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織田三津雄

第41回 日本公認会計士協会研究大会
オンライン研究大会
いま、挑戦の時

〜新技術を駆使し、多方面で活躍する公認会計士を目指して〜
第41回 日本公認会計士協会研究大会
2020年９月11日（金）、「いま、挑戦の時

〜新技術を駆使し、多方面で活躍する公認会計士を目指して〜」をテー

マに第41回日本公認会計士協会研究大会が開催されました。
各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。
以下、その概要をご報告いたします。

【記念講演会

11:20〜12:20】

「製造業は不確実性の時代をどう生きるか？」

【研 究 発 表
●研究発表

13:10〜16:50】

第１部

13：10〜14：50
テ

ー

マ

1

東証「改善報告書」をもとに会計監査人、監査役、内部監査人がなすべきことを考える

2

AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響の研究成果（中間報告）

3

4

事業承継税制の出口戦略にかかわる公認会計士の役割
〜環境変化に対応可能なゴーイングコンサーンのサポート役として〜
企業情報開示に関する有用性と信頼性向上に向けた論点（中間報告）
〜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〜

※「事業承継税制の出口戦略にかかわる公認会計士の役割」の報告記事はございません。

●研究発表

第２部

15：10〜16：50
テ

1

2
3
4

ー

マ

KAM適用にあたって監査役等と会計監査人との連携と課題
〜新しい制度を円滑に導入するために〜
変わりゆく公認会計士への期待と役割
〜企業等所属会計士（組織内会計士・社外役員）と会計監査人との連携で、企業や社会に貢献しよう〜
会社法上の時価と租税法上の時価を争点とするケーススタディ
非営利組織における会計基準の共通化の可能性について
〜「非営利組織における財務報告の検討」の概要及び今後の展開〜

※「非営利組織における会計基準の共通化の可能性について」の報告記事はございません。
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記念講演

11:20〜12:20

製造業は不確実性の時代をどう生きるか？
～これから求められる「企業変革力（ダイナミック・ケイパビリティ）」とトランスフォーメーション～
経済産業省

製造産業局ものづくり政策審議室長

矢野 剛史 氏

あり、その際デジタル化が有効で

は、新しい常態（ニュー・ノーマ

あること。

ル）（ゲオルギエバIMF専務理

●デジタル化により製造業の設計力

事）」となりつつある。製造業は、

を強化し、企業変革力を高めて不

1980年代半ば以降、グローバル・サ

確実性に対処するための方向性を

プライチェーンを形成してきた。し

示す。

かし、不確実性の高まりにより、グ
ローバル・サプライチェーン寸断の

２．業績動向（新型コロナウイルス感染
拡大による影響）

リスクが浮上している。効率性だけ

新型コロナウイルス感染症は、当

軟性を備えたサプライチェーンの再

初、中国武漢を中心とした自動車等

構築が必要になっている。現代のサ

のサプライチェーンに影響し、その

プライチェーンが有する①効率的な

研究大会の記念講演として、『製

後感染拡大に伴い、各国の需要減が

生産体制（少ない在庫、コスト競争

造業は、不確実性の時代をどう生き

国内製造業に直撃した。自動車等の

力のある海外での集中生産）、②陸

るのか？』をテーマに、経済産業省

国内生産拠点においても生産調整と

海空の機動的な物流、③人の円滑な

製造産業局ものづくり政策審議会室

なる例が相次いだ。自動車では、約

移動という特徴のいずれにおいても

長

矢野剛史氏より、約１時間お話

３万点の部品のうち、一部でも代替

供給途絶リスクが顕在化している状

をいただいた。以下、話された内容

が効かないと全体に影響する状況に

況にある。

をまとめている。

あった。また、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響は、株価にも及

でなく、経済安保の観点も含め、柔

４．企業変革力（ダイナミック・
ケイパビリティ）の強化

１．
「2020年版ものづくり白書」に
ついて

び、日経平均株価の推移は、一時的

最初に、「2020年版ものづくり白

また、2019年10−12月期のGDP速

では、環境変化に対応するために、

書」について、紹介がされた。

報においても、個人消費や設備投資

組織内外の経営資源を再結合・再構

「2020年版ものづくり白書」は、

が縮小した。製造業の業績は、米中

成する経営者や組織の能力（ダイナ

「ものづくり基盤技術振興基本法」

貿易摩擦や天候要因、その他の不安

ミック・ケイパビリティ）が競争力

（議員立法により平成11年成立・施

材料の影響を受けて、売上高・営業

の源泉となると考えられる。与えら

行）に基づく法定白書であり、今回

利益の足下の水準、今後の見通しと

れた経営資源をより効率的に利用し

で20回目の公表である。

もに弱さが見られる状況であった。

て利益を最大化する「オーディナ

に歴史的な値下がりの状況となった。

このような、不確実性の高い世界

経済産業省・厚生労働省・文部科

今後３年間の見通しも、減速傾向が

リー・ケイパビリティ」は、企業の

学省の３省で共同執筆されたもの

強まっている。設備投資の動向は、

基本的な能力である。しかし、不確

で、「2020年版ものづくり白書」の

近年回復傾向にあったものの、2019

実性の高い世界では、環境の変化に

ポイントは、次の３つである。

年以降は横ばいの状況にある。さら

合わせて企業を変革する「ダイナミッ

に、生産設備導入からの経過年数

ク・ケイパビリティ」を高めること

は、長期化の傾向にある。

が重要になる。

●今回のものづくり白書では、不確実

不確実性が高い場合は、最終的な

性の高まる世界における我が国製造

３．世界における不確実性の高まり

意思決定をできるだけ先延ばしし、

●不確実性に対応するためには、製

近年、米中貿易摩擦や新型コロナ

市場動向をギリギリまで見極めた方

造業の企業変革力（ダイナミック・

ウイルス感染症の拡大等、世界の不

が、成功する確率は高いといえる。

ケイパビリティ）を高める必要が

確実性が高まっている。「不確実性

ただし、それができるのは、市場動

業の現状と課題を分析している。
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向を見極め、意思決定をした後は、

有効である。一方、製造業のデジタ

ある。実際、我が国のエンゲージメ

既存の事業・組織を速やかに変更で

ル化やデータ活用は、製造工程につ

ント指数は、各国と比べきわめて低

きる高度なダイナミック・ケイパビ

いても、マーケティングとの連携に

い状況にある。また、「製造エンジ

リティを有する企業だけであるとい

ついても十分に進んでいない状況に

ニアリング技術」等の水準を競技す

える。

ある。

る「技能五輪国際大会」における日

企業の組織は、職務権限によって

日本の製造業では、老朽化した基

「堅固な組織」と「柔軟な組織」に

幹系システム（レガシーシステム）

区分することができるが、「堅固な

が、依然として残存し、運営費・保

組織」はオーディナリー・ケイパビ

守費が肥大化（「技術的負債」）し

リティが高く、「柔軟な組織」はダ

ており、デジタル・トランスフォー

７．製造現場における５G等の
無線技術の活用

イナミック・ケイパビリティが高い

メーションの足かせとなっている。

５G等の無線技術は、工程設計の

とされる（菊澤研宗慶大教授）。

レガシーシステムの残存は、2025年

柔軟化を通じてダイナミック・ケイ

製造業では、大企業はやや「堅固な

以降、大きな経済損失を招くおそれ

パビリティの強化に資すると共に、

組織」寄りであり、中小企業はやや

（「2025年の崖」）があると考えら

遠隔からのリアルタイムでの指示を

「柔軟な組織」寄りの傾向があると

れる。

支援することで技能者不足に対応で

いえる。

本の順位は近年低下している状況に
ある。

平時の際の効率性や生産性を重視

きるといわれている。次世代通信技

国内製造業の中には、高い企業変

する企業のIT投資は、旧来の基幹

術について、過半数は「関心があ

革力（ダイナミック・ケイパビリ

システム更新や保守が目的である。

る」ものの、「ビジネスへのインパ

ティ）を発揮してプロセス改革を行

不測の事態に対する柔軟性を重視す

クトが分からない」状況にある。ま

い、様々な環境変化に柔軟に対応

る企業のIT投資は、ビジネスモデ

た、「セキュリティ」や「通信の信

し、実力を伸ばしてきた事例も複数

ル変革に向かっているといえる。

頼性」等の技術的課題も存在する。

存在する。
講演では、「我が国製造業に見る

６．設計力強化戦略

５G等の無線技術における超低遅
延、多数同時接続といった特徴を活

ダイナミック・ケイパビリティ」の

デジタル化の進展に伴い、競争力

事例として、富士フィルムホール

の源泉は、エンジニアリング・

た検討が必要である。

ディングス（株）の例が、「柔軟な

チェーンの上流にシフトしていく必

（先行する海外での取り組み）

グローバル生産体制の構築」の事例

要がある。エンジニアリング・

独シーメンスと独ボッシュの製造

として、ダイキン工業（株）の事例

チェーンの上流を厚くすることで、

現場における５G等の無線技術の活

が紹介されていた。

設計力を強化し、設計から生産まで

用の事例が紹介された。

かした製造現場での本格活用に向け

のリードタイムを短縮する必要があ

独シーメンスは、自動化機器とシ

５．日本の製造業のデジタル・トランス
フォーメーションにおける課題

る。こうしたフロントローディング

ステムなどのツールを提供する等、

により企業変革力（ダイナミック・

かねてより自動車工場を中心とした

製造業には、企画研究ｰ製品設計ｰ

ケイパビリティ）を強化することが

デジタル化を支援してきた。今後、

求められる。

生産ラインを柔軟に変えられる「未

工程設計ｰ生産などの連鎖である
「エンジニアリングチェーン」と、

設計能力の強化を進めるために

来の工場」をつくり、そのシステム

受発注ｰ生産管理ｰ生産ｰ流通・販売

は、データの活用や設計のデジタル

を外販すると発表している。自社の

の連鎖である「サプライチェーン」

化（３Dデータでの設計）による設

生産システムを５Gとも連動し、需

が存在する。日本は従来、「現場が

計と、製造部門やサービス部門との

要に応じた他品種少量生産の実現を

強い」といわれてきたが、いま「サ

連携が重要となる。しかし、３D

目指す。シーメンスのシステムを導

プライチェーン」と「エンジニアリ

データでの設計は遅れ、協力企業へ

入したポルシェの工場では、ベルト

ングチェーン」は、人手不足となっ

の設計指示も２Dデータや図面が中

コンベアー代わりにAGVを実際に

ており、属人的改善による部分最適

心となっている。企業間の旧いビジ

使用している。AGVの周囲で従業

や設備の老朽化等、様々な問題を抱

ネス慣行が、３Dデータでの設計指

員が部品の組み付け作業をし、その

えている。

示を阻害している。

周りで小型AGVが部品を運ぶ柔軟

デジタル化は、企業変革力（ダイ

従来強みであった日本の製造業の

ナミック・ケイパビリティ）強化に

「現場力」は、低下している懸念が

な生産ラインを実現している。
独ボッシュ（Bosch）は、昨年11
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月21日、ドイツ国内の２拠点に５G

であろう技能は、デジタル技術を導

きる人材が求められている｡全ての

ライセンスの申請を行い、2020年内

入し、活用していく能力であるとい

人が、文章や情報を正確に読み解き

をメドに５Gネットワークを導入す

える。

対話する力や科学的に思考・吟味し

ると発表した。ボッシュが描く未来

製造業のデジタルトランスフォー

活用する力などを求められるととも

の工場には、床、壁、天井があるの

メーションに必要な人材の確保状況

に、技術革新や価値創造の源となる

みとされる。５Gの導入によって、

を確認すると、IT人材は「量」の

飛躍知を発見・創造する人材などの

強力なワイヤレスインフラの整備を

面で特に不足感が強まっている。人

新たな社会を牽引する人材が求めら

目指す。例えば、移動ロボットや自

材供給は、デジタル化によるエンジ

れる。

動運転車など、工場内で自由に移動

ニアリングチェーンの強化に向けた

することができ、レイアウト変更を

課題の一つである。数学知識を持つ

９．製造業ＤＸレポート（令和２年３月）

容易に行える柔軟なシステムの構築

人材の活躍機会の拡大が、ものづく

経済産業省製造産業局では、「2020

を計画している。

り産業でも求められている。

年版ものづくり白書」の検討と並行

米国では、数理科学のPhD終了者

して、製造業のエンジニアリング

８．製造業のデジタル・トランスフォー
メーションに求められる人材

のおよそ三割が産業界に進む状況に

チェーン強化に向けたＤＸ「DX

ある。しかも、その比率は近年、増

（Digital Transformation｜デジタ

製造業において、重点的に採用し

加傾向にある。残念ながら、日本で

ルトランスフォーメーション）」の

たいとされる人材は、「生産工程全

は、数学の博士課程修了者が、産業

促進について、調査研究を行い、令

般を担当でき、試作・開発・設計に

界に就職する比率は高まっている

和２年３月に「製造業ＤＸレポー

参加できる人」や「多くの機械や複

が、一割強程度となっている。

ト」を公表している。「製造業ＤＸ

数の工程を担当できる人」である。

Society5.0においては、新たな社

レポート」では、製造業におけるリ

言わば、「ダイナミック・ケイパビ

会（「多様性を内包した持続可能な

ファレンスケースとして、以下の５

リティ」に資する多能で柔軟性のあ

社会」）の在り方に対応し、AIを

つの観点を提示している。

る人材が求められている。

活用しつつ新しい社会をデザイン

五年後、現在以上に必要とされる
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し、新たな価値を生み出すことがで

講演で紹介された、全社的なデジタル変革の取組の５つの観点について、以下にまとめている。
観点１

全社的な経営方針・目標の共有と、
これに基づくDXの推進及び

●自社の経営目標をデジタル変革の成果と結びつけることで、全社的な取組と

エンジ

しての推進力を高める。

ニアリングチェーン強化の方針検討

●必ずしも定量的な指標や費用対効果に囚われず、大局的な観点から自社の取
り組むべきデジタル化を検討する。

観点２
観点３

自社のエンジニアリングチェーン工

●自社の工程毎の機能の可視化や切り分け等を行う。

程や体制の可視化

●製品の工程毎のコスト構造を把握する。

従業員の持つ技術や能力の形式化・

●従業員から知見を収集し、ノウハウの標準化を行う。

デジタル化

●個人の持つノウハウを共有し、他の従業員による再現の確保や、ノウハウを
踏まえた工程間での連携を推進する。
●組織や拠点を跨いでのノウハウの標準化を行う。

観点４

BOMの共有や3DCADの活用等、役

●デジタル変革の取組に際し、時々刻々と変化する社内外の状況に対応する。

割や組織を跨いだデータ 共有のための

●マーケティングやアフターサービスなど、市場との接点を持つ工程の情報を

仕組みの整備

設計に反映する仕組みを構築する。
●取引先との情報連携を推進し、企業を跨いだ設計変更等に係る迅速なやり取り
を実現する。

観点５

継続的にデジタル改革に取り組んでい

●デジタル変革の取組や刷新を継続的に担える人材を育成・獲得する。

くための人材や仕組みの確保・構築

●社内においてデジタル変革ツールを継続的に活用し成果を上げていく。
●自他部署における取組効果を着実に認識させ、その理解を得る。

にあるが、デジタル化については、日

10．おわりに

くことが、重要である。

公認会計士の皆さんは、監査やコ

本の製造業での意識がまだまだ遅れて

今後、公認会計士の皆さんは、製造

ンサルティングで、企業に入って行か

いる。したがって、経営層とくに社長

業のデジタル化推進に協力いただけれ

れることが多くあると考える。企業に

自身が、デジタル化の必要性について

ばと考える。

とって、デジタル化は、不可避の状況

充分理解して、デジタル化を進めてい

研究発表

第１部

（報告：山添清昭）

13：10〜14：50

東証「改善報告書」をもとに会計監査人、監査役、内部監査人がなすべきことを考える
日本公認会計士協会近畿会

１．発表の骨子
（１）不祥事の発見・防止には監査

２．不祥事防止のカギを握る監査役、
内部監査人、会計監査人

役、内部監査人の具体的な業務

①内部監査人の具体的な監査方法が

監査方法を確立する必要がある。

不祥事を引き起こした会社が東証
に提出した「改善報告書」を分析
し、不祥事の防止と発見について内
部監査人、監査役、会計監査人が為
すべきことを提案する。併せて内部
監査における試査のあり方、不祥事
リスクが高い海外子会社の監査につ
いても考察する。

井上 朗孝 氏

確立されていないうえ、内部監査

（２）内部監査人・監査役は内部統

と内部統制監査の混同も発生した

制の構成要素であり、会計監査

結果、業務監査が省略されてい

人は積極的に批判し、指導したい。

る。監査役についてもほぼ同じ

（３）海外販売子会社は不祥事リス

で、監査役が直接、現場に赴き、

クが高く、注意深い監査をしな

内部監査人と同様な監査をする必

ければならない。

要はないが、実際に全く業務監査

（４）会計監査制度の向上にはクラ

を行わず、また内部監査人の行動

イアント、監査従事者との共存

を一切管理せず、内部監査人から

共栄を図る態度を期待する。

の報告を無批判に受け入れるだけ

上場会社において、決算書の遡及

であれば、取締役の業務執行の監

修正に至る不祥事が続発し、公認会

督とは程遠い状態と言わざるを得

計士監査に対する信頼を失わせてい

ない。

る。会計監査人が主体となった改革

②不祥事防止のカギは２つある。一

についての提案、これが発表の骨子

つは内部監査人と監査役が握って

である。

いる。もう一つのカギは会計監査
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人である。内部監査人と監査役の

