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定例役員会報告

大倉雄次郎

新型コロナウイルス感染症に係る
日本公認会計士協会の公表物について
日本公認会計士協会（以下「協会」という。）では、新型コロナウイルス感染症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
行動をとる必要があることを踏まえて、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
をしております。
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も順次公表しております。
他方で、新型コロナウイルス感染症の影響下における、企業の決算作業及び監査等について、協会を含む
関係者間で現状の認識や対応のあり方を共有するため、連絡協議会が設置され、「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」」が公表されるなど、関係団
体等でも新型コロナウイルス感染症への対応が進められております。
また、協会では以下のとおり、新型コロナウイルス感染症対応に係る特設ページを設けております。こち
らも適宜ご確認ください。

新型コロナウイルス対応に係る協会特設ページのご案内
協会では、新型コロナウイルスの影響に伴う企業の決算対応に関して、協会や関連団体の公表物を特
設ページでご案内しております。
特設ページの URL 及びＱＲコードは以下のとおりです。適宜、ご参照ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/announcement̲kansensho.html
また、非営利分野（学校法人、公益法人、社会福祉法人など）の関連情報は、特設ページ「新型コロ
ナウイルスの影響に伴う各省庁通知等について」にてご案内しております。
特設ページの URL 及びＱＲコードは以下のとおりです。適宜、ご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized̲field/cpsa/information/2020/20200311aws.html

・『会計・監査ジャーナル』2020年８月号（編集：日本公認会計士協会、発行：第一法規株式会社）

８頁

・無断転用、公開、第三者使用禁止
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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
未だ終息の兆しが見えない新型コ

テイング、お客様との間でも担当者

数も落ち着いていた事から、所内で

ロナウイルス感染症ですが、皆さま

変更の挨拶や計画概要説明等、内外

のミーティングは引き続きWEB会

の日常のお仕事や生活にも様々な影

共に初対面や面識が少ない方とのコ

議での開催が基本でしたが、お客様

響や変化がある事と思います。今回

ミュニケーションが増える時期です。

との面談や会議は対面が増えていま

は会報部員の一人としてコロナ環境

期末決算監査では、緊急事態宣言

した。ここで従来と異なるのがマス

下のコミュニケーションの変化とそ

の中、テレワークが基本となり、今

ク着用のままの対面がマナーである

の課題について考えてみました。

までのコミュニケーションの基盤を

という事です。マスク着用のままだ

監査法人勤務の私にとって、６月

基にWEB会議ツール等により、何

と相手の顔の半分しか見えず、特に

〜７月は３月決算会社の株主総会も

とか繁忙期を乗り越える事が出来ま

初対面の方ですと特徴を覚えるのが

終え、担当会社の変更やチームメン

したが、初対面の方とのWEB通話

難しく、多くの方とお会いするこの

バーの入替、部門移動等の時期であ

だけでのコミュニケーションにはな

時期と重なった事もあり、顔と名前

り、例年であれば法人内では歓送迎

かなか難しいものがあります。緊急

を一致させるのに通常以上に苦労し

会や新チームによるキックオフミー

事態宣言後は一時、関西での感染者

ています。また、マスク着用のコミュ

withコロナ禍におけるコミュニケーション
会報部

髙見

勝文

ニケーションですとお相手の喜怒

以前でも一定数いらっしゃった事

伝わりにくい表情があり、それが驚

哀楽を理解するのは目元や声の

から比較的マスク着用下のコミュ

きと恐怖だという事らしいです。

トーン、体の動作が手掛かりとな

ニケーションにそれほど戸惑いは

話は変わりますが、このコロナ

りますので、いつも以上に相手の

なかったのではないでしょうか。

環境下で一番多くなったのがWEB

目元や動作、声のトーンに注意す

この点、アメリカ人等は移民が多

会議ツールを使ったコミュニケー

ると共に、自分自身も相手に伝わ

く言葉も通じない可能性のある社

ションではないでしょうか。しか

るように少し声やリアクションも

会である事から、昔から笑顔が円

しWEB会議における常識やマナー

大きめになっているような気がし

滑なコミュニケーションツールと

も現状確立しておらず、多くのト

ます。

して多用されていたようです。ア

ラブルやマナー違反が平然と発生

しかし、日本人は普段からあま

メリカ等においてマスクの着用が

しているように感じます。その一

り喜怒哀楽を表に出す人種ではな

進まないのは、日ごろのコミュニ

つがハウリング問題です。ヘッド

いので、相手の顔や声の小さな変

ケーション方法も影響しているの

セット不使用やPCと携帯双方から

化で感情の起伏を読み取る能力に

かもしれないですね。

の参加等でハウリングを発生させ

たけている方だと思います。ま

また、ある大学教授の研究によ

た、マスクの着用もコロナ環境下

ると口と鼻が覆われている状態だと
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てしまっているが、本人は気づい
ていないケースが多くあります。

PC機器に不慣れな事もあると思い

にした経験もあります。この問題を

す。また、一人の人しか話せない環

ますが、ハウリングの発生は、発表

解決するためにはWEB会議等で

境下ではファシリテーターの役割が

者が話しづらくなるだけでなく、会

あっても、あらかじめ主催者が実際

大事となります。あらかじめファシ

議に参加している他のメンバーに

のセミナー案内等と同様にドレス

リテーターを設定し参加者の性格や

とってもかなり疲れが貯まるもので

コードやカメラのON、OFF等の参

特性に応じて発言をファシリテート

す。私は参加者各自が細心の注意を

加条件を定めて案内しておくことが

する事が大事だと思います。もちろ

払う事がマナーではないかと考えて

必要ではないかと考えています。

ん各参加者の方も自分が一人で暴走

います。その他、カメラのON、

次にZoom飲み会について考えて

していないかを考えて発言する事が

OFFについてもよく議論に上がり

みたいと思います。我々の歓送迎会

今までの宴席以上に重要な事です。

ます。WEB会議自体への参加意識

シーズンの中、なかなか実際に会食

また時間はあらかじめ終了時間を設

を高めるためにはONの方が好まし

を行う事が難しくZoom飲み会なる

定し、一定時間になるとWEBツー

いと思いますし、会議のスピーカー

ものも開催されるようになりまし

ルが終了するように設定する事も大

にとっては相手の表情や反応が見え

た。このZoom飲み会においても

事だと思います。言うまでもなく録

ない中、話し続けるのは少しやりづ

ルールを明確にしないと多くの問題

音や録画は絶対にしないという事は

らさもあるのだと思います。一方、

を秘めているようです。まず、普通

最低限のルールでしょう。

在宅環境下でカメラをONにしたく

の飲み会と異なるところは、在宅期

このコロナ環境下では、新しいコ

ない方も多い事や、大人数の会議で

間中等は他の用事で断りにくい事

ミュニケーションの形がNEW

はカメラのONは回線負荷が高くな

や、一人の方の発言を全員が聞く形

NORMALとなる中、そこにおいて

り会話の安定性を損なう事も確かで

式になる事、飲食店での開催と異な

も常識やマナーは確実にある事は忘

す。現状私が参加してきたWEB会

り閉店時間や終電時間がない為終わ

れてはいけない事だと思います。

議では業務でのお客様とのミーティ

りの時間がつかめない事、画像や発

我々高度な人格を要求される職業専

ング以外は個人の判断に任されてい

言を録画録音できるといった所で

門家として、NEW NORMALの世

る部分が多いのではないかと思いま

す。この点Zoom飲み会において

界でも平気で非常識な事やマナー違

す。私自身もカメラONで会議に参

は、在宅であっても人には様々な事

反をする事がないよう気をつけなけ

加しましたが、他の参加者が殆どカ

情も有ることから不参加の理由を追

ればならないと思います。

メラOFFであったためカメラをOFF

求しないという事がマナーのようで
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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
１．自己紹介
会報部の﨑山です。JBAグループ

２．コロナ禍での対応

関連の苦労話と同様のため割愛さ

①JBAグループ方針に従った行動

せていただきます。

の関西責任者をしております。弊社

まずは、緊急事態宣言の発令に

が会計監査をしないコンサルティング

伴いJBAグループの方針として、

会社のため、コロナショックが会計監

①在宅勤務の徹底、②緊急事態宣

クライアントから新型コロナウ

査ではなくコンサルティング業務に

言の趣旨に鑑みて、会社訪問対面

イルスで有効かもしれない対策を

及ぼした影響についての執筆依頼を

での会議等は原則禁止し、WEB

教えてもらいました。

いただきました。ただし、コロナ

会議、電話、eメール等での業務

それは、人間としての防衛力

ショックの影響はコンサル業務それ

継続といった方針をクライアント

は、鼻や口はいろいろと備わって

ぞれと思いますので、以下はあくま

にも影響ありますのでホームペー

いますが、眼には涙程度しかない

で私個人の意見にすぎません。

ジで公表し、方針に従って業務を

ことです。裸眼で生活していまし

遂行しました。なお、WEB会議

たが、外出時は常に眼鏡を着用す

等を駆使した苦労話は、会計監査

るようにしました。

②クライアント訪問時の対応

コロナショックがコンサルティング業務に
及ぼした影響
会報部

﨑山

謙治

あるクライアントは、従業員

緊急事態宣言発令から７月に入

の在宅勤務が難しい中で、時差

るまで、大好きなゴルフや飲み

デジタル化の加速としては、

出勤や出張禁止は当然ですが、

会は自粛しました。ゴルフは、

リモートワークの進展やクライ

いろいろな工夫をされていまし

プロトーナメントの開催がない

アント接点業務のデジタル化な

た。例えば、管理職には自動車

ことも影響し、意識から抜け落

どがあげられます。この点、通

を提供し、自動車通勤に切り替

ちていく感覚がとてもありました。

勤電車の混雑が戻っていること

えていました。そのような衛生

について記載します。

から、リモートワークやクライ

意識がとても高いクライアント

３．with ／ after コロナ

アント接点業務のデジタル化が

を担当していることもあり、私

①社会変化への対応

一気に進展することはなかった

自身が感染しないために出来る
限りの対策をしました。
③その他活動に及ぼした影響
クライアントにご迷惑をおか
けするわけにはいきませんので、
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コロナショックの影響により、

