局及び関係団体と緊密に連携して適切に対処していく所存です。
以上
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【資料２】金融庁「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の
提出期限の延長について」（2020 年 4 月 14 日）
令和２年４月14日
令和２年４月22日更新
金融庁

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の
提出期限の延長について
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、４月７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が発令されました。これに伴い、今後、３月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務
や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。
○こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融
商品取引法に基づく有価証券報告書等（注）の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等
を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年９月末まで延長しました。
（注）有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書、親会社等状況報告書、外国会社報告書、外国会社四
半期報告書及び外国会社半期報告書等を含みます（それぞれ、令和２年４月20日から同年９月29日までの
期間に提出期限が到来するものが対象です。例えば、12月決算の場合、第１四半期及び第２四半期に係る
四半期報告書の提出期限がともに本年９月末まで延長されます。）。また、本改正に伴い、有価証券報告
書等と併せて提出される内部統制報告書と確認書の提出期限も、本年９月末まで延長されます。
○提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体
が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したもの
と取り扱われることとなります。
○ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのこ
とがございましたら、ご遠慮なく所管の財務（支）局までご相談ください。
出典：金融庁ウエブサイトより

（https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html）

【資料３】金融庁、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
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応に
ついて」（2020 年 4 月 15 日）
令和２年４月15日
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

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について
我が国企業の決算が最も集中する３月期決算業務と監査業務が進行中である現下において、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を受けて、これらの業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっている。
関係者がこれらの業務を遂行する場合において、当初予定したスケジュールの形式的な遵守に必要以上に拘泥
するときは、関係法令が確保しようとした実質的な趣旨をかえって没却することにもなりかねない。また、政府
等からの外出自粛の要請への対応が徹底されない場合には、関係者の健康と安全が害されるリスクが高まること
となる。
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こうした認識の下、当協議会は、関係者におかれて、以下の点を踏まえつつ、柔軟かつ適切に対応していくこ
とを求める。
○企業及び監査法人においては、今般、有価証券報告書、四半期報告書等の提出期限について、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
ること。
その際、企業においては、３月期決算の場合は、通常６月末に開催される株主総会の運営に関し、以下の点
を踏まえつつ、対応していくことが求められること。
・株主総会運営に係るＱ＆Ａ（経済産業省、法務省：令和２年４月２日）を踏まえ、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためにあらかじめ適切な措置を検討すること。
・法令上、６月末に定時株主総会を開催することが求められているわけではなく、日程を後ろ倒しにすること
は可能であること。
・資金調達や経営判断を適時に行うために当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合には、例えば、以
下のような手続をとることも考えられること。
１．当初予定した時期に定時株主総会を開催し、続行（会社法317条）の決議を求める。当初の株主総会にお
いては、取締役の選任等を決議するとともに、計算書類、監査報告等については、継続会において提供
する旨の説明を行う。
２．企業及び監査法人においては、上記のとおり、安全確保に対する十分な配慮を行ったうえで決算業務、
監査業務を遂行し、これらの業務が完了した後直ちに計算書類、監査報告等を株主に提供して株主によ
る検討の機会を確保するとともに、当初の株主総会の後合理的な期間内に継続会を開催する。
３．継続会において、計算書類、監査報告等について十分な説明を尽くす。継続会の開催に際しても、必要
に応じて開催通知を発送するなどして、株主に十分な周知を図る。
○投資家においては、投資先企業の持続的成長に資するよう、平時にもまして、長期的な視点からの財務の健全
性確保の必要性などに留意することが求められるとともに、各企業の決算や監査の実施に係る現下の窮状を踏
まえ、上記の定時株主総会・継続会の取扱い等についての理解が求められること。
以上
出典：金融庁ウエブサイトより

（https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html）

【資料４】日本公認会計士協会「会長声明、「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」からの声明について」（2020 年 4 月 15 日）
会長声明
2020年４月15日
日本公認会計士協会

会長

手塚

正彦

「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」からの声明について
本日、当協会が構成員として参加した「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」（以下「協議会」といいます。）から、共同声明「新型コロナウイルス感染症の影響を踏
まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が発出されました。同声明は、我が国企業の決算が最も集
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中する３月期の決算業務と監査業務が進行中である現下においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け
て、これらの業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっている状況を踏まえて、企業及び監査法人に対して、決
算及び監査業務の遂行に当たって、例年とは異なるスケジュールも想定して、柔軟かつ適切に対応していくこと
を求めたものです。
当協会は、新型コロナウイルスの更なる感染拡大を防止し、国民の生命を守るためには、個人、企業などのあ
らゆる主体が政府及び地方自治体の要請等に従い適切な行動を取る必要があることを踏まえて、４月７日付け
で、「緊急事態宣言の発令に対する声明」を発出し、会員・準会員に対し、政府等の要請を遵守した行動をとる
よう要請したところです。その後、４月13日付けで、金融庁から、政府による出勤者７割減の要請を会員・準会
員に対して周知することを求められています。
以上を踏まえて、当協会は、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、協議会からの声明の趣旨を踏まえて、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ます。
以上

