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第54回の日本公認会計士協会近畿

２．物故者に黙祷

時点で出席したと看做される委任状

会の定期総会が、近畿会の研修室に

2019年４月１日から定期総会当日

提出による総会出席者は900名であ

おいて2020年８月26日（水）14:00

までに逝去された会員に対し、出席

り、本日の出席者40名を加えると

定刻より開催されましたので、会員

者全員による黙祷が捧げられました。

940名となるため、総会開催に必要
となる議決権を有する会員および２

の皆様にその概要を報告いたしま
す。本年度は、コロナ禍の影響もあ
り、近畿会の研修室での開催となり
ました。

Ⅰ．定期総会（14:00〜16:35）

３．議長の指名及び定足数報告

号準会員の５分の１以上の出席があ

総会議事に先立ち、近畿会規約第

ることから、本総会は有効に成立し

16条の２第１項の規定に基づき、北

ている旨の報告があり、その後、総

山久恵会長より議長に遠藤尚秀会員

会で予定されている報告・審議が開

が指名されました。

始されました。

司会進行は谷間薫総務部副部長が担

また、近畿会規約24条の規定に基

当し、式次第に従い実施されました。

づき、議事録署名人に佐藤眞治会員

４．報告事項

と岩井正彦会員が指名されました。

（１）第54事業年度事業報告及び業

１．開会宣言
廣田壽俊副会長による第54回定期
総会開会の宣言が行われました。

近畿会規約第21条第２項及び第３
項の規定により、遠藤尚秀議長か
ら、議決権保有者3,701名に対し現

務に関する報告の件
各部・各委員会の第54事業年度の
事業及び会務に関する活動状況につ

日本公認会計士協会近畿会 第54回定期総会報告
会報部

いて、適宜、各部委員会を担当する
副会長より報告が行われました。

・安井康二副会長
広報部、公会計委員会、国際委員
会、ダイバーシティ推進委員会、

・後藤紳太郎副会長

中堅・若手会計士委員会
・洪

会、社会保障委員会

・廣田壽俊副会長

（２）慶弔細則の一部改正に関する
報告の件
近畿会の慶弔細則を改正（2020年
１月10日定例役員会にて承認）をし

５．審議事項
審議に先立ち、遠藤尚秀議長よ
り、現時点で総会出席者は本人出席

経理部、厚生部、地区会部、税
制・税務委員会、経営委員会

清昭

誠悟副会長

研究・CPE研修部、非営利会計委員
・安原徹副会長

山添

た件について、報告が行われました。

会員業務推進部、IT委員会、近
畿会改革推進特別委員会

部長

議長より、上記の各報告に関連し

者40名、既述の書面議決権提出者

て質問を求めたところ、出席者によ

900名との合計940名であり、本日の

る質問はありませんでした。

議案は近畿会規約第23条第１項によ

総務部、会報部、監査会計委員

り出席した会員及び２号準会員の過

会、組織内会計士委員会

半数を持って決することになってい
る旨の説明がなされました。
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トの削減を目的として、総会の議決

革の推進を継続したい旨の回答があ

権行使に電子的方法を導入すること

りました。

とし、近畿会規約に所要の変更を行

上記の質疑応答後、遠藤尚秀議長は

監査報告が行われ、業務並びに予算

うこととする旨の説明が行われました。

出席者に対し賛否に関する挙手を求

の執行は近畿会規約に従い、総会並

当議案に関する質問として、「本

め、書面決議による賛成者904名

びに役員会の決議に基づき誠実に行

部も改正になっているのか」との意

（反対７名）と併せ、賛成多数によ

われており、また、第54事業年度の

見があり、小松野悟総務部長より、

り本議案が承認可決されました。

財務諸表等は本会の損益及び財産の

本部でもすでに改正されている旨の

状況を適切に示しているものと認め

回答がありました。

第１号議案

第54事業年度

財務諸

表等承認の件
監事を代表して松山治幸監事より

第４号議案

第55事業年度

正味財

上記の質疑応答後、遠藤尚秀議長

産増減に関する予算書

その後、髙見勝文経理部長より、

は出席者に対し賛否に関する挙手を

（案）及び資金調達、

第54事業年度の財務諸表等の概要に

求め、それぞれ第２号議案に関する

設備投資及び特定資産

ついてスライドを用いて、前年との

書面決議による賛成者905名（反対

に係る予算書（案）承

対比、予算との対比等について説明

６名）、賛成多数により本議案が承

認の件

があり、当期経常増減額は予算より

認可決されました。

る旨の監査報告がなされました。

髙見勝文経理部長より正味財産増
減に関する予算書（案）及び資金調

も損失額は減少したものの、前年度
15百万円のマイナスから31百万円の

第３号議案

プラスとなったこと、また、各部・

第55事業年度

事業計

画（案）承認の件

達、設備投資及び特定資産に係る予
算書（案）に関する概要説明があり
ました。

委員会において計画された事業活動

北山久恵

の実施に努めた結果、予算執行率

会長より、

当議案に関する出席者からの質疑

は、新型コロナウイルスの影響等も

第55事業年

はなく、遠藤尚秀議長は出席者に対

あり、67.0％となった旨、報告がな

度のスロー

し賛否に関する挙手を求め、書面決

されました。

ガン・基本

議による賛成者903名（反対８名）

方針、重点

と併せ、賛成多数により本議案が承

はなく、遠藤尚秀議長は出席者に対

施策、各部・

認可決されました。

し賛否に関する挙手を求め、書面決

各委員会の

議による賛成者906名（反対５名）

事業計画について概要説明がなされ

６．会員褒賞報告

と併せ、賛成多数により本議案が承

ました。

（１）近畿会褒賞細則第２条第１項

当議案に関する出席者からの質疑

認可決されました。

当議案に関して、「昨年度の反省
に立って今期の方針を示してはどう

第一号による褒賞（永年業務
褒賞）

第２号議案 日本公認会計士協会近畿

か」という質問や「北山イズムを出

公認会計士登録の期間が通算して

会規約の一部改正（案）

してほしい」の意見があり、北山会

30年以上であり、かつ満80歳以上に

承認の件

長より、今年度は、コロナ禍の影響

して公認会計士として近畿会の発展

小松野悟総務部長より、現在、地

もあり事業計画そのものの見直しは

に貢献された下記13名の会員に対し

域会総会の招集通知及び出席できな

していないが、多様な価値観を持つ

て、近畿会褒賞細則第２条第１項第

い者の議決権行使は書面にて行うこ

優秀な人材が活躍できる魅力ある業

一号による褒賞を行う旨の報告が、

ととしているが、昨今のインターネッ

界にするためのイノベーションの推

北山久恵会長よりありました。表彰

トの普及状況等も踏まえ、会員等の

進として、ダイバーシティ＆インク

状と記念品の贈呈は郵送で行うとの

議決権行使の機会の充実と運営コス

ルージョンの推進、近畿会の会務改

説明がありました。
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上村

恭一会員、大倉雄次郎会員、

岡田

孝次会員、小林

躋造会員、

島井

章吉会員、辰巳

忠次会員、

近畿会の部・委員長（副部・委員

土屋

佳彦会員、津野紀代志会員、

長含む）に通算10年在任した下記４

樋口

秀和会員、平田

育也会員、

名に対して、近畿会褒賞細則第２条

Ⅱ．協会本部会務報告

宮田

要会員、湯川

尚彦会員、

第１項第三号による褒賞を行う旨の

（16:45〜17:15）

横手

恒夫会員

（３）近畿会褒賞細則第２条第１項
第三号による褒賞

後藤紳太郎副会長より、閉会の挨
拶があり、近畿会の定期総会は、終

報告が、北山久恵会長よりありまし

（２）近畿会褒賞細則第２条第１項

01

了しました。

日本公認会計士協会

手塚正彦会

た。表彰状と記念品の贈呈は郵送で

長より、録画による協会本部活動の

行うとの説明がありました。

報告がありました。

第二号による褒賞
近畿会の役員に通算10年在任した
下記４名の会員に対して、近畿会褒

岩井

正彦会員、常田

梨岡英理子会員、吉永

英貴会員、
徳好会員

賞細則第２条第１項第二号による褒
賞を行う旨の報告が、北山久恵会長
よりありました。表彰状と記念品の
贈呈は郵送で行うとの説明がありま
した。
田中久美子会員、南方

得男会員、

安井

清昭会員

康二会員、山添
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EMERGENCY MEASURES BEING TAKEN
１．研友会とは

皆様、こんにちは
ご存じの方もおられるでしょう

研友会（http://www.kenyukai.org/）

２．新型コロナウイルス感染症の
流行に対する対応策の検討

が、独立した公認会計士の多くが入

は、一般社団法人の法人格を有する

２月後半からの新型コロナウイル

会している一般社団法人研友会（以

1988年４月に設立された団体で、大

ス感染症の流行に伴い、研友会でも

下、研友会とします。）の組織部長

阪国税局管内で税理士登録をしてい

３月のイベントが中止になるなど影

を拝命しております衣目成雄（ころ

る50歳以下の公認会計士で構成され

響が出始める中、懸念されたのは６

めなるお）と申します。

ている団体です。主として研修会等

月の定時総会が開催できるかどうか

今回、近畿会の原稿募集を拝見し

を通して大阪国税局及び各税務署と

ということでした。

て、コロナ禍における研友会定時総

の交流を図り、また各種イベントを

公認会計士協会とは異なり任意団

会の対応について、紙面をお借りす

通して会員相互の交流を図ってお

体となります。しかし、一般社団法

ることにしました。

り、定時総会（講演含む）は毎年６

人ですので、法令上定時社員総会を

月に100人超の参加者をもって行っ

開催しないということはできませ

てきていました。

ん。法令および定款に則って事務を

緊急！コロナ対応 任意団体編

〜コロナ禍における研友会定時総会（6月）の対応〜
衣目

成雄

行う必要があるため、まずは法令

一方で定時会員総会は法令に基

員の選任総会でもあり、本来であ

および定款とにらめっこして、問

づかず、定款に基づいた任意の会

れば林 修一会長や山本邦人事務局

題のない定時社員総会の開催方法

議ですので、こちらはなるべく出

長がこれから２年間どのような方

がないかどうかを模索しました。

席してもらわず、最低限の人数で

針で研友会を運営していくのかお

また、研友会は創立メンバーを中

開催することになりました。

披露目すべき総会だったのです

心とした社員と、その社員を含む

が、なるべく出席してもらわない

も同時に開催しています。こちら

３．なるべく出席してもらわない
ことに対する問題点

も定款に則って問題の無い開催方

さて、なるべく出席してもらわ

会員がいますので、定時会員総会

法を模索しました。

ないと決めたのはいいのですが、

その結果、定時社員総会には委

これが逆に研友会に対する会員の

任状をいただいて、なるべく出席

関心の低下、ひいては研修や各種

していただかないようにするとい

イベントへの参加者の大幅な減少

う、この記事を執筆している現時

を招くのではないか、という問題

点では当たり前の対応が決められ

点が出てきました。

たのでした。
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実は今回の総会は任期２年の役

18682

ことになったため、会員に知って
もらう機会がなく研友会への関心
の低下が懸念されました。

４．問題点の解決案（準備段階）

確認したところまでは万全でした。

そこで、手探りで検討した結果、

下の会員しかできない、税理士登録
をしている公認会計士の中では若い

Zoom®によるライブ中継を行うとい

５．問題点の解決案（当日）

方が多い団体ですので、このコロナ

うことになりました。ただし、様々

そして総会当日…トラブルです。

禍における定時総会の開催におい

な制約から、Zoom を通じた議決権

用意した外部接続の指向性マイク

て、常識的な範囲の中で機動的な決

行使とまではいかなかった点は今後

では発言者の音がうまく拾えなかっ

定ができたのではないかと思ってい

の課題です。また、緊急事態宣言が

たのです。

ます。

®

どこまで続くのか不明な中、大阪国

それもそのはず、会場全体の音響

税局税理士監理官様の総会へのご臨

を考えたスピーカーからの音声が上

席（ご視聴）・ご挨拶自体もZoom®

から降りてくるのですが、そのマイ

を通じて行うことになるなど、他の

クは会議を前提にした前方からの音

団体にはない試みも行いました。

を拾う仕様でした。
司会と議長の場所が異なることか
らカメラを移動させながら、別接続
のマイクも移動させることは不可能
で、音が聞き取りにくいライブ中継
となってしまったのです。
役員の一部という限られた出席者
で想定していなかった事態に対応で