ようです。ただ、私の業務で

デジタル化の加速、長期間の不

は、チームメンバーやクライア

況の到来、公衆衛生の強化、企

ントとのWEB会議が通常とな

業のグローバル化の見直し等々

り、リモートワークやクライアン

の変化が考えられます。

ト接点業務のデジタル化の浸透を

このなかでデジタル化の加速

とても感じています。さらに

その応用形として、クライアント

止（写真②参

ゴルフがスポーツであることを実

に訪問する人材を限定して、

照）、ラウン

感しました。

WEBでの参加を組み合わせられ

ド後の喫茶は

このように気の置けない公認会

るように携帯型マイクステレオを

予約者限定、

計士仲間とのゴルフを再開できた

持ち歩くことも増えてきました。

お風呂はシャ

ことにとても感謝しました。

今後は事務作業の自動化ツール

ワーのみで、

も増えていくように思います。デ

もちろん自動

ジタルの活用により生産性が向上

精算でした。

することをとても期待しています。
②その他の活動
７月に入って、ほぼ３か月半ぶ

４．最後に
写真②

ゴルフは何かのバランスが崩れる

次に自分のプレイに驚きまし

といけなくなるといいますが、新型

た。スコアが前半60、後半46で、

コロナウィルスの感染が拡大するこ

前半6ホールのドライバーはチー

となく、感染対策なくゴルフできて

ピンばかり、アプローチの距離感

いた日常が戻ることを願っています。

りにゴルフにいってきました（写

も全く上手くいかず

真①参照。）同伴者皆さんが別法

に散々で、同伴者に

人ということもあり、久々の再開

ナイスショット！と

となりましたし、いろいろと驚き

おっしゃっていただ

のあるラウンドになりました。

くタイミングすら提
供できないゴルフに

まずは、ゴルフ場のコロナ対策

なりました（笑）。

にいろいろと驚きました。受付の

さらに右手の平には

保護フィルター設置から始まり、

マメができ、翌日は

三密回避のため一部席の使用の禁

酷い筋肉痛になり、
写真①

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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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
１．はじめに

たようなものであるため、なるべく

期間に提出期限が到来する有価証券

「緊急事態宣言下の期末残高監査

当該経験を踏まえて自分なりに見え

報告書や四半期報告書等の提出期限

を経験して」ということで前号に引

た今後の課題を中心に述べたいと思

について、企業が個別の申請を行わ

き続き３月決算の期末残高監査を振

います。といいつつ多少重複する点

なくとも、一律に９月30日まで延長

り返ってみようと思いますが、日数

もあるかと思いますが、ご容赦いた

しました。

が経過していることから、やや忘却

だけますと幸いです。

しかしながら、経営財務（3465号
2020年７月13日）によると、『３月

の彼方に葬られようとしています
（忙しかったので、ただ単に嫌なこ

２．期末残高監査を振り返って

決算の上場会社2,395社のうち、

とは早く忘れたいという生命の防衛

金融庁は４月17日、「企業内容等

2,241社（93.57％）が７月６日まで

本能かもしれませんが）。何とか思

の開示に関する内閣府令等の一部を

に金融庁に提出したことがわかった。

い出して書き記したいと思います。

改正する内閣府令」（令和２年内閣

６月中の提出が2,221社（92.73％）

ただし、筆者も第１、２回の執筆者

府令第37号）を公布し、新型コロナ

であり、７月に入ってからの提出は

同様に、大手監査法人所属の公認会

ウイルス感染症の影響を踏まえ、

20社（0.84％）だった。』というこ

計士であり、経験した内容は概ね似

2020年４月20日から９月29日までの

とで、結果だけを見る限り、国際的

シリーズ

緊急事態宣言下の
期末残高監査を経験して（第３回）
会報部

大川

真広

比較の観点から、監査日数の確保

て何とか乗り越えることが出来ま

のコミュニケーションすなわち過

という問題がある日本の資本市場

したが、以下見えた課題について

去の遺産があったことからなんと

においても大きな混乱なく終えた

お話できればと思います。

か凌ぐことが出来たものと感じる

ことは評価できるということで

面もあります。現に新たに加わっ

しょうか（コロナ禍を機会に、事

３．期末残高監査から見えた課題

業報告等と有価証券報告書の一体

私が所属する監査法人において

ンというのはどの現場においても

的開示のための取組みについてよ

も、感染拡大防止の観点から、３

苦労したと見聞しています。当面

りいっそう議論が進むことを願い

月から原則テレワークとなり、オ

の間、事態収束が見えない中、今

ますが）。それもこれも各現場で

ンライン会議を駆使して対応を

後日々往査することが当たり前で

の関係者各位の創意工夫及び努力

図ったものの、クライアントとの

はなくなる環境下において、改め

あってのことと思います。

往査調整や監査チーム内でのコ

てコミュニケーション能力の重要

私の場合についてもクライアン

ミュニケーションに苦労したこと

性が問われることになるだろうと

ト及び監査チームとの連携を通じ

を憶えています。今回は従来から

思います。
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た新人に対するコミュニケーショ

また、従来からリスクアプローチ

４．今後の監査について

てきます。またこのような状況に伴
い、不正会計事案が発生してしまう

の観点から実施していたものの、よ

2020年５月25日、安倍新型コロナ

り監査計画などの説明責任が問われ

ウイルス感染症対策本部長(内閣総

るようになってくるであろうと思い

理大臣)が、特措法第32条第５項に

さらに、今回の３月決算におい

ます。例えば、企業は今回のコロナ

基づき、緊急事態解除宣言を発出

て、一部の企業で早期適用されてい

禍を経験し、リモートを推進するこ

し、「新しい生活様式」の実践の中

たKAM（監査上の主要な検討事項）

とで、予想以上に固定費をコスト

で、感染の広がりは落ち着きを見せ

が2021年３月期より上場会社に原則

カットできることに気付いたと思い

ていたものの、７月下旬現在、再び

適用されます。コロナ禍という事業

ます。営利企業である以上、自社の

感染者数が拡大しており、国内の陽

環境が不透明で不確実性が高い状況

営業においても売上高に大きな影響

性者数のグラフを見る限りでは、確

において、監査報告プロセスの透明

がないことが判明した場合、不要不

実に第２波が到来している様相です。

性を向上させることを目的に監査報

急の海外出張等は今後よほどの理由

「コロナ倒産」という言葉を新聞

告の大変革がなされるということ

がない限り規制されることになるか

雑誌等でよく見かけましたが、まだ

で、より一層の監査に関する情報提

もしれません。そのような中、監査

外国への渡航制限がある中で、この

供の充実が求められています。

による海外往査についてもなぜ行く

ような実質的な第２波が到来したと

必要があるのか以前にも増して説明

なれば、恐らく事態収束にはかなり

を求められることになるかもしれま

の期間を要するであろうと推察され

以上、緊急事態宣言下の期末監査

せん。

ます。監査人としても、なんとか３

を振り返って思った事項をつらつら

さらに、リモート化が避けられな

月決算を乗り越えたものの、今後の

と書き、少し暗い気持ち（コロナ

い状況となっていく中で、電子化が

監査が正念場かもしれません。なぜ

鬱？）になりましたが、あらためて

進み、それに伴い、内部統制の変更

ならば、コロナ禍の長期化により、

身が引き締まる思いです。

及びDigital Auditの推進がより加速

それだけ経済的不況は継続し、各企

まだまだいばらの道が続くかもし

することにより知識のアップデート

業における売上高は縮小し、手元現

れませんが、危機は必ず終わり、日

が求められ、環境適応していかない

預金が枯渇する可能性があるからで

はまた昇ると思います。この困難な

といけなくなるだろうと思います。

す。監査人としても、会社の資金繰

状況においても微力ながら社会に貢

りに留意し、継続企業の前提につい

献できるよう精進できればと思います。

かもしれません。

５．おわりに

て注意を払う必要がより一層高まっ

【 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
１．新型コロナウイルスの感染拡大

アンケートが行われています。７月

時間が増えた」などワークライフバ

に伴い「テレワーク」や「リモート

９日の日経新聞（朝刊）によると、

ランスの改善にも役立っていると概

ワーク」が注目を集めています。い

「在宅勤務の感想を聞く質問に対し

ね歓迎するムードです。

ずれも自宅など会社のオフィスから

ては「良かった」という回答が20歳

近畿C.P.A.ニュースの最近号でも

離れた場所で行う仕事を指していま

代で７割弱に達しました。40〜60歳

「やってみたら良かった」という感

す。本年４月７日に発令された緊急

代も５割を超えています。「良くな

想が主流です。

事態宣言で政府が対象地域の企業に

かった」は全体の15.4％でした。

もっとも、テレワークに対して

対し「テレワーク」実施を要請した

「良かった」理由は「通勤時間がかか

は、「部下の時間管理が難しい」

時には、あくまで非常時の手段とい

らない」「ラッシュのストレスから解

「子供がいるので集中できない」

う意識でしたが、あれから４か月を

放された」など出退勤時の煩わしさ解

「コミュニケーションがとりにく

経ていまではすっかり恒常的な働き

消を好感する声が目立ちました。この

い」などといったマイナス面も報道

方として定着してきた印象です。

ほかにも「家事ができる」「家族と仕

されています。ただ、これらは技術

事の両立が実現した」「家族との交流

的な開発や管理手法の工夫で何とか

テレワークに対してはさまざまな

あえてテレワークに物申す
近畿会

副会長

安原

徹

なりそうな気がします。しかしな

るより多くのことを知ることがで

る。それは創造性に溢れる科学的

がら、もっと心配なのは企業の競

きる」といいます。そのうえで、

探究の源泉となり、新しい真実と

争力の根幹に関わる暗黙知による

彼の主張を要約すると次のとおり

道徳を探求するための原動力とな

創造性が失われないかという懸念

です。「人類には言語化されない

る。」

です。

知がある。この「暗黙知」は人間

一方、野中教授の『知的創造企

２．「暗黙知」とは、ハンガリー

の日常的な知覚・学習・行動を可

業』（東洋経済）は、この暗黙知

の化学者マイケル・ポランニーが

能にするだけではない。暗黙知は

のアイデアをもっと実際的な方向

提唱し、一橋大学の野中郁次郎名

生を更新し、進化の過程を支配す

に拡大します。

誉教授が日本の企業論に導入した
ことで知られる概念です。ポラン
ニーの『暗黙知の次元』（ちくま
学芸文庫）は必ずしもわかりやす
い本ではありません。彼は心理学
的な立場から「私たちは言葉にす
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暗黙知