【資料５】日本公認会計士協会「会長声明、緊急事態宣言の延長に対する声明」
（2020 年 5 月７日）
会長声明
2020年５月７日
日本公認会計士協会

会長

手塚

正彦

緊急事態宣言の延長に対する声明
2020年５月４日、政府より、緊急事態宣言が同年５月31日まで延長されることが表明されました。当協会は、
引き続き会員・準会員に対し、人と人との接触の削減、そのための出勤の抑制、３つの密の回避等の、政府等の
要請を遵守した行動を継続するよう要請します。
ご承知のとおり、我が国における３月決算の上場会社数は2,400社超、３月に四半期決算を迎えた上場会社は
700社超、非上場の会社法監査対象会社数は4,000社を超えており（注１）、３月決算の学校法人、医療法人、社
会福祉法人等の株式会社以外の事業体の監査も相当数に上ります。このため、３月決算の監査は、例年、４月か
ら６月までの間に、極めて厳しいスケジュールのもとで行われてきました。そのような状況に加えて、2020年３
月期決算は、緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の感染防止策の徹底による企業決算及び監査の作業効率の低下、
海外の子会社等からの決算報告の遅れ等により、既に多くの企業が決算発表を延期しています（注２）。
このため、例年どおりの株主総会スケジュールに従うと、決算及び監査のための十分な時間を確保することがで
きず、企業の財務情報開示の適正性確保に重大な支障を来たす懸念があります。また、連休明けからは、定時株
主総会の準備に携わる方々の安全と準備時間の確保も、企業にとって現実的かつ重大な課題となります。
当協会は、このような事態に備えて、関係団体及び関係省庁と連携して、６月末までに行われることが予定さ
れている定時株主総会について、その延期や継続会の開催も含めて、例年とは異なるスケジュールや方法とする
ことの検討を企業に要請してまいりました。しかしながら、これまでに、定時株主総会の７月以降への延期又は
継続会の開催を決定した企業は少数にとどまっています（注３） 。
企業の財務情報開示の適正性を担保するためには、十分な時間を確保して、質の高い監査を行うことが不可欠
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です。会員・準会員各位には、引き続き、企業決算及び監査に関わる方々の健康と安全を最優先しつつ、財務情
報の適正開示という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、定時株主総会の延期
又は継続会の開催の必要性について、企業経営者及び監査役等と十分に議論をし、適時適切に対処するようお願
いします。
以上
（注１）日本公認会計士協会情報管理センター調べ（会計・監査ジャーナル2020年２月号掲載）
（注２）３月期決算の東京証券取引所上場企業のうち４月末までに決算発表を延期又は未定とした企業は392社
（５/１東京証券取引所発表）
（注３）定時株主総会の開催を７月以降に延期するために基準日変更を決議した上場企業９社（39社が検討して
いる）、継続会を決定した上場企業は０社（85社が検討している）（2020年３月期の定時株主総会の動
向・５/１東京証券取引所発表）

【資料６】金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」
（2020 年 5 月 21 日）
新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について
令和２年５月21日
金融庁
１．はじめに
新型コロナウイルス感染症の広がりは、多くの上場企業等の経済活動に影響を与えており、こうした不確実な
経営環境において、経営者の視点による充実した開示を行うことは、投資家の投資判断にとって重要と考えられ
ます。また、このような開示は、投資家と企業との建設的な対話を通じた持続的な企業価値の維持・向上にも資
するものと考えられます。さらに、世界的な広がりを見せている今般の感染症について、こうした観点から開示
の充実が図られることは、我が国の資本市場の信頼性の向上にも資すると考えられます。
２．有価証券報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示
（１）財務情報における追加情報の開示
企業会計基準委員会から議事概要として「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響
の考え方」が公表されています（本年４月10日公表、５月11日追補）。
当該議事概要では、財務情報において、「どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、
財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合
は、追加情報としての開示が求められる」とされています。
また追補では、「当年度に会計上の見積りを行った結果、当年度の財務諸表の金額に対する影響の重要性
が乏しい場合であっても、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、新型コロナウイ
ルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に関する追加情報の開示を行うことが財務諸表の利用
者に有用な情報を与えることになると思われ、開示を行うことが強く望まれる」とされています。
このように「会計上の見積り」の開示は、投資家が財務諸表を理解する上で有用な情報と考えられ、新型
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コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象については、財務情報である追加情報において、
会計上の見積りに用いた仮定をより具体的に開示することが強く期待されます。
（２）非財務情報（記述情報）の開示
非財務情報（記述情報）（注１）では、本年３月期決算から適用される改正内閣府令（注２）において、連結財務
諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて、
「当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響」などを開示するこ
とが求められています。ただし、この内容を財務情報である追加情報において開示した場合には、非財務情
報の開示ではその旨を記載することによって省略することができます。
また、「会計上の見積り」以外では、非財務情報において、今般の新型コロナウイルス感染症の影響につ
いて、「事業等のリスク」（注３）における感染症の影響や対応策、「経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析（MD&A）」における業績や資金繰りへの影響分析、経営戦略を変更する
場合にはその内容等の充実した開示を行うことが強く期待されます。
（３）有価証券報告書レビューによる対応
非財務情報における改正内閣府令に関する開示内容については、本年３月27日に公表している通り、有価証券
報告書レビューの対象となっており、これには新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示も含まれます。
また、企業会計基準委員会の議事概要（追補を含む）の公表を踏まえ、財務情報における、新型コロナウ
イルス感染症の影響に係る仮定に関する追加情報の開示についても、上記の有価証券報告書レビューの対象
に含めて審査することといたします。
（参考）
●企業会計基準委員会
・新型コロナウイルス感染症への対応（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え
方）
・新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の
影響の考え方（追補）」
●金融庁
・企業情報の開示に関する情報（記述情報の充実）
・価証券報告書レビューの実施について（令和２年度）
以上
（注１）有価証券報告書における、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD&A）」等
（注２）企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（平成31年１月31日公布・施行）
（注３）改正内閣府令に係るパブリックコメントに対する金融庁の考え方（平成31年１月31日公表）No.16では、
「事業等のリスクの記載は、将来の不確実な全ての事象に関する正確な予想の提供を求めるものではな
く、提出日現在において、経営者が企業の経営成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識
している主要なリスクについて、具体的な説明を求めるもの」とされています。
出典：金融庁ウエブサイトより

（https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200521.html）
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監査はまだまだ大変な状況で、近