このために、当事務所の環境整備

きず、反省しきりでした。

もかねて外部カメラやマイク、そし
て各種ケーブルなどの準備を行い、

やGoogle Meetを活用して出席でき
ない役員もライブ視聴はできるよう
に試みています。
一般社団法人や任意団体の定時総
会等このコロナ禍でお悩みの方も多

６．最後に

ライブ中継に参加する方のリストも

このように、コロナ禍における研

整え、Zoom への事前接続テストも

友会定時総会の対応をつらつらと書

できて、会場での設置状況も事前に

きましたが、研友会の役員は50歳以

®

毎月ある役員会においても、Zoom®

いかもしれません。
このような駄文がお役に立ちまし
たら幸いです。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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広報部長の宮口亜希です。いつも

ハロー！会計オンラインの開催

師の桂真理子副部長が適宜参加者に

広報活動にご理解、ご協力いただき

ハロー！会計は、小学生、中学生

声かけをし、チャット機能を使って

に会計や公認会計士のことを楽しみ

リアル開催さながら終始楽しくイベ

さて、年初から始まった新型コロ

ながら学んでもらうイベントで、毎

ントが進み、無事に終えることがで

ナウイルス感染症拡大は未だ終わり

年夏に近畿会研修室でリアル開催を

きました。引き続き、第２回目も進

を見せることなく、日々の感染者数

行ってきましたが、今年は９月27日

めていきたいと考えています。

の発表に一喜一憂している状況が続

（日）に初のオンライン開催を試み

いています。会計士業界でも、監査

ました。当日は全国から63名の小学

SNS広報『近畿会ゆる広報部』

の繁忙期をITツールを駆使しなが

生が参加してくれました。リアル開

３月から、ゆるく、わかりやすく

らリモートワークで乗り切るとい

催では広報部サポーターが参加者の

公認会計士の仕事を紹介する企画

う、これまで経験したことのない状

表情を見ながら授業を進めていくこ

『ゆる広報部』の活動がスタートし

況に直面しました。

とができますが、画面越しだと参加

ています。対象は公認会計士のこと

者との双方向のコミュニケーション

を知らない中高大学生とし、Twitter、

が取りづらいのでは？と考えていま

noteというSNS媒体を利用し、公認

したが杞憂にすぎませんでした。講

会計士の仕事内容、試験制度、若手

ありがとうございます。

このような状況下、広報部の活動
も大きく変化しました。

コロナ禍における広報部の活動について
広報部

のインタビュー等を発信しています。
この企画はコロナ禍だから始めたとい
うものではないのですが、対面での制
度説明会等が軒並み中止になってし

▪公認会計士の１日
〜監査法人
▪2019年

若手編〜

公認会計士試験合格者

データ

部長

宮口

亜希

説明会等、集合型のイベントが中止
を余儀なくされました。終わりの見
えないこのコロナ禍、ITツールを
駆使したオンラインによる実施等、

まっている今、『ゆる広報部』は頼み

▪自分が変わりたい時に思い出して

Withコロナの時代に沿った形で広

の広報企画となっています。が、なか

ほしい「公認会計士」という職業

報活動も変革に向けてのチャレンジ

なか閲覧者数が増えていないので、み
なさまぜひご一読いただき、お知り合
いの若者、学校関係者等に周知いただ
ければありがたいです。
これまで配信した記事は以下のと
おりです（９月末現在）。
▪公認会計士の１日〜働くママ編〜
▪「公認会計士」きほんの「き」、
きほんの「ほ」、きほんの「ん」
▪７月６日は『公認会計士の日』
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今後の活動

す。発想力豊かで、かつ実行力のあ

前記の企画は引き続き継続して参

る副部長、部員、サポーター、そし

りますが、毎年、公認会計士の日近

てITに強くて頼りになる事務局メ

くに開催している外部向け研修や、

ンバーとともに引き続き、検討、推

大学の入学式を皮切りに始まる制度

進して参りたいと考えております。
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中堅・若手会計士委員会は、中

シニア、スタッフを講師としてお招

の開催もできず、また、委員会メン

堅・若手会計士を中心とした研究活

きし、2019年の公認会計士試験合格

バーは監査法人勤務が多く、４月５

動及び交流活動の企画運営を行う委

者も参加できる時期と思い、2020年

月は監査法人の繁忙期ということも

員会です。中堅・若手とは厳密では

２月27日に実施する予定でした。し

あり、６月中旬まで委員会活動は実

ないですが、40歳までと定義してお

かし、皆さんご存知のとおり、2020

施できませんでした。委員会は、監

ります。そんな私ですが、40歳をか

年２月下旬新型コロナウイルスの感

査法人の繁忙期後である6月下旬に

なりオーバーしておりますが。

染拡大を受け、２月27日のキャリア

実施しました。しかし、新型コロナ

さて、2020年３月までの事業年度

デザイン・ワークショップは中止と

ウイルスの影響により、オンライン

は、2019年７月から定期的に委員会

なりました。参加を予定されていた

での開催となりました。オンライン

活動を実施し、委員同士との交流や

方や講師の皆様にはご迷惑をお掛け

の開催ということでしたが、その点

研修の準備をしておりました。事業年

し申し訳ありませんでした。2021年

中堅・若手を中心とした委員会メン

度の第１回目の研修であるキャリアデ

３月に同様のテーマで開催を予定し

バーということもあり、システム的

ザイン・ワークショップを実施する予

ておりますので、是非皆さんのご参

なところは問題なく実施することが

定でした。テーマは「監査法人での

加をお待ちしております。

できましたが、活発な議論とまでは

キャリア」ということで、各監査法

その後、新型コロナウイルスの拡

人からパートナー、マネージャー、

大の影響により３月から委員会自体

いかず、オンライン会議でのファシ
リテーターの重要性を痛感しました。

コロナ禍での委員会活動（中堅・若手会計士委員会）
中堅・若手会計士委員会

オンライン会議では、当然同じ空
間にいないことによる弊害を感じて

委員長

谷間

薫

施するためのスキルは益々必要にな

けの厚生イベントを実施したいと考

ると思っております。

えております。こちらについても是

おります。例えば相手の顔が十分に

当年度の委員会活動ですが、キャ

非ご参加ください。コロナ禍での委

見えないことによるミスコミュニ

リアデザイン・ワークショップ2020

員会活動は誰も経験したことがない

ケーション、誰かがしゃべった後の

（第１回）として、９月29日（火）

ですが、中堅・若手らしくデジタル

オンライン会議での独特の間（マ）、

に茨木市議会議員で公認会計士の萩

を積極的に活用し、委員会活動を今

全体の一体感が生まれない、発言者

原佳氏を講師にお迎えして実施いた

後も行っていきたいと思います。

が偏る等です。そのため、当委員会

しました。こちらは対面での研修に

中堅・若手委員は、監査法人・独

では、参加者は最低でも１回は発言

加えてオンラインでの参加も可能と

立している公認会計士・組織内会計

してもらうようにしておりますが、

しました。今後も対面とオンライン

士等様々な委員が在籍しており、活

それでも全体の一体感、とまではい

を併用したキャリアデザイン・ワー

発に委員会活動を実施しておりま

かない状況です。今後、協会活動だ

クショップを実施していく予定です

す。興味のある中堅・若手の公認会

けでなく、ビジネスの場面でもオン

ので、是非ご参加ください。それ以

計士の方は是非委員会にご参加くだ

ライン会議は主流になってくると思

外にも当年度は研究活動を行いその

さい。お待ちしております。

うので、オンライン会議を有効に実

成果を発表することや中堅・若手向
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2020年８月29日（土）、ダイバー

駐車場シェアリングサービスで有名

所属で、これからのキャリアチェン

シティ推進委員会では、はじめての

なakippa株式会社の執行役員経営企

ジについて検討されているようでし

試みとして準会員会と共催し、「関

画室長としてジョインされ、同社の

た。私自身、監査法人で監査とベン

西のベンチャーで働くCPAに聞

４人目の公認会計士ということで新

チャーサポート、アドバイザリー事

く」というテーマで、公認会計士の

聞記事にもとりあげられた方です。

業部を経て昨年ベンチャー企業に転

多様なキャリアを紹介することを目

準会員、会員合わせて20名以上が集

職しているため、お話を興味深くお

的とした研修会を開催しました。お

まる中、ベンチャーイベントらし

聞きしました。

話をお聞きした株式会社Tech CFO

く、小林氏はZoomでのオンライン

oﬃce代表の松本雄大氏は近畿会の

登壇、参加者が質問投稿するとリア

講師の松本氏

ベンチャー関連のセミナーでは２回

ルタイムで画面に投影されるシステ

は、ボストンコ

目の講師であり、もうお一方の小林

ムを利用したインタラクティブな研

ンサルティング

寛之氏は株式会社トリドールホール

修会となりました。

からトーマツグ

ディングス常務取締役CFOを経て、

会場参加者の半数程度は監査法人

ループで監査とベ

ダイバーシティ推進委員会 準会員会共催研修会

「関西のベンチャーで働くCPAに聞く」開催報告
ダイバーシティ推進委員会

副委員長

吉川

和美

ンチャーサポートを経験後、独立起

そのままご活躍される選択肢もあっ

査業務からいきなり移るのではな

業という選択をされました。キャリ

たとのことですが、長く会社の成長

く、ファンドやコンサルティング会

アチェンジのきっかけは子育ての環

に携わりたいと、新たなチャレンジ

社で経験を積んだり、さらに時間外

境を考えてとのことで、地元に戻ら

をされています。

でベンチャー企業と接したりするこ

れ、現在は社外役員をされつつベン

１時間半ひっきりなしに役立つお

とが役立つとのアドバイスは、今後

チャーで働く公認会計士を増やそう

話をたくさんしていただいたのです

ベンチャー企業にかかわろうとする

と活動されています。ご自身が仕事

が、中でも特に印象的だったお話を

公認会計士にとって有用なアドバイ

としてやりたいこととライフスタイ

２つレポートさせていただきます。

スであると感じました。こうした経

ルを両立されているご様子でした。

験値をあげることにより、ベン

一方で小林氏は同じくトーマツか

１つ目は、お二方とも監査業務か

チャー企業とかかわることの適性を

らPEファンド、売上高1,000億円を

らコンサルティング業務を経てベン

判断できますし、これはというベン

こえる上場企業トリドールを経て、

チャーにかかわっておられる点で

チャー経営者に出会える可能性も高

もう一度ベンチャー企業へと転じら

す。ベンチャーへのチャレンジはエ

まると思いました。

れました。常務取締役CFOとして

キサイティングではありますが、監
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２つ目は、公認会計士が事業会社

ていくには一般的に経営経験が不足

今回の研修により、ベンチャーの

やベンチャーでどのようにバリュー

していることが多いです。その場

支援や、ベンチャーで経営側に回る

を出せるかという点です。組織内会

合、戦略コンサルティングやPE

という業務の魅力が、これからの

計士として、１）経理や管理部長と

ファンド等のキャリアを経由するこ

キャリアを考える方に伝わったので

してバックオフィスで活躍するパ

とができれば補強が可能ですが、そ

あれば大変うれしく思います。

ターン、２）監査役や内部監査人と

れが難しい場合でも、CFOとして

ダイバーシティ推進委員会では、

してガバナンスを支えるパターンは

正しい意思決定ができればよいし、

今後も会員・準会員の皆様を対象と

想像しやすいですが、３）会計の知

できる人を連れてこればよい、誰し

した研修会を企画しております。多

識を持って事業運営側に回るという

もいきなりはできないのだから、見

数の皆様のご参加をお待ちしており

選択肢もあり、３つ目は公認会計士

よう、見まねでバッターボックスに

ます。

であることは必須ではないが、会計

立ってバット

のバックボーンがあるからこそ経営

を振り続ける

のダイナミズムを感じることができ

中で成長する

る魅力的な業務だというお話でした。

ことができる

監査法人出身の公認会計士が事業

のだというお

運営側に入っていく場合、管理会計

話には大変共

を用いてコストダウンの観点からバ

感しました。

リューを出すという方法は想像がつ
きやすいですが、トップラインを作っ

2020年度

近畿会および各部・委員会行事予定（2020年10月20日〜2020年11月12日）

10.20 （火）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

11. 4（水）
近畿会改革推進特別委員会

会議室18:30〜20:30

10.21 （水）
秋季全国研修会

研修室10:00〜16:40

11. 5（木）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

11. 9（月）
会員業務推進部研修会

研修室14:00〜16:00

11.11（水）
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会研修会

研修室13:00〜16:30

10.22 （木）
秋季全国研修会
経営委員会

研修室10:00〜16:40
研修室／Microsoft Teams
18:00〜20:00

10.23 （金）
秋季全国研修会
税制・税務委員会

研修室10:00〜16:40
研修室／Microsoft Teams

11.12（木）
公会計委員会研修会（第１回）

研修室／Microsoft Teams

中堅・若手会計士委員会

研修室／Microsoft Teams

18:30〜20:30
10.26 （月）
経営委員会 CSR専門委員会

Microsoft Teams18:00〜20:00

10.28 （水）
本部中間監事監査

会議室 9:00〜17:00

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

14:00〜17:00
キャリアデザイン・ワークショップ

18:00〜20:30

※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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１．はじめに
昨年６月、会計不正の内容として