１〜２年

４社

すること、これが連携の意味で

監査を改善することを通じて、不

３〜４年

７社

ある。従って当事者の間に経

祥事の発生を防止し、早期発見で

５〜６年

８社

験、知識、理解力などについて

従業員不正

きる体制を作ることが重要であ
る。これができるのは、継続的に

大きな差がある場合、連繋は成
立しない。会計監査人は、監査

会社の内部統制を監査する立場に

４．上場会社が備える三様監査と
問題点

あり、監査役、内部監査のあるべ

３つの監査はそれぞれ、解決すべ

び始めたときから、これを監査

き姿を理解できる会計監査人しか

き問題を抱えており、これが会計監

対象としてみることを止め、批

いない。

査人の監査に対する信頼を奪う原因

判する姿勢を放棄したが、これ

になっている。

は誤りと言わざるを得ない。

役と内部監査人を連繋対象と呼

３．東証が不祥事を起こした上場会社に
要求する改善報告書の分析

（１）会計監査人の監査は不祥事の

会計監査人は計画的に、頻繁

発見が目的ではないが、不祥事

に、監査役、内部監査人と会合

東京証券取引所は、上場会社が適

が決算の遡及修正につながり、

し、それぞれの監査計画、実施

時開示に係る規定などに違反した場

財務諸表監査の信頼性を傷つけ

した結果、あるいは月次決算、

合、上場会社にその経過及び改善措

ている。不祥事の発見に繋がる

取締役会の状況などについて詳

置を記載した報告書の提出を求めて

ような監査範囲、監査方法を考

細に説明を求め、時間をかけて

いる。

える必要がある。

話し合わなければならない。状

（１）東証、28社の改善報告書が示
す不正

（２）内部監査人の問題点は、業務
上で発生した不手際を発見出来

況に応じて、批判し、指導し、
支援しなければならない。

2019年10月19日現在、東証が

る具体的な監査方法の確立であ

改善報告書を開示している事案

る。監査行動は、実施された業

５．内部監査

は28社であり、経営者が関与し

務内容を記録と資料によって把

（１）内部監査の概要

た粉飾決算は９社、従業員によ

握し、業務が有効に、効率的に

①内部監査の目的は、会社業務の

る不正は19社であった。

実施されたかどうかを確認しな

有効性、効率性、遵法性の確認

ければならない。この具体的方

である。具体的には、内部統制

法が確立されていない。

の構築と運用状況の具体的な確

（２）改善報告書に記載された改善策
コンプライアンス教育、内部
監査の充実、諸規定の改善、監

（３）監査役の責任は取締役の業務

査役監査の改善、内部統制の整

執行の監視である。監査役監査

②内部統制の構築についての検証

備、企業風土改革をあげている。

の問題点は取締役が行う業務の

は、組織、業務分掌規程、職務

どの範囲を、どのように監査す

権限規程、その他会社の諸規定

べきか、また自ら監査しなけれ

の整備状況と、事業計画、月次

会計監査人・

ばならないのか、自ら監査しな

計画、部門責任者による管理体

内部監査人による不正の発見は

いとすればどのような方法をと

制、現場責任者の管理体制など

少ない。

るべきか、といったことである。

がその対象である。

（３）不正発見の契機と決算書の遡
及修正期間
①不正発見の契機

粉飾

９社

（４）三者連携について

認である。

③内部統制の運用状況の確認は、

財務諸表監査の強化のために

諸規定の検証に続いて、現場の

は、会計監査人、監査役、内部

視察と質問、記録の検証で構成

…会計監査人 １件

監査人の連携が必要であると言

され、監査対象は主として現場

内 部 監 査 １件

われている。連携は当事者が、

管理者の業務計画、業務分担、

②以下に示す決算書の遡及修正期

それぞれに課せられた責務を達

管理記録、現場作業日報、その

間は、長期にわたって不正が見

成する能力を持っていることを

他の関係記録と資料である。

過ごされ続けたことを示している。

認め合い、それぞれが把握した

④最終は当然、監査報告である。

本社の粉飾

…会計監査人による指摘
従業員不正

08

４件

19社

１〜２年

３社

事実や問題点を相手に伝え、互

３〜４年

３社

いの立場で対策を考え、批判

①業務分掌規程等の整備状況の確認。

５〜６年

２社

し、協力し合い、課せられた責

②内部監査としての業務プロセス

７年以上

１社

務をより完全に果たす様に行動

の監査。これは決められた業務
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（２）内部監査の手順

手順に従って、業務が行なわれ

ど不祥事につながる行為も把握

重要業務の多くを依存せざるを

ているかどうかの確認である。

可能になる。

得ない。

各責任者へ質問を行い、業務の

会計監査人が行うべきは、内

業務分掌規程ほかの諸規定

概要を把握し、次に業務関係の

部監査人の業務を批判的に検討

も、内容の妥当性が十分検証で

記録や資料の検証を行う。監査

し、不足があれば助言し、内部

きず、内部統制の構築が不十分

の手順は、「業務の最初に位置

監査人を育てることに協力す

な状態になる。この不足は実務

する作業」の記録や資料から始

る、そのうえで内部監査人が実

でカバーしなければならない

める。業務監査を会計記録や最

施した成果を利用することと考

が、それも現地人の経営幹部の

終成果物からスタートすると、

える。

能力に依存するところが大き

業務の途中で発生した不手際を
つかむことは出来ない。この検

い。これは非常に危険な状態と
言える。

証過程で把握した不手際こそ業

６．監査役を生かす会計監査人の
批判と指導・支援

務改善の機会であり、内部監査

（１）監査役の責務は重いが、監査

規模で非上場の会社の監査につ

の論点である。

役には誰でもなれる。改善報告

また現地の会計監査人は、小
いては熱心ではない。

経営者、監査役、部門の最上

書を見ると、監査役や内部監査

（２）海外販売子会社を監査するに

位の管理責任者は、会計監査人

人による不祥事の指摘は殆どな

あたり、会計監査人がとるべき

に対しても、業務上の不手際に

い。不祥事に対して機能してい

態度

ついての情報提供を期待してい

ないのである。

①内部統制の整備状況の確認

る。従業員が引き起こす不祥事

（２）「取締役の業務執行の監視」

海外販売子会社においては、

は、クライアントの目には、会

についての有効かつ具体的な監

内部統制が不十分という前提に

査実務が確立されていない。

立つ必要がある。組織と業務分

計監査人の守備範囲内で発生し
た出来事として映っている。

（３）監査役監査の改善は、監査役

掌規程、就業規則などの諸規定

の具体的な責任範囲と監査方法

の内容を検討し、内容が適切で

会社では時期によって作業量

の明確化ともに、監査役に多く

あることを確認しなければなら

が変わり、担当者の変更もあ

の情報を伝える立場にある内部

ない。

る。一般的には１ヶ月をサンプ

監査人を監査役がどのように管

リング単位とした検証が有効と

理するかにかかっている。

③内部監査人の試査の範囲

思う。
例えば、受注メモからスター

（４）監査役を批判する立場の会計
監査人について

②基幹業務の会計記録とこれにつ
ながる業務の監査
この作業は量が多く、内部監
査人にも協力を求め、より広い

トし、出荷指図書、出荷報告

「内部監査人は現場業務の検

書、受領書、売上記録につい

証を行う、監査役は内部監査人

会計記録を基準にした監査手

て、各資料間の整合性、連続性

が行う業務を管理する、会計監

続きに終始せず、業務の最初か

を月単位で確認し、発生してい

査人は両者が行う監査行動を批

ら順を追って会計記録に至る記

る業務上の不手際を把握する方

判・支援する」、これが今後の

録と資料をチェックする監査手

法である。

姿と考える。

続きが必要と考える。

範囲を監査すべきと考える。

BtoB取引において、受注メ
モからスタートし、上記の記録

８．クライアント、会計監査従事者との
共存共栄

や資料を監査対象とした場合、

７．海外販売子会社は不正リスクが
大きい

１日８時間稼働として、１日あ

（１）販売子会社を海外に設立し、

公認会計士制度のさらなる発展の

たり、最低500件は可能であ

業務を開始する為には、現地の

ためには、クライアントと監査に従

る。記録の一部が自動化されて

法制度、社会制度、習慣、業界

事する公認会計士との共存共栄を図

いれば、さらに短時間で検証可

事情、得意先関係、物流事情、

る姿勢が必要と考える。

能である。この様な作業をすれ

従業員管理等についての知識が

（１）クライアントの期待。経営者

ば業務の不手際が浮かび上が

不可欠だが、現地に派遣された

は、どの程度、会社業務の管理

り、記録と現物の不一致、盗

日本人には殆ど知識がない。結

ができているかを確認したいと

難、架空売上、売上計上漏れな

局、現地で雇用した経営幹部に

望んでいる。これは内部統制の

18725
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整備と運用状況の確認であり、

（２）監査に従事している公認会計士

これについて継続的に、正面か

公認会計士白書によると、会

ら取り組み、アドバイスできる

計士試験合格者の殆どが監査法

監査業務に楽しさ、希望、貢

存在は会計監査人しかいない。

人に就職し、10年〜15年勤務し

献などが無ければ人は去る。公

クライアントの期待にどのよう

た後に退職するものが多い。会

認会計士監査制度のさらなる発

に応えるか、また、その実行

計監査は誰にでもできるもので

展のためには、優秀な人材を引

は、個々の会計監査人の意思に

はない。また監査ノウハウの多

き留め、さらに能力を引き出す

かかっている。

くは個人の懐の中にある。公認

工夫が必要な時期に来ている。

会計士の退職によって、彼が10

（報告：ご本人）

年以上かけて獲得したノウハウ
も消える。

ＡＩ等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響の研究成果（中間報告）
コーディネーター

日本公認会計士協会 IT委員会未来の監査専門委員会専門委員長

パネリスト

監査・保証及びIT担当常務理事

結城 秀彦 氏

IT委員会未来の監査専門委員会専門委員

中村 憲一 氏

日本公認会計士協会
日本公認会計士協会

紫垣 昌利 氏

静岡県立大学准教授、国立研究開発法人理化学研究所

AIPセンター客員研究員

上野 雄史 氏

られるスキルも変

いうネガティブなイメージがある

化していくことか

が、むしろ人手不足が生じている現

ら、今後スキル

場において、状況を改善する有力な

セットとして何が

代替手段として活用していくことが

必要か、また、そ

重要である。そこで監査における代

れに合わせた試験

替業務として何を対象とすることが

制度や教育方法と

有益であるか、監査法人における職

してどのように対

階を３つに分類（監査責任者、主

応すべきか検討す

任、補助者）し、AI代替可能性を

る必要がある。こ

検討した。調査の概要は次の通りで

れらの問題意識を

ある。

踏まえ、「雇用へのAI活用のイン

１．はじめに
2013年９月にオックスフォード大

パクトの理解」と題し、日本公認会

監査業務に費やす時間と人事評価

学の研究者フレイ&ボーン氏がアメ

計士協会と理化学研究所で共同研究

の要素との関係性の分析などを行っ

リカにおいて20年以内に労働人口の

を実施した。

た。具体的には、

47%が機械に代替されるリスクが

今回の研究発表では、最初にAI

●監査業務に費やす全体の総労働時

70%以上という推計結果を発表し

に対する期待や不安に関する現状や

間を職務内容に対して、どの程度

た。その後、日本を対象とした調査

見通しについての説明がなされ、そ

の割合を配分しているのか質問

においても日本の労働人口の49%が

の後、AIとの付き合い方、AIが浸透

（職務内容は職位別に10項目）

代替可能であるとされ、また、「会

していく中で公認会計士としての活

①クライアントとの調整や②証票

計」系もその代替可能な職にリスト

動領域やその際のスキルセットに関

突合・帳簿突合・分析的手続、

された。このような情報もあり、

するディスカッションが行われた。

③チームのマネジメントなど
●主任及び補助者の上席者にあたる

AIに対する期待や恐怖が高まって

２．AIに対する理解と付き合い方

監査責任者及び主任に対して、人

AIについて過度な期待や不安を

上記オックスフォード大学の研究

事評価の際、質問項目の10項目に

抱いているため、AIについて正し

者による調査結果について、必ずし

どのように重み付けしているか質

く理解することが重要である。また

も指摘が正確ではない面がある。ま

問するとともに、さらに、評価・

AIが浸透する中で公認会計士に求め

た、AIに対しては仕事を奪われると

環境経済学・マーケティングなど

きている。
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様々な分野で利用されているコン

手続が昭和のままなのではないかと

結果、サイバーセキュリティーやブ

ジェイント分析を実施

いう声も聞かれるが、一方でクライ

ロックチェーン、不正調査などが挙

アントが進んでいないため、監査も

げられた。アンケート結果として、

調査の総括としては次の通りである。

それに合わせざる得ない面もあると

会計ではなく監査に焦点が当たって

１．今回、調査対象とした監査法人

いう現状もある。今後はさらにクラ

いるように思われ、公認会計士は会

においては、特に主任が実施す

イアントと監査人が一層連携し、デ

計の専門家というより、信頼性を付

る業務は、代替可能性が低いと

ジタライゼーションを推進していく

与する専門家というイメージに近づ

される業務が、人事評価上重要

ことが必要となる。

いていくように考えられる。そのた

と認識される傾向が明らかに
なった。

めに、対象がITなどより専門性の高
デジタル化の進展は一方でリスク

い領域になっていくと想定され、

２．公認会計士の業務に、AI等の

も高まっていく。AIや自動化が進む

データサイエンティストやIT専門家

テクノロジーによって代替され

と、自動化領域が広がる。中小企業

などとのコミュニケーションできる

る領域が一定程度存在するのは

などでもクラウド会計が広がってお

能力が公認会計士にも求められてく

事実であり、人事評価の過程に

り、自動処理が増えているが、誤っ

るように考えられる。

おいて代替可能性が低い業務の

たまま進んでいることも増えている。

方が重視される傾向にある。そ

「処理は機械がするから自分は知ら

のため、代替可能性が高い業務

ないよ」という対応は現状認められ

については、積極的にAI等の

ないが、デジタル化が進んでもこの

日本公認会計士協会としては、デ

テクノロジーに代替し、公認会

ようなことは認められない。そのた

ジタルやコンピュータサイエンス力

計士は代替可能性が低い業務に

め、デジタル化の進展後においても

などが強調されてきており、公認会

注力するインセンティブも働く

一層、各企業がアカウンタビリティ

計士の身に付ける能力として、IT

ものと考えられる。

（説明責任）を意識した対応を行う

やデジタルは重要と判断している。

ことが重要といえる。

５．公認会計士に求められる
スキルセットと教育

大学教育での会計学の取組みとし
て、教授によってはPython（パイソ

３．代替可能性が高い作業を実際に
代替するための課題

その他、現状、監査現場でデジタ

ン）を取り入れるなど進んだ取り組

デジタル化については、コロナ禍

ル化が普及していない理由として監

みをされていることもあるがその一

である程度進んだといわれている

査基準が阻害要因になっているとも

方で、会計基準をないがしろにする

が、デジタル化といっても、紙面を

考えている。追加の手続をする場

こともできないので、教育時間の

PDF化することや会議を電話会議シ

合、何らかの手続が削れるという考

ポートフォリオが課題になっている。

ステムで対応するなどでとどまって

えもあるが、監査基準自体が精査的

また、ITと会計をミックスした領

おり、AIを活用した判断の自動化

なものを前提にしているためなかな

域は面白みが多いがそれが一般的に

などには至っていない。この課題を

か手続の削減は難しい。結果、手続

認知されていない点も課題であり、

克服するキーワードは、①

デジタ

がアドオンになっている。そのた

日本公認会計士協会として広げてい

デジタライ

め、監査基準の改正を含めた議論が

くことも必要である。

が挙げられる。①はア

必要といえ、国際会計士連盟

ナログなものをデジタルに変換する

（IFAC）では、ISA500で監査証拠

ことであり、AI OCRによる紙文章

の改定を進め、現状論点整理をして

６．デジタル化を目指す会計士への
メッセージ

をデジタル化するようなものであ

いる。日本においても監査基準委員

決して会計監査業務はAIに置換え

る。②はデジタルの力を活用して新

会報告500「監査証拠」の改定につ

られるものではない。アカウンタビ

たなビジネススタイルに変革するこ

ながると思われ、こちらについても

リティーを基礎にAIを積極的に活用

とであり、ワークフローシステムの

注目をしたい。

し、我々自身も変革していくことが

イゼーション
ゼーション

と②

必要である。また、クライアントと

導入などが例として挙げられる。ま
さにデジタル化を進めるには、②デ
ジタライゼーションが進んでいかな

４．AIへの代替が進んだ先に
監査人が注力する領域

いと進展は見込みにくい。このこと

５年後、10年後、我々に期待され

は監査においても同様であり、監査

る領域についてのアンケートをした

の一層の連携も重要になっていく。
（報告：植村達生）
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企業情報開示に関する有用性と信頼性向上に向けた論点（中間報告）
〜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〜
コーディネーター 日本公認会計士協会 研究員、国際統合報告評議会（IIRC）フレームワークパネルメンバー 森
パネリスト

洋一 氏

日本公認会計士協会 常務理事（企業会計・企業情報開示担当） 藤本 貴子 氏
株式会社日立製作所
ニッセイアセットマネジメント株式会社

社外取締役

山本 高稔 氏

チーフ、コーポレートガバナンス・オフィサー

井口 譲二 氏

社外取締役、株式会社村田製作所

2019年９月に設

れているのか、その目的に合った

置された「企業情

開示を行うべきと考える。そのた

報開示・ガバナン

めには法定開示書類を作成する財

ス検討特別委員

務部門や法務部門と、自主開示書

会」では、資本市

類を作成するIR部門等が連携する

場における資本提

ことが重要である。

供者である投資家

監査人の立場からは、有価証券

が必要とする企業

報告書が制度開示であるため、企

情報を前提に、外

業間比較可能性の点からこれを中

部有識者である投

心にしつつ、統合レポート等を補

資家・社外取締役

完的ポジションとすることが有用

の参画を得て、企業情報開示の有用

１．はじめに

であるとの考えが示された。

当研究大会前日である2020年９月

性と信頼性の向上に向けた課題の抽

10日に、これまでの議論、検討に基

出と対応の方向性について議論を行

②企業報告ガバナンス

づく課題の抽出と対応に関する提案

い、さらにこうした企業情報開示を

（体制・プロセス）

文書を中間報告として取りまとめ、

支える立場として公認会計士が果た

本テーマでは企業報告における

「企業情報開示に関する有用性と信

すべき役割についても合わせて検討

統治責任者の役割について議論が

頼性向上に向けた論点（中間報告）

を行ってきた。

行われた。
投資家の視点からは、取締役会

〜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

３．パネルディスカッション

の役割として、有価証券報告書等

〜」が公表された。

①開示書類の体系と情報構成

の開示書類の作成に関与すること

今回の研究発表は本検討で取り上

本テーマでは英国・米国との比

が期待される。社外取締役の立場

げた論点について、特別委員会メン

較の観点から日本の開示書類体系

からも投資家の期待は理解してお

バーである投資家、社外取締役、監

について議論が行われた。

り、取締役会は開示プロセスの可
視化、開示にコミットすべきと考

査人というそれぞれの立場からの見

投資家の視点では、日本の開示

解を提示するとともに、開示とガバ

書類は欧米に比べて分散してお

ナンスについて、今後取り組むべき

り、情報へのアクセスという観点

監査人としても、企業が変化し

ポイントについて議論を深めている。

から一元化が求められる。また統

つつある中で、企業理解の一環と

合レポートやサステナビリティレ

して企業情報開示に対する取締役

ポートが日本では自主開示の対象

会の役割を検討しており、取締役

近年、企業におけるESG等の非財

であることから、ポジティブ情報

会による開示プロセスの可視化は

務情報の開示の重要性が高まり、自

が積極的に開示されるような開示

重要であると考える。

主開示のみならず、我が国における

情報の偏りが懸念される。海外投

開示制度の中心にある有価証券報告

資家への配慮という点からは英文

書においても、コーポレートガバナ

での開示情報が少ないことも課題

本テーマでは主に非財務情報に

ンス等に関する記述情報の開示の充

である。社外取締役の視点から

対する保証について議論が行われ

実を図る施策が進められている。

も、開示書類が誰に向けて発信さ

た。

２．本検討の背景と概要
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えている。

③監査・保証

投資家の視点からは、投資家ス

対応として、監基報720に沿った

検討を通じて、情報開示に関する枠

チュワードシップの影響もあり短

「通読」に加え、KAMの検討を

組み、非財務情報を含む企業情報の

期から中長期に係る企業情報への

通じて財務情報と非財務情報との

保証のための基準が変化すべき段階

関心が高まる中、外部監査人によ

関連を検討しており、公認会計士

であると感じている。公認会計士の

る非財務情報の保証への期待が高

としての専門性と会計監査で得た

役割、専門性の変化という点から

まっている。社外監査人の視点か

知見をいかに投資家等にフィード

は、いかに資本市場へ貢献するかと

らは、三様監査に加えて、外部監

バックし貢献できるかが、監査・

いう意識をもって今後も投資家や企

査人と社外取締役との継続的・深

保証の在り方を考える点では重要

業の方の知見をいただきつつ活動し

い対話を通じたリスク認識の共有

であると考えている。

ていくことが望まれる。
今回公表した中間報告をぜひご一

と連携対応が重要であると考えて
いる。

読いただきたい。

４．終わりに

監査人としては非財務情報への

（報告：永野麻由）

特別委員会ではこれまでの議論、

研究発表

第２部

15：10〜16：50

ＫＡＭ適用にあたって監査役等と会計監査人との連携と課題
〜新しい制度を円滑に導入するために〜
コーディネーター

日本公認会計士協会近畿会 監査会計委員会委員長

パネリスト

関西学院大学商学部教授
日本公認会計士協会東海会

竹内由多可 氏

監査業務委員会委員
研究委員会委員長

大西 洋平 氏

発表の概要
監査役等と会計監

会計監査人と監査役等の連携」のア

査人の連携におけ

ンケート・インタビュー調査の分析

る重要な段階

として発表いたしました。

隆敏 氏

松田 昌樹 氏

して実施した「KAM適用における

結果につきパネルディスカッション

林

トラスコ中山株式会社 常勤監査役、公益社団法人日本監査役協会 理事
日本公認会計士協会京滋会

監査会計委員会は、監査役等に対

柴原 啓司 氏

竹内氏より、
「アンケート結果

まず、近畿会監査会計委員会柴原

から計画時が最も

委員長より発表者及び調査方法の紹

重要という回答が

介から始まりました。

多いが、それに加
え、監査人の立場

アンケート・インタビュー調査の
概要

からは、KAMのドラフトを具体的

KAMの協議時間増加分の費用負担

な文章にまで落とし込んでのコミュ

について

2019年12月24日〜2020年１月20日

ニケーションを行う段階も非常に重

大西氏より、「アンケートの結果

に、日本監査役協会関西支部と中部

要と考えていること、つまり、ドラ

から、監査人は工数増加、監査時間

支部及び監査懇話会の一部の監査役

フトとはいえ、文章として選定理由

の合理性を会社に十分に説明し、理

等合計302名（回答総数：143名）を

や監査プロセスを一貫性のある論理

解・納得を得ることが重要で、納得

対象にWebアンケート方式で実施

構成で文章とすることの難しさがあ

感があれば工数に見合う費用負担に

後、回答者の中から任意の８名の監

る」との発言がありました。

ついて監査役等はご理解されている

査役にインタビューを実施。

のではないかという印象を持った」
との発言がありました。
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開示との関連

KAMの決定プロセスにおいて

も本番年度の開示例を分析し、本ア

大西氏より、「アンケート結果か

竹内氏より、「MD&Aや事業等の

ンケートの経年変化について再調査

ら取り立ててKAMとすべき領域は

リスク、監査役会の活動状況、財務諸

することで、さらに分析を深めてい

見当たらないという回答が一定数あ

表注記と合わせて全体として利用者に

きたいとの抱負を述べられました。

るようにおもえたが、対象会社の監

とって適切な開示となるよう、執行・

査の中で最も注力して対応した項

監査役と継続的に協議を進める必要が

目、つまり絶対的な重要性はなくと

ある」との発言がありました。

最後に
初めてのオンライン及びWeb収録

も相対的に重要なものとして記載し

また、林氏より、「早期適用事例

での研究大会ということもあり、皆

た項目であることを読み手に正確に

では、任意記載である「監査手続の

さんかなり緊張されたとのことです

伝える必要がある」との発言があり

結果」と「監査人の見解」を記載し

が、それを感じさせない発表ぶりで

ました。

た事例は皆無だが、KAMの有用性

した。KAM本番適用を控え、全国

を高めるために、監査人がKAMで

の会員の皆様に有意義な情報を提供

あると判断した会計処理・取引・事

できたと感じています。

執行側への伝達
松田氏より、「KAM導入前から

象等について見解を述べれば、投資

３者（執行側、監査役等、会計監査

者にとってのKAMの意味合いは大

人）が直接意見交換や協議する機会

きく変わり、より有用なものになる

が少なくとも四半期に２回以上あ

のでは」とのご意見がありました。

（報告：疋田鏡子）

り、KAMの協議で更に機会が増加
している」との発言がありました。

まとめ
柴原委員長より、上記内容を今回
の提言として述べられたのち、今後

変わりゆく公認会計士への期待と役割
～企業等所属会計士（組織内会計士・社外役員）と会計監査人との連携で、企業や社会に貢献しよう～
コーディネーター

日本公認会計士協会 ダイバーシティ＆インクルージョン担当常務理事、組織内会計士協議会協議会会長、
株式会社JBAホールディングス 代表取締役グループ CEO、早稲田大学会計大学院非常勤講師