形式知

主観的な知（個人知）

客観的な知（組織知）

経験知（身体）

理性知（精神）

同時的な知（今ここにある知）

順序的な知（過去の知）

アナログ的な知（実務）

デジタル的な知（理論）

このような形式知は活字や映像で

今回のコロナ騒動で、多くの人は

えば会社のデータ分析は確かにテレ

伝達可能なものですが、暗黙知は

テレワークを強いられてみて、「意

ワークで難なく仕上げることができ

フェイス・トゥ・フェイスによる対

外に対面でなくても仕事ができるん

そうです（会社への負担増は別とし

話や議論を通じて生み出され伝達さ

だ」と気が付きました。テレワーク

て）。一方、暗黙の「マイナス知」

れるものなのです。野中教授は「人

による時間節約の利便性にも気付き

である「虚偽表示」の発見には、や

は言葉を使わずに、他人の持つ暗黙

ました。

はり会社との対面での話し合いやメ

知を獲得することができる。修行中

しかし企業の本当の創造性のKey

ンバー間の会話が欠かせないでしょ

の弟子がその師から、言葉によら

になるのは暗黙知であって、対面で

う。部下にクライアントとの交渉テ

ず、観察、模倣、練習によって技能

ないと伝達できない何かがあるのだ

クニックを教えるOJTも、その現場

を学ぶのはその一例である。ビジネ

と思います。また、それが日本企業

に同席させるのが一番でしょう。

スにおけるOJTは基本的に同じ原理

の創造性を形作ってきた源泉だと考

を使う。暗黙知を獲得する鍵は共体

えます。

私たちは、テレワークとリアル
ミーティングをうまく使い分けて、

験である。経験をなんらかの形で共

だからテレワーク礼賛一本槍では

従来の枠にとらわれない仕事の型を

有しないかぎり他人の思考プロセス

なく、テレとリアルの使い分けに

創造していくときに来ていると考え

に入り込むことは非常に難しい。情

よって、仕事の効率を高めるととも

ます。そうすることによって、将来

報は、共体験に伴うさまざまな感情

に、創造性という「知恵」の分野を

AIに負けない「賢い」公認会計士

やその特定の文脈から切り離されて

伸ばしていく方向に進んでいくので

になることができると信じていま

しまえば、ほとんど意味を失ってし

はないでしょうか。

す。若い会員の奮起に期待します。

まう。」と述べて、ホンダやキャノ

これは何も一般の企業だけに限っ

ン、松下電器の新製品開発の例を説

たことではなく、私たちの属する監

明されるのです。

査業界でも同じだと考えます。たと

日本公認会計士協会近畿会

第54回定期総会開催

開催日時：2020年８月26日（水）午後２時〜午後５時
開催場所：日本公認会計士協会近畿会

研修室

※オンラインによるライブ配信を予定しております。
CPE単位：３単位
今回の定期総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場は控えていただけますよう
お願いいたします。また、「会員の声を聞く会」、「記念交流会」は開催致しません。
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今年初めに発生した新型コロナウ

１．組織内会計士委員会

２．研修会

イルスは、世界的な感染拡大が続い

まず、今年度最初の組織内会計士

今年度に入り、研修会の開催が可

ております。日本においても、一時

委員会は、リモートで開催致しまし

能となりましたので、必要な予防策

期は沈静化したものの、再び、患者

た。初めての試みで、不安もあった

を講じた上で、９月から研修会を開

数が増加するなど、第２波への懸念

のですが、思っていたよりもスムー

催する予定にしております。昨年度

が強まっております。

ズに進めることができました。た

末に、新型コロナウイルスの感染拡

その様な状況下において、組織内

だ、皆で意見を出し合うという観点

大を受けて開催を断念した２つの研

会計士委員会としての今後の活動を

では、うまくできなかった部分もあ

修会と、今年度に新たに企画したリ

どの様に行っていくべきか、メン

りました。今後は、実際に集まって

モートワークに関する研修会です。

バーと共に手探りで検討している状

委員会を開催することを原則としつ

しかしながら、このまま感染拡大が

態が続いております。現時点で、私

つも、参加が難しい方はリモートで

続くことになると、実際に研修室に

たちが検討している企画案につい

参加する等、リモートの良いところ

集まって頂いて開催することができ

て、ご紹介させて頂きます。

も取り込んでいく工夫が必要と考え

るのか懸念しており、リモートでの

ております。

開催も視野に入れております。

コロナウイルス感染拡大時における
組織内会計士委員会の今後の活動について
組織内会計士委員会

委員長

原田

貴志

た。このまま収束しなければ、1か

新型コロナウイルスは、日々状況

昨年度まで、東海会と合同での宿

所に集まっての研修会は難しいとは

が変わっていっており、どの様に対

泊研修を実施しており、今年度も開

思うのですが、来年度以降に継続し

応するのが正解か分かりませんが、

催すべく、企画を進めておりました。

ていくためにも、何か他の方法で開

委員会のメンバーと協力しながら、

しかしながら、新型コロナウイルス

催できないか模索したいと考えてお

今後も活動を続けていきたいと考え

の感染拡大を受けて、詳細を何も決

ります。また、他地域会との交流会

ております。

めることができておらず、どうなる

も考えていたのですが、そちらもど

か全くわからなくなってしまいまし

うなるかわからない状況です。

３．他地域会との交流会
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社外役員専門委員会の活動報告

け、本年度の専門委員会は先日第１

皆さま、社外役員専門委員会委員

今回は誌面をお借りし、当専門委

回目を開催したところです。企画し

長の藤枝政雄です。いつも当専門委

員会の活動につきまして、お知らせ

ております研修等につきましても、

員会活動にご協力いただきましてあ

いたします。

今後の状況によっては、内容の変更

はじめに

りがとうございます。

社外役員専門委員会は、組織内会

やリモート参加のみといった形にな

新型コロナウイルス感染症による

計士委員会内の専門委員会です。社外

ることも想定しております。まだま

緊急事態宣言も解除され、日常生活

役員に既に就任されている、もしくは

だ試行錯誤しながらではあります

も徐々に戻ってくる気配もありまし

これから就任されようとしている会員

が、アフターコロナの中で柔軟に対

たが、再び感染拡大が懸念される状

の方に対し、社外役員として有益な研

応してまいります。

態となりました。収束にはまだまだ

修会や、社外役員間もしくは企業経営

時間がかかりそうであり、新しい生

者との間での意見交換や交流会を目的

活様式の推奨、ニューノーマル（新

としたセミナーを開催しております。

常態）等、変化を受け入れざるを得

近畿会においても新型コロナウイ

近畿会の社外役員専門委員会か

なく、あらゆるところでコロナ以前

ルス感染拡大防止の観点から、部

ら、協会本部の社外役員会計士協議

とは違う生活へと変化を余儀なくさ

会・委員会や集合研修の中止や延

会の活動に関してのお知らせを２つ

れています。

期、オンライン開催等々対応し、定

ご案内いたします。詳細につきまし

期総会も延期となりました。当専門

ては、日本公認会計士協会のホーム

委員会の活動もコロナ禍の影響を受

ぺージよりご確認ください。

社外役員会計士協議会の
活動に関してのお知らせ

社外役員専門委員会の活動のご案内
社外役員専門委員会

■「社外役員候補者紹介システム」
（2020年７月１日）
社外役員に公認会計士の登用を

委員長

藤枝

政雄

社外役員への就任を検討いただ

委員会では、「公認会計士社外監

けます会員の皆様には、ぜひ登録

査役等の手引」を作成し、公表し

をお願いいたします。

ました。

検討されている企業（金融商品取

なお、「社外役員候補者紹介シ

公認会計士たる社外監査役等が

引法による監査、会社法による監

ステム」への登録は、「公認会計

留意すべき事項等をとりまとめた

査又は金融商品取引法に準ずる監

士社外役員ネットワーク」正会

もので、本体p１〜41、参考資

査を受けている企業）に対し、公

員・賛助会員であることを要件と

料・補足説明ｐ42〜86の大作で

認会計士を紹介する「社外役員候

しており、ネットワーク未加入の

す。公認会計士たる社外監査役等

補者紹介システム」の運用が開始

会員におかれましては、ネット

（特に非常勤の場合）が留意すべ

されました。

ワークへの加入をお願いしており

き事項等につき取りまとめられた

ます。

ものです。

従来の「社外役員候補公認会計
士紹介制度」の利便性を向上さ

新たに社外監査役等に就任する

せ、社外役員会計士協議会・公認

■「公認会計士社外監査役等の手引

予定の皆様、既に社外監査役等に

会計士社外役員ネットワークと関

き」の公表（2020年７月15日）

就任されている皆様だけでなく、

連する形で、新たに運用開始する
ものです。

日本公認会計士協議会（社外役
員会計士協議会）の研修研究専門

広く会員の皆様の参考になるもの
と考えております。
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ダイバーシティ推進委員会では、今月から近畿C.P.Aニュースにて「ライフサポーター

KAI-GO！シリーズ」と銘

打って、「介護」をテーマにした記事を隔月でお送りすることになりました。そこで、初回はこの企画を実施すること
になった背景や、今後の内容についてご紹介させていただきます。
※ここでの「介護」とは、主に親を対象にした介護を想定して進めさせていただきます。
また介護とはどの段階からを指すのかについて複数の見解があると思いますが、ここでは介護保険の認定を申請す
るかどうか検討を始める段階から、を指すことにいたします。
今後、上記の枠にこだわらず広く取り上げることを考えておりますので、皆様からのご意見、ご希望やご感想をい
ただければ幸いです。