随筆）に掲載されていますので、

組は存在しません。よって内部統制

是非合わせてご覧ください。

を効果的に構築していく必要があり

はとても読みやすく、さらに関西で
執筆された書籍が出版されました。
内容が組織内会計士として役立つ

ます。
効果的な内部統制の構築をするた

２．研修の内容
<不正会計概論>

めには、各業種には特有の不正パ

ものが多かったため、ぜひとも研修

日本は意外に諸外国に比べ会計不

ターンがあることから、過去事例を

をお願いしたいと頼んだところ、講

正が多く、それはノルマや組織のプ

分析し類似業種で起こった不正事例

師３名の豪華メンバーで行っていた

レッシャーによるものが多いとのこ

を参考にして、自社で起こりうる不

だけることになり喜んでいました

とです。不正が発生するのは人間の

正シナリオを作成しこれに対応させ

が、新型コロナウイルスのため当初

弱さに組織の弱さが加わったときで

るという方法が良いと考えられます。

３月に予定していた研修が延期とな

あるため、不正の機会を与えないた

ところで、内部統制が有効に整備

りやっと９月１日に開催できました。

めの内部統制の強化が必要です。

されてそのように運用されている場

出版に関するエピソードが近畿

しかし、不正には様々な手口があ

合には不正は起こらないといえます

C.P.A.ニュース2019年12月号（リレー

ることから完全に防ぐ内部統制の仕

が、自社やグループ会社のすべての

組織内会計士委員会セミナー
『会計不正と実務対応（100社事例分析）』報告
組織内会計士委員会

副委員長

川瀬

敬義

業務プロセスがそのようになってい

に属性を設定してデー

るとは考えられず、やはり不正が起

タベースを作成し、そ

こる可能性は残ります。その場合で

の後５つの切り口に分

も、いかにして金額が小さいところ

類し各々の分類ごとに

で見つけられるようにするかがもう

小分類を設定したとこ

一つの重要なポイントです。一定金

ろ下記の傾向が見えて

額以上の不正が起こった場合、上場

きました。

企業では網羅性チェックのため類似

①業種別ではサービス

取引の調査が必要になりますが、こ

業や製造業が多いも

れには膨大な時間とコストがかかり

のの内容としてはすべての業種で

付替は請負で多い。

さらに会社の信用も傷つけることに

利益創出型と資金横領型が多い。

③発生場所は本社が４割近くを占め

②事業類型別では商品売買と建設や

るが、裏返すと過半数は本社以外

ソフトウェアの請負が多い。手口

で行われている。本社で起こる手

最近数年間に発生した不正事例

ごとの事業類型としては循環取引

口は本社以外でも比較的多く発生

を、パターン分析が可能になるよう

については商品売買で多く、原価

していた。

なり大きなダメージを被るからです。
<不正100社事例分析>
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なげられるようにしていくことが重
要です。

３．最後に
講師や質問対応を務めてください
ましたEY新日本有限責任監査法人
の坂井俊介先生、安福健也先生、そ
して現在はストロングアライアンス
合同会社でIPO準備企業の支援業務
④職階別は経営層によるもの（また

のかを考える必要があります。とこ

は経営層の指示によるもの）が５

ろで、このデータには留意点があり

割超を占め、金額規模としては長

ます。それは不正を発見できるのは

期化すると50億円以上、100億円

不正が行われていないデータと組み

以上に達するものある。

合わせることが必要ということで

＜不正事例と対応のポイント＞

す。例えば、循環取引が行われてい

製造業・請負業・卸売業・小売

る場合「売上高」と「運送費」「保

業・サービス業に分けて経営管理上

管料」の比較をすることでおかしい

の特徴やこれを受けた内部監査のポ

ところがわかりますが、この「運送

イントを説明された後に事例の紹介

費」「保管料」に不正が行われてい

をされました。

ないことが条件となるというような

ここで紹介された事例は数年間見

ことです。

つからなかったために金額が多額と

＜まとめ＞

なったこと、監査の指摘ではなく内

不正が起こらないような仕組みを

部調査で判明したものという共通点

構築するためには手数や人工やお金

があります。これらの事例について

がかかってくることとなります。そ

どのようにすれば防止できたのか、

のため経営者への説得が必要です。

そしてどのような分析をすれば早期

この説得を行う際に他社事例が良

に見つけることができたのかを解説

い材料になります。さらに他社事例

されました。

の分析により判明し

外部監査でも一定の分析を行い異

た業種ごとの傾向

常点の質問がされますが、外部監査

はさらに良い材料

は時間などの制約があるため限定的

となります。商流

になります。そのため情報を取りや

が同じだとビジネ

すく、監査に比べれば時間が多くと

スリスクも似通る

れる社内でシステムを組み合わせて

ので同じ事例が考

これらの不正発見に対応した分析を

えられるからです。

行うことが現実的です。DA(データ

この不正パター

分析)と呼ばれるものですが、これ

ンや事例を学ぶこ

を行うためにはどのようなデータが

とで不正の事前防

ありどのように組み合わせれば良い

止や早期発見につ

を行っておられます西村強先生には
お忙しい中、さらにいったん延期し
たにもかかわらず当初のメンバーで
研修をしていただきありがとうござ
いました。
私の勤務している会社ではこの本
を参考に社内資料を作成することが
あるのですが、今回の研修で理解が
さらに深まっていい資料が作成でき
そうな気がします。
なお、CPE ONLINEのeラーニン
グでは東海会で行われた研修が掲載
予定となっていますので今回参加で
きなかった方はぜひご覧ください。
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各士業女性合同研修会とは、大阪

第１部の基調講演は、

の女性士業（公認会計士、司法書

株式会社日本旅行所属、

士、税理士、社会保険労務士、弁理

カリスマ添乗員の平田進

士、弁護士）による任意団体が年１

也さんに講師をお願いし、

回開催する研修会で、今年も９月19

「コロナ時代の顧客の心

日（土）に合同研修会と懇親会を開

の掴み方」と題してお話

催しました。

いただきました。

テーマにもよりますが、例年100

皆さんの中には、平田

〜200名がリアル会場に集まるこの

さんのことをテレビやラジオでご存

「笑いは心のバリアを解く」平田さ

企画、今年はコロナウイルス感染防

知の方もいらっしゃるかもしれませ

んの行動方針、その源は幼少の頃お

止を考えると開催が難しいのではと

ん。吉本興業の芸人も真っ青なくら

父様からの教えがありました。「人

の意見もありました。ですが、皆で

いの女装をして強烈な大阪弁でツア

には喜んでもらいなさい、商売がで

話し合って、オンライン開催を決

コンをするなど、お話も行動も一回

きるようになるにはまず先に信頼関

定。ということで、史上初、Zoom

みたら忘れない印象的な方です。で

係を作ってから。」びっくりするよ

ウェビナーにより実施いたしました。

すがそれには理由がありました。

うな女装も、美味しくてコスパの良

第22回各士業女性合同研修会開催報告
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

いお食事も、普段一人では行けない

した。講演、質疑応答も時間が許す

からは北山久恵近畿会会長が登壇

珍しいお店を手配するのも、お客様

限り積極的に、額に汗をかきながら

し、公認会計士の主たる業務である

に喜んでいただくためであるとおっ

力強くお話しいただく姿はとても印

会計監査に着目した影響の数々や、

しゃっていました。そして「期待を

象に残りました。

日本公認会計士協会本部の対応な

裏切らない」ために、お客様の喜ぶ

ど、詳しい報告がなされました。こ

ことを考え、ネタを仕込み、お迎え

の研修会は複数の士業が集まってい

するのだそうです。「旅行を売るの

ることを最初にご紹介しましたが、

ではなくて、元気、コミュニケー

各士業からの報告を行うと、その業

ションを売っている」とおっしゃる

界ごとの特徴が比較できて面白いで

平田さんのお仕事ぶりから、ひたす

す。例えば、司法書士の業界では法

らお客様の喜びをかなえること、例

務局が業務ストップ、弁護士の業界

えうまくいかなかったとしても次の

第２部は、「新型コロナウイルス

では裁判所が業務ストップ、弁理士

策を考え実行することを積み重ねる

感染症への影響」について、各士業

の業界では特許庁が業務ストップ、

ことが、商売の原点のように思えま

から発表を行いました。公認会計士

税理士の業界では国税庁が各種手続
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受付延長、社労士の業界では複雑な

ングパーティ（？）さながらの部屋

上記のような内容でしたが、今回

手続で有名な雇用調整助成金の依頼

もあったりで、懇親会をきっかけに

は、研修会に247名、懇親会に68名

急増など、士業それぞれで業務が前

他士業との繋がりが生まれ、それぞ

の方が全国から参加され、オンライ

に進まない、進めにくい状況が紹介

れ自由なコミュニケーションが行わ

ン研修会の今後の可能性を感じさせ

されました。さらに、お話を聞いて

れ、楽しい時間を過ごすことができ

るものとなりました。来年度の形式

いると、各士業のクライアントのお

ました。

はまだ決まっておりませんが、今回

困りごとも具体的にわかりました。

今回は、全てボランティアメン

の経験によりリアルの良さを再認識

司法書士の業界では、不動産登記が

バーによる手作り感満載のオンライ

することにもなりました。来年度も

できないことから、相続のお客様は

ンセミナーで、運営上至らないとこ

実施いたしますので、リアルであっ

困っておられたという話もあったよ

ろも多々あったと思いますが、お気

てもオンラインであっても、皆様の

うで、私たちもクライアントの立場

づきの点についてはぜひご教示いた

ご参加をお待ちしております。

になってみて感じる問題がよくわか

だきたく存じます。そして、この経

りました。

験を次に生かしたいと思います。
また、今回の懇親

懇親会は、Zoomのブレイクアウ

会はオンラインによ

トルーム機能で８つの小部屋を作

る試みの側面を重視

り、各部屋ごとに第１部および第２

したため、女性のみ

部の感想を話し合ったり、コロナ禍

対象といたしましたが、

での対応の経験談を紹介しあった

例年はリアル懇親会

り。中には、話が弾んで「どこで開

で性別問わず参加可

業されていますか？」などのマッチ

能としております。

告知
ダイバーシティ推進委員会

アンケート ご協力のお願い
ダイバーシティ推進委員会では、会員・準会員の皆さま対象に「ワーク・ライフ・バランスとキャ
リアに関するアンケート調査

2020年度版」のアンケートを実施することといたしました。

これは2017年に実施したアンケートの更新版であり、コロナ禍での働き方などの追加項目を設け、
皆さまが日頃考え、感じておられることを確認し、公認会計士を取り巻く問題について実態を踏まえ
た検討を行うために実施するアンケートです。
アンケートの実施期間は2020年11月１日からの１か月間となります。アンケート実施の詳細は改
めて11月号近畿C.P.A.ニュース及びメールでご案内させていただく予定としております。
皆様のご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