には「良かった〜ぎりぎり見れ

と言いたいところですが、現実は

畿会会員の皆様もコロナ対応繁忙期

た！」とほっとしていました。しか

DVDを観る時間が全くない日々に

真っただ中とのこと、苦労話はまだ

しその後、私の認識が甘かったこと

なっています。家にいる時は一日中

まだこれから！という段階なので、

を思い知らされます。宝塚大劇場か

パソコンに向かって資料を作り、新

先に大学の非常勤講師をしていて大

ら梅田芸術劇場、松竹座、角座、南

たに購入したYouTube用のマイク

変な目に遭っていること（と観劇部

座とすべてが休演となり、いまだに

に向かい合う…。それはオンデマン

副部長として大変なこと）につい

再開の見通しが立たない状況。すで

ド授業用の動画配信ファイルを作る

て、私の体験を語ります。

に９月までの半年分のチケット払戻

ため。いままで遠い世界の人だと

で、「こんなに観劇代を使っていた

思っていたYouTuberになるため、

のか！」と改めて突きつけられた現

慣れないITに翻弄される日々が始
まりました。

プロローグ
２月末頃。すでに不穏な空気が漂

実と、不本意に温かくなったお財布

う中、コロナ前最後の出張となった

と、観劇できない寂しさに、DVD

東京で、私は日比谷で宝塚歌劇を見

で気を紛らわせる日々。（必死で確

て大満足。その直後に休演の案内。

保した超がつくプラチナ・チケット

今年度の春学期（前期）はすべて

あの宝塚が休演とは！とここで事態

が払戻されていくのは大変辛かった

オンライン授業（正確には私はオン

の重さを実感したのですが、個人的

です）

デマンド授業）となるという通知か

オンライン授業への道

緊急！コロナ対応（大学講師編）
会報部

梨岡

英理子

ら、私の時間はほとんどすべて、

でしょう。個別の連絡が無くな

情報を共有するグループ』を創設

この動画作成に費やされることに

り、大学のHPで対応を知るしかな

されました。あっという間にメン

なったのです。私は同志社大学商

くなりました。大学HPでは「当分

バー５千人が登録され、いろいろ

学部で非常勤講師を長く勤めてお

学校は閉鎖する」、しばらく後に

な情報や試行の事例がアップさ

りますが、初めての事態に戸惑う

「通常通りに開始する。全部オン

れ、とても参考にさせていただい

ばかり。宝塚が休演になった頃か

ラインで！」と。４月に入って非

ています。私はここで同志社大学

ら、大学の卒業式が取りやめに、

常勤講師には連絡がないまま、従

神学部の小原克博先生の「急場を

入学式が中止、など不穏な情報が

来のスケジュールでオンライン開

しのぐためのスイスイ動画作成術」

伝えられ、３月中旬に「４月の初

講！？

に出会い、なんとかパワーポイン

めは学校に出なくて良いように、

オンライン用の大学システム

トに音声を付けて動画を作り、

何か課題をだして」という案内が

e-class説明会も中止になってお

YouTubeにアップし、大学のシス

来たので、２週分レポート１本だ

り、何も準備ができてない中、何

テムに載せて学生に見てもらう技

な、と用意をしました。それでも

をどうすればよいのかパニックで

を学びました。落ち着いたら神学

まだ楽観していた私は、少し遅れ

す。その少し前Facebookでは、同

部にお礼に行きたいほど感謝して

ても５月からは通常授業が始まる

じようにパニックになる教員のた

います（夫が言うには、アメリカ

に違いない、と甘い見通しをして

めに、関西学院大学の岡本仁宏先

ではTV伝道師が人気なのだから、

いました。そして４月７日の緊急

生が『新型コロナ休講で、大学教

神学部は進んでいるのではないか？

事態宣言。大学も混乱していたの

員は何をすべきかについて知恵と

とのこと。神学部が一番ITが進んで
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るなんて、と意外に思ったけれど全