「介護」をテーマにした連載企画誕生の背景

実は「介護」と「子育て」は２つ

お気づきの方もいらっしゃると思

で１つのセット企画でして、前者は

いますが、ダイバーシティ推進委員

偶数月、後者は奇数月に連載するこ

会ではすでに今年の３月号から「子

とにいたしました。

でお送りしております。

が年々変化していること、
・さらに一人一人を見てみれば同じ
ものはないこと
を知る機会を提供すること」

育てパパシリーズ」として、「子育
て」をテーマにした記事を隔月連載

・時代の変化とともに日本での傾向

このセット企画の目的は、
「働き方や生活スタイルについて、

です。
しかし、「介護」と「子育て」で

『ライフサポーター KAI-GO！シリーズ』

第１回 介護をテーマにした連載企画、始めます！
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

は、この目的について少々違いが存

すると考えた次第です。そしてこの

れやすい人材は家族の中の女性、女

在しています。

企画ではあえてもう一歩踏み込ん

性がいない場合には男性、という順

まず、「子育て」についてです

で、今まで少数派であ っ た 男 性 ＝

番で考える方も少なくないように感

が、人生のライフイベントの中で

パ パ を 主 人 公 に し 、「子育てパパ

じております。一人っ子の方や、家

「子育て」は今もなお多くの方が経

の存在をもっと当たり前に！」を目

族の中に女性がいたとしても別の理

験することです。そして、近年では

指したシリーズ企画といたしました。

由で時間の自由がきかない（例：家

女性だけでなく男性も当然に携わる

族と海外赴任中、自身が入院中な

ライフイベントとして、人々の意識

その一方で、「介護」に対する理

ど）、そのような場合には、性別問

の変化や、行動の変化が年々生じて

解や支援は、「子育て」に比べれば

わず「介護」に向き合わねばならな

います。その変化をサポートするこ

まだ追いついていないという認識を

くなるはずなのですが。。。

とは、「公認会計士の仕事や働き方

お持ちの方が少なくないように感じ

このような人々の認識の傾向をど

の多様性を目指す」というダイバー

ております。また、家族の誰かが介

うすれば変えられるのかと考えてい

シティ推進委員会の考え方にも合致

護が必要になった時、一番頼りにさ

たところ、ふと気づいたのは、そも
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願いいたします。

そも日常会話で介護について話題に

「行動する時には行動するぞ！

しようとする人の少なさでした。そ

GO！」という気持ちになって力が

また、このテーマは、今は見たく

こで、近畿会の会報を通して「介

湧いてくるようにと願い、名付けて

ない、読みたくないという気持ちの

護」の話題を目にする機会を増やし

みました。ここでお伝えしたいこと

方もいらっしゃって当然と思いま

て、一人一人の介護に対する意識を

は、介護は一人でするものではな

す。その場合は、どうぞこのページ

「特別」から「当たり前」に近づけ

く、複数の立場の人たちがチームを

は飛ばして他の記事を楽しんでいた

ること、言いかえれば、「目にする

組んで一緒に、「介護される人に

だけましたら幸いです。

→意識が変わる→行動が変わる」に

とって幸せと思える時間、過ごした

役立てればと考え、この企画を進め

い生活作り」という一つの目的に向

ることにいたしました。

かってGO！していく、そんな姿が
望ましい姿なのではないかという一つ

今後の内容について
今後は、介護の経験談や、参考情
報の紹介などを予定しています。
「子育てパパシリーズ」も「ライ

ライフイベントとしての介護の特徴

の問いかけです。ケアマネージャー、

的確な表現が難しいのですが、

介護施設、かかりつけ医、地元の自治

フサポーター

「子育て」と「介護」を比較した場

体（地域包括支援センター他）、家族

ズ」も、１号ずつ完結する内容です

合、両者のイメージの違いを取り上

（リーダー、サブメンバー）。私に

ので、近畿C.P.Aニュースを手に取

げたいと思います。

とって親の介護はまだまだ浅い経験

られた時に気軽にご覧ください。

KAI-GO！シリー

「介護」は「子育て」に比べれば

ではありますが、上記のチームで

この記事をお読みになった方が、

複雑なイメージを持ち合わせるライ

やっていけると思えた時に、私自身

親の介護（ひいては自分の介護）と

フイベントです。「子育て」が人生

気持ちが楽になりましたので、そん

言うテーマで一緒に話せる機会や仲

の始まりのイメージであるならば、

な経験が元になっています。

間が少しでも増えることを願ってお

「介護」は人生の終わりに近づくイ

そんなこんなで、私の第１回の内

メージの一面を持ち備えています。

容はとってもまじめな内容で、「全

この一面が、日常生活で話題にしに

然イメージ変革できてない！」とい

くい、わかってはいるけれども考え

うご意見もあろうかと存じますが、

るのはもう少しだけ先延ばしした

今回は本企画の

い、という気持ちになるのだと思い

意図を皆様にお

ます。私自身も正直そう感じます。

伝えすることが

ですので、本企画においては、多

一番大事な目的

少なりとも「介護」のイメージ変革

です。産まれた

にも取り組めたらと思っております。

ての本企画、皆

そのチャレンジの一環として、本

様のあたたかい

企画のタイトルは「ライフサポー

お気持ちで育て

ター

ていただきた

KAI-GO！シリーズ」といた

しました。介護する側もされる側も、

ります。
（注：執筆希望者募集中です！事務局
か、お近くの近畿会役員やダイバー
シティ推進委員会委員にお声がけく
ださい）

く、よろしくお
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とも言っていられないので、近畿
C.P.A.ニュースの読者の皆様、読ん
でもらえるでしょうか、ぜひ記事の
閲覧やリツイートをお願いします。
また、周りに公認会計士を目指す学
ゆる広報のSNSがバズってます！

発信とセットで大学の制度説明会で

生さんや受験講座、ガイダンスなど

という報告記事を本当ならば今頃、

学生たちにお知らせして回る予定

で学生さんと接する機会があればぜ

掲載している予定でした。

が、制度説明会がコロナで軒並み実

ひ周知をお願いいたします。

が、バズってないんです〜(涙)。

施不能となり、大規模な周知が叶わ

というのも、当初想定では、SNS

ず、トホホホホ…。

この場をお借りして、最近の記事
内容をご紹介いたします。

SNS広報 好評発信中！？
広報部

副部長

桂

真理子

公認会計士の歴史を振り返りつ

近畿会SNS掲示板に届いたとある

つ、社会に向けたメッセージを発信し

大学３回生からの切実な質問「就活

ている「公認会計士の日」ニュース。

しないで会計士を目指すか、それと
も社会人になって実務経験を積んで
から合格を目指すか、なるべく早く会
計士になれるためのアドバイスをくだ
さい」に答えた、先輩会計士たちによ
る「ほかの誰にも言えない本当の事」。
８月は、監査法人３年目の若手会
計士へのインタビューと公認会計士

ワークライフバランスってこうい
う感じなんだ、ってイメージモデル
仕事内容、試験制度、受験デー

を図解した「働くママ会計士の一日」。

の一日をお届けする予定です。お楽
しみに！
閲覧はこちら

タ、働き方、お給料などをざっくり

のQRコードから

解説する「きほん」シリーズ。

どうぞ。
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PAIB-Picks
〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜

2020年４月号に“「PAIB-Picks」〜組織内会計士協議会からのお知らせ”の第１回を掲載いたしました。想像以上
の反響があり、これも組織内会計士への関心の高さと考えております。
このお知らせは東京会会報誌に掲載されたものであり、近畿会の会員の皆さまにも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いただきたいと考え、近畿C.P.A.ニュースにも掲載させていただきます。

近畿会組織内会計士委員会

PAIB（ペイブ）って何の略？

委員長

原田

貴志

組織内会計士の年会費

さて、タイトルにもなっているPAIB（ペイブ）。聞き

2020年４月より会費規則及び会費免除等に関する

なれない方も多いかと思います。これは、Professional

細則が変更され、事業会社に勤務する等により公認会

Accountant in Businessの略で、国際的には、組織内

計士業務を行わない会員については、2020年４月分

会計士のことをPAIB（ペイブ）と呼んでいます。日

の会費から減額の申請ができることとなりました。申

本国内でもPAIBという名称を使っていますが、どう

請を行う場合には、申請書等の書類を各地域会に提出

も知名度がイマイチ。PAIBという名称がどうも耳慣

する必要があります。詳細は、以下のウェブサイトか

れないという指摘もあり、こうしてタイトルに使って

らご確認ください。

知名度向上を図ろうとしております。

https://jicpa.or.jp/n_member/exclusive/news/20

ちなみに弁護士さんの世界でも、組織内弁護士が

19/20191219fgg.html

年々増加しており、組織内弁護士はインハウスロイ
ヤー（略してインハウス）と呼ばれているようです。

2020年４月から、会計士協会の会費は値上げされ

インハウスの方がかっこいい？？と言われないよう

ていますが、PAIBの皆さんは逆に会費が減額される

に私たちも「ペイブ（PAIB）」を連呼していきたい

ことになりました。申請がまだの方はお早めにお手続

と思います。

きください。

IFAC副会長

組織内会計士ネットワーク

国際会計士連盟（IFAC）という団体があります。

組織内会計士の皆様は、ウェブサイト（https://paib.

IFAC副会長のアラン・ジョンソンさんは、ユニリーバ

jicpa.or.jp/）での登録で、組織内会計士ネットワーク

のグローバルCFOで、30年以上PAIBという方です。

に参加することができます。このネットワークは既に

PAIBが国際的には会計士業界の主流であることが
よくわかりますね。
一方で、日本公認会計士協会の常務理事のうち

組織内会計士の方だけでなく、組織内会計士に興味が
ある方も賛助会員として登録することができます。
『PAIB』で検索！

PAIBは、一人（脇常務理事）だけで、脇さんも昨年
から会計士協会の理事になったばかりです。将来的に
は会計士協会会長がPAIBになる日も来るかもしれま
せんね。
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The End of Accounting and The Path Forward for Investors and Managers
by Baruch Lev and Feng Gu

伊藤邦雄監訳

『会計の再生−21世紀の投資家・経営者のための対話革命−』
（中央経済社、2018年）
近畿会会員（関西大学名誉教授）

会計人生

大倉

雄次郎

れて研究するように」とテーマを与

が前例のないほど拡大されたにもか

私は、関西大学３年の時に知己を

えられました。そこで論文『連結会

かわらず、投資家の意思決定におけ

得た田辺製薬株式会社平林忠雄社長

計ディスクロージャーの研究』を４

る報告された財務情報の役割は 一 貫

の縁で、卒業後に運よく同社に入社

年の歳月をかけて書き上げ、関西大

して、かつ急速に減退した。会計の

できました。会社生活の前半は、製

学に提出し所定の審査に合格して博

有用性の低下はなぜ生じたのでしょ

品プロモーター等の仕事で、会計に

士（商学）を授与されました。

うか１という問いかけです。それは大
きく次の３点です。

関係のない業務をしていました。会

その後、関西大学商学部教授とな

社生活の後半は、田辺製薬が初めて

り、税務会計論、経営分析論、財務

連結決算の有価証券報告書作成を行

会計論等の講義、学部ゼミ、大学院

積の普及が確かに進んでいて、

うことになり財務経理部門に転属と

ゼミを担当しました。

それこそが財務情報の有用性

（１）財務報告における会計上の見

低下の主要な原因である。

なり、仕事上の必要性から公認会計

関西大学を定年後は大倉公認会計

士試験の受験をし、継続は力なりで

士・税理士事務所を開設して、又関

私が連結決算業務に初めて

運よく合格しました。合格後も社内

西大学名誉教授としてのれんの研究

取り組んだ時の40年前の会計

公認会計士として連結決算・M&A・

等をテーマに学会で毎年発表して、

は、日本では会計原則と財務

関係会社監査・税務等の会計業務に

会計人生三毛作を驀進中です。

諸表規則と商法に基づく取得
原価主義でしたが、最近の会

携わっていました。
学界への糸口は、奈良県立大学の
小西 一 正教授から大分大学が経済学

投資家はどの様な情報を
求めているのか

計は、FASB、IFRSだけでな
く日本基準も又時価主義で、

部の教官を公募していることを知ら

このように人生の大半を会計分野

されました。その時の公募条件の 一

で歩んできた私にとっても、研究・

ともいうべき公正価値会計です。

つに公認会計士であることが有り、

制度・実務の針路を示す凄い本が会

特定の資産、負債、収益及

運よく教授となり、学部と大学院修

計に携わる研究者等の間で話題を呼

び費用の測定並びに報告に関

士課程で経営分析論、財務会計論等

んでいます。

する新たな会計手続きは、何

しかも経営者による見積価値

の講義、学部ゼミ、大学院ゼミを担

それが 一 橋大学伊藤邦雄教授監訳

年にもわたって、過去30年間

当しました。しかし大手企業の財務

の『会計の再生』で、その原題The

にわたって急激に増加してき

経理の実務経験だけでは理論の面で

End of Accounting and The Path

ました。こうした会計規制の

不足していると感じていたところ関

Forward for Investors and Mana

増大は、公開会社が投資家に

西大学名誉教授植野郁太先生より電

gers by Baruch Lev and Feng Gu

伝達する情報を改善しようと

話があり「連結会計のディスクロ−

（会計の終焉）です。

する会計基準設定主体、特に

ジャーの理論・制度・実務を取り入
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1973年からFASBからの会計規制