18691

OCTOBER 2020

15

報告

REPORT

07

私の夫は父親が48歳、母親が50歳

親に代わって家事全般と妹達の面倒

挨拶に行きました。その当時でもう

の時に産まれた、4人兄弟の末っ子

を見ていました。そのため、自分の

76歳とかなり高齢で、夫から聞いて

です。高齢出産で他の兄姉とも歳が

家族ができてからも料理や子供の面

いた元気溌剌なお父さんを想像して

だいぶ離れており、みんなからそれ

倒はおとちこさんが主にみていまし

いたのですが、私の第一印象は「か

はそれは大層可愛がられ育ちまし

た。夫も大変なお父さんっこで、付

わいらしいおじいちゃん」でした。

た。夫の幼い頃の言い間違いが気に

き合っている当時から耳にタコがで

にこにこしながらゆっくりしゃべ

入ったのか、兄弟もみんな義父のこ

きるほどおとちこさんの話をよく聞

り、静かに相槌を打ってくれていま

とを「おとちこ」、義母のことを

かされました。一緒にタヌキを捕ま

した。夫が大好きで大好きで仕方な

「おかちこ」と今でも呼んでいま

えに行ったり、原付に座って一緒に

かったおとちこさんの人柄は、一目

す。私も長年慣れ親しんだ呼称なの

畑仕事に行ったり、近所の牛を見に

見ただけでも充分伝わってきました。

で、この文章ではそう表現させてく

行ったり、カブトムシを捕まえに

出会った当時は要介護ではなく

ださい。

行ったり、つくしを採ったり…

「要支援２（要介護よりは軽い状

おとちこさんは3人兄妹の長男と

2007年の春に、夫（当時は彼氏）

態）」の段階でした。少しずつです

して産まれ、戦時中、病気がちな母

との同棲をするために、夫の実家に

が杖をつきながら自力で歩行できま

『ライフサポーター KAI-GO！シリーズ』第２回

おとちこさんと共に過ごした10年間
ダイバーシティ推進委員会

委員

桂川

恵利子

した。おとちこさんの歩行のトレー

とんどしゃべれなくなり、家族のこ

ましたが、私はまだ学生だったた

ニングのために、おとちこさんと

とはまだたまに思い出すものの、私

め、夫の仕事休みのタイミングで奈

姪っ子と一緒に、プールで一緒に歩

のことは分からなくなりました。そ

良の実家に帰り、介護を手伝ってい

きました。ゆっくりですが、まだ会

して、「要支援２」からいきなり

ました。

話もできて、みんなで楽しく過ごし

「要介護５（日常生活全般で介助が

私が2010年11月に公認会計士試験

ていました。

必要な寝たきりの状態）」に認定さ

に合格し、2011年２月からあずさ監

れました。

査法人に入所しました。当時は働き

ところがある朝、起きて動けなく
なって入院し、その際にアルツハイ

昼間はデイケアに見てもらいなが

始めで右も左もわからず勤務時間も

マーと認知症の診断を受けました。

ら、夜と週末は家族で介護する日々

長くなる傾向にありましたが、それ

退院後、車椅子から落ちて骨折し、

が始まりました。おかちこさんも高

でもおとちこさんの様子を見に週末

再入院した際にパーキンソン病も

齢で思うように介助できないため、

帰れる日があればなるべく奈良の実

患っていることが判明し、その頃か

同居していたフリースクールの常勤

家に帰るようにしていました。

ら急激にできることが少なくなって

講師だった長男は、介護の送迎に間

2012年11月23日、付き合って８周

いきました。歩けなくなり、自力で

に合うよう、非常勤講師になりまし

年の記念日に入籍し、結婚式を挙げ

お風呂や排せつができなくなり、ほ

た。当時夫と私は堺市で同棲してい

ました。他の兄弟が力を合わせて奈
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良から難波の結婚式場までおとちこ

は葬式にも参加できず、翌年の１月

さんを車椅子で運んでくれました。

15日に産まれた長女をおとちこさん

また、介護を経験したメリットと

途中でおとちこさんの排せつのトラ

に見せることができなかったのが今

して、夫も私も年を取ることが怖く

ブルがあり、顔合わせギリギリの時

でも心残りです。その後、後を追う

なくなりました。少しずつ自分でで

間に夫の親族が到着し、肝を冷やし

ように、おかちこさんも2018年３月

きることが少なくなって、人はいつ

たことを今でも覚えています。もう

に突然脳卒中で倒れ、意識が戻るこ

か亡くなるということを、本当の意

ほとんど何もできず、会話もできな

となく心不全で１週間後に亡くなり

味で体感できました。想像もつかな

かったおとちこさんですが、最後の

ました。享年87歳でした。

い将来に不安を感じるよりも、現実

れるのだと思います。

新郎の父からの一言の時にマイクを

以上がおとちこさんと過ごした10

を受け入れることができたというこ

向けられ、もう何も話せないと思っ

年間です。学生の頃からずっと介護

とは、人生において大きなギフトで

たのですが「おおきに」とボソッと

と向き合う暮らしをしていました

あったのだと思います。

一言話してくれました。奇跡が起こ

が、不思議と嫌だったり、受け入れ

これから結婚を考えている人に

りました。最後の力で話してくれた

られないといった感情は生まれませ

「結婚するならどんな人がいいか」

おとちこさんも、大変な思いをしな

んでした。それは、夫からも、他の

と聞かれたときには「将来年老い

がらおとちこさんを連れてきてくれ

兄姉からも、おかちこさんからも伝

て、（排せつを含め）介護すること

た夫の家族には感謝の思いでいっぱ

わってきた、「おとちこさんが大好

を想像しても苦にならない人」と答

いです。

き」という気持ちと、何よりおとち

えています。本気でそう考えています。

その後も状況は全く変わらず、デ

こさん自身の人柄のおかげだったと

これから介護に向き合う方々に、

イケアと家を往復する生活が続いて

思います。動けなくても、排せつが

少しでも参考になれば幸いです。読

いましたが、デイケア施設で車椅子

できなくても、みんな当たり前のよ

んでいただき誠にありがとうござい

から落ちて骨折し入院生活が長く続

うに介護し、助け合い、１日でも長

ました。

きました。受け入れてくれる介護施

くおとちこさんが生

設が見つかってからは、退院後は

きていて欲しいと

ずっとそこで暮らしていました。

願っていました。美

2016年12月21日、おとちこさんは

談では済まない苦労

病院で静かに息を引き取りました。

もあったとは思いま

享年85歳でした。その日は、夫の37

すが、介護は何より

歳の誕生日でした。里帰りしていた

介護を受ける人の人

岡山で臨月の私と一緒に、夫の誕生

となりと、周囲との

日プレゼントを選んでいた時に義兄

関係性によって精神

から連絡がきました。臨月の為、私

的にも大きく左右さ

18693

OCTOBER 2020

17

. じめに
１ は
皆さん︑こんにちは︒私は︑２０１８年７月よ
りＫＰＭＧオランダのアムステルダム事務所に駐
在しています︒海外駐在には昔から漠然と興味が

桂司
前田

オランダ・アムステルダム編

あり︑このコーナーはいつも楽しみに読んでいま
したので︑今回︑自分が寄稿する機会を頂けて大
変嬉しく思います︒歴史的・経済的にも日本と関
係が深いオランダのことを︑皆様にお伝えできれ

す︒文化面では︑世界的に有名なコンサートホー

ルや歴史的価値のある美術品に容易に接すること

もできます︒欧州では︑シェンゲン協定加盟国間

であればパスポートコントロールも不要なので︑

県境のようなイメージで簡単に車で陸続きの国境

か国の旅をしました︒観光地では

を超えることが出来ます︒私も昨年の夏季休暇に
は︑車で欧州

世紀前半の黄金時代に栄えに栄えた港町であ

らこそできる貴重な体験となりました︒

の家々の違いを楽しんだりと︑陸続きの欧州だか

ない田舎街に立ち寄ったり︑車窓から見える各国

10

し︑ローカル専門家による日本企業への業務提供

このような環境の中︑私はジャパンデスクに属

違いを毎日身をもって体験しています︒

すので︑日本とオランダのビジネスカルチャーの

スレターもオランダ語で配信されるなどの環境で

ありません︒上司はオランダ人で︑社内のニュー

で︑オフィス内には日本的なルールや慣習は一切

ＫＰＭＧオランダは︑純オランダ企業ですの

. ランダでの仕事について
３ オ

港︑自転車専用道などが特徴的です︒

州の代表的なハブ空港であるスキポール国際空

や路面電車︑高速道路︑ユーロポートや運河︑欧

す︒社会インフラも高度に整備されており︑鉄道

も公園や街路樹の手入れされた緑が溢れていま

運河沿いにレンガ造りの家々が立ち並び︑郊外で

ンダ人が作った﹂と言われるゆえんです︒街には

ました︒﹁世界は神が作ったが︑オランダはオラ

不撓不屈の精神で干拓し︑美しい国土に作り変え

ます︒オランダ人はこの自然条件の過酷な国土を

るオランダは︑国土の実に１／４が海面下にあり

17

ばと思います︒

時間︒フライトの終

. ランダについて
２ オ
日本から飛行機でおよそ
わりに窓から見えてくるのは︑牧草地の緑と風を
受けて回る風力発電の白いブレード︑そして張り
巡らされた運河が広がる平らな国土です︒
緯度は樺太北部に相当する所に位置するため︑
秋から冬にかけては日照時間がとても短く︑曇天
もしくは雨の鬱々とした日々が続きます︒そんな
灰色の季節をどうにか楽しむためか︑あちこちに
期間限定の屋外スケートリンクができ︑オランダ
がスピードスケート大国となった要因の一つが垣
間見られます︒
暗くて長い冬を越え︑３月になると︑景色は別
世界のように変わります︒日照時間が長くなり︑
４月５月の郊外ではカラリと晴れた青空の元︑畑
一面に広がるのは︑色とりどりのチューリップ︒
真夏でも蒸し暑い日はそれほどなく︑夜９時頃ま
で明るく過ごしやすい季節が８月終わりまで続き
ます︒
オランダの食べ物は残念ながらそれほどです
が︑チーズやバターなどの乳製品や︑初夏のアス
パラガスとニシン︑秋冬のムール貝は美味しいで
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CONTRIBUTION
寄稿

01

翔る！ニッポンの公認会計士

います︒私は監査法人出身ですが︑会計・監査に

るセミナーなどのマーケティング活動を行なって

は国も企業も変化に戦略的に対応していますし︑

実際︑例えばコロナ対策一つとっても︑オランダ

トがオランダ人に深く根付いていると思います︒

み︑﹁変化こそ力の源泉﹂というダッチスピリッ

限らず税務や法務︑各種アドバイザリー分野も幅

その対応のスピードも非常に速いです︒

のサポート︵リエゾン︶の他︑会計や税務に関す

広くカバーする必要があります︒オランダでは︑

％

します︶ため︑税務に関する問い合わせが多く︑

キームのためのオランダ法人というのはよく登場

す︒この言語能力がオランダ人の情報量を豊かに

ランダ語と英語を自在に切り替えることができま

以上の人が英語を話し︑オフィスでの会議でもオ

オランダではオランダ語が公用語ですが︑

税務のバックグラウンドが無い私にとっては︑

し︑活躍の舞台を拡大していることは間違いあり

ス慣行の中にも︑非効率なものや合理的でないも

イズされ︑日本では当たり前と思っていたビジネ

ことを知りました︒そのような世界を体験する

けではなかなか想像が出来ない世界があるという

今回の海外駐在経験を通じ︑日本の中にいるだ
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海外投資を呼び込む特異な税制がある︵節税ス

日々勉強で︑チャレンジングな毎日を送っていま

ダイバーシティも︑オランダの社会を支える特

ません︒オランダ人にとって︑世界はビジネス

誤の毎日です︒セミナーは︑税制改正やＢＲＥＸ

徴の一つです︒女性の社会進出︵そもそも当たり

チャンスに満ちていて︑富の源泉であるという感

ＩＴなどの実務的なテーマから︑モビリティや再

前過ぎてこの発想すらなさそうです︶はもちろ

す︒リエゾンは︑案件毎に内容や関係者も異な

生可能エネルギーといった欧州が先行しているビ

ん︑ＬＧＢＴや移民の受け入れにも寛容で︑実際

り︑最適解があるわけではありませんので︑どう

ジネス関連のテーマも扱います︒専門外の分野の

オフィスの同僚にも色々な国からの駐在員がお

覚が根付いていると思います︒

情報提供は︑準備が大変ですが︑新しいことを知れ

り︑異文化に対してとことん寛容な国だと実感し
ています︒

のが数多く残っていることに気付かされます︵も

と︑もしかすると今までとは全く違う視点で物事

. わりに
４ 終

ちろん逆に︑日本の優れている点に改めて気付く

に取り組めるかもしれませんし︑それは日本を離

れることによるいろいろなデメリットを上回るか

皆さんも﹁変化こそ力の源泉﹂というダッチスピ

もしれません︒

﹁ダイバーシティ﹂については感心します︒オラ

リットを見習って︑海外に飛び出してみませんか？
を築いてきた歴史を持つため︑進取な気性に富

ンダは︑貿易と探検の航海に果敢に挑み豊かな富

で︑オランダ人の﹁変化への対応力﹂﹁国際性﹂

そのほか︑オランダ人と日々仕事で接する中

ことも多々あります︶︒

ていると︑良くも悪くも自らが徐々にオランダナ

うとするマインドが強いため︑彼らと一緒に働い

オランダ人は合理的かつ効率的に物事を進めよ

るので︑やりがいを感じます︒

すれば上手く行くのかを常に考えながら︑試行錯

90

PAIB-Picks

〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
このお知らせは東京会会報誌（９月号）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
いただき、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