司会

有限責任ナレッジネットワーク 代表取締役社長、日本公認会計士協会 組織内会計士協議会 研究企画専門委員会専門委員

脇

一郎 氏

中田 清穂 氏

１．公認会計士価値向上に向けた動き
まずは、公認会計士の価値向上に向けた動きについて、脇氏より、下記について解説された。
１．デジタル化に伴う

・事務処理屋から付加価値の高い業務へ

自動処理化、経理

・そもそも会計は企業価値を測定するもの〜CFOからCVOへ〜

業務変革

・CPAが統合価値を創造する〜BSが本当の企業価値を表さない？非財務価値、SDGsなど？
・データ主軸とした業務への変革

２．資格同士の壁（業

・CPAがマネジメントに進出vs MBA

際）が近くなって

・CPAが内部監査やガバナンス機能に進出 vs IIA, CISA, CFA

きている（特に企

・CPAがデータ業務主軸へvs ITコンサルタント、データアナリスト

業等所属会計士）
３．企業不正防止への
役割を強く期待

・Public Interest（公共の利益）に貢献すべく倫理強化
・監査人への規制強化（独立性）
・企業等所属会計士（組織内会計士、社外役員会計士）への倫理強化
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の標準化」について、IFAC

最近の倫理強化の視点として、

資料をもとに要因分析とともに

「【適用済】不法行為への対応」、

「Enablers of Finance Function

「【IESBAで検討中】監査人の独立

Transformation（参照：IFAC

性強化」、「【IESBAで検討中】職

PAIB Committee2019年３月

業的懐疑心」、「【IESBAで各国状

資料）」として将来の経理財

況調査中】タックスプランニング」

務の成功要因について解説さ

について解説された。資格同士の壁

れた。さらに、監査データの

（業際）が近くなってきている中、

標準化（ISO化）により、グ

倫理強化が他の資格との差別化にな

デジタル化の視点として、「経理財

ローバルに企業と監査人がデータを

り、公認会計士価値向上につながる

務はデータ主軸業務へ」、「ポスト

共有され、監査の効率的・効果的な

ことが期待される。

コロナの経理財務業務」、「将来の

監査に向けての動きが紹介された。

経理財務像」ならびに「監査データ

２．フリーディスカッション
次に、以下について、WEB参加者
400名程度と脇氏、中田氏によるイン
タラクティブなフリーディスカッ
ションが行われた。
前提として、フリーディスカッ
ション参加者の構成は「監査法人等
勤務で監査業務中心」および「独立
開業」で過半数を占めていた。
フリーディスカッションの結果、
以下のように意識している参加者が
多いことが判明した。
メインテーマ①について

メインテーマ
メインテーマ①
財務報告の信頼性を担保するため
の、企業等所属会計士（組織内会
計士、社外役員会計士）と会計監
査人それぞれの職業倫理と役割
〜財務報告サプライチェーンの中

ディスカッショントピックス
・公認会計士に対する企業や社会の
期待
・会計監査の独立性強化に伴う企業
と会計監査のあり方
・倫理強化は公認会計士の価値向上
に役立つのか

での企業と会計監査人の役割〜
メインテーマ②
経営の高度化と企業価値創造に貢

・デジタル化、リモート化に伴う経
理部門業務と監査業務の変革

献していくための将来の経理部門

・非財務情報への取り組み

の在り方と監査法人の役割

・今後の公認会計士に必要な資質と
スキル

ネスに関する理解力向上、企業経

・財務情報だけでなく、非財務情報

・クライアントに企業等所属会計士

営者の不正に関する意識の向上、

を用いて、企業の「価値創造プロ

がいることにより、財務報告プロ

企業経営者による財務報告に関す

セス」を策定はしていないが、分

セスの信頼性が高まっている

る意識の向上が重要な課題である

析や検討をしている

・会計監査人が被監査会社に対して
行う説明や要求などについて、そ

・監査法人勤務者で監査業務を中心
メインテーマ②について

とする参加者で、「価値創造プロ

の意味や必要性を、企業等所属会

・経理財務部門業務及び監査業務の

計士が社内メンバー向けに説明す

デジタル化やリモート化は、経営

る回答者が

ることは重要

の高度化と企業価値創造に貢献する

る回答者の倍程度である

・公認会計士法に定められた使命条
項を意識して業務を行っている
・自身が活動する際に周囲からご自身
が『専門家』として見られている

セス」を

理解していない

とす

理解している

とす

・企業等所属会計士として、非財務

・監査した財務諸表を含む開示書類

情報と財務情報との「関連付け」

のうち財務諸表と監査報告書とを

に関心がある

除いた部分の記載内容である「そ

・非財務情報が発生する現場から情

の他の記載内容」について、監査

・財務報告の信頼性を高めるための

報を収集して、その非財務情報が

人の手続を明確にするとともに、

公認会計士業界全体で取り組むべ

財務情報とどのように関連してい

監査報告書に必要な記載を求める

き課題として、会計監査人のビジ

るのかをそれなりに把握している

ことが提案されていることを知っ
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ており、現在の監査の過程におい

識」や「コミュニケーションスキ

するアンケートがなかなか表示され

ても、「その他の記載内容」につ

ル」を必要と考えている

なかったりとするトラブルが、脇氏
や中田氏の巧みな進行もあって、あ

いて監査の過程で得られた情報と
齟齬がないか確認している

たかも現地で参加しているかのよう

３．最後に

・今後の公認会計士に必要な資質と

参加者400名程度をWEBで繋いで

スキルとして、「ビジネスへの理

の大規模なインタラクティブな研修

解」、次に「テクノロジー関連知

で、フリーディスカッションに使用

な臨場感として伝わってきた。
（報告：﨑山謙治）

会社法上の時価と租税法上の時価を争点とするケーススタディ
日本公認会計士協会

１．はじめに
はじめに佐藤氏は今回の発表は、
時価を算定するためにどのような評
価方法があるのかという事に焦点を
当てている点で非常に「マニアッ
ク」なものであると話され、本講義

租税担当常務理事

佐藤 敏郎 氏

これと著しく異なる評価方法を法人

「株式が分散している非上場会社が

税の課税において導入すると、混乱

株主との合意により当該株式会社の

を招くこととなるためである。しか

株式を有償で取得する事（ミニ

しながら、経営研究調査会研究報告

TOB）によってホールディングス

第32号「企業価値評価ガイドライ

化する場合」、ケース２は「会社法

ン」の原版が公表されて以来、当該

上のTOBによる場合」、ケース３

ガイドラインは非上場会社の評価に

は「ケース２と同じ会社法上の

おいて広く利用され、また、企業評

TOBでケース２と各計算結果が異

価を解説する多くの書籍や論文等で

なる場合」を紹介され、フリー・

引用されており、事実上の企業評価

キャッシュフロー法や残余利益法、

に関するスタンダードである。会社

簿価純資産方（財産評価本通達）等

法上の株価を争点とする裁判例で

による計算結果を示され、会社法上

も、本ガイドラインが事実上のスタ

の規制や相続税や法人税法上の考え

ンダードと考えられる。これら、税

を基に、規制上とりうる評価方法を

務上、会社法上の２つのスタンダー

解説された。

の趣旨を話された。

ドが存在し、裁判例でも実際にはそ

その上で、ケースごとに適用すべ

れぞれ別の基準であるかのごとく取

き時価は異なり、すべてに万全な時

２．本講義の趣旨

り扱われており、実務家がその識別

価はない。また適切な評価方法でも

と使い分けをしなければならない状

相手方との契約が成立しなければ目

況がなぜか生じている。この状況が

標は達成されず、目的適合的で会社

なぜ生じているのか、何が問題なの

法上の財源規制や租税法上のリスク

かを解説すると話された。

もすべてクリアするような時価の算

佐藤氏は、税務を中心に活動して
いる実務家にとっては、会社法上の
手続きに従った株価を検討すること
はあまりない。というのも、財産評
価基本通達の定める非上場株式の評
価方法は、相続又は贈与における財
産評価手法として一般的に合理性を
有し、課税実務上も定着しており、
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定方法の選択は難しく問題を含んで

３．ケーススタディ
次に佐藤氏は３つのケーススタ
ディを行なわれました。ケース１は、

いる旨の解説された。
（報告：髙見勝文）

報告
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01

はじめに

であり、また私の聞き忘れ、聞き違

黙祷

2020年９月28日（月）に日本公認

い等により正確性に欠ける記述があ

加藤達也副会長により物故会員・

会計士協会会館２階大会議室にて日

るかもしれませんが、ご容赦くださ

準会員156名への黙祷が出席者全員

本公認会計士協会の第54回定期総会

い。また、公式の総会報告について

によって捧げられました。

が開催されました。その内容をレ

はJICPAニュースレターにより行わ

ポートいたします。みなさまご存知

れますので、そちらをご参照くださ

の通り、新型コロナウイルス禍で感

いますようお願いいたします。

議長・副議長の任命
手塚会長から会則第143条第１項

染症予防のため、来賓は招待せず会

第54回定期総会は、総務担当の北

により、議長・副議長を任命したい

員の議決権行使も電子的方法による

方宏樹常務理事、茂木哲也常務理事

旨の提案があり、議長に佐竹正幸会

ものであったため会員の来場を控え

の２名の司会で午前10時より開催さ

員、副議長に小見山満会員と松岡正

ていただき、例年ならば、定期総会

れました。

明会員が任命され議事が開始されま
した。

の模様を各地域の会場に中継します
が、今年は感染症予防のため地域会

閉会の辞・会長挨拶

会場も閉じたので中継はありません

武内清信副会長の「開会の辞」に

でした。会長、常務理事に出席者を

引き続き、手塚正彦会長のご挨拶が

限定した開催を初めて試みました。

ありました。

報告事項
佐竹正幸議長より会則第142条第
２項に従い、報告事項として「第54
事業年度

なお、文中意見に関する記載は私見

事業及び会務報告の件」

日本公認会計士協会定期総会レポート
本部常務理事

廣田

壽俊

の報告が基本方針と４つの重点施策

て、経済社会の発展に寄与していき

わたって国内外の舞台で主導的な役

にそって行われました。なお、詳細

ます。そのために、当協会は、透明

割を果たしていくための土台を構築

については総会議案書をご参照くだ

性ある事業運営を進め、その結果を

すべく、施策を実施していきます。」

さい。それに加えて、新型コロナウ

積極的に発信することにより、社会

この基本方針に基づき、次の４項

イルス感染症への対応と基幹システ

に対して一層説明責任を果たして、

目を重点施策に掲げ事業活動を展開

ム更改プロジェクトについて報告も

その要請に応えられるよう取組を進

しました。

行われました。

めます。また、持続可能で国際的か
つ多様性のある社会の実現へ向け、

（重点施策について）

（第54事業年度事業計画の基本方針）

職業専門家団体としての社会的責任

１．資本市場におけるインフラとし

「日本公認会計士協会は、情報の

を果たすための取組を引き続き進め

ての監査の信頼性向上と開示充

信頼性確保を担うとともに、健全な

ていきます。第54事業年度において

実への取組

組織ガバナンスに寄与する公認会計

は、自主規制機関としての組織的・

士の職業専門家団体として、公認会

財政的基盤の強化を図るとともに、

計士の資質の維持・向上、業務に関

公認会計士がテクノロジーの進化や

する自主規制機能の発揮、社会的な

企業活動の一層のグローバル化など

2019年10月25日に金融庁から

制度の在り方に対する提言を通じ

の様々な環境変化に適応し、将来に

「監査法人のローテーション制度

（１）監査の品質及び透明性向上策
の着実な実施
①監査の品質向上策
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に関する調査報告（第二次報

されるための環境を整備するため

た場合の情報提供の充実を求める

告）」が公表されたことを受け、

に、金融庁が主催する「株式新規

声があり、金融庁において、「会

協会では同日に会長声明「監査人

上場（IPO）に係る監査事務所の

計監査についての情報提供の充実

の独立性強化に向けて〜「監査法

選任等に関する連絡協議会」にお

に関する懇談会」が設置され、

人のローテーション制度に関する

いて、関係者との協議に参画し

2019年１月22日に「会計監査に関

調査報告（第二次報告）」の公表

た。その結果、関係者に求められ

する情報提供の充実について−通

を受けて〜」を発出し、2020年４

る取組が報告書として取りまとめ

常とは異なる監査意見等に係る対

月１日以後開始する事業年度から

られ、協会ではこの報告書を踏ま

応を中心として−」が公表され

適用される「独立性に関する指

えてIPOを目指す企業の監査の担

た。これを受け、協会ではプロ

針」の改正について会員に遵守を

い手となり得る中小監査事務所の

ジェクトチームを設置し、倫理規

促すとともに、業務執行社員だけ

リストの作成・公表等を行うべ

則における守秘義務が解除される

ではなく、監査補助者についても

く、具体的な検討を行っている。

「正当な理由」についての整理を

必要に応じてローテーションを行

このほか、海外の関連会社によ

含め、守秘義務の考え方の論点整

う「チームメンバーのローテー

る不正な資金流用、過去の決算に

理を行い、協会として今後取るべ

ション」の概念を打ち出し、この

おける在庫の過大計上、複数の大

き対応方針について報告書として

制度の適切な運用によって、監査

手上場企業が関与する循環取引等

取りまとめを行った。報告書を基

人の独立性の外観を保持して監査

の不適切会計に関する報道がなさ

に外部有識者からのヒアリングを

の信頼性の基盤を確保することに

れたことを踏まえ、協会では2020

行う等、関係者の意見を広く聴取

より、「新たな視点」（フレッ

年２月14日に会長声明「最近の不

しながら検討を進めている。ま

シュ・アイ）での監査と被監査会

適切会計に関する報道等につい

た、会計監査人の異動理由は、金

社に関する「十分な知識と経験」

て」を発出し、監査業務の責任者

融商品取引法に基づく臨時報告書

を活かした高品質な監査の実施に

を務める会員に対して、自らの監

や証券取引所の有価証券上場規程

つなげることが公益に資するとの

査業務の実施に当たって慎重な検

に基づく適時開示により開示され

考えを示した。さらに自由民主党

討を行うよう要請した。

ているが、その内容が株主等への

政務調査会金融調査会に設置され

なお、協会では、公認会計士の

十分な情報提供になっていないと

た企業会計に関する小委員会等で

自主規制団体として、健全な資本

の意見があること等を受け、協会

の議論を踏まえ、2020年２月20日

市場の維持に貢献するため、関係

では、当該理由の開示充実に向け

に会長通牒「「担当者（チームメ

役員等を構成員とした「監査強化

て、上場会社監査事務所部会にお

ンバー）の長期的関与とローテー

対応会議」を2016年１月に設置

いて具体的な異動理由の適時把握

ション」に関する取扱い」を発出

し、監査品質の向上に向けた活動

を行っており、それらを集計した

し、社会的影響度が特に高い会社

を行ってきた。監査強化の取組

ものを品質管理委員会年次報告書

の監査業務に従事する会員が留意

は、引き続き実施すべきものでは

において公表している。

すべき事項をまとめる等チームメ

あるものの、執行部の任期を一区

このほかにも上場会社において

ンバーのローテーションに関する

切りとして総括し、今後の展望に

は2020年３月決算の監査から、監

具体的な取扱いを公表した。

ついて整理し、「日本公認会計士

査人が虚偽表示リスク等の監査の

協会の監査強化の取組について」

過程で着目した事項として監査報

を公表した。

告書に記載する「監査上の主要な

また、企業と監査事務所との需
給のミスマッチ等により、株式新

検討事項」（KAM）が早期適用

規上場（IPO）を目指す企業が必
要な監査を受けられなくなってい

②監査の透明性向上策

されることも踏まえ、監査人が

るとの問題が指摘されていること

会計監査に関する情報提供の

KAMの趣旨について十分理解

を踏まえ、IPOを目指す企業に対

ニーズが高まる中で、特に、通常

し、能動的に取り組むことを促す

し、質の高い監査が安定的に提供

とは異なる監査意見等が表明され

目的から2019年７月12日に会長声
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明「「監査上の主要な検討事項」