FASBとIFRSが主導し、日本

書

The You の

～わたしのおすすめの一冊～

でもこれに追随してきました。

でありすべての競合他社が等

は記録されない。こうした会

第 一 に、こうした規制の急

しく利用可能で、さらに言え

計で記録されない事象の発生

激な増大がはらむ負の側面と

ば重要な価値を創りだした

は、 一 般的に株価に即座に大

して、財務情報の複雑さが絶

り、競争上の優位性を与えた

きな影響を与える（例えば臨

えず増大し、また主観的な経

りすることはできない 。

床テストの失敗は株価に影響

５

営者見積や予測にこれまでな

第三に、それ自身では実質

する）が会計システムへの反

いほどに依存している ことが

的な価値を創り出すことがで

映は、それらが売上や利益に

あげられています。

２

きない物的投資や金融投資が

影響を与えるまで、ときに数

第二に、会計上の見積には

貸借対照表に満額で認識され

年間後のこととなる。これは

重大な問題がある。すべての

るのに、特許、ブランド、ノ

株価に反映される企業価値と

見積は誤差の影響を受け、

ウハウといった自己創出され

財務データの間の溝を広げ財

様々な収益と費用の見積に関

る無形資産−強力な価値創造

務情報と株価の関連性の低下

連する多数の誤りが最終的に

主体−が即時に費用化され

の原因となる７。

は利益に埋めこまれ（累積

る。つまり損益計算書の中

し）この重要な業績評価指標

で、将来ベネフィットのない

の信頼性に悪影響を与える こ

経常的な費用（給与や賃借料）

の有用性の低下の主な原因であるこ

とが指摘されています。

として全額処理されている。

とを証明し、この障害を克服するた

このために無形資産への投資

めに戦略的資源・帰結報告書（SR&

増加に伴い企業利益は消え

CR）を提案している。監査に携わる

第一 に、過去40年間に驚く

る。更に不可解なのは、他人

公認会計士、社内公認会計士、それに

べきことが米国経済に起き

のブランドを購入した場合は

コンサルティングに携わる公認会計士

た。米国の有形資産（建物、

貸借対照表に計上される６。無

に読んでいただけたらと思います。

工場、機械等）に対する総投

形資産が企業価値創造におい

（文中肩書：当時）

資額は３分の１超減少した一

て果たす役割が益々高まり続

方、無形資産（特許、ノウハ

けることを考えれば、このま

ウ、ブランド、情報及びビジ

まの財務報告では、その有用

ネスシステム、人的資本）へ

性の低下が今後も続くことが

の企業の投資額は60％増加

懸念されます。

３

（２）無形資産、組織的資本の台頭

本書は上記３つの要素が財務情報

し、総付加価値に占める割合
は９%から14%へと上昇し
た。無形資産に対する企業の

（３）簿外現象が企業価値に益々影
響を与える

投資は今や有形資産への投資

開発中の医薬品或いはソフ

をはるかに凌ぎその差は広が

トウェア製品の実現可能性試

り続けている 。この現象は日

験の成否、環境事故、新規契

本でも同様でM&Aによるのれ

約の調印、もしくは破棄、企

んの増大と会計処理もこのう

業のリストラの構造改革費用

ちの 一 つで大きな影響を及ぼ

は全額記録されるが期待ベネ

しています。

フィットは記録されない。こ

４

第二に、過去数十年間、無

れら多種の重要なビジネス事

形資産は企業価値と競争力を

象は実質的に企業価値や企業

益々高めている 一 方で、有形

成長に影響するが、会計シス

資産は本質的にコモディティ

テムではそれらが起きるまで

（注）
１：伊藤邦雄監訳『会計の再生−２１世紀の投資
家・経営者のための対話革命−』61頁
２：前掲書27頁
３：前掲書112頁
４：前掲書110頁
５：前掲書110頁
６：前掲書111頁
７：前掲書113頁
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日 時：2020年６月26日（金）15時〜18時30分
所：近畿会研修室 ／ 出席者：38名、うちオンライン参加14名（役員数43名）

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５名について、診断書（写）を添付の上、疾病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説明があり、審議の結果
承認された。
２．会員12名および準会員１名、について、勤務者においては勤務先への休暇届（写）、非勤務者においては
申述書及び母子手帳（写）を添付の上、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説明があり、審議の結果
承認された。

第２号議案 会費減額の特例について
（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６名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付の上、公務員（行政機関に勤務）の為、会費減額
の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ロに該当するため、近畿会規約第13条により会費を
減額（近畿会会費の半額に減額）したいとの説明があり、審議の結果承認された。
２．会員135名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付の上、一般事業会社等に勤務の為、会費減額の
特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ハに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減
額（近畿会会費の半額に減額）したいとの説明があり、審議の結果承認された。
３．会員７名について、申述書及び外国人登録書、名刺を添付の上、非居住者の為、会費減額の特例の申請が
あった。会費規程第８条第１項第一号ニに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会
費の半額に減額）したいとの説明があり、審議の結果承認された。
４．会員30名について、大学教員においては申述書及び勤務証明書、名刺を添付、会社経営者においては申述
書及び登記簿謄本、名刺を添付の上、会費減額の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ホに
該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会費の半額に減額）したいとの説明があり、
審議の結果承認された。
５．会員12名について、他士業業務専念者においては申述書及び資格証明書、名刺を添付、その他においては
申述書を添付の上、公認会計士としての業務に従事していない為、会費減額の特例の申請があった。会費
規程第８条第１項第一号ヘに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会費の半額に減
額）したいとの説明があり、審議の結果承認された。
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第３号議案 日本公認会計士協会近畿会規約の一部改正案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、現在、近畿会定期総会の招集通知、議決権行使は書面により行うこととしているが、昨
今のインターネットの普及状況等も踏まえ、会員等の議決権行使の機会の充実と運営コスト削減を目的とし
て、定期総会の議決権行使に電子的方法を導入することと致したい。なお、協会本部では、第52回定期総会に
おいて総会議決権行使における電子的導入に係る会則の一部変更が承認されている。また、協会会則の変更に
より、参照条番号が変更となっていることから併せて変更致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

第４号議案 部・委員会の分掌の一部変更について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、現在、「準会員会の運営に対する支援に関する事項」は厚生部の分掌となっているが、
「中堅・若手会計士を中心とした研究活動及び交流活動の企画運営に関する事項」を分掌としている中堅・若
手会計士委員会に移行致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

第５号議案 業務運営細則の一部改正案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、厚生部及び中堅・若手会計士委員会の分掌変更により業務運営細則を一部改正致したい
との説明があり、審議の結果承認された。

第６号議案 規約等の制定等に関する細則の制定案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、近畿会における規約等の制定等に関する細則を制定致したいとの説明があり、審議の結
果承認された。

第７号議案 日本公認会計士協会近畿会就業規程の一部改正案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律」において、パワーハラスメントの防止義務が課されたことに伴って就業規程を一部改正するとの説明があ
り、審議の結果承認された。

第８号議案 第54事業年度事業及び業務に関する報告書承認の件
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、資料に基づく説明があり、審議の結果承認された。

第９号議案 第54事業年度財務諸表等承認の件
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、資料に基づく説明があり、審議の結果承認された。

第10号議案 第55事業年度事業計画（案）承認の件
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、資料に基づく説明があり、審議の結果承認された。
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第11号議案 第55事業年度「正味財産増減に係る予算書（案）」及び「資金調達、

設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、資料に基づく説明があり、審議の結果承認された。

第12号議案 第54回定期総会開催の件
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、第54回定期総会に係る開催要領及び提出議案は下記のとおり予定しているとの説明があ
り、審議の結果承認された。
記
１．定期総会開催要領
（１）開催日時

2020年８月26日（水）14：00〜17：00

（２）開催場所

近畿会研修室

（３）総会次第

14：00〜17：00

※来賓招待（近畿財務局長）中止、会員褒賞の授賞式中止、記念交流会（懇親パーティー）中止
２．総会提出議案
（報告事項）
１．第54事業年度事業及び業務に関する報告の件
２．慶弔細則の一部改正に関する報告の件
（審議事項）
第１号議案

第54事業年度財務諸表等承認の件

第２号議案

日本公認会計士協会近畿会規約の一部改正（案）承認の件

第３号議案

第55事業年度事業計画（案）承認の件

第４号議案

第55事業年度「正味財産増減に係る予算書（案）」及び「資金調達、設備投資及び特定資産
に係る予算書（案）」承認の件

第13号議案 公会計委員会副委員長の委嘱について
（提 案 者）公会計委員会委員長

奥谷

恭子

（提案内容）提案者より、当委員会の福田 敏信 副委員長が７月１日付けで他地域会に転出することとなり、副委
員長を退任することとなる。現在、当委員会は副委員長３名体制で活動しており、２名体制では委員会活動に
も支障が出る可能性がある。
ついては、協会本部の公会計委員会 地方公会計・監査検討専門委員会 専門委員として活動されており、豊富な
知見をお持ちである下記会員を新たに副委員長に委嘱することとしたいとの説明があり、審議の結果承認された。
記
有馬