委員長

原田

貴志

唐突ですが、PAIB（組織内会計士）っぽいけれども、

また、対企業という点では、会計士の活動領域の幅を具

PAIBではない方が世の中にはいらっしゃいます。そう、

体的に示せないことで、会計士活用ニーズを十分に引き

事業会社等への転職にあたり、公認会計士登録を抹消さ

出せていないと感じます。

れた方々です。会員の皆様の監査法人同期・同僚にもい

第二に、事業会社等勤務により得られる知識や経験が

らっしゃるのではないでしょうか。登録抹消は残念です

協会活動などに持ち寄られ蓄積されていくことは、職業

が、個々の判断ですので仕方がありません。しかしなが

的専門家集団としての公認会計士の価値を高めるという

ら、一度登録を抹消してしまうと、我々協会からコンタ

点です。現状では、登録抹消者が主体的に協会活動に関

クトすることができません。「登録」されていないので

与することは難しく、会員相互間での知見の共有機会が

すから、コンタクトしようが無いのです 。

失われていると感じます。

１

なぜ登録抹消？

登録抹消した公認会計士が戻ってこられる環境を！

主な理由は以下であると推測されます。

登録抹消された公認会計士が再び我々の仲間として協

（１）勤務先が会費を負担してくれない

会に戻ってくることは、受験希望者の増加・公認会計士

（２）自腹で会費を負担する場合に、それに見合うだけ

が活躍できるフィールドの拡大・専門性の一層の拡幅、

のベネフィットがないと思っている

と正の循環を生むと確信します。そのために、組織内会
計士協議会としましては、登録抹消した公認会計士が

協会としての対応
協会としても手をこまねいているわけではなく、（１）
に対しては会費の減額を、（２）に対しては研修会や

戻ってきやすい環境整備に努めて参りますので、周囲に
登録抹消された方がいらっしゃいましたら、そのような
動きがあることを伝えて頂ければと思います。

ネットワーキング活動などによって、会員へのベネ
フィット向上に努めています２。しかしながら、公認会計
士が事業会社等に勤務する場合に、公認会計士としての
スキルや監査法人での経験値だけではなく、「資格保持

１もし会員の皆様の周囲に、登録を抹消された方がいらっしゃいまし
たら、担当事務局（paib@sec.jicpa.or.jp）宛てにご連絡先を登録
して頂けるようお願い頂ければ幸いです。制度変更時等にご連絡さ
せて頂きます。

者であること」に意義を見出してくれる企業はあまり多

２研修の無償化・組織内会計士をターゲットにした実践的な研修・

くないのが実情です。また、登録抹消者にコンタクトで

ネットワーキング機会の提供など、コスト・内容の両面で改善・充

きないため、我々協会活動に求めるニーズを正確に捕捉

実化を図り、「会費＝研修費」と捉えたとしても、軽減された会費

できる手段が無いことも、的確な施策を打つ足かせと
なっています。

登録抹消者にスポットライトを当てる理由
第一に、公認会計士のキャリアパスの魅力を語る上で、
事業会社等での活躍を見える化することは、とても重要
であるという点です。隣接士業である弁護士は、日本組
織内弁護士協会（JILA）のウェブサイトにて、『企業内
弁護士を多く抱える企業上位20社の推移』等が公表され
ており、活躍状況が一覧できるのに対し、公認会計士協
会では、登録制度の問題もありますが、そのような正確
なデータを現段階で持ち合わせていません。公認会計士
を目指す志望者を増やしたいという点で、どのような企
業で活躍できるのかを具体的にアピールできないこと
が、多くの志望者を取りこぼしているように思います。
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には十分見合うだけの内容になっているものの、十分に周知されて
いない現状があります。

第55事業年度 第５回
場

定例役員会報告

日 時：2020年８月25日（火）18時〜19時45分
所：近畿会研修室 ／ 出席者：43名、内オンライン参加17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２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８名および準会員１名について、勤務先への休暇届（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２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９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。

第３号議案 会員の褒賞について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．近畿会褒賞細則第２条第１項第一号に該当する下記会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第３条により表彰及び記念品を定期総会において贈呈するとの説明があり、審議の結果承
認された。
記
上村

恭一

津野紀代志

大倉雄次郎

岡田

孝次

小林

躋造

島井

章吉

辰巳

忠次

樋口

平田

育也

宮田

要

湯川

尚彦

横手

恒夫

秀和

土屋

佳彦

計13名（順不同、敬称略）
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２．近畿会褒賞細則第２条第１項第二号に該当する下記会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第３条により表彰及び記念品を定期総会において贈呈するとの説明があり、審議の結果承
認された。
記
田中久美子（役員10年）

南方

得男（役員10年）

安井

山添

清昭（役員10年）

康二（役員10年）

計４名（順不同、敬称略）
３．近畿会褒賞細則第２条第１項第三号に該当する下記会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第３条により表彰及び記念品を定期総会において贈呈するとの説明があり、審議の結果承
認された。
記
岩井

正彦（部・委員長10年）

常田

英貴（部・委員長10年）

梨岡英理子（部・委員長10年）

吉永

徳好（部・委員長10年）
計４名（順不同、敬称略）

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。
７月になり協会活動も再開されたが、コロナ感染者がまた増えてきているため、慎重に進めているところで
ある。研修会も、十分なコロナ感染防止対策をとりながら集合研修を開催し始めており、また、オンラインで
の研修参加などの充実化も図っているので、是非、ご参加願いたい。
協会本部に「IPO監査推進協議会」が設置され、IPO監査の担い手としての中小事務所リストを作成すると
ともに、監査前のステージの会社に対して上場準備のコンサルティングをする会計士の登録名簿の作成や、
「新規上場のための事前準備ガイドブック」の改訂を行っているので、関心のある方はご利用いただきたい。
８月26日に近畿会の定期総会開催を予定している。第55事業年度の事業計画・予算に基づき、ウィズコロナ、
アフターコロナの「ニューノーマル」の時代を、「変革の機会」と捉えて、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く所存ですので、ご協力いただきたい。

第２号議案 理事会報告
（報 告 者）理事

安井

康二

（報告内容）報告者より、８月20日開催の常務理事会及び８月21日開催の理事会報告があった。
■会長報告
１．会長動静
・日経CNBC生放送「トップに聞く」への出演
・ステークホルダーコミュニケーション
２．「社外役員候補者紹介システム」の運用開始
３．SDGsバッジの作成
■常務理事会審議事項
１．租税調査会からの意見具申『国税庁「「所得税基本通達の制定について」（法令解釈通達）の一部改正
（案）（所得税基本通達59−６《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》）」に対する意
見』に関する件
２．ダイバーシティ＆インクルージョン担当常務理事からの意見具申『内閣府「第５次男女共同参画基本計
画策定にあたっての基本的な考え方（素案）」に対する意見』に関する件
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■理事会審議事項
１．企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会からの報告「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に
向けた論点の検討〜開示とガバナンスの連動による持続的価値創造サイクル実現に向けて〜（中間報
告）」に関する件
■理事会報告事項
１．IFAC−中小事務所アドバイザリーグループ（SMP AG）ウェブ会議報告及びIFAC開催のウェブセミナー
に関する件
２．IFAC−国際会計士倫理基準審議会（IESBA）会議報告に関する件
３．IFAC−国際監査・保証基準審議会（IAASB）会議報告に関する件
４．公共調達の在り方に関するプロジェクトチームの設置に関する件
５．「Annual Report 2020」の公表に関する件

第３号議案 総務部報告
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、2020年度地区会長会議の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年８月５日（水）18:00〜19:30

（場

所）近畿会研修室

（テーマ）「会務報告」、「地区会からの連絡とお願い」ほか
（出席者）地区会長13名、正副会長・地区会部長等11名

第４号議案 研究・CPE研修部報告
（報 告 者）研究・CPE研修部長

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、CPE研修計画及び実施結果について報告があった。

第５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。
推薦先

推薦内容

和泉市

和泉市公の施設の指定管理者の指定に係る選定委員の推薦

被推薦者
矢本

18699

浩教 会員

OCTOBER 2020

23

厚生部

REPORT

01

ハイキング部報告
童仙房のブルーベリー狩り（近畿会会員８名、非会員６名）
森村

照私

残暑の中、令和２年８月30日のハ

によりますと、高麗寺の法堂（本

動し、和束茶カフェに立ち寄り、か

イキングは、童仙房のブルーベリー

堂）は、伝統的な韓民族の建築様式

き氷などを堪能いたしました。非常

狩りと農業民宿童仙房山荘での川魚

で建立されており、韓国製本瓦を使

に暑かったので、涼めてよかったです。

（鮎）料理を楽しんでまいりまし

用した切妻屋根式の正面5間（14.5

暑かったですが、快晴で大満足の

た。童仙房は、京都府南端の相楽郡

ｍ）、側面9.5ｍからなり、前曹渓

一日でした。鈴木会員いつも素晴ら

南山城村の北部に位置しており、標

宗宗正の西翁大僧任が主席をされて

しい企画ありがとうございます。ま

高500ｍ内外の高原地帯で、急峻な

いた白羊寺の法堂を象徴として建立

た、車を出してくださった鈴木会員

村道を唯一の交通路にしています。

されたとのことです。高麗寺のお参

夫妻、新田会員夫妻に参加者一同お

山上の緩やかな丘陵が童仙房で、北

りを済ませたあと、昼食会場となっ

礼申し上げます。ありがとうござい

部は茶畑が広がる和束町大字湯船に

ています童仙房山荘に移動し、山荘

ました。

東部は滋賀県に及んでいます。ハイ

が管理されているブルーベリー園で

キングもしくはドライブには丁度よ

のブルーベリー狩りを楽

い丘陵地帯と思います。

しみました。ブルーベ

天気は、快晴で残暑が厳しく、長

リーは、少し小粒です

時間歩行すると熱中症の危険もある

が、新鮮でとても美味で

ので、主に車での移動と近隣の寺社

した。

巡りを行いました。

ブルーベリー狩りの後

午前９時30分にJR関西本線加茂

は童仙房山荘にて、川魚

駅に集合し、鈴木会員夫妻と新田会

と釜飯料理を堪能いたし

員夫妻の車にそれぞれ分かれて分乗

ました。至福のひと時で

し、出発いたしました。

した。

出席者は、童仙房山荘での昼食予

昼食後は、童仙房山荘

約をしているため、当初予定の15名

から800ｍ程度歩いた

からおひとり欠席者があり、14名

ところにある總神寺にお

（近畿会会員８名、非会員６名）の

参りをしました。大きな

参加でした。

八咫烏の飾り物があるの

まずは、曹渓宗総本山高来寺にお
参りをいたしました。ホームページ
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地区会定期総会 開催報告
2020

08.20
開催

みなと地区会

みなと地区会

会長

奥澤

望

例年は、神戸外国倶楽部にてフランス料理を食べながらの優雅な定期総会ですが、今年は残念ながら、懇親会なしで
の定期総会となってしまいました。しかしながら、定期総会に出席していただいた会員のみなさまからは、みなと地区
会の活動について、十分に感染症対策をしたうえで前向きに活動していこうとのご意見をいただきましたので、やり方
を工夫しながら、みなと地区会の皆様に満足していただける企画を実施していく所存であります。

2020

09.01
開催

京阪地区会

京阪地区会

会長

千葉

一史

出席者：９名 ／ 決議内容：2020年度事業計画と収支予算案
コロナ影響で、当初より2ヶ月遅れで地区会総会を開催しました。懇親会無しの総会のみでの開催を当初想定しました
が、お借りした近畿会会議室の広さから密は避けられる！と考えたため、お弁当を発注することにしました。
最近、Uber Eatsや出前館など、食事のネット注文が増えていく中で、私も初めてネット注文を試みました。注文画面
では、受取時間を10分単位で指定できるなど、細かい指示が可能でしたが、当日「本当に総会開始までに到着するの
か？」「もし届かなかったら、出席者の暴動が起こる？」と不安でしたが、指定時間の10分前に余裕を持って到着し、
無事皆さんで美味しく頂きました。何とか会長の面目を保てた今回の総会でした。ちなみにお弁当は「北新地かじ̲活け
アワビと和牛御膳」です。皆さんもネット出前に挑戦してみてください。

2020

09.07
開催

阪神地区会

阪神地区会

会長

公江

正典

新型コロナウイルスの影響で延期となっていました阪神地区会の定期総会を近畿会研修室にて開催いたしました。例
年、阪神地区会の定期総会はちょっと豪華な食事会と合わせて開催していたのですが、会員の皆様の安全を優先し、今
回は定期総会のみの開催と致しました。
新型コロナウイルスのピークは過ぎつつあるという意見もありますが、もう暫く終息に向かうのを待ってから、次回
イベントを企画したいと考えております。
また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。
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泉地区会