会において会則・規則を変更し、

示に対する社会のニーズは財務情

の適用に向けて」を発出したほ

監査業務モニター会議及び品質管

報の開示にとどまらず、より効果

か、セルフチェック等を行うため

理審議会に代えて、個別事案審査

的な非財務情報の開示へと拡大し

のレターとして「監査上の主要な

制度及び品質管理レビュー制度を

ている。協会では、このような情

検討事項適用に向けて」（第１弾

モニタリングする機関として会員

勢を踏まえ、制度開示書類・自主

〜第３弾）を作成した。その他、

外の有識者を中心に構成する自主

開示書類、財務情報・非財務情報

KAMについて広く一般に理解・

規制モニター会議を設置し、議事

を問わず、開示全体としてその質

浸透を促すため、解説動画の作成

要旨及び会議資料を公表すること

及び信頼性を高めることが、資本

も行った。

とした。その第１回会議を2020年

市場に関わる公認会計士の使命で

２月18日に開催している。

あるとともに貢献できる分野であ

（２）テクノロジーの進化とデジタ

また、設置趣旨や審査対象、審

ると考え、一貫して企業情報開示

ライゼーションが与える影響

査員等に共通性が認められるとと

を検討できるよう体制を整備し、

を見据えた将来的な監査業

もに、審査の専門性向上や判断の

2019年９月に会員外の有識者を含

務・監査環境の在り方の検討

均衡性確保等を図る観点から、

めた特別委員会を立ち上げ、企業

近年の企業活動の複雑化・大規

2019年７月の定期総会において会

情報開示の有用性及び信頼性向上

模化・国際化やIT技術の革命的

則・規則を変更し、不服審査会及

に向けた検討を行っている。

な進歩を背景に、先進的なIT技

び上場会社監査事務所登録・措置

術及びAIを用いた高度なデータ

不服審査会を統合して、適正手続

２．公認会計士の業務を通じた地域

分析技術を活用した効率的かつ効

等審査会を設置し、2019年10月か

の経済・コミュニティへの貢

果的な監査、それに適応できる人

ら運用を開始した。

献、その他会計職業専門家団体
としての社会的な課題解決に向

材の確保が必要となっている。協

さらに個別の監査業務事案及び

会では、株式会社日本経済新聞社

規律事案について、事案調査の重

主催「グローバル会計・監査

複部分を排除し、調査の一元化に

フォーラム「AIを活用したビジ

よる事案処理の迅速化・効率化を

有効性に対する理解の促進

ネス・監査の展望と課題」」に協

図るとともに、論点や争点を確実

2017年４月から一定規模を超え

賛し、企業と監査法人それぞれの

化・正確化するという観点から、

る社会福祉法人に会計監査人によ

観点から、ビジネス・監査におけ

2019年７月の定期総会において会

る会計監査が導入された。厚生労

るAI活用に係る課題や将来的に

則・規則を変更し、監査業務審査

働省「社会福祉法人の会計監査人

求められるスキル等についてパネ

会及び規律調査会を統合して、監

に関するアンケート結果」（2019年

ルディスカッション形式で幅広く

査・規律審査会を設置し、2019年

８月30日）では、社会福祉法人の

議論した。

10月から運用を開始した。

会計監査の導入について一定の効

けた取組
（１）社会福祉法人に対する監査の

果が認められたとの調査結果が公
（３）監査業務に係る自主規制体制
の整備・運用の開始
協会が実施する自主規制制度が

（４）社会のニーズに応じた合理的

表されている。会計監査を通じて

な企業情報開示の在り方の検

社会福祉法人の法人型経営への移

討と建設的な対話の促進

行等の課題が把握されたことか

適切に機能し、社会からの更なる

昨今のコーポレートガバナンス

ら、自由民主党政務調査会社会保

理解が得られるよう、自主規制全

改革の下で、企業の中長期的な価

障制度調査会介護委員会におい

体の運営やその在り方、改善事項

値創造に向けて企業と投資家との

て、円滑な法人型経営への移行に

等をモニタリングし、資本市場や

建設的な対話が重視されてきてい

当たっては独立した専門家である

社会への影響といった大局的な視

る。そして、対話の基礎となる企

公認会計士の視点（会計監査の指

野から意見を述べ、助言を行うこ

業情報開示の在り方は大きく変わ

導機能）が有効である旨を主張した。

とを目的に、2019年７月の定期総

りつつある。特に、企業の情報開

また、社会福祉法人の会計監査

18735

NOVEMBER 2020

19

01 報 告 REPORT
人設置の規模基準拡大への対応と

を作成し、教科書会社を訪問して

法行為への対応に関する指針」に

して、社会福祉法人向け会計監査

意見交換を行う等具体的な検討を

従い対応する旨等を定めた。

のガイドラインの作成に向け、厚

進めている。

さらに、2019年12月４日に会社

また、全国の中学校・高等学校

法の一部を改正する法律案が参議

の社会科等を担当する教員を対象

院において可決され、上場会社等

とした「証券・経済セミナー」

において社外取締役の設置が義務

（２）社会のニーズや会員の業務実

（主催：全国公民科・社会科教育

付けられたことを受けて、12月５

態に応じた、税務、中小企業

研究会、協力：日本証券業協会）

日に会長声明「社外役員等に就任

支援等に係る会員業務に対す

において「生徒に伝えたい企業会

している会員に対する倫理規則の

る支援の充実

計の話」をテーマに講演を行った。

遵守徹底について」を発出し、上

生労働省や関係議員への説明・協
議を行った。

記2019年７月の倫理規則の改正に

今後公認会計士が税務の分野で
社会に貢献していくため、協会の中

３．会計専門家として幅広く活躍す

よって新たに設けられた違法行為

長期的な租税施策の見直しについて

る人材の育成及び活躍の促進と

への対応の遵守を改めて注意喚起

会員向けアンケート調査及び地域会

公認会計士の魅力向上

した。これに加え、組織内会計士

会員との意見交換を実施し、その結

（１）社外役員、組織内会計士等と

研修会「「倫理基準」の改訂を組

果をプロジェクトチームにおいて検

して知見を発揮する公認会計

織内会計士の価値向上につなげよ

討・取りまとめ、「日本公認会計士

士の資質の維持・向上及び活

う〜「違法行為への対応」と今後

協会の租税施策（税務業務支援施

動支援

の倫理強化への流れ〜」を実施し

策）の現状と課題」として公表し

経済活動の複雑化・国際化が進

て周知徹底を図るほか、解説動画

た。また、会員の税務に関する資質

むに従い、企業等で活躍する公認

を作成し、広く一般への普及・促

向上等を目的とした研修の実施や租

会計士社外役員や組織内会計士は

進を行った。

税相談室における相談サービスの充

年々増加している。協会において

実を行った。

は、活動領域の拡充及び人材の流

（２）国際的に意見発信を担える人

中小企業支援においては「中小

動化の促進を目的として、それぞ

材の育成・輩出、活躍の場の

企業支援ツールガイド」を開設し

れネットワークを設けており、

提供・支援

ており、中小企業経営及び中小企

2020年３月末時点の登録者数は、

社会のグローバル化の流れが急

業支援に携わる関係者が活用でき

公認会計士社外役員ネットワーク

速に進む中、国際的に意見発信を

るツールを提供している。

が1,742名、組織内会計士ネット

担える人材の育成は喫緊の課題で

ワークが2,501名となっている。こ

あり、協会では、国際団体等との

（３）社会の会計リテラシー向上に

れらのネットワークにおいては、

連携強化や基金の活用等により継

資する資料や情報提供の機会

社外役員・組織内会計士等として

続的に人材育成に取り組むととも

の充実

知見を発揮する公認会計士の資質

に、グローバル人材のすそ野を広

2021年度・2022年度から実施さ

維持・向上のため、研修会やネッ

げるため、ウェブサイトのリ

れる新たな学習指導要領に基づく

トワーキング活動を行っている。

ニューアルを行ったほか、外務省

中学校・高等学校の教育課程にお

また、2016年７月に国際会計士倫

とのコラボイベント「Vision for the

いては「会計情報の活用」が取り

理基準審議会（IESBA）の倫理規

future 国際機関やグローバルな組

上げられており、現場の教員への

程において「違法行為への対応」

織で活躍する公認会計士」を開催

周知・理解促進のための教材の作

に関する規定が新設されたことを

する等、グローバルに活躍するこ

成が求められていることから、教

受け、協会では2019年７月の定期

との魅力等を継続的に発信してい

育関係の学識経験者の参加を得て

総会において倫理規則を変更し、

る。

設置した「会計リテラシー・マッ

企業等所属の会員が違法行為又は

プ・教材研究会」において、教材

その疑いに気付いた場合には「違
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（３）多様な役割で活躍できる会計

トロ車内ディスプレイでのKAM

める社会の要請に適時かつ迅速に

人材の確保、女性公認会計士

周知に関するCMの放映や新型コ

応えていくために、公認会計士業

としての活躍支援等を通じた

ロナウイルス感染拡大による会計

務に係る自主規律と協会運営の自

公認会計士の魅力向上

監査への影響に関するテレビ局の

治の在り方を整理し、2019年７月

公認会計士制度や業務内容につ

インタビュー対応等、メディアを

の定期総会において会則・規則の

いて、一人でも多くの学生に興

活用した広報を展開するととも

全般的な見直しを行った。

味・関心を持ってもらうととも

に、記者会見や記者レクチャーを

に、将来公認会計士を目指そうと

定期的に開催し、協会の情報発信

する人に、より一層の知識と理解

に努めた。

（４）協会及び会員による、持続可
能な社会の実現に向けた課題
解決やSDGｓ（持続可能な開

を深めてもらうことを目的とし
て、高校生・大学生を対象とした

（２）協会活動の透明性向上に資す

公認会計士制度説明会を高等学

る情報発信とステークホル

校・大学・受験予備校で実施した

ダーとの対話の促進

発目標）への取組に関する取
りまとめ
持続可能な社会の実現が国民経

ほか、公認会計士職業紹介アニメ

協会活動について、社会からの

済の発展の基盤になるとの考えの

を作成し、協会ウェブサイト上に

理解・促進を図るため、「Annual

下、特別委員会を設置し、SDGs

公表した。

Report 2019」を作成・公表した。

に掲げられた目標・ターゲットや

また、女性会計士活躍促進協議

このほか、自主規制に係る取組を

日本における社会的課題を理解し

会では、多様性を持った公認会計

中心に、自主規制モニター会議の

た上で、協会及び公認会計士と社

士ひとりひとりが幅広い分野で等

議事概要をはじめ、品質管理委員

会との関わり方や持続可能な社会

しく活躍している社会の実現を目

会年次報告書、品質管理レビュー

の構築に貢献するための課題及び

指すに当たり、女性公認会計士活

事例解説集、個別事案審査制度の

取組の方向性を検討しており、特

躍の更なる促進のために、会員・

活動概要等を作成し、公表を行っ

別委員会が考える未来の社会の在

準会員及び公認会計士試験合格者

ている。

るべき姿と協会及び公認会計士が
目指すべき姿、取組の方向性につ

の女性比率に関するKPIを設定
し、目標達成のための施策を検討

（３）活動領域が拡大する公認会計

いて中間報告「持続可能な社会構

している。これに関連して、公認

士を支えるための、協会組

築に向けた公認会計士の貢献」と

会計士の魅力向上に関する施策と

織・業務遂行体制の全国的な

して取りまとめ、公表したほか、

して、女子大学生向けイベント

充実と財政基盤の整備

シンポジウムを開催して専門家が
果たすべき役割について有識者と

「10 colors of CPA 2019」を開催

経済や社会構造の変化、社会か

したほか、各地域会においても女

らの期待の変化に適応し、事務局

意見交換を行う等の取組を行った。

性公認会計士としての活動支援等

の役割を拡充するため、2019年７

また、協会を含むThe Prince of

に向けたイベントを積極的に開催

月の定期総会において会則を変更

Wales's Accounting for Sustainability

している。

し、新たに「事務局長」を設けた。

Project（A４S）のメンバーであ

また、公認会計士に対する社会

る各国の会計専門家団体の最高経

４．公共の利益に貢献する公認会計

からの期待・要請を踏まえた会員

営責任者13名（14組織）が共同

士への理解促進のための情報発

の業務支援体制の強化を継続し、

で、各団体のメンバーである会計

信と協会活動の組織的・財政的

持続可能な協会財政を構築するた

専門家へ、気候変動に対する行動

基盤の強化

め、2019年７月の定期総会におい

を呼び掛ける声明文「CALL TO

て会則を変更し、普通会費及び業

ACTION IN RESPONSE TO

務会費の見直しを行った。

CLIMATE CHANGE」を公表し、

（１）公共の利益に貢献する公認会
計士への理解促進のための情
報発信
新聞広告を掲載するほか、東京メ

これに加え、会務の機動性向上

財務・会計の専門家として公認会

を図り会計監査の信頼性確保を求

計士が気候変動に関し様々な貢献
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が期待されること、気候変動の緩

し、新型コロナウイルス感染症の

するため、「新型コロナウイルス

和策と適応策を実現する上で大き

影響下における企業の決算作業及

感染症に関連する監査上の留意事

な役割を果たすことができること

び監査等について、関係者間で現

項」を適宜発出し、不確実性の高

を述べた。

状の認識や対応の在り方を共有・

い環境下における監査上の留意事

議論した。加えて、同協議会から

項について注意喚起した。また、

2020年４月15日に、企業及び監査

上場企業の監査だけでなく、内閣

対応

法人に対して決算及び監査業務の

総理大臣等に対し独立行政法人等

新型コロナウイルス感染症の拡

遂行に当たって例年とは異なるス

が提出する財務諸表等の期限の取

大に伴い、前例のない危機対応下に

ケジュールも想定して柔軟かつ適

扱いについての要望書を提出する

おいて、会社関係者、会員及び監査

切に対応していくことを求める旨

ほか、法人税の申告期限の延長措

法人関係者の生命の安全を最優先し

の声明が発出されたことを受け、

置等について国税庁と意見交換・

つつ、資本市場の信頼を確保するた

同日に会長声明「「新型コロナウ

要望の策定を行う等、非営利・公

めに、関係行政機関及び関係団体と

イルス感染症の影響を踏まえた企

会計分野や租税分野における対応

緊密に連携して、企業の決算業務と

業決算・監査等への対応に係る連

も実施した。

監査業務について十分な時間を確保

絡協議会」からの声明について」

なお、協会ウェブサイト上に新

するよう対応に努めた。

を発出し、会員・準会員に対し、

型コロナウイルスへの対応に関す

具体的には、2020年４月７日に

政府等の要請を遵守することを改

る専用ページ「新型コロナウイル

政府から緊急事態宣言が発令され

めて要請するとともに、同協議会

スへの対応について」を設け、協

たことを受け、同日に会長声明

からの声明の趣旨を踏まえて、企

会や関連団体の公表物を掲載する

「緊急事態宣言の発令に対する声

業の関係者と協力して適切に対応

ほか、協会が発出した会長声明及

明」を発出し、会員・準会員に対

することを求めた。

び「新型コロナウイルス感染症に

５．新型コロナウイルス感染症への

し、人と人との接触の削減やその

さらに５月７日には、緊急事態

関連する監査上の留意事項」を英

ための出勤の抑制、３つの密の回

宣言が延長されたことを受け、会長

訳し、速やかに公表する等国内外

避等の政府等の要請を遵守した行

声明「緊急事態宣言の延長に対する

に必要な情報を適時に提供している。

動をとるよう要請するとともに、

声明」を発出し、引き続き企業決算

金融商品取引法に基づく有価証券

及び監査に関わる方々の健康と安全

６．基幹システム更改プロジェクト

報告書の提出等について、その期

を最優先しつつ、定時株主総会の延

・基幹システム（会員・会費管

限を一律に延長することが可能と

期又は継続会の開催の必要性につい

理）、会員マイページ及びCPE

なる対応及び会社法に基づく定時

て、企業経営者及び監査役等と十分

ONLINE等、協会の各システム

株主総会の開催時期（特に計算関

に議論をし、適時適切に対処するよ

を一つに統合するシステムの構

係書類の報告期限）についても、

う要請するとともに、上場会社関係

築を2017年５月から実施した。

一律に延期することが可能となる

者宛にも監査を担当する責任者との

・ベンダーからの度重なるシステム

対応が必要との考えを示した。

協議を要請した。

完成時期の変更要請や第三者によ

また、協会、企業会計基準委員

これらに加え、自由民主党政務

るプロジェクト管理能力の評価を

会、東京証券取引所、日本経済団

調査会金融調査会に設置された企

踏まえ、2019年10月にプロジェク

体連合会及び日本証券アナリスト

業会計に関する小委員会や各政党

ト中止を執行部が決定した。

協会をメンバー、全国銀行協会、

の関係する会議等において、協会

法務省及び経済産業省をオブザー

の考え方を示した。

・ベンダーと2020年３月に契約の
終了及び協会への解決金の支払

バーとして金融庁に設置された、

このほかにも当初予定していた

等を定めた合意書を締結し、ベ

「新型コロナウイルス感染症の影

監査手続が実施できない状況が生

ンダーからの解決金の支払いを

響を踏まえた企業決算・監査等へ

じたこと等を踏まえ、適切な監査

受けて、プロジェクトの中止処

の対応に係る連絡協議会」に参加

を実施し、資本市場の信頼を確保

理を完了した。
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・プロジェクトの中止はベンダー

し、それらの課題に対する５つの戦

案の説明がされ、賛成多数により原

の能力不足が最大の原因。一方

略目標を掲げて臨むことにつき説明

案通り可決されました。

で、会員等から構成された調査

がありました。
（書面での質問）

委員会からの報告のとおり、協

今回の定期総会は新型コロナウイ

会の大型プロジェクト管理能力

（６つの課題）

不足も原因と考えている。

１．会計監査の在り方改革

ルスによる感染症予防のため会員の

２．会計基準及び監査の基準設定と

来場を控えていただいたため、質問

・協会のプロジェクト管理体制の
整備等、必要な対策を実行した

は事前に書面により提出していただ

の関わり

上で、改めてシステムの更新に

３．企業情報開示の変革への対応

き、協会ホームページで回答する方

着手する予定である。

４．企業活動の変化及び技術革新へ

法をとりました。協会のホームペー
ジの会員マイページで質問と回答が

の適応
（書面での質問）
特にありませんでした。会場から
の質問もありませんでした。

５．公認会計士業務に対する社会か
らのニーズの充足
６．急速な会員数の増加と会員の多
様化への適応

掲示されていますのでご一覧くださ
い。なお、質問された項目を箇条書
きにすると以下になります。
１．定期総会動画配信について
２．IVT活用に関する広報活動につ

審議事項
議案の採決に当たって議決権総数

（５つの戦略目標）

32,913個（前年31,711個）に対して

１．公認会計士に対する信頼の確立

本人出席50名（前年1,020名）、事

２．ステークホールダーエンゲージ

前行使8,904名（前年の委任状行使

いて
３．基幹システム更改プロジェクト
の中止について
４．会員監査法人における継続的専

メント

による出席者数7,711名）の合計

３．人財の確保・育成

門研修制度の不適切な受講につ

9,954名（前年8,731名）であること

４．業務開発と収益性（社会からの

いて

が報告されました。

ニーズの充足）
５．会務運営の生産性・透明性

第１号議案

第54事業年度財務諸

５．電子投票及び会長直接選挙につ
いて
６．監査業務に係る審査方法

第55事業年度正味財

７．政治資金規正法監査について

菅谷圭子常務理事により第１号議

産増減に係る予算書

８．コロナウイルス対応について

案の説明があり、加えて会計監査人

案及び資金調達、設

９．デジタル化の流れについて

である八重洲監査法人からの無限定

備投資及び特定資産

10．IPOについて

適正意見の監査報告書が提出されて

に係る予算書案承認

11．会費減額の特例について

いる旨の報告がありました。その後

の件

表等承認の件

第３号議案

閉会の辞

淺井万富監事より会計監査人の監査

菅谷圭子常務理事より、正味財産

の方法及び結果は相当である旨、会

増減に係る予算書案、資金調達、設

小倉加奈子副会長により閉会の辞

務の執行及び財務については、指摘

備投資及び特定資産に係る予算書案

が述べられ、午後１時に定期総会が

すべき重大な事実はない旨の監査報

について説明がありました。

終了しました。

告があり、賛成多数により原案通り
可決されました。

第２号議案と第３号議案は一括上
程され、賛成多数により原案通り可
決されました。

第２号議案

第５5事業年度事業計
画案承認の件

第４号議案

会計監査人選任の件

加藤達也副会長により第55事業年

淺井万富監事より八重洲監査法人

度においては次の６つの課題を認識

を会計監査人として選任する旨の議

18739
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本語では「無意識の偏見」などと表

一般社団法人アンコンシャスバイア

現され、近年大きな注目を浴びてい

ス研究所認定トレーナー兼パート

は「cat」、「さる」は「monkey」、

る概念です。良かれと思ってやった

ナー講師）より、ご自身のご経験や

では、「かっぱ」は？

ことが、逆にメンバーを傷つけてし

身近な題材を豊富に交えて、ユーモ

ダイバーシティ推進委員会では、

まうことや、無意識のうちに相手を

アにあふれる講演をいただきまし

2020年８月26

偏見でとらえてしまい人間関係を悪

た。以下、張先生の講義内容をご紹

日（水）、アン

化させる原因にもなります。多様性

介いたします。

コンシャスバ

をもった活力ある組織づくりのため

イアスをテー

には、自分のなかにあるアンコン

マに、集合研

シャスバイアスの存在とその影響力

Ⅰ．アンコンシャスバイアスとは
何か？を知る

修を開催しま

を知ることがとても大切です。本研

アンコンシャスバイアスは、脳が

し

。アンコ

修では、アンコンシャスバイアスを

ストレスを回避するために生じるも

ンシャスバイ

理解し、対処する方法について、講

のであり、人間が備えている機能と

アスとは、日

師の張琴先生（社会教育研究所所長、

して、それ自体が悪いものではあり

はじめに
英語で「犬」は「dog」、「ねこ」

ダイバーシティ推進委員会研修会

ひとり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
ダイバーシティ推進委員会

副委員長

今井

康好

ませんが、皆さんの日常生活で次の

断を下しているから生じるのかもし

ぞれであり、良し悪しは「心のあと

ようなことはないでしょうか？

れません。

味」で決まります。「真面目だね！」

・血液型をきくと、「きっとこうい
う人だ」と思ったことがある。
・「九州出身です」ときくと、お酒
が強そう！ととっさに思う。
・「親が単身赴任中です」ときく

と言われたらどう感じるでしょう

Ⅱ．アンコンシャスバイアスの
何が問題なのか？に気づく
アンコンシャスバイアスは、それ

か？ほめていても相手は不快な時も
あります。相手の反応をよく見るこ
とが大切です。

によって人に不快感を与えており、

アンコンシャスバイアスの正体と

と、父親を思い浮かべる。

問題を生じさせるのであれば、それ

は何でしょうか？張先生によります

アンコンシャスバイアスとは、無

を見つめて改善する必要がありま

と、それは、「自己防衛心」にある

意識の「偏ったモノの見方」です

す。ひとりひとりその時々で違うの

とのことです。自分を守りたくなる

が、私たちが、「いま」ではなく、

に、「こういうものだ」という決め

気持ちは誰もが持っており、心理的

「過去」をみていることが原因、つ

つけが問題を生むことがあります。

な負担が増えるとそれが強くなり、

まり、過去の経験や知識をもとに判

同じ言葉でも、受けとめ方は人それ

ともすれば、思い込みや決めつけの
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原因となります。
人や組織に影響するアンコンシャ

サービスが生まれない等といった大

す。100人が同じでも、101人目は

きな問題につながっていきます。

違うかもしれません。同じ人で

スバイアスには、様々な種類があ
り、日常生活や企業活動に負の影響
を与えています。
・ステレオタイプ

人の属性をもと

に先入観や固定観念で決めつけて

02

も、過去と今では違うかもしれま

Ⅲ．アンコンシャスバイアスに
どう対処するか？

せん。

・決めつけない、押し付けない。

おわりに

「普通そうだ」、「そんなはず

いかがでしたでしょうか？私は今

はない」、「できるわけない」、

回受講して、アンコンシャスバイア

特定の利点（または

「こうあるべきだ」といった言葉

スに対処することは、組織のダイ

欠点）に、全体の印象がひきずら

は、自分の都合を優先したいと

バーシティ推進において不可欠であ

れてしまう。

き、自分よりも下と感じる相手、

ることを、自分自身の経験や考え方

問題があって

半径数メートル以内にいる身近な

を振り返りながら、深く理解するこ

も、「私は大丈夫」と思い込んで

相手に発してしまいやすいもので

とができました。特にリモートワー

しまう。

す。これが、組織の活力をそぎ、

クを行っている現在、踏み込んだコ

個人の人生をストップしてしまう

ミュニケーションが一層重要なもの

かもしれません。

になってくると思います。仕事とプ

・サインに注目する。

ライベートの様々な局面で、「ひと

しまう。
・ハロー効果

・正常性バイアス

・現状維持バイアス

現状維持を望

み、変化を避けてしまう。
・確証バイアス

自分の考えや経験

則を正当化する情報ばかりを探し
てしまう。
・権威バイアス

権威のある人の言

うことは、間違いないと思いこむ。
・集団同調性バイアス

周りと同じ

全ての人が率直にフィードバッ

りひとり、その時々と向き合うこ

クしてくれるわけではありませ

と」を大切にしていきたいと思います。

ん。サインを手掛かりに気づこう

講師の張先生にはこの場をお借り

とすることが大切です。「何をど
う伝えたか」よりも、「何が相手

ように行動してしまう。

の心に残ったか」をよく考える。

例えば、確証バイアスは、現代の

一歩踏み込んだ対話が必要かもし

SNS社会において、自分に都合のよ

れません。

い情報を集めやすいことから顕著に

・アンコンシャ

表れやすい状況にあります。コロナ

スバイアスに

禍において、一部の情報だけで世の

気づこうと意

中が変わってしまうという、アンコ

識する。

ンシャスバイアスがいかに社会に影

私は問題な

響を与えているかが明らかになりま

い、と思いこ

した。

まず、自分の

アンコンシャスバイアスは、組織

中にあるアン

において、職場の雰囲気がギスギス

コンシャスバ

する、風通しのいい対話がなくなる

イアスを言語

といった問題だけではなく、イノ

化し認識する

ベーションが起きない、新しい商品・

ことが大切で

して厚く御礼申し上げます。
なお、冒頭の質問の答えは、
「raincoat」です。
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1997年に株式会社ディーバを設立さ