浩二

第14号議案 事務局職員の永年勤続表彰について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、近畿会事務局の下記職員について、永年勤続に該当するので日本公認会計士協会近畿会
就業規程第37条第四号により表彰することとし、第38条により賞状の授与並びに記念品を贈呈することと致し
たいとの説明があり、審議の結果承認された。
記
（表彰者）
和田
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協

議

事

項

第１号議案 2020年度年間行事予定案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、2020年度の年間行事予定について、別紙「近畿会年間行事予定表（案）」のとおり予定
しているとの説明があり、協議を実施した。

第２号議案 今後の定例役員会の運営について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、日本政府からの「緊急事態宣言」の発出を受けて、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止の観点から、第２回定例役員会（５月12日）はWeb会議システムを利用しての実施とさせていただいたとこ
ろであり、本日の定例役員会についても、感染リスクを懸念される役員の方への配慮として、Web会議システ
ムでの参加も認める対応とさせていただいている。今後の定例役員会について、事態の急激な悪化（いわゆる
第二波襲来等）を除いて集合出席による開催とする予定をしているが、次の２つの事項についてご協議願いた
いとの説明があり、協議を実施した。
１．本日同様に感染リスクを懸念される役員の方への配慮としてのWeb会議システムでの特例参加を認めるか
否かについて
２．特例参加を認めることとした場合、特例参加役員の議決権の有無について

報

告

事

項

第１号議案 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月８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、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る。
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たところである。
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る。
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たいと考えている。
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第２号議案 理事会報告
１．（報 告 者）理事

安井

康二

（報告内容）報告者より、５月14日開催の常務理事会及び５月15日開催の理事会報告
■会長報告
１．コロナウイルスへの対応
・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」
・会長声明の公表（連絡協議会声明）
・監査業務における署名・押印に関する実務対応
■常務理事会審議事項
１．IASB公開草案「COVID−19に関連した賃料減免（IFRS第16号の修正案）」に対する意見について
■理事会審議事項
１．第54回定期総会の開催日程の延期等に関する件

７月14日→９月28日

■理事会報告事項
１．IFAC−国際会計士倫理基準審査会（IESBA）会議報告に関する件
２．第41回研究大会（札幌大会）の開催概要について
３．第42回研究大会の開催概要（開催日、開催場所及びメインテーマ）について
2021年９月17日（金）福岡大会
２．（報 告 者）理事

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、６月４日開催の常務理事会及び６月５日開催の理事会報告
■会長報告
１．コロナウイルスへの対応
・大手・準大手監査法人の経営者との意見交換を行っており、今決算・監査の総括が必要と感じている
・アフター・コロナにおいて、監査法人での働き方、監査手続の実施方法（例えば証憑突合）、公認会
計士としての資質など様々な対処すべき課題がある
■常務理事会審議事項
１．品質管理委員会からの意見具申「品質管理レビュー手続の一部改正について」に関する件
２．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「第41回研究大会（札幌大会）」に関する件
■理事会審議事項
１．総務委員会からの意見具申に関する件
・品質管理委員会運営細則等の一部変更及び廃止について
・法定監査関係書類等提出細則の一部変更について
・社外役員会計士協議会運営細則の一部変更について

第３号議案 監事監査報告
（報 告 者）監事

松山

治幸

（報告内容）報告者より、第53事業年度決算監査の結果について報告があった。

第４号議案 総務部報告
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、今後の近畿会会務運営（新型コロナウイルス対応下の感染防止ガイドライン、７月から
の近畿会会務について）について報告があった。
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第３回 定例役員会報告

第５号議案 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

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

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、近畿会研修会実施ガイドラインについて報告があった。

第６号議案 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。

2020年度

近畿会および各部・委員会行事予定（2020年8月18日〜2020年9月14日）

8.18 （火）
夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

8.29 （土）
ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室17:00〜18:30

8.19 （水）
夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

8.31 （月）
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

8.20 （木）
夏季全国研修会

研修室10:00〜16:40

9. 1 （火）
組織内会計士委員会研修会

8.21 （金）
夏季全国研修会
8.24 （月）
経営委員会

研修室18:30〜21:00

研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

オンライン研修（Zoom）

研修室10:00〜16:40
会議室、MicrosoftTeams

18:30〜20:30
9. 3 （木）
公会計委員会

会議室、MicrosoftTeams

18:00〜20:00

18:30〜20:30

8.25 （火）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

9. 9 （水）
組織内会計士委員会研修会

定例役員会

研修室18:00〜20:00

研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

8.26 （水）
近畿会 第54回定期総会

オンライン研修（Zoom）
18:30〜20:30

研修室（ライブ配信あり）
14:00〜17:00

ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室18:30〜21:00

研修室18:30〜20:30

8.28 （金）
税務DVD研修会

研修室13:00〜16:40

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

研修室18:30〜20:00

国際委員会

会議室18:30〜20:00

9.10 （木）
組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜21:00

9.14 （月）
国際委員会 第１回IFRSセミナー

会議室、MicrosoftTeams
13:30〜16:30

研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

オンライン研修（Zoom）
18:30〜20:30

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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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拡大の社会に与える影響は極めて大きく、リーマンショックを超える「世界恐慌以来の試練」ともいわれて
います。日本では緊急事態宣言解除後、イベント開催制限が緩和され人の移動が戻ってきましたが、検査件数の増加に伴って新規感染
者数は増えてきています。感染拡大の収束見通しが立たない状況下で、国内・海外ともに今後の成長見通しの下方修正が続く可能性が
高く、企業業績に与える影響は大きいです。このような状況で監査上の主要な検討事項（KAM）が導入されることになり、経営者・
監査役と監査人とのコミュニケーションがますます重要となってきています。将来予測が難しい中、特に見積り項目については慎重な
監査が求められます。KAMの早期適用段階から会社法の監査報告書に記載を踏み切った事例もあり、近畿会でも早期適用事例の調査
研究を進め、調査結果をなるべく早く報告したいと思っています。
７月から近畿会の各部・委員会も活動をスタートしています。Web会議やオンライン研修も含め、ウィズ・コロナ、アフター・コロ
ナ時代における新たな生活・仕事様式へ対応するための施策を織り込み、会務の効率的な運営を図っていきます。
近畿会の定期総会は、８月26日に開催を延期し、場所も近畿会研修室とし、コロナウイルス感染対策としてなるべく来会をお控えい
ただき、Web中継を行う予定です。事前に書面による議決権行使を推奨申し上げます。ご理解・ご協力いただきますようお願いいたし
ます。
なお、９月11日開催予定だった全国研究大会（札幌大会）は中止となり、オンライン研究大会に変更となっています。また日本監査
研究学会の研究大会、CPE制度の概要説明、スキルアップセミナー、IFRSセミナー、各士業女性合同研修会もオンラインで実施しま
すので、ご参加ください。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

6月29日

月

13:30〜15:30

本部

中規模監査法人との情報交換

日本公認会計士協会（Web会議）

6月30日

火

13:30〜16:30

本部

正副会長会議

日本公認会計士協会（Web会議）

7 月 1 日

水

13:30〜15:30

本部

総務打ち合わせ会

日本公認会計士協会（Web会議）

7 月 6 日

月

10:00〜12:00

本部

大手監査法人との情報交換

日本公認会計士協会（Web会議）

7 月 8 日

水

10:00〜12:00

会計教育研修機構

7 月 9 日

木

13:00〜14:30

本部

相談役会との情報交換

日本公認会計士協会

10:00〜12:00

本部

会務運営諮問会議との情報交換

日本公認会計士協会

7月10日

金
19:00〜21:00

各士業女性合同研修会準備打ち合わせ

Web会議
日本公認会計士協会（Web会議）

理事会

大手町フィナンシャルサウスタワー

7月13日

月

10:00〜13:00

本部

7月14日

火

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜15:00

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（Web会議）

7月15日

水
15:00〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（Web会議）

10:00〜16:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web会議）

10:00〜12:00

本部

公認会計士制度検討PT

日本公認会計士協会（Web会議）

18:30〜19:30

本部 IPO監査推進協議会との事前打ち合わせ

7月16日

木

7月21日

火

経営会議（正副会長会議）

日本公認会計士協会（Web会議）
(作成月日:2020年７月22日)
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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

認定支援機関実務ハンドブック
【第2版】

中小企業が“本当に”使える
最新事業承継対策の法務と税務

新型コロナウイルス対応の税制特例法
すぐわかる申請・申告手続

ゼロからわかる事業承継・
M&A90問90答

小寺 弘泰 著
金融財政事情研究会
定価1,500円＋税

タックス・ロー合同研究会 著
日本法令 刊
定価3,300＋税

中島 孝一 著
ぎょうせい 刊
定価2,400＋税

組合員特価

組合員特価

植木 康彦 編著
高井 章光、榑林 一典
宇野 俊英、上原 久和 共著
税務研究会 刊
定価2,600＋税

組合員特価

刊

定価より15％引き

（送料別）

増刷を重ねたベストセラー、
待望の改訂。
2020年度版ものづくり補
助金から経営者保証解除まで
を網羅。
認定支援機関必携の一冊。

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）
平成30年度税制改正で大幅緩
和された事業承継税制は、相続・
贈与した自社株式のすべてについ
て納税猶予を受けられるという極
めて有利な特例ではあるが、実際
には一定の企業しか活用できな
い。そこで本書では、事業承継税
制だけではなく、信託や種類株
式、一般社団・財団法人、持株会
社等、最新の手法を用いた対策に
ついて、真に中小企業が求める有

期間限定の納税猶予などの
救済措置（税金の還付や消費
税免税等）についても、関係
省庁が公表する資料や図を基
に特例法の実務ポイント、申
告・申告方法等を具体的なフ
ローに沿って解説！
取引先支援や見舞金等に関
する通達、申告期限延長等、
事業者全般に不可欠な税務対
応も万全！

効な事業承継対策の在り方を明ら
かにしていく。

組合員特価

定価より15％引き

（送料別）
事業承継には親族承継、役員・従
業員承継、第三者承継（Ｍ＆Ａ）の
３つがありますが、事業承継やＭ＆
Ａのプレーヤーはまだまだ少なく、
中小企業経営者の良き相談役である
会計事務所や法律事務所がもっとこ
の分野に関与することが期待されて
います。
本書は、事業承継時に想定される
税務、法務、Ｍ＆Ａなどに関して、
それぞれの分野の専門家が実務上起
こりうる問題点を踏まえてQ＆Ａ形
式でわかりやすく解説しています。

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）

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）

※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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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年8月予定
間