定期総会開催報告
泉地区会

式森

千賀

2020年７月29日（水）、18時

林由佳会長より2019年度の事業及

残念ながら開催することができませ

30分から日本公認会計士協会近畿

び決算の報告をさせていただくとと

んでした。

会会議室にて、近畿会の廣田壽俊副

もに、2020年度の事業計画、収支

2020年度においても新型コロナ

会長、北川廣基地区会部副部長にも

予算関係につきましても、全員異議

ウイルス感染症拡大は未だ収束して

ご出席いただき、総勢11名の皆さ

なくご承認いただきました。

おらず、今後も多くの場面で影響を

2019年度の活動を振り返ります

受けることになるかと思いますが、

と、10月に天野山カントリークラ

このようなwithコロナの状況下で

昨年は懇親会を兼ねて割烹料亭で

ブにて泉地区会親睦ゴルフ会を開催

も開催できるイベントを企画・開催

の開催でしたが、今年は新型コロナ

いたしましたが、そのほかに企画し

したいと考えておりますので、これ

ウイルス感染症拡大の影響を鑑み、

ておりましたコンラッド大阪でのラ

からも地区会活動に奮ってご参加い

会議室でソーシャルディスタンスを

ンチブッフェやユニバーサル・スタ

ただけますようお願い申し上げます。

守っての開催となりました。

ジオ・ジャパンでのイベントは新型

まとともに、泉地区会の第20回定
期総会を開催いたしました。

本総会におきましては、泉地区会

SNS広報

コロナウイルス感染症予防のため、

新着記事のお知らせ
９月16日up：2019年公認会計士試験合格者データ
公認会計士の試験の合格率は？女性はどれぐらいいるの？など、試験合格
者についてのデータをイラストにしてまとめてみました！ 2019 年の新し
い情報です。よかったら参考にしてみてください

９月29日up：自分が変わりたいときに思い出してほしい
「公認会計士」という職業
学生からよく頂く質問を現役公認会計士にぶつけてみるシリーズ。今回は
大先輩に「現代の若者にオススメの職業なのか？」を聞いてみました。ぜ
ひ読んでみてください。
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泉地区会

親睦ゴルフ会報告
泉地区会

葉山

良一

2020年９月５日（土）、泉ヶ丘

慶子会員でした。中村慶子会員は他

これから泉地区会としては感染症

カントリークラブで泉地区会親睦ゴ

にドラコン、ニアピンも獲得、圧巻

対策に配慮しつつ、ファミリー向け

ルフ会を開催致しました。

のゴルフであり感服致しました。な

のみかん狩り（バーベキュー含む）

お、ベスグロはGROSS 82の萩野朝

や昨年度実施見送りとなったUSJ

コロナ禍の最中でもあり感染予防

弘会員で、酷暑下での難コース泉ヶ

ツアー等、地区会員間の親睦を一層

に配慮した上での開催となった一

丘カントリークラブを難なく攻略、

深めるべく、様々な企画を行ってい

方、連続大型台風を避けた狭間の非

ダントツのスコアでした。

く所存です。
皆様もお気軽にご家族とご参加頂

常に天候の良い日で、大雨予報を覆
し快晴となった昨年度に引き続き泉

ウィズコロナ、アフターコロナの

地区会会員皆様の晴男、晴女ぶりが

時代、仕事・プライベートとどのよ

顕著に表れたゴルフ会となりました。

うに両立して過ごしていくかは人類

ければ幸いです。

エピローグ

共通のこれからの課題かと思いま

全員ホールアウト後、表彰式前後

今回は特別ゲストの近畿会の廣田

す。今回のゴルフも最大限に感染対

で雷警報が鳴りました。その後帰宅

壽俊副会長を含め5組総勢17名の会

策に配慮しての実施となりました

途上ではゲリラ豪雨となり、よくぞ

員の方にご参加頂きました。私個人

が、意外とスムーズに問題なく実行

雷、豪雨に見舞われず全員が無事に

としての調子は今一つ、難コース

できたものと考えています。来年度

プレーできたものとホッとした次第

泉ヶ丘カントリークラブの洗礼を受

の状況は予測困難ではありますが、

でした。昨年度も全員ホールアウト

け散々な結果とはなりましたが、や

今年以上に参加者を増やし盛大に実

後にスコールとなった記憶が蘇りま

はり酷暑の中でのビールは感激の美

施できればと思っております。

したが、2年連続で同様のシチュ

味さ、同組のメンバー同士で和気

また、予約困難な泉ヶ丘カント

エーションとなったのは本当に偶然

藹々と話しながら非常に楽しく気持

リークラブのメンバーでいらっしゃ

でしょうか？来年度の親睦ゴルフ会

ち良くプレーさせて頂きました。

る、上村恭一・昌也会員には色々と

がどうなるのか、今から楽しみです。

ご尽力頂き、誠に有難うございまし
競技はダブルペリア方式で、優勝
は、GROSS 97、NET 70.6 の中村

た。この場をお借りしてあらためて
御礼申し上げます。

プレー前の全体集合写真

ソーシャルディスタンス、感染予防に配慮した表彰の場

優勝の中村慶子会員と林由佳会長
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河内地区会

定期総会・意見交換会を開催しました
河内地区会

会長

西村

智子

となってしまいました。いずれのイ

12時半すぎには会議は終了し、

若葉」

ベントも従来どおりの開催はおそら

最後に集合写真を撮って解散しまし

で、総会・意見交換会を開催しまし

く無理なので、そもそも開催できる

た。短時間でしたが、全員の意見を

た。事前に役員間でメールをやりと

のか、開催する場合でも、どのよう

十分に聞くことができたので、大変

りしWebでの開催も検討しました

な問題点があり、どのように対策を

有意義な意見交換会であったと思い

が、実際に顔を合わせた会議のほう

するのかについて、担当幹事さんを

ます。今年は新型コロナウイルスの

が効率的・効果的であろうというこ

中心に議論を進めました。

せいで制約が多いうえに、総会の

８月29日（土）の11時半から、
東大阪の布施にある「料亭

とで、広いスペースが取れる地元の

感染リスクがあるので何もしない

開催時期が例年より遅くなったた

会場を予約し、短時間で終了できる

という選択もありますが、河内地区

め、イベントの準備期間が短くな

昼間に開催しました。

会では新型コロナウイルスの感染状

り、担当幹事さんには大変ご苦労

参加者は近畿会からの来賓１名を

況を見ながら、会員の皆様の交流の

をおかけすることになり申し訳な

含む11名。非接触型温度計で全員

場所を作る役割は果たして行きたい

い限りです。河内地区会では、出

を検温し、席も対面でしたが互い違

ということで意見は一致しました。

来うる限界まで知恵を絞って今年

いにしてもらい、換気のためにドア

今までは、グルメをメインに集客す

も会員の皆様の親睦を図るための

はフルオープン、扇風機も回しても

ることが多かったため、内容が従来

場所を提供できるよう努力します

らい、新型コロナウイルスの対策は

とは違うものになったり、密を避け

ので、ご参加のほど宜しくお願い

ばっちりです。

るために定員が減ることになります

申し上げます。

総会そのものは短時間で終了させ

が、いずれのイ

て、お弁当をいただきながら今年の

ベントも開催の

イベントをどうするのかの会議をし

方向で準備を進

ました。河内地区会では、毎年、お

めていきます。

食事会メインの総会、旅行、ゴル

準備をするからに

フ、生演奏を聴きながら地元の河内

はキャンセルした

ワインを楽しむ忘年会と４つのイベ

くありませんが、

ントを開催しています。今回の総会

こればっかりは

も、例年であれば家族にも来ても

どうすることも

らって盛大に開催するのですが、残

できません。

念ながら少人数で会議メインの開催
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和歌山地区会

令和２年度 定期総会・懇親会報告
和歌山地区会

会長

山中

盛義

和歌山地区会の定期総会及び懇親

事業計画の中では、早速、年末ゴ

ワインとお酒が進む中、皆さんのほ

会を令和２年９月５日に開催いたし

ルフ会・研修会・懇親会を12月４

とんどは、宴会は久々とのことで、

ました。当初は、６月５日に予定し

日に昨年と同様南紀白浜での開催と

徐々に距離が縮まり、結構かたまっ

ていましたが、コロナ禍のなか、３

決定しました。また小旅行の行事と

て仕事や趣味の話に花が咲いたかと

か月延期し、同日開催のゴルフ会も

しては以前の沖縄旅行が良かったと

思います。

中止にしての開催となりました。場

の話題が出て、現状では非常に旅行

最後にワイン愛好家の森本好典会

所はいつもの「安愚楽」で、新型コ

は難しいかもしれませんが、できれ

員よりご挨拶をしていただき、あっ

ロナウイルス対策として、通常は

ば近いうちに今度は屋久島に行こう

という間に楽しい懇親会は終了とな

70人定員の大広間で広く間隔を取

と盛り上がりました。

りました。参加いただいた会員方、

り、来賓を含めて11人での開催と

引き続き開催した懇親会では、近

なりました。コロナ禍での開催とい

畿会からの来賓で地区会部副部長の

最近は年配の会員の出席が少なく

うことで、感染予防対策として体温

北川廣基会員のご挨拶をいただき、

なってきましたが、若手の会員の出

測定、消毒、マスク着用での来場、

出席者最年長である稲田稔彦会員の

席が増えつつあり、今後はもっと多

安愚楽の従業員さんも病院のような

乾杯のあと、安愚楽のわかやま料理

くの参加を頂き、楽しい、有意義な

フェイスシールドを装着してのサー

を楽しみました。最近ではなかなか

事業開催を目指したいと思っており

ビスでした。

頂けないクジラ料理（鯨さえずり

ますので、和歌山地区の会員の皆

煮）やアユ寿司もあり、皆さん堪能

様、ご参加の程よろしくお願いいた

していただいたと思います。

します。

定期総会では、第一号議案（事業
報告）、第二号議案（決算報告）、
第三号議案（事業計画・予算案）

大広間に11人で間があるため、

は、特に異議なく承認され、無事終

最初はおとなしく隣の方と話されて

了となりました。

いましたが、ビール・焼酎・日本酒・

誠にありがとうございました。
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2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

朝夕、すっかり秋らしくなってきました。新型コロナウイルスの感染拡大からもう９か月が経過しました。マスク着用、リモート
ワーク、Web会議やオンライン研修にも慣れてきました。コロナ禍により社会的・経済的に大きな制約を受けており、ニューノーマル
（新しい生活様式）に向かって、働き方、これからの監査のあり方、協会会務の活動のあり方に変革が求められています。
このような難局において発覚した、会員監査法人における不適切な受講によるCPE取得の不祥事は、公認会計士の資質の維持・向上を
図るためのCPE制度の趣旨に鑑みて、高い倫理が求められる公認会計士としてあってはならない行為であると厳粛に受け止めています。
協会本部は、同監査法人からCPEの不適切な受講に関する報告を受け検証をしており、二重受講を行った会員及び同監査法人に対して
は、CPE不適切受講の観点、倫理の観点、監査法人の品質管理の観点などから、法令、会則に則り厳正に対処する予定です。
リモートワーク、ジョブ型への移行、時間から成果への評価基準の変更など新たな働き方への対応は、各人に能力やスキルのさらな
る向上とともに、より高い倫理観・公正な視点、公認会計士の使命についての自覚等が求められています。今回のCPE事件も踏まえ、
改めて、一人ひとりが、プロフェッションとしての自覚を持って、自己研鑽・自己啓発に励み、自律的に自分の働き方を見直してワー
クとライフスタイルを変革し、社会からの信頼・期待に応えていかなければならないと思います。

日

付

8月25日

8月26日

8月27日

9 月 1 日

曜日
火

水

木

火

時

間

会務の内容

場

所

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

役員会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜12:00

本部

日本公認会計士協会（Web）

14:00〜17:00

第54回近畿会定期総会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:30

ダイバーシティ推進委員会 アンコンシャスバイアス研修会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜12:00

本部

公認会計士制度PT

日本公認会計士協会（Web）

13:30〜15:30

本部

総務打合わせ会議

日本公認会計士協会（Web）

9:00〜17:40

経営会議（正副会長会議）

日本監査研究学会第43回全国大会

Zoomによるオンライン学会

18:30〜20:30

スキルアップセミナー（オブザーバー）

Zoomによるオンライン参加

9 月 2 日

水

10:00〜15:00

日本監査研究学会第43回全国大会

Zoomによるオンライン学会

9 月 4 日

金

18:30〜20:30

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

9 月 7 日

月

11:15〜14:30

大阪国税局長、近畿財務局長・理財部長ご挨拶

大阪国税局、近畿財務局

18:30〜19:00

阪神地区会総会

日本公認会計士協会近畿会

9 月 8 日

火

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

9 月 9 日

水

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（Web）

14:30〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（Web）

9月10日

木

10:00〜17:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web）

9月11日

金

10:00〜17:00

日本公認会計士協会オンライン研究大会

Zoomによるオンライン参加

9月14日

月

14:00〜16:00

本部定期総会打合わせ

日本公認会計士協会（TV会議）

9月16日

水

10:00〜11:30

本部

日本公認会計士協会

9月17日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

9月19日

土

13:00〜17:00

各士業女性合同研修会

Zoomによるオンライン参加

9月22日

火

9:00〜18:00

9月23日

水

9:00〜12:00

経営会議

経営会議集中討議(合宿）

国際文化会館
国際文化会館
(作成月日:2020年９月25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