２. テレワークができない原因

新型コロナウイルスの感染拡大に

れました。2005年に独立して有限会

日本CFO協会の経理・財務部門

よる出社自粛要請を受けて他の部署

社ナレッジネットワークを設立さ

テレワークに関する調査によると、

がほとんど出社しない状況で、決算

れ、現在は、日本CFO協会の主任

経理・財務部門の41％が緊急宣言下

業務を行う必要のある経理・財務部

研究委員、キヤノン電子株式会社の

でも決算のために50％以上出社した

門だけが出社して作業をせざるを得

独立社外監査役も務められています。

という、３月決算会社の本決算に直

ない実態がありました。経理・財務

９月９日（水）は、研修室で21

撃したこともあって想定通りの結果

部門でテレワークが円滑にはできな

名、Teamsで25名の方にご出席いた

でしたが、生産性については45％が

い、様々な原因を整理して、その原

だき、多くのご質問もいただいて楽

変化はないと回答し、案外、テレ

因ごとに対応方法や考え方を中田清

しい研修となりました。中田先生、

ワークの効率は悪くないことがわか

穂先生に解説いただきました。中田

ご出席者、運営にご協力いただいた

りました。また、テレワークの阻害

先生は、1985年に公認会計士2次試

事務局の皆様にお礼を申し上げます

要因として、紙とシステムに関する

験合格後、青山監査法人に入所、そ

とともに、セミナーの報告を差し上

原因が多く挙がりました。

の後PWCに転籍され、主に連結経

げます。

１. はじめに

まず、紙を電子化する手段とし
て、①紙からPDFデータの写真への

営システムの構築・導入に従事。

組織内会計士委員会セミナー［2020年9月9日（水）］

「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」報告
組織内会計士委員会

副委員長

岩崎

香織

置換、②電子データの写真から文字

財務部門は電子化を諦めてしまいま

マイナーなドキュメントスキャナー

データへの変換、③電子化を阻む配

す。また、スマホでの撮影も電子帳

は、形や厚さの異なる領収書を数十

達物への対策の３つがあります。①

簿保存法で認められていますが、１

枚も連続スキャンで両面読み取りで

紙をPDFデータの写真へ置き換える

枚ずつ署名してキレイに撮影し、３

き、諦められません。②電子データ

手段として会社に複合機はあります

営業日以内のタイムスタンプを押す

の写真を文字データへの変換するに

が、工程が多く面倒なので、経理・

ことが求められ、営業マンに求める

あたり、今や、OCRの識字率はほ

のは現実

ぼ完璧になっています。経理・財務

的ではな

部門に証憑を集約してOCRデータ

いと、こ

をRPA（ロボティクス）で業務シ

れまた諦

ステムに登録することにより、営業

めてしま

マンを経費精算業務から解放できる

います。

だけでなく、ワンクリックで伝票を

これらに

閲覧でき、監査や税務調査への対応

対して、

が各段に効率的になります。また、
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と思われます。ただし、ク

て、決算業務の遅延、決算チームの

ラウドの安全性は業者次第

感染リスク、自分や家族の感染リス

のため、経理・財務部門は

クが懸念されています。つまり、生

業者に丸投げするのではな

産性の向上、命と健康を守ること、

く、社内システム部門に見

業務の継続性が求められているので

てもらうための知見は求め

す。費用対効果の一点張りで稟議判

られます。さらに、RPA

断をしていては、DX化は絶対にで

は、プログラミングが必要

きません。また、次の機会に無理な

なく、既存の業務・システ

テレワークを強いられるだけです。

ムはそのままで、人の手作
電子帳簿保存法において税務当局は

業を自動化できるため決まった業務

４. もう元に戻って、、、いいのか？！

電子化を推進すべく歩み寄ってい

を正しく効率的に行うには有効で

先の調査では、緊急事態宣言下で

て、部門や書類を限定して段階的に

す。ただし、ロボットが得意な作業

はテレワークを週５日以上する会社

導入することもできます。改正を

を経理・財務部門が作ったロボット

が25％に迫って最も多かったが、緊

ウォッチしつつ、段階を踏んで導入

に与え、「野良ロボット」にならな

急事態宣言が解除された後には、テ

するのがよいでしょう。③電子化の

いようにメンテナンスし続けなけれ

レワークをしない会社が30％を超え

配達物への対策として、支払い請求

ばなりません。

て最も多くなり、急速に出社に戻り
つつあります。2011年の東日本大震

書業務の経理集中センター化が有効
です。さらに、請求書をデータで取

３. テレワークの目的

災でも急激にテレワークが図られた

得すればスキャナ保存申請さえ不要

テレワークには、システムやRPA

ものの、残念ながら定着しませんで

となり、また、電子契約を親子会社

の導入に加えて従業員の自宅でも在

した。このまま出社に戻れば、今回

間の契約から導入すれば、収入印紙

宅勤務を整えるコストが発生するだ

得られたテレワークのノウハウ、

の添付が不要になるため、法務部門

けでなく、業績評価や社員教育の方

DX化のメリットは忘れ去られるこ

がやる気になってくれます。

法も見直さざるを得なくなります。

とでしょう。

次に、システムでの阻害要因に

ここで経理・財務部門の頭には、

今こそ、経理・財務部門の一員と

は、ハンコ文化や経理・財務部門の

DX（デジタルトランスフォーメー

して、DX化を進めることにより、安

トラウマがあります。今では、市販

ション）化には「費用対効果」があ

全で効率的で持続可能な経理・財務

の電子稟議システムは安価になって

るのか、という重い言葉がよぎりま

部門を実現していきたいと思います。

おり、既存システムに実はワークフ

す。でも、考えてみてください。DX

ロー機能がついていることもありま

化が求めているの

す。かつては月次決算の遅れだけで

は、費用対効果で

なく、横領の原因になったコーポ

しょうか。

レート・カードも、最近では対策が

日本のホワイト

取られており、過去の文化やトラウ

カラーの生産性

マに捕らわれないことが必要です。

は、先進国では最

また、システムの保有形態について

下位レベルを這い

も、アマゾンやマイクロソフトなど

続けています。ま

巨大クラウド企業は莫大なセキュリ

た、先の調査で

ティーコストをかけており、自社保

も、新型コロナウ

有からクラウドへ移行していくもの

イルスの影響とし
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１. はじめに
2021年度より収益認識に関する会

２. 講義の内容

数の契

（１）５つのステップ総論

約につ

計基準の強制適用が始まりますが、

まずこの収益認識に関する会計

いて会

基準の内容は抽象的で難解なものと

基準の内容は、IFRS第15号の丸

計上で

なっており、円滑な基準の適用とそ

呑みとなっており、収益を認識・

は一つ

の後の運用に際しては、会計基準に

測定するための要件として５つの

の契約

関する本質的な部分の理解を深めた

ステップを踏むことを要求してい

に束ね

上で監査人とどう対峙するかが実務

ます。

るとい

上重要になってくると考えられま

ここで５つのステップとは「①

す。そこで今回、中田先生をお招き

契約の識別」、「②履行義務の識

です。例えば製品販売、保守サー

し、収益認識に関する会計基準につ

別」、「③取引価格の算定」、

ビス、カスタマイズという３つ契

いて分かり易い解説をして頂きました。

「④取引価格の配分」、「⑤収益

約があっても、実質的に１つの取

の認識」です。一つ一つみていき

引と見なせる場合、会計上は一つ

ますと、「①契約の識別」は、複

に纏めようということです。「②

うこと

組織内会計士委員会セミナー［2020年9月10日（木）］

「収益認識に関する会計基準」の本質理解と
実務上の対応ポイントに関する研修会の開催報告
組織内会計士委員会

副委員長

芝野

祐二

履行義務の識別」は、一つにまと

とに配分するということですが、

債アプローチに基づいていること

めた契約を履行義務の果たし方ご

配分基準は定価といったスタン

です。その為、収益認識基準にお

とに分けるということです。製品

ダードプライスを用いることにな

ける資産とは、これまでの日本基

販売の履行義務は一時点で履行完

りますので注意です。最後に「⑤

準でいう過去の支出の結果でな

了しますが、保守サービスの場合

収益の認識」は、履行義務を果た

く、将来の収入の予測を意味する

は一定期間での履行というように

した時点で売上を計上するという

ことになります。

異なってきます。「③取引価格の

ことになります。

第二に、この収益認識基準は、

算 定 」 は 、 まとめた契約につい

一方、５つのステップや会計基

資産負債アプローチによって収

て、売上によって得られる将来の

準の性格を理解するうえで重要と

益・費用を認識せよというもので

収入を、返品や値引きを織込んで

考えるポイントがいくつかありま

すから、これまでの損益アプロー

算出することを意味しますが、そ

すのでご紹介します。第一に、こ

チに基づく考えである実現主義、

の金額は見積り算出することまで

れまでの日本基準はいわゆる損益

発生主義、費用収益対応の原則と

求めているのが特徴的です。「④

アプローチに基づくものが多かっ

いう「企業会計原則」を否定して

配分」は、全体金額を履行義務ご

たですが、収益認識基準は資産負

います。すなわち売上高の認識に
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あたっては、まず履行義務という

「③取引価格の算定」におい

あれば開示する必要ない旨を定め

負債が潜在的にあり、この義務を

て、取引価格は出荷時に製品が実

ています。一方、日本基準におけ

履行（負債の減少）することに

際いくら売上計上したか、ではな

る会計原則の重要性概念は、収益

よって売上高を認識することを求

く見積りベースまで求められま

認識基準で否定されているもの

めていると理解すべきです。

す。いよいよ売上高も見積もりを

の、この基準の中では、特段の数

第三に、この基準は2018年度か

する時代に突入することとなりま

値的定めはありません。これを踏

ら早期適用可能、2021年から強制

した。リベートや返金なども同様

まえますと、事業会社では、まず

適用となりますが、これに合わせ

です。なお、売上の見積方法はい

は自社なりの数値基準を設定し

て実務的な混乱を避けるため、同

わゆる「最頻値」や「期待値」と

て、種々会計処理の検討を進める

時期に法人税改正も行われたとい

いったものがあります。

ことが肝要になってきます。

うのもこれまでになかった動きで

「④取引価格の配分」において、

す。法人税は収益認識基準を全面

取引価格の配分時における配分基

的に受け入れる形となっています

準は、実際の取引額等ではなく、

本研修会の参加者はリモート参加

が、返品に関する処理は時価への

いわゆる独立販売価格の比率に基

者30名、研修室30名の合計60名でし

調整と認められず、税務上申告調

づき配分することを求めていま

た。講義後の質疑応答は、有償支給

整事項となりますので留意が必要

す。もし独立販売価格を設定する

の取扱いや出荷基準といった所属会

です。なお、消費税は収益認識基

ことが難しければ、残余アプロー

社での悩みごとを投げかける質問が

準の影響を特に受けない形となっ

チ等の方法を採用して、見積ベー

多かったです。

ています。

スで配分しなければいけません。

今回参加させて頂き、基準内容と

「⑤収益の認識」において、収

趣旨を正確に理解し、実務を基準に

収益の認識タイミングは顧客が製

照らし合わせて結論を導くといった

（２）５つのステップの各要件

３. 研修会に参加して

「①契約の識別」において、契

品を支配して便益を享受できるよ

３段論法で会計処理を検討すること

約書を会計上では一つの契約に束

うになった時点です。したがっ

の大切さを改めて感じることができ

ねるという点は少しイメージを掴

て、自社が出荷した時点で顧客に

たことが良かったです。

みにくいかもしれません。例えば

所有権が移転する場合などは、出

最後となりましたが、前日にもセ

得意先に会計システムを導入する

荷基準が認められる場合もあるこ

ミナーをしていただき連日となり大

場合、使用許諾契約、保守契約、

とに留意が必要です。また一方

変お疲れのところだったかと思いま

開発契約を結び、それぞれの契約

で、占有権が移転している有償支

すが、この場をお借りし、中田先生

価格が価格交渉時に影響を受けて

給などの買戻契約や委託販売など

には改めてお礼申し上げます。

いるようなときは、物理的な契約

では売上計上できず、逆に請求済

は３つではありますが、実質的に

未出荷契約は売上計上できます。

一つの取引としてみなすことにな
るかと考えられます。

最後に、重要
性についてで

「②履行義務の識別」におい

す。IAS第1号

て、適用指針５項でいう「顧客が

「財務諸表の表

便益を享受することができるこ

示」では、たと

と」とは、要は顧客側で固定資産

えIFRSの各基

として利用できたり、原材料を消

準で定める開示

費したり、転売できる状態などを

要求事項であっ

いいます。この文言は収益認識基

たとしても、財

準の色々な箇所で登場しますの

務諸表利用者の

で、意味を理解してもらうことは

意思決定に影響

大変重要です。

を与えないので
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2020年９月27日（日）、近畿会か

ロー！会計はなしかぁ、夏ヒマや

らハロー！会計オンラインを発信し

なぁ…」なんて思ってたら、安井副

ました。

会長が一言「オンラインでやってみ

13時にライブ授業開始、それは予

てもいいんじゃない？」。それに

想通り、いざ始まれば、ひとり芝居

乗っかってアイデアを被せてくる広

じゃなく、インタラクティブに盛り

報部の富田さんと稲垣さん。

上がり、手応えと伸びしろを感じま

さらに、東海会の深谷さんもオン

したので、メイキングも含め、ここ

ライン開催に前向きとの情報が入っ

に開催報告をいたします。

たのと前後して、北山さん経由で手
塚会長が「こんな時だから是非、

メイキング秘話

Webで子供たちにハロー！会計をし

時を戻すこと、2020年３月末。コ
ロナが猛威を振るう中、８月末まで
のハロー！会計リアル開催は中止と
の連絡が本部より来ました。
近畿会では８月にリアル開催を予
定していたので、「残念、今年はハ

てあげてほしい」とおっしゃってお
られるとの報が。
「ほんなら、やったろかい！」と
いうことで、あれよあれよという間
に、近畿・東海会で共催しようと決
まったのが５月も下旬のことでした。
ハロー！会計オンラインの読売子供新聞広告

日本公認会計士協会史上初！

ハロー！会計オンラインライブ Zoomで開催
広報部

副部長

桂

真理子
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

オンラインの特性からして全国の

実績はあったものの、オンライン開催

子供が対象となる以上、他の地域会

の準備はゼロから作り上げる作業の

のコンセンサスも得てから進めよう

連続で、もめた会議もありました。

というわけで、６月には本部広報も

Zoomの環境設定や対象人数などで

巻き込んでオンラインプロジェクト

会議がもめる度に、もっと違う設定

を開始したところ、東京会も相乗り

で、もっと違う環境で、会計を伝え

で、準備がスタートしました。

られたらいいな、そう願っても無駄

今回のハロー！会計オンラインは

だから、グッバイ！と思いかけた時

本部の新井常務理事が座長です。新井

もありましたが、根気よく打合せを

さんはソッコーで本部の広報委員会の

重ね、８月にはアウトラインが固ま

中にハロー！会計オンライン専属の第

りました。

１小委員会を組織してくださり、ここ
でゼロから検討を開始しました。
今までリアル開催のハロー！会計の
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８月と９月の２回のリハーサルを
経て、湧き出てくる種々の問題点を
つぶしきって、いよいよ本番です。

本部の第１小委員会メンバー

オンライン本番
参加者は全国の小５小６、63名。
「焼きそば屋台大作戦」と題し、メ
イン講師を務める私がZoomミー
ティングで子供たちと掛け合いをし
ながら、オンラインとリアルのハイ
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ブリッド授業を行ったところ、め

影響で無くなってしまったので、今

ちゃめちゃ楽しい〜！

回お誘いをいただきとても楽しみに

05

満足度（授業のわかりやすさ）
2020オンライン開催

2019リアル開催

していました。開始前は質問が来な
かったらどうしよう等と心配もして
いましたが、始まってみるとそんな
心配は無用でした。むしろリアル開
催よりも多くの質問が飛んできて、
Zoom発信中の様子

子供たちのIT能力に驚くと同時

誰かが偉そうに語る会計の論理な

に、オンライン授業が１時間のエン

ら、何ひとつとしてピンと来ない子

ターテイメントとして仕上がったこ

公認会計士に興味を持ったかどうか

供たちでも、「焼きそば屋台で1000

とに感動しました。訪問開催がオン

2020オンライン開催

食売り切って人気のお店にしようと

ライン開催に切り替わるのも、それ

思うんだけど、何焼きそばだったら

もこれもウィズコロナの定めなら、

売れると思う？売れると思う焼きそ

悪くないよな、と思えた一日でした。

わかりやすかった

普通

わかりづらかった

2019リアル開催

ばをチャットで教えて！」から始ま
る今回の授業は、チャットが激ア

最後に

ツ！子供たちは日常生活でゲームの

大きな機材トラブルなくオンライ

オンライン対戦やグループLINEの

ン開催が出来たことは、ひとえに事

高速チャットに慣れているからか、

務局山部さんのITサポートのおか

途中からは子供たちが自発的に

げです。オンライン開催の成否は、

いずれの結果もリアル開催より向

チャットで会話して、進行をサポー

運営サイドのIT対応能力にかかる

上しており、オンライン授業でもリ

トするというオンラインならではの

といっても過言ではないかもと言え

アル開催と遜色ないどころか、むし

現象も起きたほどでした。

るくらい、事前設定、機材設置、

ろ高い満足度で開催できたことが読

PC操作等、入念な準備とIT対応に

み取れます。

質疑応答に笑顔で回答中

「利益は社会の大事なパワー」と
いうキーワードを伝えたところで授

りました。
ここからは、補助講師の平野さん

興味を持った
興味はない

は本当に感謝しております。また、

10/4は東海会発信、10/11は東京

当日、裏方として進行をお手伝いく

会発信で同様なオンライン授業を行

ださった種田さん、稲垣さん、当日

いましたが、同様の結果となってお

の様子をご見学くださった広報関係

ります。これを踏まえ、今後も日本

の皆様、一緒にプロジェクトを進め

公認会計士協会としてハロー！会計

てきた本部広報の皆様、そしてこの

オンラインSeason２を年明けから

プロジェクトの一番の応援者である

行っていく予定です。ご興味ある方

手塚会長にもこの場を借りて御礼申

は、いつでも近畿会広報部にご連絡

し上げます。

ください。一緒にやりましょう‼監

業はあっという間に終わり、公認会
計士についての質疑応答タイムにな

非常に興味を持った
わからない

査＋αのエッジの効いた経験ができ

オンライン授業の効果検証

ること間違いないです。

以下、参加時及び終了後アンケー
トより、各種データ添付いたします。

の出番です。子供たちから矢のよう
に飛んでくる質問をすべて鮮やかに

参加率及び人数（当日参加/事前申込）

打ち返してくださいました。

2020年オンライン開催
79％（63名/80名）

平野講師より
今年は母校でのハロー！会計を楽
しみにしていたのですが、コロナの

2019年リアル開催
74％（63名/85名）

近畿会、当日の講師陣

つまり、たった一つ確かなことが
あるとするのならば「オンラインは
伸びしろだ〜♪」
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１. はじめに
2020年９月14日に、第55事業年度

ついて解説を行いました。以下で

期首以後に行われる資産の取得に

は、本研修の骨子を紹介いたします。

適用されていることから、本改訂
の適用についても留意する必要が

IFRSセミナー第１回「IFRS学び直
し講座 IFRS第３号「企業結合」、

２．IFRS第３号「企業結合」

IFRS第２号「株式に基づく報酬」」

（１）はじめに

あります。

企業結合の会計処理及び開示を

（２）IFRS第３号に基づく会計処理

近年のM&Aの活性化を受け、日

規定したIFRS第３号では、企業

IFRS第３号に基づく会計処理

本のIFRS適用企業においても多く

結合を「取得企業が１つ又は複数

では、①取得企業の識別、②取得

のM&Aが行われています。また、

の事業に対する支配を獲得する取

日の決定、③識別可能取得資産及

コーポレートガバナンス強化への取

引又はその他の事象」と定義して

び引受負債、及び、被取得企業に

り組みとして役員報酬体系の見直し

います。この点について、IASB

対する非支配持分の認識及び測

を行う企業も多くみられます。この

（国際会計基準審議会）は2018年

定、④のれんもしくは廉価取得

ような状況を受け、本研修では、

に事業の定義を改訂し、当該改訂

（バーゲン・パーチェス）に係る

IFRS第３号「企業結合」及びIFRS

は取得日が2020年１月１日以後に

利得の認識及び測定の４点を検討

第２号「株式に基づく報酬」に関す

開始する最初の事業年度の期首以

することとなります。

る基本的な考え方や実務上の論点に

後である企業結合及び当該期間の

が開催されました。

第55事業年度 IFRSセミナー（第1回）実施報告

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」
報 告

高井

②取得日の決定

①取得企業の識別

大基 ・ 柏岡

佳樹

③識別可能取得資産及び引受負
債、及び、被取得企業に対する

取得企業の識別においては、

取得日は「取得企業が被取得企

IFRS第10号「連結財務諸表」に

業に対する支配を獲得した日」で

非支配持分の認識及び測定

おける支配の判断基準を基礎とす

あるとされており、通常は取得企

取得企業は、原則として識別し

る必要がありますが、支配の判断

業が対価を法的に移転し、被取得

た全ての取得資産及び引受負債を

基準では明確に取得企業を識別す

企業の資産を取得し、負債を引き

取得日に認識し、取得日現在の公

ることができない場合には、企業

受けた日（一般にクロージング日

正価値で測定する必要がありま

結合が主に現金又はその他の資産

と呼ばれる）と一致するとされて

す。ただし、偶発負債、法人所得

の移転、もしくは負債の引き受け

いますが、企業結合に関連するす

税、従業員給付、被取得企業が借

により実行される場合と、主に資

べての事実及び状況を勘案して決

手であるリースなど一部の項目に

本持分の交換により実行される場

定する必要があります。なお、

ついては例外規定が設けられてい

合のそれぞれについて検討すべき

IFRSには日本基準と異なりみな

ます。

事項が規定されています。

し取得日の規定がないことにも留
意が必要です。
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合で識別される可能性のある無形