分野

8 月 6 日 13:00〜14:30 倫理等

単位

研修会テーマ
関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

2

「CPE制度の概要」
夏季全国研修会

10:00〜11:40 会

2

等の概要及び適用に当たっての留意事項について」
（仮題）
計

組

織

環

境

15:00〜16:40

2

「地方公会計に関する現状と課題について」
夏季全国研修会
その現状と問題点〜海外IR、取会評価などに

2

おける機関投資家との対話〜」
夏季全国研修会

10:00〜11:40 監

査 「2019年度の品質管理レビューの結果と2020年度の品

査

岩田宜子氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式
会社代表取締役）

髙 瀬 靖 史 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会 副 主 席 レ

査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告事項

ビューアー）、中野亮平氏（本部品質管理委員会

2

事例の説明）」
15:00〜16:40 監

伊藤正志氏（総務省自治財政局財務調査課長）
（予定）

アー）

夏季全国研修会
13:00〜14:40 監

会専門委員長）、川西昌博氏（本部収益認識対応

松田玲子氏（本部品質管理委員会主席レビュー

2

質管理レビューの方針」
8月19日

山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）

専門委員会専門委員長）

夏季全国研修会

「IRの実務

師

波多野伸治氏（本部収益認識課題検討専門委員

計 「改正企業会計基準第29号
「収益認識に関する会計基準」

8 月 1 8 日 13:00〜14:40 会

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

主査レビューアー）

夏季全国研修会

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会長）

2
不正
事例

「監査提言集の解説」

廣田壽俊氏（本部監査・規律調査会副審査会長）

夏季全国研修会
10:00〜11:40 税

務 「現在の税制上の課題と今後の展望〜税制の在り方に関

成澤信彦氏（公認会計士）

2

する提言と令和3年度税制改正意見・要望書の解説〜」
夏季全国研修会
13:00〜14:40
8月20日

コンサル

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値
向上講座（1）
「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長

ティング

期的な企業価値向上

2

河原茂晴氏（河原アソシエイツ代表、公認会計士）

第1回「ROEを超えて」−ESGは企

業価値向上に資するのか」
夏季全国研修会
15:00〜16:40

コンサル

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値
向上講座（2）
「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長

ティング

期的な企業価値向上

2

第2回「ROEを超えて」−財務的視

柴田

豊氏（旭化成株式会社取締役副社長執行

役員・経営管理機能部門統括）

点からの企業価値とは」
10:00〜11:40

コンサル 夏季全国研修会

2

ティング 「中小M&Aガイドラインの解説とこれからの事業承継支援」

8 月 2 1 日 13:00〜14:40 会

計

15:00〜16:40 倫理等

夏季全国研修会

2

「国の公会計の取組みについて（2020年版）」
夏季全国研修会
ダイバーシティ推進委員会研修会

財務省主計局法規課公会計室担当官

張 琴氏（社会教育研究所所長、一般社団法人ア

8 月 2 6 日 18:30〜20:30 スキル 「一人ひとりがイキイキと活躍するために〜アンコン

シャスバイアスを知る、気づく、対処する〜」

仰星監査法人

継引継ぎガイドライン」改訂検討会座長）

西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

2

「最近の職業倫理の動向について」

山本昌弘氏（明治大学教授、中小企業庁「事業承

2

ンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー兼
パートナー講師）

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
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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

「国税審判官（特定任期付職員）の募集に関する説明会」について
【大阪国税不服審判所からのお知らせ】
国税審判官（特定任期付職員）の募集に関する説明会を開催します。
参加を希望される方は、国税不服審判所ホームページから、事前に申込みしてください。
日

時

場

所

最寄駅等

①令和２年９月17日（木）

18時30分〜19時45分【ライブ中継による説明会】

②令和２年10月２日（金）

18時30分〜19時45分

大阪合同庁舎三号館13階

大阪国税不服審判所（大阪市中央区大手前１−５−63）

地下鉄谷町線「天満橋駅」から徒歩２分
京阪本線「天満橋駅」から徒歩３分

連 絡 先

大阪国税不服審判所

申込方法

国税不服審判所ホームページの「募集説明会参加申込みページ」から申込を行ってください。

管理課総務第１係

TEL 06−6943−0370（代）

※１

入庁時は、身分証（顔写真付）の提示が必要となります。

※２

①の募集説明会は、東京にある国税不服審判所本部において開催する募集説明会の模様をライブ中継する
予定としております。

国税不服審判所では、弁護士、税理士、公認会計士などの高度な専門的知識や経験等を有する方を国税審判官（特定
任期付職員）として募集しています。

１．職務内容
国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理及び議決書の作成等

２．応募条件
（１）弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授又は准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経
験を有すること
（２）職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること

３．募集の概要
（１）採用形態

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下、「任期付職員法」）に基づき、
常勤職員の国家公務員として採用

（２）採用人数

15名程度

（３）採 用 日

令和３年７月10日（予定）

（４）任用期間

採用日から２年間又は３年間（更新の可能性があります。）

（５）勤 務 地

全国の国税不服審判所支部又は支所のいずれかに配属

（６）給

任期付職員法に基づき支給（年収840万円程度から1,020万円程度を予定）

与

４．応募方法等
※応募期間は、令和２年８月３日（月）から10月23日（金）までです。
国税不服審判所ホームページ（https://www.kfs.go.jp）から所定の履歴書をダウンロードし、所要の事項を記入
の上、下記の宛先に書面にて提出してください。（資格証明書類も添付必要。）
≪書類の提出先・お問い合わせ先≫
国税不服審判所 管理室総務係
〒100−8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL 03−3581−4101
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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

3,586

35

3,621

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

902

計

合計

944

4,565

（2020年６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）
芝野

祐二

幹也 （会

員）

横田

あゆみ（四号準会員）

奥田

裕司 （会

員）

秋山

陸央 （四号準会員）

河村

麻苗 （会

員）

飯島

賢祐 （四号準会員）

山下

真由佳（会

員）

溝畑

克真 （四号準会員）

井上

七海 （四号準会員）

黒澤

健太 （四号準会員）

音川

遥海 （四号準会員）

中川

彰

音川

悠真 （四号準会員）

中村

菜穂子（四号準会員）

川口

将輝 （四号準会員）

森本

彰

小山

弥

（四号準会員）

山田

慶裕 （四号準会員）

佐伯

穣

（四号準会員）

渡辺

美里 （四号準会員）

高橋

慎弥 （四号準会員）

６月24日付

裕子 （会

員）

会員名簿記載事項の変更

６月８日〜29日

【事務所】

宏美 （会

員）

瀧本

雅文 （会

員）

佐野

伸輔 （会

員）

鷲見

光博 （会

員）

鶴身

将人 （会

員）

転入者
克彰 （会

員） 兵 庫 会 よ り

辰己

由真 （会

員） 兵 庫 会 よ り

山田

健二 （会

員） 京 滋 会 よ り

常川

陽介 （会

員） 東 京 会 よ り

西田

圭児 （会

員） 兵 庫 会 よ り

豊田

圭亮 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

員）

中礒

亜由美（会

員）

大塚

康裕 （会

員）

桝井

康弘 （会

員）

栗栖

正倫 （会

員）

松谷

隆之 （会

員）

國分

博史 （会

員）

宗像

宏治郎（会

員）

児玉

文人 （会

員）

山本

恵二 （会

員）

西

貢平 （会

員）

岡林

誠

西尾

朋且 （会

員）

芝野

祐二 （四号準会員）

転出者

山添

清昭 （会

員）

南

仁杰 （四号準会員）

播磨

宏美 （会

員）

江口

慧

大掛

大塩

佑

（会

員）

杉江

智恵子（四号準会員）

亀井

廉幸 （会

員）

（四号準会員）

（四号準会員）

【自宅】
進悟（会

員）

小戸

稲垣

誠二 （会

員）

佐段田

乾

孝太郎（会

員）

津野

大谷

祐輔 （会

員）

水野

岡部

隆昭 （会

員）

亀田

明宏（会

員）

角野
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学

６月８日〜29日

赤井

健一 （会

久米田

（四号準会員）

池田

梅林

一ノ宮

（四号準会員）

【事務所・自宅】

入会者
赤木

６月24日付

田中

勝之 （会

６月８日〜17日
員） 兵

庫

会

へ

浩之（会

員） 兵

庫

会

へ

小嶋

良樹 （会

員） 兵

庫

会

へ

俣木

幸子 （会

員） 兵

庫

会

へ

田中

謙吾 （会

員） 東

京

会

へ

油良

俊寛 （会

員） 兵

庫

会

へ

原田

慎也 （四号準会員） 中

国

会

へ

久保田

（会

員）

晴菜（会

員）

友邦 （会

員）

退会者

伸也 （会

員）

真之 （会

員）

藤井

鉄雄 （会

員） ４ 月 1 8 日 付

死

晃広 （会

員）

鈴木

康修 （会

員） ６ 月 2 4 日 付

業

平谷

嘉也 （四号準会員） ６ 月 1 5 日 付

除

亡
務

廃

止
名

事務局だより

健一
汲田

【慶事】・準会員

・会員 矢頭 昇氏（兵庫会）
2020年６月14日ご逝去 満87歳
・会員 尾田 昌信氏（兵庫会）
2020年６月22日ご逝去 満84歳
満71歳
川端 茂樹氏
2020年７月20日ご逝去

【弔事】・会員

・会員 柴田 洋氏のご尊父 定衛様
2020年７月９日ご逝去 満90歳
・会員 和田 稔郎氏のご尊父 義守様
2020年７月19日ご逝去 満87歳

【寄贈図書】

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領 連結あり 2020年版
新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
作成要領 連結なし 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
■四半期報告書作成の手引き 2020年第１四半期版
四半期連結財務諸表を作成している会社用
四半期報告書作成の手引き 2020年第１四半期版
四半期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