よくわかる印紙税の本 令和２年改訂版

金融商品の「時価」の会計実務

茂呂 和夫 編
嶋村 秀基 著
大蔵財務協会 刊
定価3,600円＋税

有限責任監査法人トーマツ 著
中央経済社 刊
定価3,200＋税

組合員特価

（送料別）

定価より15％引き

（送料別）
印紙税法に掲げる各課税文書
の取扱いについて、様々な文書
を種類別・五十音順に区分し、
図表やフローチャートを多用し
てわかりやすく解説。日常の取
引に伴い作成される様々な文書
が課税文書に該当するか否か、
納付する印紙税額がいくらにな
るかがこの1冊で理解できる実
用的な解説書。

組合員特価

定価より15％引き

2021年４月以後開始年度か

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

IPOをやさしく解説！
上場準備ガイドブック 第４版

令和２年版 STEP式 消費税申告書の作成手順

EY新日本有限責任監査法人 編
同文館出版 刊
定価2,300＋税

杉田 宗久 監修
石原 健次 他共著
清文社 刊
定価3,000＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

（送料別）

定価より15％引き

（送料別）

IPOするメリットは？準備に

消費税の準備業務にはじま

等への実務対応を網羅的に解説。

何が必要か？新規上場を目指す

り、日常業務における勘定科目

有価証券やデリバティブ等、金

経営者や実務担当者が知ってお

別の課否判定について事例を織

融商品の種類別に具体的な評価

きたいポイントをステップごと

り交ぜながら、法人税との関連

技法を詳説した決定版。

にまとめてやさしく解説する！

についても記載し、申告書作成

最新の情報を盛り込み改訂。

業務においては、課税取引金額

ら強制適用の時価算定会計基準

計算表を用いて納付税額の計算
の仕組みをわかりやすく解説。

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9月実績及び10月予定
間

分野

18:30〜21:00 監

査

単位

研修会テーマ

師

安福健也氏（EY新日本有限責任監査法人）、質

組織内会計士委員会研修会

疑対応：坂井俊介氏（EY新日本有限責任監査法

3

「会計不正と実務対応（100社事例分析）」

9 月 1 日

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

不正
事例

人）、西村強氏（公認会計士）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:30〜20:30 スキル

「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化〜顧客ビジ

2

ネスの未来を共創する〜（前半）」

渡辺祐介氏（株式会社グロービス講師）

（リモート研修：Zoom）
18:30〜21:00

コンサル
ティング

組織内会計士委員会研修会
「コロナショックから学ぶ経理部門におけるテレワーク

3

の現状と課題」

9 月 9 日

中田清穂氏（公認会計士、有限会社ナレッジ
ネットワーク代表取締役）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:00〜21:00 スキル

「創造力強化研修〜クリエイティブシンキングのための

3

マインドとスキル〜」

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

（リモート研修：Zoom）
9 月 1 0 日 18:30〜21:00 会

計

10:10〜11:10 倫理等

組織内会計士委員会研修会

3

「収益認識に関する会計基準について」
第41回研究大会（オンライン大会）

1

「手塚会長プレゼンテーション・IFAC会長講演」

中田清穂氏（公認会計士、有限会社ナレッジ
ネットワーク代表取締役）
手塚正彦氏（本部会長）、In-Ki Joo氏（IFAC会長）

第41回研究大会（オンライン大会）記念講演
11:20〜12:20

組

織 「製造業は不確実性の時代をどう生きるか？−これから

環

境 求 め ら れ る「 企 業 変 革 力（ ダ イ ナ ミ ッ ク・ケ イ パ ビ リ

1

矢野剛史氏（経済産業省

製造産業局ものづく

り政策審議室長）

ティ）」とデジタル・トランスフォーメーション−」

9月11日

第41回研究大会（オンライン大会）研究発表①−A
13:10〜14:50 監

査 「東証「改善報告書」をもとに会計監査人、監査役、内部監

井上朗孝氏（近畿会会員）

2
不正
事例

査人がなすべきことを考える」

柴原啓司氏（近畿会監査会計委員長）、林隆敏氏

第41回研究大会（オンライン大会）研究発表②−A
15:10〜16:50 監

査 「KAM適用にあたって監査役等と会計監査人との連携と

（関西学院大学商学部教授）、松田昌樹氏（トラ

2

スコ中山株式会社常勤監査役）、竹内由多可氏

課題〜新しい制度を円滑に導入するために〜」

（東海会会員）、大西洋平氏（京滋会会員）

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
13:30〜16:30 会

計 「IFRSセミナー
（第1回）〜IFRS学び直し講座

IFRS第3

3

号「企業結合」、IFRS第2号「株式に基づく報酬」〜」
9月14日

高井大基氏（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）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:30〜20:30 スキル

「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化〜顧客ビジ
ネスの未来を共創する〜（後半）」

2

渡辺祐介氏（株式会社グロービス講師）

3

平田進也氏（株式会社日本旅行）

（リモート研修：Zoom）
各士業女性合同研修会（ダイバーシティ推進委員会
9 月 1 9 日 13:00〜15:30 スキル

女

性会計士専門委員会）
「コロナ時代の顧客の心のつかみ方」
（リモート研修：Zoom）
中堅・若手会計士委員会研修会

9 月 2 9 日 18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020
（第1回）
「市議

2

会議員」」
10:00〜11:40

コンサル 秋季全国研修会

2

ティング 「事業承継が困難な中小企業への金融支援」

萩原佳氏（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）
田辺有紀氏（金融庁監督局監督調査室長）、中小
企業再生支援全国本部関係者

秋季全国研修会
10月21日

13:00〜14:40 倫理等 「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例等を 2

樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

踏まえて−」
（本部品質管理委員会副主席レビュー
髙瀬靖史氏

秋季全国研修会
15:00〜16:40 監

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

事例の説明）」
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2

アー）、中野亮平氏（本部品質管理委員会主査レ
ビューアー）

実施月日

時

間

分野

10:00〜11:40 税

務

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

秋季全国研修会

佐藤敏郎氏（本部常務理事）

2

「調整中」

師

秋季全国研修会
13:00〜14:40

コンサル
ティング

10月22日

「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「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長期

2

的な企業価値向上 第3回「ROEを超えて」−ESG/SDGs

神戸司郎氏（ソニー株式会社執行役専務サステ
ナビリティ・法務・コンプライアンス担当）

視点も含めた企業価値とは−」
秋季全国研修会
15:00〜16:40

コンサル
ティング

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値

岩永泰典氏（アムンディ・ジャパン

向上講座「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長期

2

的な企業価値向上 第4回「ROEを超えて」−投資家が期待

チーフ・レ

スポンシブル・インベストメント・オフィサー
（CRIO））

する企業価値とは−」
10:00〜11:40 監
10月23日

13:00〜14:40
15:00〜16:40

査

櫻井久勝氏（公認会計士・監査審査会会長）、経

秋季全国研修会

2

「監査事務所検査結果事例集の公表」

計士監査検査官）

秋季全国研修会

調整中

「調整中」
秋季全国研修会

調整中

「調整中」

仰星監査法人

塚義也氏（公認会計士・監査審査会主任公認会

大阪事務所

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）
業 務 内 容

①法定監査
②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング

応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上

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

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,623

35

3,658

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

840

計

合計

882

4,540

（2020年８月31日現在）

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士
となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

資格変更（準会員から会員へ）
安福
一谷
井上
今西
上田
上東
大澤
大谷
大西
岡﨑
岡田
金田
亀田

陽太
康史
智英子
史弥
哲平
潤也
肇
由梨佳
康暁
華乃子
慎平
湧生
知希

河村
崎田
崎出
篠田
関
染田
戸田
中居
西野
服部
林
土方
渕本

史織
憲太郎
賢明
康弘
はるか
晃季
育秀
紅美
恭子
祐太
洸輝
晴夏
昌孝

堀越
俣野
松本
三代
南
宮田
村上
森
森川
矢野
山内
和久

入会者
北本

啓

８月24日付
幹弘
秀侑
奈々
隆寛
亮輔
崇弘
惇
康友
統天
佳祐
佑介
聡

８月24日付
（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

８月７日〜28日

【事務所】
川井

一男 （会

員）

鳥生

紘平 （会

員）

岸田

忠郎 （会

員）

白

太成 （会

員）

北山

久惠 （会

員）

本田

裕一 （会

員）

後藤

研了 （会

員）

安本

勝二 （会

員）

酒井

隆一 （会

員）

井上

嘉之 （会

員）

柴原

啓司 （会

員）

小山

晃平 （会

員）

新田

東平 （会

員）

高井

大基 （会

員）

吉永

徳好 （会

員）

竹中

陽介 （会

員）

上原

倫世 （会

員）

藪上

研亮 （会

員）

金本

崇寛 （会

員）

木下

徹

谷

良一 （会

員）

西村

善克 （四号準会員）

（四号準会員）

【自宅】

上東

潤也 （四号準会員）

濱野

卓

大谷

由梨佳（四号準会員）

山口

裕雅 （四号準会員）

崎田

憲太郎（四号準会員）

西野

恭子 （四号準会員）

森田

大晴 （四号準会員）

岡田

雄一 （四号準会員）

小谷

藍

豊田

尚孝 （会

（四号準会員）

【事務所・自宅】
宮﨑

博

（会

員）

転入者
上村

啓之 （会

員） 北部九州会より

奥田

知行 （会

員） 東 京 会 よ り

西口

志浩 （会

員） 東 京 会 よ り

洪

性禎 （会

員） 東 京 会 よ り

松島

弘樹 （会

員） 兵 庫 会 よ り

松田

健輔 （会

員） 兵 庫 会 よ り

小川

久志 （会

員） 東 京 会 よ り

佐藤

方典 （会

員） 兵 庫 会 よ り

新開

朋春 （会

員） 東 京 会 よ り

関

美緒 （会

員） 兵 庫 会 よ り

中村

覚

（会

員） 兵 庫 会 よ り

那須

啓一郎（会

員） 東 京 会 よ り

藤井

謙太 （会

員） 京 滋 会 よ り

木村

幸彦 （会

員） 京 滋 会 よ り

比佐

進一郎（会

員） 京 滋 会 よ り

藤田

和孝 （会

員） 東 京 会 よ り

山本

操司 （会

員） 北部九州会より

及川

弘史 （四号準会員） 東 京 会 よ り

泰地

可奈 （四号準会員） 東 京 会 よ り

森川

耕太郎（四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

８月７日〜28日

赤川

正周 （会

員） 東 京 会 へ

赤木

裕子 （会

員） 京 滋 会 へ

秋山

哲也 （会

員） 兵 庫 会 へ

金子

優作 （会

員） 兵 庫 会 へ

茅原

康志 （会

員） 中 国 会 へ

髙田

圭悟 （会

員） 東 京 会 へ

田村

秀俊 （会

員） 東 京 会 へ

萩谷

優

（会

員） 東 京 会 へ

平井

秀幸 （会

員） 東 京 会 へ

村井

七織 （会

員） 東 京 会 へ

山本

秀男 （会

員） 中 国 会 へ

猿橋

和幸 （会

員） 東 京 会 へ

杉野

令

（会

員） 中 国 会 へ

祐子 （会

員）

高岡

潤

員）

鈴村

拓也 （会

員） 東 京 会 へ

西尾

行正 （会

員）

池尾

健太 （四号準会員）

滝口

浩史 （会

員） 中 国 会 へ

森

悠

（会

員）

今岡

大樹 （四号準会員）

立野

睦

（会

員） 京 滋 会 へ

匡美（会

員）

今西

史弥 （四号準会員）

田中

賢治 （会

員） 四 国 会 へ
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員）

８月７日〜28日

俊野

（会

（四号準会員）

英靖（四号準会員） 京 滋 会 へ

英樹 （四号準会員） 東 京 会 へ

退会者

止
廃

恵介 （会

員） 兵 庫 会 へ
村山

賢治 （会

員） 兵 庫 会 へ
廣澤

豊彦 （会

員） 北 部 九 州 会 へ

小川

真
三間

彰子 （会

員） 兵 庫 会 へ

久保

健人 （四号準会員） 東 京 会 へ
宮田

傑

（会

員） 京 滋 会 へ

木村

倫子 （四号準会員） 東 京 会 へ
山中

智弘 （会

員） 京 滋 会 へ

世良田
吉川

綾一郎（会

員） 東 京 会 へ

村中
石田

博信 （会

員） 北 部 九 州 会 へ
小川

佳男 （会

員） 兵 庫 会 へ
小泉

明日香（会

員） 東 京 会 へ
須田

峻輔 （会

員） 東 京 会 へ

川端

茂樹 （会

員） ７ 月 2 0 日 付

死
藤原

三郎 （会

員） 東 京 会 へ

手塚

吉郎 （会

員） ８ 月 2 4 日 付

業

亡
松村
員） 京 滋 会 へ

務
員） 東 京 会 へ
裕之 （会

ニューノーマルが始まっているんだなあと実感する日々︑マスク

にすっかり慣れました︒その日の服装に合わせるカラーも豊富に︑

レース付きや刺繍入りマスク︑真夏用のさわやか触感マスク︑閉鎖

空間用のハイレベルマスクシートなど︑いろいろと取り揃えてしま
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いました︒そしてマスクが汚れるので顔の下半分は化粧をしない習