報 告 REPORT

06

資産についても多数の例示がなさ

結合について、財務諸表利用者が

IFRS第２号が適用される具体的

れています。IFRSではのれんが

共通支配下の企業結合取引の影響

な報酬制度としてはストック・オ

非償却であることも踏まえ、定義

をよりよく理解することができる

プションのみならず、株式給付信

を満たす無形資産をのれんと区分

ような基準の開発を目指すとして

託やパフォーマンス・シェアな

して識別することがより重要であ

おり、本稿の執筆時点においては

ど、経営陣に株主目線での経営を

ると考えられます。

2020年11月にディスカッション・

促すという観点や、中長期の業績

ペーパーの公表が予定されています。

向上のためのインセンティブを与

非支配持分の公正価値で測定する

「のれんと減損」プロジェクト

えるという観点から近年付与される

（全部のれんアプローチ）か、被

においては2020年3月にディス

ことが見られるようになった報酬制

取得企業の識別可能純資産の認識

カッション・ペーパー（DP）

度も含まれ得ることになります。

金額に対する非支配持分割合で測

「企業結合−開示、のれん及び減

定する（購入のれんアプローチ）

損」が公表されています。DPで

（２）IFRS第２号に基づく会計処理

かを企業結合ごとに適用すること

はのれんの事後的な会計処理につ

IFRS第２号に基づく会計処理

が可能です。

いて、償却の再導入を支持する主

について、①認識、②持分決済型

張と減損のみモデルを支持する主

の当初測定、③持分決済型の事後

④のれんもしくは廉価取得（バー

張が検討されており、IASBの予

測定、④現金決済型の測定、⑤複

ゲン・パーチェス）に係る利得

備的見解では減損のみモデルを維

合決済型の測定及び⑥グループ間

の認識及び測定

持することとされています。ただ

取引に分けて説明を行い、このう

上記③で認識測定した識別可能

し、これは僅差の多数決によるも

ち特に我が国の実務で重要な①及

取得資産及び引受負債の取得日現

のであったとされており、IASB

び②に重点的に時間を割きました。

在の公正価値（もしくは、IFRS

はこのトピックについての関係者

第３号に従って計上された額）の

の意見を特に要請しています。

なお、非支配持分については、

純額と企業結合により移転した対

①認識
企業は、株式報酬取引で受け取

価を比較することで、のれん又は

３. IFRS第２号「株式に基づく報酬」

るか又は取得した財又はサービス

廉価取得による利得を算定しま

（１）定義及び適用範囲

を、当該財を獲得した時又はサー

す。のれんは償却を行わず、IAS

IFRS第２号では、株式報酬契

ビスを受け取った時に認識しま

第36号「資産の減損」に従い、毎

約を「企業と従業員等との間の契

す。IFRS第２号では、企業が株

期、もしくは減損の兆候がある場

約で、所定の権利確定条件（もし

式報酬取引で受け取るものとして

合はそのつど減損テストを行う必

あれば）が満たされた場合に、企

財又はサービスとしていますが、

要がある一方、廉価取得による利

業の資本性金融商品（持分決済

我が国の実務では従業員からの労

得はただちに純損益に認識する必

型）または企業の資本性金融商品

働サービスにより受け取るケース

要があります。

の価格を基礎とする金額の現金又

が多いと考えられます。

は他の資産（現金決済型）を受け

企業は、対応する資本の増加

取る権利を他方の当事者に与える

（財又はサービスを持分決済型の

企業結合に関連してIASBでは、

もの」と定義しています。これら

株式報酬取引で受け取った場

現在「共通支配下の企業結合」及

に加えて、IFRS第２号は、企業

合）、又は負債の増加（現金決済

び「のれんと減損」の２つのプロ

又は財又はサービスの供給者のい

型の株式報酬取引で受け取った場

ジェクトについて議論がなされて

ずれかに対して、現金で決済する

合）を認識します。複合決済型の

います。

か、資本性金融商品の発行により

場合、選択権が相手方にある場合

「共通支配下の企業結合」で

決済するかの選択権が与えられて

には資本及び負債を認識し、選択

は、現在IFRS第３号の適用対象

いる取引（複合決済型）にも適用

権が企業側にある場合には、過去

外とされている共通支配下の企業

されます。

の慣行もしくは明示された方針等

（３）その他のトピック
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に照らしつつ、現金で決済すべき

の公正価値で直接測定しなければ

（ブラック・ショールズ・モデル

現在の義務を企業が有している場

ならない。ただし、その公正価値

や二項モデルなど）を用いて資本

合は現金決済型として会計処理

が信頼性をもって見積れない場合

性金融商品の公正価値を見積りま

し、そうでない場合には持分決済

は除く」とされており、受け取っ

す。従業員に付与された資本性金

型で会計処理します。

た財又はサービスの公正価値で測

融商品の公正価値は、付与日に一

従業員に付与する株式報酬契約

定することを原則としています。

度測定すればよく、再測定はされ

が即座に権利確定することは稀で

ただし、従業員及び他の類似

あり、ほとんどの場合は一定の条

サービス提供者との取引について

なお、付与した資本性金融商品

件（３年間の勤務など）が充足さ

は、「企業は、受け取った従業員

の測定日現在の公正価値を信頼性を

れたときに権利が確定することに

サービスの公正価値を、付与した

もって見積れない場合には資本性金

なります。このように、従業員に

資本性金融商品の公正価値を参照

融商品を本源的価値により測定する

付与した株式報酬が、相手方が一

して測定しなければならない」と

とされていますが、このような状況

定期間の勤務を完了するまで確定

しています。これは、受け取った

は稀であるとされています。

しない場合には、企業は、当該株

サービスの公正価値を信頼性を

株式報酬取引を測定するにあ

式報酬の対価として相手方が提供

もって見積ることは可能でないか

たっては、資本性金融商品の公正

したサービスは、将来において権

らです。

価値とともに、権利確定すると見

ません。

利確定期間中に受け取るものと推

上述の通り、我が国の実務で

込まれる資本性金融商品の数量の

定します。企業は、これらのサー

IFRS第２号が適用されるのは従

見積りも重要です。この見積り

ビスを、権利確定期間中に相手方

業員向けの報酬制度が多いことか

は、資本性金融商品の公正価値と

から提供されるに従い、対応する

ら、測定についてはIFRS第２号

は対照的に、事後の情報等に基づ

資本もしくは負債の増加とともに

が定める原則ではなく、付与した

いて毎期見直す必要があります。

会計処理します。

資本性金融商品の公正価値を参照

株式報酬に付された権利確定条

して測定する方法によることがほ

件のうち株式市場条件は、資本性

とんどであると考えられます。

金融商品の公正価値を見積る際に

持分決済型の株式報酬につい
て、受け取った財又はサービス及
びそれに対応する資本の増加を認

ここで、付与した資本性金融商

考慮に入れ、勤務条件と株式市場

識した後は、企業は権利確定日後

品の公正価値を参照して測定され

条件以外の業績条件は権利確定す

の資本合計に事後的な修正を行っ

る取引については、企業は、付与

ると見込まれる資本性金融商品の

てはなりません。たとえば、権利

した資本性金融商品の測定日現在

数量を見積る際に考慮に入れます。

確定後にストック・オプションが

の公正価値を、利用可能であれば

行使されなかった場合でも、一旦

市場価格に基づいて、当該資本性

計上した費用について事後の修

金融商品の契約条件を考慮に入れ

正・戻入れを行うことはできませ

て、測定します。

４．おわりに
新型コロナウイルスの感染拡大を
受け、本研修は研修室とMicrosoft

もっとも、付与した資本性金融

Teamsを利用したリモート受講を併

商品の利用可能な市場価格がある

用する形でのセミナーとなりまし

ことは稀です。そのため、通常は

た。行き届かなかった部分もあるか

市場価格が利用できない場合とし

と思いますが、各基準について少し

IFRS第２号では、「持分決済

て、企業は、知識のある自発的な

でも理解を深めていただくことがで

型の株式報酬取引については、企

当事者間の独立第三者間取引にお

きましたら幸いです。

業は、受け取った財又はサービ

ける当該資本性金融商品の価格が

ス、及びそれに対応する資本の増

測定日時点でどうなっていたであ

加を、受け取った財又はサービス

ろうかを見積るために、評価技法

ん。ただし、資本の部の中での振
替は禁止されません。
②持分決済型の当初測定
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新型コロナウイルス感染症は私たち

いる。新型コロナウイルスは低い致死

会、監査役協会との合宿等のイベント

の生活を一変させた。我が国において

率と強い感染力を特徴とし、人と人の

が中止となった。当面は、９月11日に

はGo To 施策により緩和の兆しがみら

接触を減らすことで経済活動を停滞さ

発表の機会をいただいた第41回研究大

れるものの、欧州を第２波が襲い外出

せている。皮肉なことに緊急事態宣言

会に向けて準備を進めることになった。

制限が出されるなど予断を許さない状

が出された都心部では、新緑の輝きや

委員会をオンラインにして気づいた

況である。本稿ではウィズコロナの委

鳥のさえずりが例年よりも活き活きと

ことが３つある。一つは日程調整が柔

員会活動をする中で感じたことを記し

感じられた。

軟に行えるようになったこと。委員会

コロナ前の監査会計委員会は、ワー

メンバーは監査で出張することが多

人類が地球上に誕生して以来、最も

クライフバランスとは無縁の委員会と

く、近畿会での開催だと欠席せざるを

切実な関心事は、食料を確保し種を存

いわれてきた。監査業務で多忙なメン

得ないが、リモートで出張先からも参

続させることであった。その目的を効

バーが18時半に近畿会会議室に集い、

加できるようになったため、日程調整

率的に達成するために貨幣を発明し、

議題が多いときは22時、23時まで議論

の候補日が多くなり参加人数も増加し

科学技術を発達させてきた。その恩恵

が続き、発表の前などは土日に開催さ

た。二つ目は委員会の所要時間が短縮

により人口が爆発的に増加し、世界中

れることも珍しくなかった。

されたこと。リモートで長時間意見交

たい。

の人々がより豊かな暮らしを求めるよ

アフターコロナにおける委員会の様

換するのは集中力を要するため、最長

うになった結果、地球環境が脅かさ

相は一変した。２月29日に「財務諸表

２時間で終了できるように議題や資料

れ、最大の関心事であった食料の確保

監査の質を巡る規制のあり方意見交換

を準備するようにした。その結果、効

さえ難しくなるという現実に直面して

会」を開催したのを最後に、中日本五

率的に集中して議論ができ成果物の完

コロナ禍での委員会活動（監査会計委員会）
監査会計委員会

委員長

柴原

啓司

成度も上がったように思う。三つ目は

ない、協会活動が停滞するといった意

造的な活動が主流になってくるのでは

委員会メンバーの距離が近くなったこ

見もあるが、人間が支配から解放さ

ないか。

と。オンライン会議で日程調整が柔軟

れ、精神的に自由になるという観点か

そして、個人間のやり取りにおいて

になり、委員会の開催頻度を上げるこ

らはむしろプラスなのではないかと感

カギとなるのが、一人一人の誠実性、

とで、メンバーとの交流密度が高ま

じることがある。資本主義経済の下で

信頼性、人間力といった要素である。

り、的を射た良いコメントが多くなっ

の科学技術の発達の歴史は、組織を巨

我々公認会計士は情報の信頼性、公正

たと感じる。

大化させ支配する側と支配される側を

性を業とする専門家として社会から信

監査会計委員会の活動は、各法人で

分化する歴史でもあった。コロナによ

任されてきた。ウィズコロナにおける

取り組まれている品質管理や監査にお

り集団で活動することが困難になる反

監査業務の新しいスタイルについて、

ける取組等を踏まえ、会員に役立つ情

面、個人の自由意思に基づき、情報技

監査会計委員会として積極的に発信し

報提供を行うための柔軟かつ創造的な

術を活用した個別のやり取りによる創

ていきたい。

意見交換が求められるため、オンライ
ンとリアルを併用した委員会が非常に
有効であることが分かった。今後は、
この利点をさらに進め、委員会メン
バーにとっても各法人では得られない
貴重な経験が積める場となるように環
境整備を進めていきたい。
コロナの影響で昔のように活動でき
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非営利会計委員会は、３つの専門委

NPO法人専門委員会の活動
NPO法人専門委員会

員会を設けて活動しております。いず

専門委員長
金

れの専門委員会も４月以降の委員会活
動を自粛しておりましたが、８月・９
月には調査研究等の活動を再開してお
ります。

志煥

１．はじめに

２．NPO法人専門委員会の活動再開
と最近の状況
NPO法人専門委員会は、日本公認
会計士協会本部及び地域会において、

NPO法人専門委員会は、新型コロ

近畿会が唯一、NPO法人専門で活動

ナウイルス感染症の影響で2020年２月

している委員会です。これまでの諸先

当委員会は、非営利法人のうち学校

４日（水）以降、2020年７月14日

輩の尽力で委員会を立ち上げ、現在も

法人、NPO法人、公益法人（一般法人

（火）に再開されるまで５か月間の空

活動を継続しています。

を含む）に焦点を当てて、会計・監査の

白期間を余儀なくされました。その間

ちなみに、「NPO」とは「Non-Proﬁt

発展・充実及び地域社会への貢献のた

に、委員会活動の再開を模索してきま

Organization」の頭文字をとったもの

め、調査研究、研修会開催及び関係団体

した。

で、様々な社会貢献活動を行い、収益分

との協働活動などを行っています。

今回、NPO法人専門委員会の活動

配を目的としない団体の総称です。この

今回は、各専門委員長から、委員会

について、執筆の機会をいただきまし

うち、特定非営利活動促進法に基づき法

活動の現状と今後について報告いたし

たので、少しPRを兼ねて紹介させて

人格を取得した法人を「特定非営利活動

ます。

いただきます。

法人（NPO法人）」と言い、NPOと言
えば、通常はNPO法人を指します。

コロナ禍での委員会活動（非営利会計委員会）
非営利会計委員会

2020年度の事業計画は以下のとおり
ですが、他の委員会と少し毛色が違う

の活動を重視しています。

ンラインで同時に実施しており、１人

者と一緒に活動したり、研修を行った

り、概ね月１回の開催で2021年度の中

りしています。また、実際にNPO法

日本五会研究大会での発表に向けて委

人関係者にアンケート調査をし、現場

員間で活発な検討をしています。コロ

基本項目

実施項目

NPO法人の経営管理に

NPO法人の会計、税務など経営管理について調

関する調査研究

査、研究して知見のアップデートを諮り、会員
のNPO法人指導等に資するとともに、中日本五
会研究大会での発表に向けた検討を行う。

NPO法人管掌機関との

近畿会所管の管掌機関である大阪府、奈良県、

交流

和歌山県、大阪市、堺市の担当部門との意見交
換会を行う。

NPO法人に関するセミ

NPO法人の経営管理に関するセミナー又は研修

ナーの実施

会をNPO法人又は会員向けに開催する。

18752
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ナ禍では他の委員会と同様、協会とオ

2020年７月から委員会を再開してお
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小幡

訪問をするなどできるだけ現場目線で

のは、会員だけでなくNPO法人関係
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委員長

でも多くの会員の参加がし易い環境設
定を心掛けています。
３．今後の対応
公認会計士の役割の一つとして社会
貢献がありますが、志はあっても実際
にどのような活動をすれば良いか、分
かりにくい会員もおられるかと思いま
す。会員が専門性をもってNPO法人
と関わることで、社会貢献活動にも繋
がる場所がNPO法人専門委員会には
あります。
そうした会員のみなさまと是非と
も、一緒に活動することができればと
思います。
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の重要テーマがあるため、９月以降は

この紙面をお借りして、公益法人関

専門委員長

オンライン併用で専門委員会を再開し

係の研究活動を続けています公益法

舩越

ています。

人専門委員会の活動状況を紹介いたし

学校法人専門委員会の活動
学校法人専門委員会

08

啓仁

１．はじめに
新型コロナウイルス感染症は収束の

ます。
３．会員向け研修会の開催について
２．公益法人専門委員会の活動概要

目途が立たず、学校法人の運営におい

当専門委員会では、例年３月に会員

ても、幼稚園から大学まで、休校要請

向け研修会を開催している他、必要に

①委員会を月１回の頻度で開催してい

等の影響を大きく受けています。学校

応じて追加で研修会を開催していま

ます。テーマは主に次の２つです。

法人専門委員会も例外ではなく、この

す。しかし、今年の３月は、新型コロ

○新しい委員もおられることから、

ような環境変化の影響を受けていま

ナウイルス感染拡大により、研修会は

「公益法人制度や会計基準につ

す。当初の計画どおりの活動ができ

中止になりました。代替手段として、

いての基礎知識」に関する情報

ず、会員の皆様にもご不便、ご迷惑を

「令和元年度

共有を図っています。

おかけしていることを、大変心苦しく

における留意事項」と題して近畿

○公益法人に関与しておられる委

思っております。

C.P.A.ニュースへ寄稿しましたが、紙

員及び大阪府の立入検査補助者

学校法人の会計・監査

本稿では、年度末に向けての学校法

面での解説のみでは十分ではなかった

を務めておられる委員から事例

人専門委員会の主な活動予定を報告い

と思います。今年度は、先述した重要

の提供いただき、各テーマ（公

たします。

テーマもあるため、開催方法を十分に

益法人制度の財務三基準、法人

検討した上で、なるべく早期に研修会

運営・ガバナンス、会計、税

を開催したいと考えています。

務）に沿って、事例研究を行っ

２．学校法人専門委員会の開催について
当専門委員会における、特に重要な
活動内容は、本部の学校法人委員会で

ています。
４．関連他団体との協働活動について

②大阪府の公益法人所管部署との意見

の審議事項等の情報共有と、都道府県

当専門委員会では、例年３月に大阪

知事所轄学校法人における会計処理の

府教育庁私学課と意見交換会を開催し

す。今年も開催できる見込みです。

把握です。学校法人会計は、所轄に

ていました。こちらも新型コロナウイ

③会員向け研修会は、本部公益法人専

よって会計処理が異なる場合がある点

ルス感染拡大の影響で、今年の３月は

門委員会の専門委員を講師にお招

が大きな特徴の一つです。そのため、

中止になりましたが、来年は再開でき

きして、2021年２月に開催予定で

地域会において都道府県の会計処理の

るように私学課と調整を行う予定です。

す。今回は、近畿会会議室での受

現状を把握し、本部の学校法人委員会
においてこれらをとりまとめて議論す
る必要があります。

講のほか、Live配信による受講も検

公益法人専門委員会の活動
公益法人専門委員会

討しています。

専門委員長
小幡

当専門委員会は、例年６回程度開催
していますが、新型コロナウイルスの

交換会を毎年11月に開催していま

寛子

１．はじめに

３．2020年下半期及び2021年度に向けて
事例研究を積み重ね、「事例集」を

感染拡大傾向が顕著になった３月以降

2020年３月の中日本五会研究大会に

作成できればと考えています。また、

は休止状態でした。新型コロナウイル

て「公益法人、一般法人に対する公認

2022年３月開催予定の中日本五会研究

スの影響で、文部科学省や私学振興・

会計士のかかわり方についての考察」

大会において、より充実した内容で事

共済事業団等と会計処理について適時

と題して当委員会の研究成果を発表す

例研究の発表を予定しており、委員一

に調整を行うことが難しくなっている

る予定でしたが、研究大会が中止とな

同、これらを目指して活動を続けてま

こともあり、今のところ、本部の学校

りとても残念に思っています。

いります。

法人委員会から当専門委員会へフィー

現在、公益（社団・財団）法人約１

公益法人制度や会計に興味を持って

ドバックする事項が多くないことも一

万法人、一般（社団・財団）法人約７

おられる方々、ぜひ当委員会にご参加

因です。しかし、昨年度から始まった

万法人で、法人数は増加傾向にありま

ください。

「幼児教育・保育の無償化」や、今年

す。これに対して、公益法人制度及び

度から始まる「高等教育の修学支援新

会計に精通している公認会計士の数が

制度」、「大阪府処理標準の改正」等

十分とは言えない状況です。
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しかし、中小企業の方々はコロナ