﹁ｗｉｔｈ コロナ﹂や﹁ａｆｔｅｒ コロナ﹂︑﹁ニュー

ノーマル﹂も日常的な言葉として浸透してきました︒緊

急事態宣言の発令が３月決算の期末残高監査の時期と重

なり公認会計士の業務にも大きな影響を及ぼし︑現在も

引き続きテレワーク対応などで影響は続いています︒こ

のように︑公認会計士の業務の進め方や環境に大きな変

化が生じており︑新たな生活様式へ順応していくことに

迫られています︒そのため︑近畿Ｃ・Ｐ・Ａ・ニュースで

は︑４月以来︑﹃緊急！コロナ対応﹄や﹃緊急事態宣言

下での期末残高監査の経験﹄など企画記事を掲載するこ

とで︑公認会計士として活躍される皆様にニューノーマ

ル対応のヒントにしていただければと取り組んでおりま

す︒また︑今月号からは︑連載で日本公認会計士協会近

畿会の各委員会の活動状況も掲載しています︒

ニューノーマル対応として︑﹁テレワーク﹂や﹁リ

モートワーク﹂も急速に浸透しています︒今月号ではこ

のテレワークに関して﹁あえてテレワークに物申す﹂と

題して︑テレワークについて考えさせられる興味深い寄

稿記事を掲載しています︒今まで直接︑見て︑聞いて︑

感じることで得られていた 暗黙知 が︑テレワークで

は得られにくくなっているのではないかという問いかけ

です︒暗黙知が日本企業の創造性を形作ってきた源泉で

あり︑また︑公認会計士が監査を進める上でも非常に重

要な要素でもありました︒テレとリアルをうまく使い分

けて︑従来の枠にとらわれない新たな形を創造していく

ことが重要であるとの提言です︒ニューノーマル時代を

賢く切り開いていける重要なポイントになると感じま

植村達生︶

す︒是非こちらもご一読いただけますと幸いです︒

︵会報部
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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

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

TEL：06-6271-0400
（ FAXの場 合 ）06-6271-0415
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会報部
クラボウアネックスビル２階

研修会のご案内（2020年８月〜９月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会が延期または中止となる場合もあります。あらかじめご承知おきください。
先着順でお申し込みを受付し、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。
近畿会主催研修会
2020年９月１日(火) 18:30〜21:00

研修コード 履修単位

不正事例研究 組織内会計士委員会セミナー

3192

3

会計不正と実務対応（100社事例分析）

企

画 組織内会計士委員会

健也 氏（公認会計士・EY新日本有限責任監査法人）
質疑対応：坂井 俊介 氏（公認会計士）、西村 強 氏（公認会計士）
会 場 近畿会研修室
定 員 60人
講

師 安福

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

2020年9月1日（火）、9月14日（月）両日とも18:30〜20:30

※15分前にログイン

研修コード

スキルアップセミナー

9101 各2単位
合計4単位

テクノベート時代に起きる企業戦略の変化

申込締切：8月17日（月）
※定員を超えたお申込
みがあった場合、受
講動機を記載された
方を優先してお申込
みを受付けさせてい
ただきます。
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

〜顧客ビジネスの未来を共創する〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 渡辺

会

場 Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。

履修単位

祐介 氏（株式会社グロービス講師）
定

員 25人

当研修は、経営視点で競争戦略を考え抜き、ストラテジック・マインドを醸成することをコンセプトとしてい
ます。VUCA時代の環境変化によって、企業のビジネスモデルや提供価値にどんな変化が起きるのか、ディス
カッションを通して経営環境分析や戦略立案を行うための基本概念や主要論点を基礎から体系的に押さえるこ
とを目的とします。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うディスカッション形式で研修を行うため、各回受講前の事前学習を前提として
進めて行きます。（この研修会は、3月7日に実施予定だったものの、新型コロナウイルスの影響で中止になった研修をオンラインで実施
するものです）
学習内容は前編・後編と分けており、両日参加を前提とします。

2020年９月９日(水) 18:00〜21:00

研修コード 履修単位

スキルアップセミナー

9301

創造力強化研修

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

〜クリエイティブシンキングのためのマインドとスキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 上垣

会

場 Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。

3

重浩 氏（株式会社インソース講師）
定

員 40人

本研修では、新しいアイデアを生み出し、それを価値創造へとつなげるためのクリエイティビティ（創造力）を身につけていただきま
す。新商品開発や販売促進などの企画職に携わる方だけでなく、組織の課題解決をしていくうえで必要なスキルです。
創造力を強化するために「ゼロベースで考える」マインドを持ち、２つのスキル「課題設定力」「発想力」を身につけます。これらの要
素を講義で学んだうえで、実践的なケーススタディを通じて、得られた知識を活用できるようになることを目指します。
（この研修会は、3月24日に実施予定だったものの、新型コロナウイルスの影響で中止になった研修をオンラインで実施するものです）
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近畿会主催研修会
2020年９月９日(水) 18:30〜21:00

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会セミナー

5199

3

コロナショックから学ぶ経理部門におけるテレワークの現状と課題
企

画 組織内会計士委員会

講

師 中田

会

場 近畿会研修室 ※コロナウイルスの影響により、リモートまたは中止の場合あり

清穂 氏（有限会社ナレッジネットワーク 代表取締役、公認会計士）
定 員 60人

新型コロナウイルスの感染拡大で、出社自粛要請を受けて、他の部署がほとんど出社しない状況で、決算業務を行う必要のある財務経理部門
だけが、出社して作業をせざるを得ない実態がありました。財務経理部門だけが出社して決算作業をしなければならない原因は複数ありま
す。本セミナーでは、財務経理部門でテレワークが円滑にはできない、様々な原因を整理して、その原因ごとに対応方法や考え方を解説しま
す。最新のIT知識を生かす、組織と業務フローの変革など、財務経理部門にテレワークを根付かせるために役に立つ内容となっております。

2020年９月10日(木) 18:30〜21:00

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会セミナー

2102

3

収益認識に関する会計基準について
企

画 組織内会計士委員会

講

師 中田

会

場 近畿会研修室 ※コロナウイルスの影響により、リモートまたは中止の場合あり

清穂 氏（有限会社ナレッジネットワーク 代表取締役、公認会計士）
定 員 60人

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

2020年９月29日(火) 18:30〜20:00

研修コード 履修単位

キャリアデザイン・ワークショップ2020（第１回）「市議会議員」
企

画 中堅・若手会計士委員会

講

師 萩原

会

場 近畿会研修室 ※コロナウイルスの影響により、リモートまたは中止の場合あり

佳 氏（茨木市市議会議員、公認会計士、税理士、H＆H合同会計事務所 代表）
定 員 60人

9201

2

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

「キャリアデザイン・ワークショップ2020」の今回のテーマは「市議会議員」です。
市議会議員というとどこか遠い存在のように感じる方もいるかもしれませんが、自らの政策立案力や実行力で地域社会の未来を切り開く
仕事に魅力を感じる方が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
講師として登壇いただく萩原佳氏は、2017年1月に39歳で茨木市議会選挙に出馬し初当選。現在も市議会議員として活躍されていま
す。本研修では、立候補から当選までの経験談、市議会議員の実状、市議会議員が若手会員の現実的なキャリアの選択肢の１つになりえ
るのかといった普段聞けない会員向け研修会ならではの内容をお話頂きます。

関西地区三会共催研修会
2020年９月14日(月) 13:30〜16:30

IFRSセミナー（第１回）

研修コード 履修単位

2103

3

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

画 国際委員会

講

師 高井

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

大基 氏（EY新日本有限責任監査法人）、柏岡 佳樹 氏（EY新日本有限責任監査法人）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

近年のM&Aの活性化を受け、日本のIFRS適用企業においても多くのM&Aが行われています。また、コーポレートガバナンス強化への
取り組みとして役員報酬体系の見直しを行う企業も多くみられます。このような状況の中、企業結合と株式報酬の会計基準を理解するこ
との重要性がより一層高まっています。本研修では、IFRS第3号「企業結合」及びIFRS第2号「株式に基づく報酬」に関する基礎知識の
習得を目指す方を対象に、各基準の基本的な考え方を中心に、実務的な論点も踏まえて解説します。（この研修会は、3月6日に実施予
定だったものの、新型コロナウイルスの影響で中止になった研修を改めて実施するものです）
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関西地区三会共催研修会
2020年９月19日(土) 13:00〜15:30

研修コード 履修単位

第22回各士業女性合同研修会
基

調

講

9301

演：「コロナ時代の顧客の心のつかみ方」

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

各士業からの発表：「各士業における新型コロナウイルス感染症の影響」
企

画 近畿会 ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

講

師

会

場

その他

〆

切

3

大阪弁護士会・全国司法書士女性会・大阪府社会保険労務士会・全国女性税理士連盟
日本弁理士会関西会・日本女性法律家協会
基調講演：平田 進也 氏（株式会社日本旅行）
各士業よりの発表：北山 久恵 氏（日本公認会計士協会近畿会）他各士業より１名づつ
Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。
研修会後（15:40〜16:30）にZoomブレイクアウト機能を使用し、オンラインでグルー
プに分かれ懇親会を実施します。
※懇親会へのご参加は女性会員のみとさせていただきます。
８月31日（月）※なお、研修会、懇親会とも、申込人数によりお断りさせていただくことがあります。

（基調講演）（株）日本旅行のカリスマ添乗員であり、日経新聞等、多くのメディアにその営業手法が取り上げられている平田進也氏
に、コロナ時代の顧客の心のつかみ方、顧客の心の壁を壊すコツ（相手の懐に入り込む極意）をお話しいただきます。
（各士業より発表）新型コロナウィルス感染症によるの各士業の業務への影響と対応につき、報告します。

DVD研修会
2020年８月28日(金) 前半：13:00〜14:40／後半：15:00〜16:40

税 務 本部税務業務部会・近畿会共催

研修コード

DVD研修会

4402 各2単位
合計4単位

「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務

CPEオンラインでeラーニングの受講（無
料）もできますので、
そちらも是非ご利用く
ださい。

〜運用後２年を経て見えてきた落とし穴とその対処法〜

企

画 税制・税務委員会

講

師 鎌倉

会

場 近畿会研修室

靖二 氏（不動産鑑定士）
定

履修単位

員 70人

その他 前半・後半の２回、CPE受け付けをします。
2020年1月28日開催 本部税務業務部会研修会（第73回）収録

研修会開催（参加）にあたっての留意事項
【近畿会研修室で受講される場合】
①発熱・咳・倦怠感・息苦しさがある場合、来会はご遠慮ください。
②来会、受講時にはマスクの着用をお願いいたします。
③研修室入室時に入口にて赤外線式体温計で検温をおこないます。
④研修室入室時にはアルコール消毒液での消毒をお願いいたします。
⑤三密を回避するため、室内の換気や座席間隔等の調整をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
⑥三密を回避するため、近畿会研修室の定員を1/3といたしますので、近畿会研修室での研修会受講をご希望の場合は、
必ず受講申込みの上ご参加ください。お申込がない場合、受講をお断りする場合があります。
【リモートで受講される場合】
①リモート参加には近畿会からの招待メールが必要ですので、必ず受講申込みをお願いいたします。
②リモート参加の場合も近畿会で受講確認を行いますので、CPE単位を自己申告していただく必要はありません。
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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。
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kinki@jicpa.or.jp

36

AUGUST 2020

18648

編集人：山添 清昭