いままで「大学ではずっとしゃべっ

文殺到で待機中）、投資も結構な額

然意外ではないのかもしれません）。

てるけど会話してない」等と言って

に。こんなに投資しても、この遠隔

いたことを反省します。表情やしぐ

授業がいつまで続くのかも不明。最

さなどの反応で会話できていまし

近話題になるのは、「試験はどうし

た。オンデマンドではそれすらない

たらよいの？」ということ。簿記の

ので、本当に寂しい。Zoomなどオ

授業を持っている先生は、頭を悩ま

ンラインにすれば少しは解消される

せていました。

ようですが、「グループ討論の方
法」や「学生の反応の見方」など、

次の時代は

またハードルが高そうなので、勉強

大学には授業を受けに行きます

中。また一斉にやると不安定になる

が、大事なのはそこじゃない。教授が

ので、Zoomなどは演習が中心で、

話していたことはほとんど覚えてなく

講義形式はオンデマンドが良いと

ても、友達と話したことは覚えてい

か。大学からは「双方向で」という

る。それが大学時代。遠隔授業はそこ

注文もきたので、全動画にミニテス

がカバーできてなくて悩ましい。けれ

トを入れ、その採点もすることに。

ど、ほんの少しでも人生の糧になるよ

やり方が分かったとはいえ、「イ

正直、この準備時間数は、非常勤講

うにと、まだ一度も会ったことのない

コールできる」ではありません。や

師の安い報酬には見合わないと思い

学生に語り掛けています。

り方も細かいところは試行錯誤で、

ます。何年も授業をしていてスライ

YouTubeでチャンネルを作り、

１コマ90分の動画を作るのに、丸４

ドの蓄積があってもこの惨状です。

ギターを手に替え歌授業という立派

日かかりました。スライドも、オン

大学生の親の立場では、「学校に行

なYouTuberと化した教授もいらっ

デマンド用に全面作り直し、音声用

かない通信教育なのに授業料そのま

しゃいますが、私はまだまだ。この

の原稿も書き下ろし。さらには音声

ま？」と思いますが、講師の立場で

まま修行を積んでいけば、いつか私

を何回取り直したことか！それでも

は「通常の５倍は手間がかかってい

も立派なYouTuberに！と夢見つ

小さなつっかえなどはそのままに、

る！報酬上げて欲しいわ」って気分

つ、動画を作成しています。

さらには救急車の音や、猫の鳴き声

です。

YouTuber になるために

次の時代、post/withコロナの時

がBGMに入ったまま、動く紙芝居的

こうして必死で１回分の動画を作

代、大学はどうなっていくのでしょ

な動画が学生に配られるのです。１

り終えても、授業は毎週あるので15

うか。講師と学生の双方向だけでな

本90分なんて学生は見ない！という

回分作り終えるまで、毎週締め切り

く、「隣の席に座る」学生同士の交

先人の忠告に従い、1本あたり10〜15

が迫ってきます。何をしていても頭

流が確保されるようになれば、新時

分になるよう分割し、1本ずつの終わ

から動画のことが離れません。

代の大学生も煌く大学時代を過ごせ

りには内容復習ミニテスト、まとめ

YouTubeで動画の作り方を漁り、

るでしょうか。ともかく、今は急激

スライドや休憩ショット（猫とか風

YouTubeに最適というマイクを買

な過渡期で、講師も学生も大変な目

景とか）を挟みつつ、１回の授業に

い、スピーカーを買い、パソコン・

に遭っています。私のYouTuber修

４〜５本の動画を作成するのです。

スタンドやキーボードを注文し（注

行の実況報告（途中経過）でした。

通常の対面授業では、学生の反応
を見ながら軽く冗談を入れたり、私
の体験談や企業事例の小話を入れた
りと、時間を調節してきましたが、
動画となるとそれはできません。な
により学生の反応が全く見えないの
が辛い。一人で画面に向かって冗談
は虚しすぎ（そもそも余裕がない）。
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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
１．状況

ようなイメージを持っていました。

処したことについて振り返りたいと

今年は「コロナ禍」という読み方

しかしながら対応が必要な環境にな

思います。何かのヒントにしていた

に迷う言葉が世間を席巻し、それが

ると、なんとかなるもので、無事６

だけますと幸いです。

あっという間に、我々公認会計士に

月を迎えることができました。そこ

関係する業務に大きな影響を及ぼし

で、この繁忙期に経験した過ごし方

ました。私が所属する監査法人で

を振り返ってみたいと思います。ち

課題としては、データの授受及び

は、３月から原則在宅勤務となり、

なみに、ご存知かもしれませんが

コミュニケーションでした。データ

４月以降はより強い在宅勤務指示が

「コロナ禍」は「ころなか」と読む

の授受に関しては、データの受け渡

出されました。ご承知の通り、日本

そうです。

しの他に、そもそも電子化されてい

では３月決算会社が多いため、４月

２．クライアントとの関係

ないデータもありますので、そのよ

及び５月は我々の業界にとって最も

クライアントやチーム、在宅での

繁忙期となります。そのため、この

過ごし方など各方面で変化があった

業界を15年以上経験していますが、

ことから、今までにない課題も多く

クライアントによっては、電子

この時期に在宅勤務は到底できない

ありました。そこで、その課題と対

データで保管されている会社もあれ

うな紙面書類を電子化することも課
題でした。

シリーズ

緊急事態宣言下の
期末残高監査を経験して（第１回）
会報部

植村

達生

ば、非上場会社では紙面ベースで

用だけでは限界があります。所属

をし合える体制を作っていただきま

大量に保管されている会社もあり

する法人が開発した専用のwebサ

した。さらに、資料を見ながら、又

ます。電子化は会社にPDFなどで

イトを使い、web上で監査チーム

は複数人同時で相談や確認をするた

電子化していただくことになりま

と直接データのやり取りができる

めにZoom会議システムをクライア

すが、所属する法人で開発された

仕組みがあります。そこでこの仕

ントと利用し、対面で協議をするこ

アプリを搭載したi-Pod（touch）

組みを高頻度で活用することで、

とも有益でした。

をクライアントに貸与して、そこ

比較的スムーズにデータの授受が

から写真を撮っていただくと監査

できました。

チームが直接データを受け取れる
仕組みがあり、こちらも活用して

３．監査チーム内での対応
課題としては、監査チーム内で

また、クライアント側も在宅勤

の進捗を含めた状況確認や相談対

務をされているため、経理部の各部

応を直接行えないという点、ま

また、データの受け渡しについ

員や人事、総務、経営企画などの各

た、紙面調書の作成やレビューが

て決算資料など大量のファイル数

担当者の携帯電話番号をリスト化し

物理的に困難であるという点、新

で容量も大きいことからメール利

ていただき、必要に応じ直接お電話

人の方への指導が行いにくい点等

電子化をしていただきました。
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ンはとれますが、新人の方への指導