度）、②弁護士会・弁理士会・不動

会員の皆様には、日頃より、経営

の影響をもろに受け、損益やキャッ

産鑑定士会との研究・発表会（年間

委員会の活動についての理解とご協

シュフローに大きな打撃を受けてい

６〜８回）③行政当局（近畿財務局

力、ご参加をいただきありがとうご

るところが多く、我々公認会計士が

等）との意見交換、④金融機関との

ざいます。

支援を行う内容は深まっているとい

セミナー等による交流

えます。

開催、⑥CSR専門委員会の開催を計

１. はじめに

経営委員会では、主に中小企業を

⑤講演会の

対象として法定監査業務以外のあら

そのためにも、新型コロナウイル

画しておりました。一部活動の変更

ゆるニーズに公認会計士の知見を十

ス感染症の影響が大きかった４月か

は余儀なくされるものの下半期にか

分に発揮しようと、月例会議や研修

ら６月までは活動を中止していたも

けてできるだけ実施していきたいと

会、他士業との研究会など様々な活

のの、７月からはリモート会議を織

考えています。

動を行っております。

り交ぜながら、経営委員会としての
活動を再開しています。

４. 中小企業の経営支援と
コンサルティング

２. コロナ禍での活動について
今年度は、新型コロナウイルス感

中小企業の経営者は、ヒト・モノ・

３. 活動内容

染症の影響を受け、経営委員会の活動

今年度の経営委員会の活動内容と

カネの全ての面で苦心しながら、事

について大きく制約を受けています。

しては、①定例委員会（年間10回程

業を継続しています。当然ながら経

経営委員会の活動内容について
経営委員会

委員長

安井

聖美

営者には全ての経営判断に常に孤独

の事業評価ポイント」をまとめ、日

ることを目標としてバージョンアッ

で重い責任が課せられています。

本公認会計士協会近畿会ホームペー

プに取り組んでいます。

我々公認会計士は、専門的知識と経

ジにアップ致しました。ここでは、

さらには、金融行政の指導を行っ

験さらには独立性をもって、指導・

中小企業の重要な課題である資金調

ている近畿財務局との意見交換にも

助言を行い、適正なガバナンスにも

達の支援のため、金融機関から融資

取り組んでおり、中小企業を取り巻

関与できるという点で、良きパート

を受けやすくするためのポイントが

く環境を広く分析しながら、得られ

ナーになりうる適任の存在だと思い

整理されています。

た情報を毎月のミーティングに

ます。

今年度は、さらにこれを使いやす

フィードバックしています。

経営委員会では、毎月のミーティ

くするため、金融機関や中小企業の

ングで、中小企業のコンサルティン

意見を取り入れながら経営委員会の

５. 他仕業との交流・研究会

グ項目や方法について話し合い、成

委員の経験を踏まえた具体的な事例

経営委員会の活動のもう一つの特

果物の作成に取り組んでおり、2020

を挙げること、経済産業省の公表す

徴は、弁護士会・弁理士会・不動産

年１月には、「公認会計士の中小企

る中小企業支援ツール「ローカルベ

鑑定士会等の他仕業との交流と研

業向け経営コンサルティングのため

ンチマーク」との関連を明確につけ

究・発表です。
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企業経営やビジネスにおいては、会

ら掘下げて検討し、活字としての成

の大きな会社の会計監査において実

計税務以外にも法律その他の多くのノ

果物を発表することを目標にしてい

務上の深い知識と経験を積んでいま

ウハウ・技術が必要であり、中小企業

ます。

すが、これを基礎に個人として独立

を効果的に支援するためには専門家集

その他、弁理士会、弁護士会、公

して、新しい様々な分野で活躍しよ

団による支援のワンストップ化がある

認会計士協会による「三会協働事

うとする公認会計士の方々も今日少

程度必要だと考えられます。

業」では、知的財産権の観点を含め

なくないと思います。

とりわけ、弁護士会と現在取り組

た、法律、会計、経営の諸問題の研

中小企業の支援というコロナ禍に

んでいる「ファミリービジネスのガ

究とセミナーの実施、大学への講師

おいて益々重要となる我々の使命を

バナンスについて」は、日本でも

の派遣を行っており、不動産鑑定士

ビジネスチャンスととらえて、公認

（世界でも）圧倒的多数を占める非

会とは、不動産価格の様々な算定方

会計士のブランドを向上できるよう

公開の中小企業であるファミリー企

法の特質と関連について研究を行っ

な活動ができればと思っています。

業がビジネスに取り組むために、最

ています。

新規に参加される方も歓迎してお

低限気を付けておかなければならな
いことは何なのかについて、法律・
税務・内部管理その他様々な観点か

2020年度

りますので、いつでもお気軽にご参
加ください。

６. さいごに
公認会計士の多くは、比較的規模

ありがとうございました。

近畿会および各部・委員会行事予定（2020年11月16日〜2020年12月16日）

11.16 （月）
経営委員会 意見交換会

研修室16:00〜18:00

12. 3（木）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

経営委員会

会議室18:00〜20:00

正副会長会

会長室13:30〜15:00

定例役員会

会議室15:00〜17:00

12. 4（金）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

12. 7（月）
IT委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams

11.17 （火）
正副会長会
11.20 （金）
公会計委員会研修会

会議室16:00〜18:00
研修室／MicrosoftTeams
14:00〜17:00

非営利会計委員会 公益法人専門委員会 大阪府との意見交換会

会議室14:00〜16:00

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室16:00〜18:00

11.24 （火）
経営委員会研修会

18:30〜20:30
12. 9（水）
税制・税務委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams

研修室／MicrosoftTeams
14:00〜16:00

11.25 （水）
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会
11.27 （金）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会
12. 1 （火）
IT委員会、税制・税務委員会共催研修会

会議室18:30〜20:00

13:30〜15:45
12.14（月）
会員業務推進部研修会

研修室13:30〜15:30

12.16（水）
国際委員会 IFRSセミナー第２回

研修室／MicrosoftTeams

研修室18:30〜20:30

13:30〜16:30
国際委員会

研修室14:00〜16:00

会議室18:30〜20:30

中堅・若手会計士委員会、研友会共催研修会

研修室／MicrosoftTeams
19:00〜20:00

12. 2 （水）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

近畿会改革推進特別委員会

会議室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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事でございます。

皆様、こんにちは。先日、大阪府

さて、本題に入りたいと思います

における「大人数での飲み会自粛規

が、皆様は家事というと何を思い浮

制」が解除され、Go To Eatキャン

かべられますか？また、家事をしっ

ところで、この世の中には掃除、

ペーンも開始されたことで、飲み会

かりパートナーと分担してできてい

洗濯等のいわゆる「名のある家事」

の機会が増えた方も多いのではない

る、と自信のある方はどれほどい

の他に、従来の家事の定義には当て

でしょうか。私も飲食業界の業績回

らっしゃるでしょうか。家事と聞い

はまらないようなささいな作業では

復のため、このような制度の利用に

てパッと思いつくのは、掃除、洗

あるものの、家庭内で日々確実に発

は大賛成なのですが、飲み会に参加

濯、料理、それからゴミ捨てあたり

生し、家の誰か（主に妻）の手を煩

する大前提として、３密を避ける、

ですよね。また、子育ては厳密には

わせる、そんな作業が存在します。

こまめに手洗い・消毒を行う等、こ

家事には含まれないかもしれません

例えば、「丸めて脱ぎ捨てられた靴

れまでどおりの注意が必要なことは

が、家庭における一つの仕事という

下を洗濯する時に元に戻す作業」や

忘れてはいけません。ちなみに、我

意味で、ここでは家事に含めて考え

「ゴミ箱へゴミ袋をセットする作

が家では事前申請なしの飲み会参加

てみましょう。ここまでお読み頂

業」など、例を挙げればキリがあり

には罰金制度が適用されるため、急

き、「うちは奥さんと家事を分担し

ません。このような細かい作業は、

なお誘いにホイホイ乗ってはいけな

てできているので、全く問題な

最近では「名もなき家事」と呼ば

いということも忘れてはいけませ

し！」という自信満々のそこのあな

れ、注目されています。

ん。

た。今回はそんなあなたのための記

ダイバーシティ推進委員会企画記事

「子育てパパ会計士の日常」第５回 名もなき家事
ダイバーシティ推進委員会

副委員長

竹中

陽介

【生活関連】

大和ハウス工業（株）が実施した

他にも「名もなき家事」の例を挙

意識調査によると、共働きの夫婦に

げてみましょう。自分が認識してい

シャンプー・洗剤・ハンドソー

家事負担割合を尋ねたところ、夫の

なかった、もしくは今まで全くやっ

プなどの補充・詰め替え

回答は「夫３割、妻７割」がトップ

ていなかった、というものは、自分

加湿器や冷蔵庫の製氷機の定期

だったのに対し、妻の回答は「夫１

以外の誰かがやってくれているとい

的な洗浄と水の補給

割、妻９割」がトップだったとのこ

うことをお忘れなく。

出しっぱなしの備品の片づけ
（爪切り、綿棒等）

と。この調査結果より、妻が思って
いるよりも「自分は家事をやってい

【掃除・ゴミ捨て関連】

る」と思っている夫が多く、夫婦間

排水溝の髪の毛取り

に大きな意識の差があることがわか

エアコン、換気扇等のフィル

ります。この意識の差こそ、「名も

ター掃除

なき家事」の分担漏れによるものな

掃除機にたまったゴミの除去

NOVEMBER 2020

靴をそろえる、下駄箱に片づける
【洗濯関連】
重なって脱いだ洗濯ものをバラ
バラに直す

のです。
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脱ぎ散らかした上着をクロー

のではないでしょうか。「名もなき

ついて家族と話し合いの場を設け、

ゼットにしまう

家事」については例を挙げだすとキ

細かい作業も含めて洗い出し、家族

部屋干し時の物干しスタンドの

リがなく、ここに書ききれなかった

みんなで家事に参加できるよう分担

出し入れ

ものもたくさんあるので、興味のあ

を見直してみるのもいいかもしれま

ハンガーの片づけ

る方はぜひ調べてみてください。

せん。

ポケットにティッシュ入れっぱ
なしで洗濯してしまった際の後

さて、このような「名もなき家

ここまで偉そうなことを書き連ね

事」が夫婦間の軋轢（主に奥さんの

てきましたが、筆者自身も今回「名

イライラ）の原因となるケースが多

もなき家事」について調べてみて、

いようなのですが、これを解決する

改めて妻にいろいろ甘えているなあ

献立のアイデア出し

にはどうすればよいのでしょうか。

と反省しております。ただ、知って

ダイニングテーブルの片づけ・

これはあくまで筆者の見解ですが、

いるのと知らないのとでは大違いで

テーブル拭き

「なるべく減らすこと」と「みんな

すので、この記事をお読みになり少

ビンやペットボトルのラベル取り

で認識し、分担すること」が答えな

しでも気付きのあった方は、まずは

洗い終わった食器を食器棚へ片

のではないかと思います。

「名もなき家事」の存在について

片付け
【料理、買い物関連】

づけ

パートナーと共有することから始め
お気づきの方もいらっしゃるかと

【育児関連】

てみてはいかがでしょうか。

思いますが、これらは「生活上、ど

おもちゃの片づけ

うしてもやらなくてはいけないも

長くなりましたので、「家事の分

寝かしつけ

の」と「家族の誰かが怠けたことで

担のコツ」については、また別の機

娘の髪乾かし・髪とかし

生じたもの」に大きく二分できま

会に触れてみたいと思います。ここ

子供の宿題チェック・習い事の

す。後者については、個人が気を付

までお読みいただきありがとうござ

監督

けることで減らすことができますの

いました。

学校配布物チェック・記入提

で、まずは家族全員が「自分のこと

出・先生にちゃんと提出するよ

は自分でする」ことを意識し、余計

出典：大和ハウス工業（株）HP

う子供に念押しする

な手間をなくすことが重要です。

「家事シェアハウス」
https://www.daiwahouse.co.jp/juta

皆さん、いかがでしたか？これら

また、誰にも知られていない作業

すべてを認識し、家族で分担できて

を黙々とやらされるのはやはりスト

いる、という方はごくわずかだった

レスですので、まずは家事の分担に

ku/lifestyle/kajishare/index.html
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第55事業年度 第６回
場

日 時：2020年10月２日（金）18時〜20時25分
所：近畿会研修室 ／ 出席者：38名、内オンライン参加12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）経理部副部長

谷間

薫

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員１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７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）経理部副部長

谷間

薫

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員３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。
３．会員１名について、申述書及び登記簿謄本、名刺を添付の上、会社経営者等の為、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。
４．会員２名について、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。

協

議

事

項

第１号議案 会費減額の特例に係る諸議論への対応について
（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
2020年４月以降の会費において適用となっている、「会費減額の特例」については、これまでの役員会にお
いて多くの意見をいただいているところである。
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今回、本部において「財政構造改革プロジェクトチーム（以下PT）」（構成委員長：武内総務担当副会
長）が立ち上がっており、北山会長もPTの構成員に就任されていることから、PTにおいて十分な検討及び何
らかの対応を促す働きかけをしたいと考えている。ついては、これまでの議論や今後の進め方について、添付
説明資料のとおり纏めているので、ご意見を伺いたいとの説明があり、引き続き、安井副会長より詳細の説明
があり、活発な意見交換がなされた。

報

告

事

項

第１号 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。
先日発覚した、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る。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ある。
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
が求められている。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っている。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、９月９日開催の常務理事会及び９月10日開催の理事会報告
■会長報告
１．金融庁主催監査法人との意見交換会
・KAMへの取り組み状況
・循環取引への対応
・IPOへの取り組み状況
・CPE不正への対応
２．会員監査法人における継続的専門研修の不適切な受講について
■常務理事会審議事項
１．監査基準委員会からの意見具申『IFAC-国際監査・保証基準審議会（IAASB）公開草案「ISA600（改
訂）「グループ監査」」に対するコメント』に関する件
■常務理事会報告事項
１．リモートワーク対応プロジェクトチームの設置に関する件
２．協会財政に関するプロジェクトチームの設置に関する件
■理事会審議事項
１．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「会員章細則の一部変更要綱案につい
て」に関する件
２．地域会規約の一部変更に関する件
■理事会報告事項
１．CPE担当副会長からの報告「公認会計士法第46条の12第1項に基づく報告徴求について」に関する件
２．会計基礎教育推進会議からの報告に関する件
（１）「会計リテラシー・マップ」の作成について
（２）会計基礎教育事業の在り方について（提言）について
３．社外役員候補者紹介システムの運用の一時停止に関する件
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第３号 本部定期総会報告
（報 告 者）常務理事

廣田

壽俊

（報告内容）報告者より、９月28日開催の第54回本部定期総会の概要報告があった。
今年は新型コロナウイルス感染症予防のため、日本公認会計士協会会館２階大会議室にて、来賓は招待せ
ず、会員の議決権行使も電子的方法によるものであったため会員の来場を控えていただき、出席者は、会長、
常務理事に限定する形で開催され、報告事項、審議事項の順で進行された。また、例年、各地域会へ定期総会
の模様を中継していたが、今年は中継も中止となった。

第４号 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、第54回定期総会の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年８月26日（水）14:00〜17:15

（場

所）近畿会研修室及びライブ配信

（参加者）①近畿会研修室

42名

②ライブ配信視聴者
計

48名（申込76名）
90名

第５号 広報部報告
（報 告 者）広報部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、「ハロー！会計オンライン」の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年９月27日（日）13:00〜14:00

（実施方法）Zoomミーティング利用による開催
（対

象）小学生５年・６年生（地域限定なし）

（参 加 者）63名（申込80名）

第６号 研究・CPE研修部報告
（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、CPE研修計画及び実施結果について報告があった。

第７号 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。
大阪府

大阪府ESCO提案審査会委員候補者の推薦

摂津市議会事務局

政務活動費検査に係る公認会計士の紹介

他７件

第８号 経営委員会報告
（報 告 者）担当副会長

安原

徹

（報告内容）報告者より、独立開業会計士向けのIPO支援導入セミナー等について報告があった。
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第９号 ダイバーシティ推進委員会報告
１．（報 告 者）ダイバーシティ推進委員会委員長

原

繭子

（報告内容）準会員会共催研修会の実施結果について
（テーマ）「関西のベンチャーで働くCPAに聞く」
（日

時）2020年８月29日（土）17:00〜18:30

（講

師）松本

雄大氏（株式会社Tech CFO OFFICE 代表取締役）

小林

寛之氏（akippa株式会社 執行役員兼経営企画室長）

（出席者）会員10名、準会員８名
２．（報 告 者）女性会計士専門委員会委員長

宮口

亜希

（報告内容）第22回各士業女性合同研修会の実施結果について
（日

時）2020年９月19日（土）13：00〜15：30

（実施方法）Zoomミーティングでの実施
（内

容）基調講演「心の壁を壊すコツにコロナ要素を加える」
テ ー マ「各士業における新型コロナウイルス感染症への影響」

（出 席 者）計247名（公認会計士14名、弁護士30名、社会保険労務士69名、司法書士36名、税理士72名、
その他26名）

第10号 組織内会計士委員会報告
（報 告 者）組織内会計士委員会委員長

原田

貴志

（報告内容）組織内会計士委員会主催研修会の実施結果について
１．（テーマ）「会計不正事例と不正対応（100社事例分析）」
（日

時）2020年９月１日（火）18:30〜21:00

（講

師）安福

健也氏（公認会計士）、坂井

俊介氏（公認会計士）、西村

強氏（公認会計士）

（出席者）会員等88名（内、オンライン参加42名）
２．（テーマ）「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」
（日

時）2020年９月９日（水）18:30〜21:00

（講

師）中田

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）

（出席者）会員等46名（内オンライン参加25名）
３．（テーマ）「収益認識に関する会計基準について」
（日

時）2020年９月10日（木）18:30〜21:00

（講

師）中田

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）

（出席者）会員等60名（内オンライン参加30名）

【 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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ゴルフ部開催報告
山本

日

時

令和２年10月６日（火）

参加者

17名（シニア４名、女性１名）

場

所

田辺カントリー倶楽部

天

晴

近畿CPAゴルフ会の第305回例会

候

智三

ずに上手になるは

が、令和２年10月６日に田辺カント

ずがないのですが、

リー倶楽部にて開催されました。当

何かいい手立ては

日の天候は秋晴れの絶好のゴルフ日

ないでしょうか。

和、楽しい１日が待っています。

早速帰りに本屋に

素晴らしく仕上がったフェアウエ

たちより「３パッ

イと裏腹に、滑るようなグリーンの

トゼロ科学的パッ

アンジュレーションは難しくスコア

ティング」という

をまとめるのに大変苦労されたと思

単行本を購入しま

います。

した。ゴルフ人生

優勝の美馬会員（左）と山田幹事長

今回の参加者は17名と少し寂しく

はあとわずか、も

順

位

思います。常連メンバーの２人の会

う一度近畿C.P.A.