慣も︒お化粧しなくてよいのが楽！とニューノーマルのひとつであ

るマスク生活の快適さを手放せなくなっています︒逆にオンライン

会議の時はマスク無しのため︑自宅にいながらビジネススタイルを

作るのが気分的に大変で︑画面をオフにしたい衝動に駆られます︒

とはいえ︑ぼちぼちと対面の会合も始まっており︑ 月号にもい

トに入り︶︑ヴァーチャルの世界で対面の感覚を持って触れ合い︑

に︑自宅で寝そべりながら︑そういう装置を頭につけ︵またはポッ

時代が変わっているのを実感します︒やがて昔ＳＦで読んだよう

した︒まだ開発中で︑現物が届くのは来年のようですが︑少しずつ

トル先で映画館のように見えるという眼鏡型のＶＲ装置を注文しま

先日︑その眼鏡をパソコンにつなぐと︑ＰＣ画面の映像が２メー

になることもあり︑不思議な感覚に襲われます︒

面に映る自分の姿に︑さっきまでの熱い会議が夢だったような気分

押して画面が真っ暗になった瞬間の︑ふとした静けさ︒パソコン画

でも熱のある会議はできますが︑その後﹁会議から退出﹂ボタンを

くこともなくなり︑人と会わない生活が続いています︒オンライン

で懇親会がなくなり︑委員会等もオンラインになったため協会へ行

ぼ全部オンライン開催になりました︒年に一度の総会がオンライン

今年は会計士協会の総会をはじめ研究大会︑各種学会の大会がほ

ず︑大変です︒

催者になると︑またまた慣れない機材の扱いを勉強しなければなら

同時にＺｏｏｍ中継などという形式も増えてきました︒セミナー開

くつか報告が掲載されています︒最近は︑対面での集合セミナーと

10

梨岡英理子︶

議論し︑会食し︑懇親会ができるのかもしれません︒

︵会報部

なんだか 世紀って気がしてきましたね！
21

■四半期報告書作成の手引き 2020年第２・第３四半期版
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２・第３四半期版
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
■四半期報告書記載例 2020年版第２四半期提出用
基本編
■四半期報告書記載例 2020年版第２四半期提出用
留意事項編
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社

・会員 原田 充啓氏のご尊父 芳雄様
2020年８月28日ご逝去 満92歳

【弔事】

事務局だより

（四号準会員） 東 京 会 へ

道也（会
濱口

長谷川

【寄贈図書】

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

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11月〜12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11月12日(木) 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「開業税理士」
企

画 中堅・若手会計士委員会

講

師 佐伯

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

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。

直毅 氏（公認会計士、税理士、税理士法人ななほし会計代表社員）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

公認会計士の進路として意外と多いのが、税理士業務を軸にした独立開業です。
講師としてご登壇いただく佐伯直毅氏は、2013年にクライアントゼロの状態から歯科医院専門の税理士事務所を開業。2018年には税
理士法人化し地元豊岡市の税理士事務所を事業承継、現在も右肩上がりの事務所運営を続けられています。本研修では、税理士業界でこ
そ活きる会計士としての経験、マーケティングやマネジメントの面白さと苦労話など、会計士税理士としてのキャリアの可能性につい
て、ざっくばらんにお話しいただきます。

2020年11月24日(火) 14:00〜16:00

経営委員会研修会

中小企業再生支援協議会業務
企

研修コード 履修単位

5117

２

実務研修

画 経営委員会

プロジェクトマネージャー 豊永 喬 氏
大阪府中小企業再生支援協議会 サブマネージャー、公認会計士 中井 史郎 氏
大阪府中小企業再生支援協議会 サブマネージャー、公認会計士 好本 行輝 氏
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 大阪府中小企業再生支援協議会

大阪府中小企業再生支援協議会は、二次対応時、必要に応じて外部専門家を含めた個別支援チームを編成しますが、この外部専門家には
公認会計士も選定対象となっており、その主な委託業務は、企業の財務調査及び再生計画の作成支援です。近畿会では、当該外部専門家
を選定するためのリストを作成しており、その掲載者への継続的な研修を行うため、協議会事業の実務研修を実施します。また、再生支
援の専門家リストへの登録は、同協議会事業に関連した研修の受講が要件となっており、本研修会の受講で登録可能となります。
※専門家リストへの登録により業務の依頼が必ずなされるものではなく、また、本研修の未受講を理由に専門家リストから除外されるこ
とはありません。

関西地区三会共催研修会
2020年11月９日(月) 14:00〜16:00

研修コード 履修単位

監 査 会員業務推進部研修会

3999

２

会計不正事例研修会
〜第三者委員会における公認会計士の役割について〜

企

画 会員業務推進部

浩教 氏（公認会計士、近畿会会員業務推進部部長）
中谷 洸太 氏（公認会計士、近畿会会員業務推進部副部長）
会 場 近畿会研修室
定 員 50名（リモート配信なし）
講

師 矢本

不祥事が起きるたびに、企業が設置するのが一種のパターンになっている第三者委員会。不適切会計が疑われる事案であれば、公認会計
士が委員に含まれているのが通常であり、専門的・技術的事項についての調査などを担っている。当研修会では、実際に第三者委員会委
員として経験のある会員からの、「第三者委員会委員としての留意点」、「公認会計士として果たした役割」などの体験をもとに、今後
第三者委員会委員へ就任する際の参考として、セミナー開催いたします。
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関西地区三会共催研修会
2020年11月11日(水) 13:00〜16:30

税 務

研修コード 履修単位

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会研修会

4101

3

社会福祉法人の事業展開について

①『大阪府の指導監査の概要』
②『社会福祉法人の事業展開等について』
③『社会福祉法人税務の勘どころ』
企

画 社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会研修会

地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 法人指導グループ
②日本公認会計士協会近畿会 社会保障委員会 委員長 纐纈 和雅 氏
③近畿税理士会（元）公益活動対策部 税理士 瀬川 昇 氏
会 場 近畿会研修室
定 員 60人（リモート配信なし）
講

師 ①大阪府福祉部

課長補佐

佐藤

謙一 氏

成長戦略フォローアップにおいて「希望する法人が、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう、2019年度中を目途に、好事例の収集やガ
イドラインの策定等を行う。」と示されたこと及び社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書において「希望する法人向けのガイドラ
イン策定を進めるべき」と示されたことを踏まえ、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」が公表されたところであるが、その概略
と会計基準の変更について解説します。
あわせて、大阪府等に社会福祉法人の指導監査に当会員が同行させて頂いており、種々ご指導を頂いております大阪府の課長補佐を迎え、府
の指導監査について、解説頂きます。
また、近畿税理士会の公益活動部に所属されたベテラン税理士の先生に社会福祉法人税務の勘どころを概説頂きます。

第１回 2020年11月12日（木）、第２回 2020年11月20日（金） 両日とも14:00〜17:00

公会計委員会研修会

研修コード 履修単位

2019

各3

公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎知識
第１回
第２回
企

地方公共団体および地方独立行政法人関連業務の基礎知識
地方公営企業および公会計関連業務の基礎知識

画 公会計委員会

福竹
徹 氏、江見 拓馬 氏（公認会計士、近畿会公会計委員会委員）
第２回 石崎 一登 氏、大川 裕介 氏（公認会計士、近畿会公会計委員会委員）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 第１回

現在公会計関連分野では、総務省主導のもと、統一基準による財務書類の作成・公表、公共施設等総合管理計画の策定の要請、公営企業
法適用対象の拡大並びに中長期的な経営戦略の策定の要請、自治体内部統制制度の導入等、各種制度改正・施行が進められております。
これらの制度改正には、我々公認会計士がさらに役割を果たすべき事項等が多数含まれております。このような状況の中、公会計委員会
では、公会計関連業務に経験のない会員が初めて業務に携わる際に参考になる基本的な研修が必要ではないかと考え、全2回シリーズで
研修会を企画いたしました。昨年度開催したところ大変ご好評をいただき、当年度用に改訂した内容で研修を実施します。

2020年12月16日(水) 13:30〜16:30

研修コード 履修単位

IFRSセミナー（第２回）

2103

IFRS アップデート
企

画 国際委員会

講

師 山田

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

3

善隆 氏（PwC京都監査法人）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：50人

日本のIFRS適用上場会社数は堅調に増加し、200社を超えるに至っています。また、IASBにおいては、収益、リースや保険などの大規
模基準開発プロジェクトの完了後は、企業と財務諸表利用者との間のコミュニケーションの改善やIFRS基準適用の改善をはかるための
メンテナンス活動にも精力的に取り組んでいます。
本研修では、日本におけるIFRSの適用状況等のアップデート、IFRS基準書等の最近の改定内容及び現在IASBで取り組んでいる各プロ
ジェクトの概要（特に「のれんと減損」プロジェクトと「基本財務諸表」プロジェクト）について解説します。
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スキルアップセミナーのご案内（2020年12月〜2021年２月）
【お申込に際しての留意事項】
・学習内容を前編・後編と分けており、両日参加を前提とします。
・申込締切後、参加が確定しましたら、２日間とも必ずご出席ください。お申込みをキャンセルされる場合は、ご連絡をお願いいたします。
ご連絡なくキャンセルされた場合、今後のスキルアップセミナーへのお申込みをお断りする場合がございます。
・ディスカッションを交えた参加型の研修のため、定員を設けています。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させていただきます。
・セミナー終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。

スキルアップセミナー
2020年12月3日（木）、12月17日（木）両日とも18:15〜20:30

研修コード

経営視点のコンサルティング
〜顧客のありたい姿を実現する課題解決思考スキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 竹中

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。

定

員 25人

履修単位

9101 各2単位
合計4単位

友美 氏（株式会社グロービス講師）
※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。

※申込締切：
10月23日（金）
※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。

当研修は、あるべき姿と現状とのGAPから、取り組むべき問題は何かを設定し、本質要因を捉えた上で、効果的な解決策を立案・選択
するための思考プロセスを押さえます。与えられた課題や、すでに発生している問題に対処するのではなく、自身で高い目標設定を行
い、問題を設定することの重要性を理解することを目指します。
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インタラクティブ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。
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12月9日（水）、12月23日（水）両日とも18:15〜20:30

研修コード

合意形成を導くファシリテーション
〜顧客を動かすコミュニケーションスキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 池田

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。

定

員 25人

履修単位

9201 各2単位
合計4単位

阿佐子 氏（株式会社グロービス講師）
※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。

※申込締切：
10月23日（金）
※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。

当研修は、関係者の知恵とやる気を引き出し、深い納得に裏付けられた合意を導き、参加者がその合意実現に責任を持って行動するよう
に方向付ける高度なコミュニケーションスキルを習得します。多様性の高い場での議論を通じて、効率的・効果的に意思決定を行うため
の場の設計及び流れの作り方について理解を深めます。
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インタラクティブ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。
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。

2021年1月14日（木）、2月4日（木）両日とも18:15〜20:30

研修コード

経営戦略分析・立案のための思考プロセス
〜企業経営の定石と活用方法〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 中村

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。

定

員 25人

履修単位

9101 各2単位
合計4単位

剛 氏（株式会社グロービス講師）
※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。

※申込締切：
11月30日（月）
※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。

当研修は、経営戦略や事業戦略を考える上で踏むべき思考プロセスや各プロセスにおける基本的な視点（フレームワーク）・定石を押さ
えます。財務状況と企業戦略を踏まえ、顧客へ更なる提案を行う力を養います。多様性の高い場での議論を通じて、効率的・効果的に意
思決定を行うための場の設計及び流れの作り方について理解を深めます。
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インタラクティブ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。
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。
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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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