は違いますが、それぞれの状況を理

コミュニケーションについては、

という点においては、直接、顔をつ

解しながら、物事を進めていくこと

毎朝、Zoom電話会議システムを使

き合わせていないと難しいという声

が一層重要になります。そのため、

用して、

も聞かれますので課題と思います。

最も大事なのは対クライアント、対

がありました。

朝会

を開催し、チーム

チームその他を含め、やはりコミュ

メンバーの進捗状況やお悩み事項を
話す場を設けました。これによりメ

４．在宅勤務形態について

ニケーションであると改めて感じま

ンバー間での意思疎通が図れるとと

在宅勤務形態については、作業環

した。幸い、私はクライアント担当

もに、進捗管理も密に行え、また、

境は各人の状況により多様であると

者及びチームメンバー、上司・部下

パートナーも参加していただけるの

思います。個人的に良かったと感じ

ともに、恵まれていたので比較的ス

で一気に課題の解決もできました。

ているのは、通勤時間が発生しない

ムーズに連携を図ることができまし

その結果、通常の在宅勤務になる前

のでその分ゆとりを持って活動がで

た。また、チームメンバー内でのコ

よりも効率的に進めることができた

き、また、ルーティーンの生活パ

ミュニケーションについても、主体

面もあると感じています。

ターンで過ごせたので、体への負荷

的に動いてくれるスタッフが順次う

また、４大監査法人で残高確認手

は少なく過ごせたと感じています。

まく対応をしていただいたので円滑

続を共同プラットフォーム化する取

一方で、あまり歩かなくなるの

に業務遂行が進みました。皆さんに

組みが進められています。このサー

で、運動不足はかなり生じました。

ビスの利用によりweb上で債権債務

そのため、息子と昼休みに少し野球

の確認手続が実施できるので、在宅

をし、夕方に少し散歩に行くなどし

以上が私の在宅勤務での過ごし方

でもスムーズに対応でき、また紙面

て運動の機会を作るようにし少し改

になります。在宅勤務で監査業界の

調書を減らすこともできました。こ

善を図りました。

繁忙期を乗り越えるという課題に対

感謝しています。

し、革新的な技術や方法を見出すこ

の点も在宅勤務環境下においては非

５．在宅勤務生活を振り返って

とはできませんでしたが、こちらか

一方で、どうしても生じる紙面調

今回色々な対応が急遽迫られ、そ

ら何か気付きやヒントを得ていただ

書については、その受け渡し及びレ

の結果、スケジュールの変更や手続

けますと幸いです。まだまだ、新型

ビュー後のフォローの指示などに課

きの組替など臨時的な対応が必要に

コロナウイルスを克服したという状

題はありました。また、Zoom会議

なりました。このような対応をス

況には至っていませんが、皆様ご自

システムを使ったコミュニケーショ

ムーズにするには、個人ごとに状況

愛ください。

常に効果を発揮したと感じています。

会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です
会費のお支払は、毎回の振込みが要らず振込手数料も不要な「預金口座自動振替制度」が便利です。
是非ご利用いただきますようお願い申し上げます。
お申し込みは、前期会費請求（４月分から９月分）については２月末までに、後期会費請求（10月分から３月
分）については８月末までにお願いします。
詳細は協会の会員マイページ（https://jicpa.or.jp/n_member/download/membershipdues/）をご覧
ください。
<連絡先：本部経理グループ> TEL：03-3515-1121、FAX：03-5226-3351、E-mail：keiri@jicpa.or.jp
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近畿会の皆様

によりここ数年の中でも

健太
池尾

こんにちは︒この度リレー随筆を執筆させてい
ただきますＥＹ新日本有限責任監査法人のＪ２の
池尾健太と申します︒

ー

この度は繁忙期お疲れ様でした︒なんといって
も今年はＣＯＶＩＤ
非常に厳しい状況下の中で期末監査を迎えること
になったかと思います︒私の中で特に身近で大き
な変化であったと言えることは勤務形態の変化で
す︒新型コロナウイルス拡散防止対策として多く
の企業が時差出勤やテレワークの導入といった対
応策をとる中で監査法人も例外でなく多くの仕事

確認すると以下のように

分類されていることを

次に私が感じたメリッ

知ったからです︒

ト・デメリットを申し上

・監査チームでの連携強化

のペースで働きやすく感じました︒

んが定時後はかなり自分

由時間はあまりありませ

いっても繁忙期なので自

えました︒自分の時間と

のために使える時間が増

トされたことにより自分

通勤時間が大幅にカッ

ンスの向上

・ワーク・ライフ・バラ

メリット

げますと

容

在宅勤務

自宅でのテレワーク

モバイルワーク

営業活動など、外出先で業務を行うテレワーク

サテライトオフィス勤務

本来の勤務先以外のオフィスで行うテレワーク

境づくりもできていました︒

議も行っていたため︑普段よりも相談しやすい環

は落ちなかったと思います︒毎朝夕と進捗管理会

をしっかり別けることによりチームとしての効率

た︒在宅勤務でも可能な作業と往査が必要な作業

ぞれのその日のタスクが明確に管理できていまし

チーム内で交互に組み合わせることにより︑それ

私の監査チームでは在宅勤務の日と往査の日を

(出典) 総務省「平成30年版情報通信白書」

内

類

分

は在宅勤務になったかと思います︒その中で感

テレワークの分類

図1

じ︑調べたことについて情報共有をさせていただ
こうと思います︒

この度は緊急事態宣言の折︑不要不急の外出は
できずこの記事を読んでいらっしゃる皆様の多く
が在宅勤務を余儀なくされたかと思います︒私も
入社の研修時に１日体験で在宅勤務をしたことが
ありましたが︑その時は１日限りであったこと及
び右も左もわからない入社当初であったため︑な

01

んとなーく楽な１日だったなと感じたくらいでし
た︒ここでなぜあえてテレワークと在宅勤務を混
同して話しているかというと︑この記事を書くに
あたり情報収集をしているとテレワークとはいわ
ゆる総称のようなもので総務省のホームページを

在宅勤務の繁忙期を終えて
CONTRIBUTION
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第122回 リレー随筆
寄稿

19

デメリット
・仕事のＯＮ／ＯＦＦの切り替えがしづらい

テレワークの導入により従業員と企業の両方に

メリットがあるものの︑導入や運用にあたっては

年版情報通信白書﹄で

からず︑ついつい結局就寝の手前までパソコンの

宅勤務が長期化するといつ仕事を終わるべきかわ

終わったＯＦＦのモードになっていましたが︑在

環境が社会的に整備されていない の
｣ ような︑

社のルールが整備されていない ︑
｣ テ
｢ レワークの

していない人にとっての課題を見てみると︑ 会
｢

示されている︑テレワークを利用したいが︑利用

課題もあります︒﹃平成

電源がつきっぱなしなことも多くなってしまって

ルールの整備に関する課題を挙げる人の割合が高

今までだと現場や事務所から家に帰ると仕事の

いました︒

いことが分かりました︒会社の就業規則などに

よってテレワークの利用ができないことなどが︑

・コミュニケーションが不足する︒
これは在宅勤務の影響というよりも緊急事態宣

テレワークを実施したい人が利用できない原因と

どのようなものがあるのでしょうか︒﹁平成

年

では︑企業がテレワークを導入しない理由には

言によるものが大きいかと思いますが︑人と会う

が収束してからの在

なっていると考えられます︒

ー

ことが減るため︑少し気が滅入ることもありまし
た︒ですが︑ＣＯＶＩＤ
宅勤務であればこのデメリットはなくなっていく

通信利用動向調査﹂によれば︑企業においてテレ

ランスの良い働き方を考えることから始めると︑

に収集・活用し︑働き手と企業の両者にとってバ

ような成功事例やデメリットに関する情報を事前

練ることができるように整ってきています︒この

企業の成功事例などを参考にしながら︑解決策を

については︑政府の﹁働き方改革﹂の推進制度や

トもデメリットもあります︒しかし︑デメリット

テレワークは︑従業員と企業にとって︑メリッ

が不明確であることによる回答も挙げられていま

くわからない の
｣ ような︑テレワーク導入の効果

の影響を心配する回答︑ 導
｢ 入するメリットがよ

があるから な
｣ どのテレワーク導入による業務へ

難しいから ︑
｣ 社
｢ 内のコミュニケーションに支障

リティの担保を心配する回答や︑ 業
｢ 務の進行が

ては︑ 情
｢ 報漏えいが心配だから の
｣ ようにセキュ

く７割以上を占めています︒それ以外の回答とし

は テ
｢ レワークに適した仕事が無いから が
｣ 最も多

ワークを導入しない理由として最も多かった回答

テレワークは導入しやすくなっていくと思いま

す︒

先には︑働き続けることができる人が増え︑働き
手と企業にとってメリットがあると言えます︒
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30

す︒導入・運用に関するデメリットをクリアした

のかもしれません︒

29

19

第55事業年度 第１回
日

時：2020年４月15日（水）
2020年４月22日（水）

定例役員会報告
※書面等による議決方式を採用した日
※審議事項が承認された日

2020年４月７日に、日本政府から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発出がなさ
れ、大阪府からイベント等の開催中止や不要不急の外出の自粛が強く要請された。このような状況を踏まえ、協会
本部からの指針「地域会役員会の運営について」に基づき、以下の理由により、臨時的かつ緊急的な措置による代
替手段として「書面又は電磁的方法（以下、「書面等」という。）による議決方式」にて審議を行うことを会長・
副会長において、検討した。
１．「緊急事態宣言」に基づき、役員が来会出席して役員会を開催することが困難な状況であること。
２．早急に審議する必要のある議題があること。
しかしながら、近畿会規約第32条第３項において、「地域会役員会における決議は、その構成員の２分の１以上
が出席し、議決権を有する出席者の過半数で決する。」と定められており、書面等による議決については定めがな
かったため、「書面等による議決方式」にて決議を行うことについて、近畿会役員会の議決権を有する会長、副会
長及び幹事並びに監事全員の了承を得ることとなった。
「書面等による議決方式」の採用について、賛否を取ったところ、全員から「賛成（みなし賛成を含む）」との
意思表示があり、承認された。よって、書面にて以下の審議を行った。

審

議

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、以下の説明があった。
１．会員４名及び準会員１名について、病気の為の会費免除の申請があった。会費規程第７条第１項第二号に
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提案があり、書面等議決による審議
の結果、全員の賛成（みなし賛成を含む）により、原案どおり承認された。
２．会員27名及び準会員３名について、出産・育児の為の会費免除の申請があった。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提案があり、書面等議決によ
る審議の結果、全員の賛成（みなし賛成を含む）により、原案どおり承認された。
３．会員１名について、介護の為の会費免除の申請があった。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提案があり、書面等議決による審議の結果、全員
の賛成（みなし賛成を含む）により、原案どおり承認された。

報

告

事

項

※書面等議決方式による役員会の開催のため、報告事項はなし。（次回役員会にて報告）
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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拡大防止のため４月７日に発令された緊急事態宣言が、５月25日に全国で解除されました。コロナウイル
ス禍は社会や経済に大きな影響を及ぼし、私たちの日々の生活を一変させています。３月決算会社の期末監査に突入するタイミング
で、在宅勤務などの新しい働き方に突然一斉に切り替えなければならず、この危機は私たちの仕事の進め方も変えています。
近畿会においても、会員・準会員及び事務局職員の感染リスクを最小限に抑えるべく、３月から集合研修、各種イベント、部会・委
員会等は全て中止し、Web会議の推進等や近畿会事務局職員の在宅勤務や時差出勤により、会員・準会員及び事務局職員の健康・安全
に配慮し取り組んできました。
アフターコロナ時代

は、ウイルス感染は沈静化したものの注意を怠ってはならず、そのリスクを踏まえた形で社会や経済が動く

といった「新常態」になることを示唆しています。コロナ危機が収束した後に訪れる「ニューノーマル」の時代は、デジタル化、リ
モート化、オンライン化が急速に進展し、これからの監査のあり方、働き方、公認会計士に求められる資質、協会会務のあり方も大き
く変わっていくでしょう。
「ニューノーマル」（新常態）の到来を見据えて、新たな取り組みによりイノベーションを起こし、これからの公認会計士業界の未
来を切り拓いていきたいと思います。新型コロナウイルス禍を、変革の機会と捉えて、社会・経済の変化に柔軟に前向きに対応してい
き、未曽有の困難を皆で協力して乗り切っていきましょう。
６月26日に予定されていた定期総会は８月26日に延期いたします。また、研修会・イベントや部会・委員会等については、新しい生
活様式に向けてのスムーズな移行を視野に、感染防止の施策もあわせて、リモートやオンラインで参加できるような方法も検討してい
きます。

日

付

4月27日

曜日

時

間

会務の内容

場

所

13:00〜15:00

本部

公認会計士制度PT

日本公認会計士協会（Web会議）

17:00〜18:00

本部

新型コロナウイルス対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議）

月

4月28日

火

16:00〜18:00

予算特別委員会・正副会長会

日本公認会計士協会近畿会（Web会議）

5 月 7 日

木

13:00〜14:00

本部

新型コロナウイルス対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議）

5月11日

月

16:00〜17:00

本部

新型コロナウイルス対策本部会議

日本公認会計士協会（Web会議）

16:30〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会（Web会議）

18:00〜20:00

役員会

日本公認会計士協会近畿会（Web会議）

14:30〜17:30

本部

正副会長会議

日本公認会計士協会（Web会議）

10:00〜15:00

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（Web会議）

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会（Web会議）
日本公認会計士協会（Web会議）

5月12日

5月13日

5月14日

火

水

木

5月15日

金

10:00〜17:00

本部

5月19日

火

16:30〜17:30

大阪府休業要請外支援の専門家によるサポートに関する打合せ

日本公認会計士協会近畿会

5月21日

木

14:30〜17:30

本部

正副会長会議

日本公認会計士協会（Web会議）

5月25日

月

9:30〜10:30

本部

地域会担当役員事業計画の検討

日本公認会計士協会（Web会議）

理事会

(作成月日:2020年５月25日)
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内

改訂版
学校法人の内部統制Q&A

令和２年４月改訂
これだけはおさえておきたい
相続税の実務Q&A

有限責任監査法人トーマツ
編著
第一法規 刊
定価3,500円＋税

笹岡 宏保 著
清文社 刊
定価6,400＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

学校法人のガバナンス強化
のため、私立学校法が大幅に
改正された（令和２年４月１
日施行）。これに伴い「私立
学校版ガバナンス・コード」
や「中長期計画に関連する内
部統制」、「BCPに関連する
内部統制」等の新規設問を追
加し、リスク管理から内部監
査、不正対策等を業務ごとに
Q&A形式で解説。

相続税は、その特徴として税
法以外の分野の知識が不可欠と
なり、民法（相続編）が重要な
ポイントとなっています。本書
は、前回版（平成30年３月）
以後において影響の大きい改正
（配偶者短期居住権及び配偶者
居住権の新設等）を中心に解説
しています。

法人税
別表四別表五（一）の本質

新株予約権等・種類株式の
発行戦略と評価

山邊 廣重 著
税務研究会 刊
定価1,600＋税

株式会社プルータス・コンサ
ルティング 編
中央経済社 刊
定価2,700＋税

組合員特価

定価より15％引き

（送料別）

組合員特価

元国税職員で長年法人税の
税務調査に携わってきた著者
による別表四・五（一）の解
説です。本書では、著者の
「現職時における、申告書の
解読と調査での非違事項の指
摘といった実績」と「退官後
の税理士業務において様々な
角度から別表四・五（一）と
向き合ってきた経験」をもと
に、別表四・五（一）の本質
を解き明かしていきます。

（送料別）

定価より15％引き

近年、企業の資金調達や報酬制度
の手法は多様化・複雑化しています。
例えば資金調達においては上場企
業で新株予約権を用いるスキームが
増加しており、また、インセンティ
ブ目的での新株予約権発行も、無償
のストック・オプション、有償発行
の新株予約権、リストリクテッド・
ストック等、多様化しています。
本書ではこれらのスキームに用い
られる新株予約権、新株予約権付社
債、種類株式について発行目的ごと
に活用方法と評価の論点を解説して
います。

希望者グループ保険加入のおすすめ
公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施しております。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
令和元年12月1日現在70歳6か月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者800万
円、お子様300万円です。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求ください。（組合に未加入の方は、組合
にご加入いただくことが条件となります。）

【引受保険会社】日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社

印刷物販売のご案内
当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。「領収証付請求書」
は日付の欄に新元号「令和」の印字されたものと西暦用に空欄のものをご用意いたしました。
価格は、当組合のホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロードできます。
※組合員以外の方もご利用いただけます。
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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

3,587

35

3,622

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

908

計

合計

950

4,572

（2020年４月30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）
稲葉

公喜

島津

４月23日付

光

入会者

４月23日付

中島

綾子 （会

員）

花井

敏晋 （一号準会員）

転入者

４月３日〜16日

剛 （会

員） 兵 庫 会 よ り

奥

大和 （会

員） 東 京 会 よ り

渡邊

大真 （会

員） 東 京 会 よ り

稲垣

博文 （会

員） 東 京 会 よ り

村瀬

志保 （会

員） 四 国 会 よ り

宇佐見

転出者

４月３日〜24日

大橋

誠一 （会

員） 京

滋

会

へ

鈴木

友典 （会

員） 兵

庫

会

へ

外村

泰嗣 （会

員） 兵

庫

会

へ

福山

一志 （会

員） 東

京

会

へ

松尾

恭平 （会

員） 北 部 九 州 会 へ

森田

豊

（会

員） 京

滋

会

へ

東野

成明 （四号準会員）

赤羽

一城 （会

員） 東

京

会

へ

堀

敦郎 （四号準会員）

江藤

重典 （会

員） 東

京

会

へ

寺門

知子 （会

員） 兵

庫

会

へ

間石

奈帆 （会

員） 東

京

会

へ

身野

将之 （会

員） 東

京

会

へ

野戸

亮

（会

員） 兵

庫

会

へ

（会

会員名簿記載事項の変更

４月３日〜27日

【事務所】
植田

裕美子（会

員）

土橋

英一郎（会

員）

福竹

亮

員） 東

京

会

へ

小野

智美 （会

員）

中川

美雪 （会

員）

崔

世昊 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

重谷

芳人 （会

員）

橋本

節雄 （会

員）

山名

基

（四号準会員） 兵

庫

会

へ

種野

紘平 （会

員）

平光

聡

（会

員）

富田

賢治 （会

員）

小田切

智美（会

員）

友松

優樹 （会

員）

森本

明浩 （会

員）

中西

潤

（会

員）

久保

健人 （四号準会員）

末政

芳信 （会

員） 1 月 2 9 日 付

死

亡

清孝（会

員）

宮本

亘

西田

先作 （会

員） ３ 月 ３ 日 付

死

亡

堤

泰助 （会

員） ３ 月 ５ 日 付

死

櫻井

慎也 （会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

堀之内
奥澤

望

（四号準会員）

退会者

亡

（会

員）

秀一（会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

小泉

直之 （会

員）

中田

聡

（会

員）

清水

正裕 （会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

塩田

雅人 （会

員）

鳴滝

裕寛 （会

員）

松原

仁美 （会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

瀬戸

英三郎（会

員）

山崎

裕之 （会

員）

中尾

剛志 （会

員）

清水

俊之 （会

員）

中村

圭吾 （会

員）

籠

駿征 （四号準会員）

松葉

純一 （会

員）

【自宅】

佐々木

真清 （会

監査法人ユナイテッド

大阪事務所

有限責任監査法人トーマツ

【事務所・自宅】
北方

監査法人の変更
２月３日付

新設

奈良事務所 ３ 月 3 1 日 付

廃止

員）
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事務局だより
【弔事】

日は︑

県におけ

〒541‐0052

この執筆をしている５月

お問合せ先

る緊急事態宣言解除を受け初となる週末です︒

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。

近畿Ｃ・Ｐ・Ａ・ニュース６月号がお手元に届

応 募 方 法

く頃には︑コロナ禍が収束し︑３月決算監査も

③経営・財務に関するコンサルティング

無事に乗り越えていることを心から願っており

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

ます︒

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

いろいろなことがコロナ禍で一変しました︒
投資家の将来期待を反映して決まる日経平均株
日︶まで回復し︑落ち

価は︑２３︐０００円台↓１６︐０００円台↓
２０︐０３７円︵５月

日︑国内では東証１部のア

着きを取り戻したような値動きになっていま
す︒ただし︑５月

条︵日本の民事再生法に相当︶

し︑海外では米百貨店大手の﹁ＪＣペニー﹂が
米連邦破産法

いる中︑投資家の将来期待がどのように変わっ
ていくのか予測は困難だと思います︒
このような環境下での監査は難しく︑投資家
からの監査の情報提供機能への期待も高まって
いるように思います︒さらに在宅勤務とオンラ
イン会議システムを駆使といったコミュニケー
ション手段の激変も加わり︑皆様のストレスに
なっていないのか心配しています︒
最後に︑コロナ禍後もソーシャルディスタン
スを意識した働き方や遊び方になると思ってい
ます︒
ゴルフには︑﹁〇〇︵タレント名︶のように
なったらどうするの？﹂と妻子から叱られるこ

②株式上場支援業務

16

パレル業﹁レナウン﹂が民事再生の適用を申請

15

の適用を申請とネガティブな情報も増えてきて

11

となく行けるようになるといいですね︒

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

39

﨑山謙治︶

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

15

︵会報部
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①法定監査

業 務 内 容

大阪事務所

仰星監査法人

・会員 村上 肇氏（兵庫会）
2020年４月26日ご逝去 満58歳
知一氏のご尊父）
・会員 當麻 一郎氏（会員 當麻
2020年５月17日ご逝去 満79歳

【寄贈図書】

■有価証券報告書作成の手引き（2020年版）
連結財務諸表を作成している会社用
■有価証券報告書作成の手引き（2020年版）
連結財務諸表を作成していない会社用
寄 贈 者 株式会社プロネクサス
編集・発行 ディスクロージャー実務研究会
株式会社プロネクサス

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

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
会員各位におかれましては、コロナ禍にあってご苦労も多いことと拝察いたします。
さて、新型コロナウイルス感染拡大予防措置として、４月７日の緊急事態宣言後、在宅での勤務を始めとして働き方が大き
く変わっている方が多くいらっしゃることと存じます。
そこで、近畿会会報部では、このコロナ禍の中で皆さまが受けられた影響、苦労話やこんな時だからこそ気づいたこと等、
未曾有の事態の中での経験や気づきをご紹介いただきたく、原稿を募集させていただくことといたしました。
ぜひ、ご寄稿いただけますようお願い申し上げます。
また、引き続き『The Youの書〜わたしのおすすめの一冊〜』も募集しております。心に残った一冊をご紹介いただくコー
ナーです。あなたの心に残る思いでの一冊、人生を変えた一冊、幸せになれた一冊などをご紹介ください。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お寄せください。会計士の座右の銘の書に
はどんな本がでてくるでしょう？仕事、趣味、ジャンルは問いません。
こちらもぜひご寄稿いただけますようお願いいたします。

『緊急！コロナ対応（〜編）』
執筆要領
掲載号：2020年７月号より
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000〜2500字程度（紙面１〜２ページ）

『The You の書 〜わたしのおすすめの一冊〜』
執筆要領
掲載号：随時掲載
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000字程度／本の表紙画像もあわせてお送りください。

原稿送付、その他お問い合わせ等連絡先
（E-Mailの場合）r.ando@sec.jicpa.or.jp
（郵 送 の 場 合）日本公認会計士協会近畿会
〒541-0056

会報部

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

クラボウアネックスビル２階

TEL：06-6271-0400
（ FAXの場 合 ）06-6271-0415
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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務本部 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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