優

勝

員、ローハンディシニアの２人の会

ニュースに写真を

員の欠席は優勝のチャンスが増えま

掲載されることを

すが、アマチュアゴルファーは成績

夢見ています。シ

よりはゴルフを楽しむことが大切で

ニアの諸先生頑張

あると思います。

りましょう。

氏

名

OUT

IN

GROSS HDCP NET

美馬 和実

42

45

87

16

71

準優勝

竹内 雅樹

3

位

42

44

86

21

65

杉本 光伸

4

位

43

48

91

16

75

山田 拓幸

5

位

55

51

106

30

76

樋口 秀和

51

49

100

23

77

ドラコン
ニアピン

吉川雅偉×２ 美馬和実 山田拓幸 竹内雅樹×２
美馬和実 又井美香子 吉川雅偉 樋口秀和
小川泰彦 竹内雅樹
ベストクロス 竹内雅樹
バ−ディ
山本宏昭 竹内雅樹

成績については、今回初参加の竹

次回は12月１日

内雅樹会員がNET65とベストグロ

（火）鳴尾ゴルフ

スで見事１位なのですが、初参加の

倶楽部ですので、

ため２位の美馬和実会員が優勝とな

皆様奮ってご参加ください。

で、恒例の忘年会は中止するかもし

りました。美馬会員と同組でプレイ

（コロナ感染状況によっては開催し

れません。）

したのですが素晴らしいスイング

ない可能性があります。また現在、

で、特に早い下りの難しいグリーン

すきやき亭がクローズしていますの

のタッチは見事でした。３パット４
パットと苦しいプレイをした私とは

【今後の開催予定】

大きく違い優勝とBBという結果と

令和２年 12 月 1 日（火） 鳴尾ゴルフ倶楽部

なりました。ゴルフは楽しめれば良

令和３年 2 月

未定

いとは言え、やはり少しでも上手に

4 月 6 日（火） 宝塚ゴルフ倶楽部

なりたいと思っています。練習もせ

6 月 8 日（火） 茨木カンツリー倶楽部
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奈良地区会

定期総会・「奈良県中小企業再生支援協議会」講演会開催報告
奈良地区会

会長

山添

清昭

2020年８月21日（金）、奈良の

奈良地区会の次年度の事業計画で

講演会は、奈良県中小企業再生支

春日ホテルにおいて、近畿会の種田

は、以下の４つの行事を予定してい

援協議会の統括責任者の田邊章三

ゆみこ地区会部長にご出席いただ

ます。

様、統括責任者補佐の南村高教様、

き、13時からの奈良地区会の定期
総会と14時からの「奈良県中小企
業再生支援協議会」による講演会を

2020年11月
2020年12月

開催いたしました。出席者は、定期
総会が10名、講演会は講師の方３

2021年 １月

奈良地区会行事

中崎寿一様の３名に講師になってい

吉野の紅葉見学と懇親会

ただき、奈良県中小企業再生支援協

講演会及び懇親会

議会の活動内容と経営改善計画策定

講演会と懇親会
奈良地区会行事
新年の参拝と新年懇親会

支援事業について、詳細な説明があ
りました。中小企業再生支援協議会

奈良地区会行事

の活動の内容は、公認会計士の活動

生駒の蔵元見学と懇親会

とも非常に接点のあるもので、参考

開催でしたが、今年度は新型コロナ

コロナウイルス禍の制約の中での

になりました。また、経営改善計画

ウイルス感染症拡大の影響を考え、

行事は、担当幹事さんには大変ご苦

策定支援事業の説明も大変役に立つ

春日ホテルに協力をいただき、広い

労をおかけすることになりますが、

内容でありました。講師の３名の方

会議室でソーシャルディスタンスを

感染症対策を十分にして、会員の皆

には、この場をお借りして、御礼申

守っての開催となりました。

様の親睦を図る場を提供できるよう

し上げます。今後とも、奈良地区会

に努力してまいりますので、ご参加

と再生支援協議会との連携を図って

のほど、よろしくお願い申し上げます。

いきたいと思います。

名と参加者13名でした。
昨年は、懇親会を兼ねて料亭での

１. 奈良地区会定期総会
定期総会では、議案１（2019年

2021年 ３月

なお、奈良地区会の行事として、

度の活動報告と決算報告）、議案２

２. 「奈良県中小企業再生支援協議会」
講演会

奈良地区会の会員の皆様にお役に立

（2020年度の活動計画（案）、予

定期総会終了後、奈良県中小企業

つ講演会の企画もすすめたいと考え

算案（案））は、特に異議なく承認

再生支援協議会による講演会を開催

ておりますので、ご参加のほど、よ

され、無事終了となりました。

いたしました。

ろしくお願い申し上げます。
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大阪市南地区会

定期総会報告
大阪市南地区会

会長

柴原

啓司

2020年８月28日（金）午後６時

数ではありましたが、ウィズコロナ

おりソーシャルディスタンスを保て

30分より、大阪市中央公会堂小集

における地区会活動について、活発

る状況でしたので、お店に移動して

会室にて、大阪市南地区会第20回

な意見交換が行われました。会員の

懇親を深めました。パブリック業務

定期総会を開催しました。大阪市中

ための懇親も重要だが、こういう時

に携わっておられる方が多かったこ

央公会堂は岩本栄之助氏が株で得た

期だからこそ、大阪の芸術・文化を

ともあり、仕事の話でも大いに盛り

資金を大阪市に寄付し、東京駅の設

支援するような活動にも意義がある

上がりました。

計者・辰野金吾氏らの設計により大

のではとの意見も出されま

正７年に建てられました。現在の公

した。

会堂は平成11年から３年半にわた

総会後は、大阪市中央公

り保存・再生の工事が施されたもの

会堂地下にある「中之島

であり、国の重要文化財に指定され

ソーシャルイート アウェイ

ています。

ク」にて懇親会を行いまし

当日は、近畿会より洪誠悟副会

た。当初は会場にケータリ

長、地区会部より細谷明宏副部長に

ングしていただく予定でし

ご参加を賜り、合計７名という少人

たが、お店も比較的空いて

SNS広報

新着記事のお知らせ
10月19日up：スーパーの社員から転職。
社会人経験を活かし働く「公認会計士」
一度就職をしてから勉強して公認会計士になった加藤さんにお話をお聞き
しました。激務で体を壊したことをきっかけに一念発起したそう。ぜひ読
んでみてください。

色々な人に「将来何になりたい？」って聞かれる
から「公認会計士になりたい」って言ったら「それ
ってAiにとってかわられる仕事じゃない？」っ
て聞かれるので、少しなるのが不安になってき
たけどそこらへんはどうなんですか？本当の事
教えてください。
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10月29日up：公認会計士の仕事はAIに取って代わられますか？
マシュマロ（匿名質問箱 on Twitter）からいただいた質問にお答えしました！
「AI の進化でなくなる仕事」の話題は各業界で出ますよね。公認会計士はど
うなのでしょうか。先輩たちに聞いてみました。
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大阪市北地区会

定期総会の開催報告
大阪市北地区会

会長

内田

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に

さて、今回は2019年度の定期総

接した西淀川区、淀川区、東淀川

会のご報告となります。例年は恒例

総会での活動計画案のご説明の際

区、此花区、福島区、北区、都島

行事として甲子園での阪神タイガー

にもお話ししたのですが、2020年

区、旭区の地域に居住する会員相互

ス観戦を行い、その前後に定期総会

度は新型コロナウイルス下での地区

の親睦を主たる目的とした地区会

を行うという段取りになっていたの

会活動として非常に制限が多い中で

で、会員数は2020年９月30日現在

ですが、新型コロナウイルス下でそ

の運営となり、十分に会員の皆様に

536人です。

もそも甲子園において通常の形式で

ご満足いただける形とはならないか

2019年度の大阪市北地区会活動

観戦が行えず、また、感染拡大を防

もしれません。しかし、執行部とし

として、10月に「西天満でミシュ

止するという観点からも誠に残念で

ても知恵を絞り色々な行事を計画・

ラン中華を楽しむ」として西天満の

したが、観戦は断念せざるを得ませ

開催していく所存です。

名店「中国菜

んでした。

エスサワダ」にて懇

親会、12月に「大阪福島で焼肉を

解散となりました。

この原稿が近畿C.P.A.ニュースに

観戦は断念したとしても、ランチ

載るころにはすでに2020年度１回

楽しむ」として忘年会を「なか田

をいただきながら定期総会を行う

目の活動である「ロゴスランドで

別邸」にて開催、と順調に参加いた

等、色々と執行部としても検討はし

バーベキュー！！」の日を迎えてい

だく人数が増えておりました。

ていたのですが、７月８月でも感染

ます。予断は許しませんが、当初の

そして、懇親会の締めくくりとし

拡大が続いている状況下に於いて、

予定通り開催できていることを祈る

て、３月の「ミシュランフレンチで

食事を伴う会合の開催には慎重とな

ばかりです。

夜桜ディナークルーズ」の開催案内

らざるを得ませんでした。

２回目以降の活動もどのような形

をさせていただいたところ、非常に

結論として、2020年８月31日に

で出来るのかわかりませんが、新年

たくさんの皆様からの参加ご希望を

堺筋本町の日本公認会計士協会近畿

会等の行事を予定しております。極

いただきました。

会の会議室をお借りし、極力少人数

力感染防止の措置を踏んだうえでの

2019年度は実は大阪市北地区会

での定期総会を開催させていただく

開催を計画いたしますので、是非地

が始まってから20年目の節目でも

方向となりました（総会後の懇親会

区会会員の皆様方もご参加お願いい

ありました。その記念すべき年度の

も非開催）。

たします。

最後の懇親会を過去最高の人数での

当日は会長の私と副会長の野田会

また、地区会活動に関するご意

開催をするという最高のシチュエー

員、石崎会員、監事の前田会員、玉

見、ご希望、コロナ下での行事のア

ションだったのですが、まさかの新

置会員、前々会長の板戸会員の合計

イデア等ございましたら、事務局ま

型コロナウイルスの蔓延。ダイヤモ

６人の総会となりました。

でお知らせください。

ンドプリンセスの状況をしり目に

６人とは言え、久しぶりに懐かし

ディナークルーズを行えるはずもな

いお顔を拝見すると、皆様本当にお

く、泣く泣く中止とさせていただき

元気で良かったと胸をなでおろした

ました。お申込みいただき、楽しみ

次第です。

にしていただいていた会員の皆様、

定期総会の報告事項（活動報告及

誠に申し訳ございませんでした。い

び決算報告書報告）の報告、審議事

つの日か再度同様の企画を行いたい

項（活動計画案承認及び収支予算書

と思っております。

案承認）の審議を終え、30分程度で
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豊能、吹田・摂津、北摂地区会

栗拾いと親睦の夕べのご報告
豊能地区会

会長

織田

三津雄

2020年10月３日（土）に、吹

つける樹が育ち、以降近隣に増殖さ

捕まえたりして遊びに夢中でした

田・摂津、北摂、豊能の３地区合同

れていきました。天明・寛政年間

（笑）。かわいいです。

で恒例行事である「栗拾い」が開催

（一七八一〜一八〇〇）の大飢饉の

栗拾いの後は、道の駅「能勢（く

されました。今年は新型コロナウイ

とき、この栗を出荷したところ、多

りの郷）」にあるレストラン「牛

ルスの影響により、開催が出来るの

くの銀札（当時のお金）を寄せるこ

福」で但馬牛のサイコロステーキを

かの判断が難しかったのですが、近

とができ、地区の農民を救ったこと

食します。本行事は、栗拾い以外に

畿会の方々と相談し、開催すること

から、以来「銀を寄せる」という意

このサイコロステーキを食べられる

が出来ました。

味で「銀寄」と呼ばれるようになっ

ことも、魅力的な点だと感じており

たとされています。

ます。こちらの但馬牛は、自然豊か

開催するには感染防止対策を徹底
しようと思い、大型バス２台を手配

今回、イベントの内容を少し変更

な自家牧場で丹精こめて肥育した上

し、昼食会場も２部屋用意しまし

しました。例年ですと、出発してか

質黒毛和牛を使用しており、牧場直

た。参加人数は例年と同規模にもか

ら小林農園に行くまでに途中トイレ

営ならではの新鮮で安心できる国産

かわらず、丁寧に対応していただい

休憩を設けていたのですが、バス２

黒毛和牛です。また、出発から帰り

た業者の方々には感謝しかありません。

台はトイレ休憩所で止めるのが難し

まで貸し切りバスで移動するので、

集合場所の池田市役所（阪急池田

いので、急遽トイレ付きのバスを手

飲酒運転の心配はなく大人は安心し

駅から徒歩５分程度）から貸し切り

配しました。バスは最大限配慮して

て飲酒可能です。子供にとってもサ

の大型バスに乗って、大阪府豊能郡

いただき、無事にトラブルなく、運

イコロステーキはご馳走なので、大

能勢町に向かいます。栗拾いの場所

行出来てよかったです。

いに喜びます。大人だけでなく子供

を提供していただいている栗農園

今回の栗拾いは、家族５人で参加

も喜んでいただける企画ですので、

は、この３地区合同イベントの栗拾

しました。母は留守番のため、弟の

来年もぜひ企画をしていきたいと思

いだけに、この機会を提供していた

奥さんは仕事のため、参加できませ

います。

だいており、こちらで採集される栗

んでした。父と弟は初めての参加の

は、「銀寄」というブランドです。

ため事前に軍手やトングの準備等の

能勢は三百有余年の歴史と伝統を持

大切さを伝えました。栗の収集にお

つ栗の産地で、栗の王様「銀寄」の

いて参加初心者は、栗山に入ると足

ふるさとです。銀寄は、大粒でたい

元の周りの栗を探している方が多い

へん美味しいことから、マロング

ですが、私たちは、まず栗山のでき

ラッセなどの高級和菓子用としても

るだけ高い場所を目指して進みま

人気があります。銀寄の由来は、今

す。これは木から落ちてくる栗を拾

から三百年前（江戸時代中期）に、

いやすくするためです。因みに甥は

能勢町歌垣の人が広島から持ち帰っ

虫に最近ハマっており、栗拾いよ

た栗を植えたところ、立派な果実を

り、田んぼ付近でバッタやカエルを
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2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

新型コロナウイルス感染症の状況を勘案して、日本公認会計士協会近畿会では、イベント、研修、役員会、部・委員会につ
いて、慎重に感染防止策を講じながら、リアル開催とオンライン開催を行っています。会員の皆様に参加していただけるよう
利便性を向上させるとともに会務の効率的な運営を行っていきたいと思っています。
現在、近畿会では、ダイバーシティ推進委員会が「働き方」についての調査・研究を行っており、近畿会改革推進特別委員会
は会務運営の効率性向上のための施策を進めています。また、監査会計委員会によるKAMの調査研究（オンラインセミナー等
で発表）、研究・CPE研修部によるスキルアップ研修（オンライン）、組織内会計士委員会等によるオンラインとリアルのハイ
ブリッド型の研修の開催、さらに広報部によるハロー！会計のオンライン化など、各部・委員会はコロナ禍における新たな活動
にチャレンジしており、デジタル化が急激に進展する社会において今後の協会活動拡大の可能性を示してくれています。
本部では、公認会計士制度の在り方の検討、協会のガバナンスと執行の在り方の検討、公認会計士のブランディング、公認
会計士に求められる資質の検討、財政の在り方の検討等を行っています。本部での検討状況を適時報告していきますので、会
員の皆様のご意見をお聞かせいただき本部に伝えてまいります。ご協力頂きますようお願いいたします。
日

付

曜日

9月27日

日

9月28日

月

時

間

会務の内容

場

所

13:00〜14:00

ハロー！会計オンライン

日本公認会計士協会近畿会（Web）

10:00〜13:00

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

18:30〜21:00

社外役員研修会

日本公認会計士協会近畿会

第54回定期総会

9月29日

火

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月30日

水

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

10月1日

木

13:00〜15:00

本部

財政見直しPT

日本公認会計士協会（Web）

16:00〜18:00
10月2日

金

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:00〜16:00

関西三会と監査役協会関西支部との共同研究会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:00

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

10:00〜15:00

本部

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会

理事会

日本公認会計士協会

10月6日

火

10月7日

水

10月8日

木

10月9日

金

10:00〜17:00

本部

10月13日

火

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10月14日

水

10:00〜11:30

本部

日本公認会計士協会（Web）

10月16日

金

13:30〜17:00

西日本連合総会オンライン大会（四国会・松山）

Zoomによるオンライン参加

10月20日

火

13:00〜18:00

本部

地域会活動評価（第１グループ）

日本公認会計士協会東北会（仙台）

10月21日

水

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

経営会議

(作成月日:2020年10月21日)

18767

NOVEMBER 2020

51

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

難解事例から探る
財産評価のキーポイント［第４集］

「自己株式の実務」完全解説
〜法律・会計・税務のすべて〜

地方公共団体の内部統制の実務
―制度解説と先行事例

令和２年度版
最新企業会計と法人税申告調整の実務

笹岡 宏保 著
ぎょうせい 刊
定価6,400円＋税

太田 達也 著
株式会社税務研究会 刊
定価2,200＋税

日本公認会計士協会東京会 編
第一法規株式会社 刊
定価5,000＋税

組合員特価

組合員特価

久保 直生 編著
川口 明浩 編著
中央経済社 刊
定価3,800＋税

（送料別）

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

組合員特価

令和２年４月以降の相続から適
用される配偶者居住権、土砂災害
特別警戒区域、地積規模の大きな
宅地といった最新の評価実務の解
説を総論に加えるなどした人気シ
リーズの第４弾。

自己株式の取得は、大企業から
中小企業まで幅広く行われていま
す。財務指標の改善、企業組織再
編における代用自己株式、株式の
持合い解消手段などで活用される
ことが多く、また、中小企業にお
いても、分散した株主の集約、ス
トック・オプション、納税資金の
調達、事業承継対策として活用さ
れています。本書では、具体的な
活用方法について章を設けて解説
しています。

（送料別）

定価より15％引き

令和２年４月から地方公共団体
の内部統制制度が導入されてい
る。義務化されている都道府県と
政令指定都市はもちろん、中核市
や中小規模の市町村でも効率的に
導入できるように、エッセンスか
ら平易に解説。

組合員特価

定価より15％引き

法人税の申告調整の実務を、勘
定科目別の論点（流動資産、有形
固定資産、負債、純資産、損益
等）と個別論点（組織再編、消費
税、外貨建取引等）に分け、それ
ぞれの論点について、会計上の取
り扱い、税務上の取り扱いを詳細
に解説した実務解説書。

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

希望者グループ保険加入のおすすめ
公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施しております。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
令和元年12月１日現在70歳６か月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者800
万円、お子様300万円です。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求ください。（組合に未加入の方は、組
合にご加入いただくことが条件となります。）
【引受保険会社】日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社
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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年10月実績及び11月予定
間

10:00〜11:40

分野

研修会テーマ

単位

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

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」

師

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
アー）、中野亮平氏（本部品質管理委員会主査レ

秋季全国研修会
15:00〜16:40 監

（事例解説集による改善勧告事項
査 「監査の品質管理の実務

2

事例の説明）」
10:00〜11:40 税

務

ビューアー）

秋季全国研修会
「非上場株式の評価に関わる会社法と租税法上の論点整理」

佐藤敏郎氏（本部常務理事）

2

秋季全国研修会
13:00〜14:40
10月22日

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
向上講座 「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長期
的な企業価値向上

2

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
的な企業価値向上

2

第4回「ROEを超えて」−投資家が期

チーフ・レ

スポンシブル・インベストメント・オフィサー
（CRIO））

待する企業価値とは−」
10:00〜11:40 監

10月23日 13:00〜14:40 会

査

計

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

塚義也氏（公認会計士・監査審査会主任公認会

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

2

「財務会計の変化：期間損益と企業価値」
秋季全国研修会

15:00〜16:40 監

査 「公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止策

米澤勝氏(米澤勝税理士事務所 税理士・公認不

2

正検査士)

不正
事例

−不正の芽の察知と機敏な対処として−」
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
1 1 月 9 日 14:00〜16:00 監

査 「会計不正事例研修会〜第三者委員会における公認会計

矢本浩教氏（近畿会会員業務推進部部長）

2

中谷洸太氏（近畿会会員業務推進部副部長）

士の役割について〜」
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 社会福祉法人

佐藤謙一氏（大阪府福祉部地域福祉推進室福祉

専門委員会）
11月11日 13:00〜16:30 税

務

「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

小林伸行氏（公認会計士）

人材・法人指導課法人指導グループ課長補佐）、
纐纈和雅氏（近畿会社会保障委員会委員長）、瀬

3

川昇氏（近畿税理士会（元）公益活動対策部、税

②社会福祉法人の事業展開等について

理士）

③社会福祉法人税務の勘どころ
関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
14:00〜17:00 会

計

「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎知識

3

研修会（第1回）〜地方公共団体および地方独立行政法人

福竹徹氏、江見拓馬氏（近畿会公会計委員会委員）

関連業務の基礎知識〜」

11月12日

中堅・若手会計士委員会研修会
（第2回）
「開業
18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020

2

税理士」」

佐伯直毅氏（公認会計士・税理士、税理士法人な
なほし会計代表社員）

関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
11月20日 14:00〜17:00 会

計

「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎知識

3

研修会（第2回）〜地方公営企業および公会計関連業務の

石崎一登氏、大川裕介氏（近畿会公会計委員会
委員）

基礎知識〜」
豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会プロ
11月24日 14:00〜16:00

ジェクトマネージャー）、中井史郎氏(大阪府中

（経営委員会）
コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修

2

ほか
ティング 「事業計画策定の概要」

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（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）

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 社外役員
11月27日 18:30〜20:30 監

査

専門委員会）
「ベンチャー企業・中小企業の監査役必見！改めて知りた

2

大杉

泉氏（公認会計士）

い監査役講座」
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第42回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 「会計士が創る躍動の未来〜持続可能な社会の構築に挑む〜」
〈開

催

日〉 2021年９月17日（金）
場〉 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区地行浜２-２-３）

〈会

第42回日本公認会計士協会研究大会は、福岡市にて開催される
運びとなりました。

新型コロナウイルス感染症の拡大により社会全体が甚大な影響を
受けており、新しい生活様式、新常態での生活、企業行動が求め

今日、持続可能な社会の構築に向けた取組みが急速に広がりつ

られています。しかし、このような環境下にあっても、持続可能

つあります。国際的には、2015年９月の「国連持続可能な開発サ

な社会システム、資本市場を維持・発展させていくために公認会

ミット」における成果文書として、「持続可能な開発目標

計士ができること、なすべきことは多岐にわたると考えていま

（SDGs）」が採択され、2030年を期限とする17の目標と169の

す。このような背景から、本研究大会においては、公認会計士が

ターゲットが掲げられたことが始まりかと思います。

新たな価値を創造するイノベーションの主要な役割を担い、他の

これを受け、国際会計士連盟（IFAC）においては、目標達成

業界や団体との一層の連携を図り、積極的に社会に対してソ

に向けて職業会計士が重要な役割を担えると思われる８つの目標

リューションを提示し、さらには日本独自の価値観を世界に発信

を示し、SDGsの貢献に向けた取組が行われています。日本にお

していくための取組について深く議論したいと考えています。

いても、政府は「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設
置し、日本経済団体連合会（経団連）はSociety5.0の実現を通じ

当地、北部九州は自動車産業のほかIT・ソフトウェア産業も

たSDGsの達成を柱として「企業行動憲章」を改定するなど、官

盛んであり、官民挙げたスタートアップ等の企業育成に特に注力

民挙げてSDGsを踏まえた取組が進められています。また、他国

している地域であります。またアジアの玄関口で観光の見どころ

に比しても急速に進む人口減少や少子高齢化、自然災害、インフ

も多く、特に福岡市は国家戦略特別地域に指定され、近年の人口

ラの老朽化等、日本が対処すべき社会的課題が議論されており、

の増加率は全政令指定都市の中でもトップクラスとなっており、

これらの課題に対する取組みも重要となっています。

SDGｓに向けた産学官の活動や提言も活発になされています。

公認会計士並びに日本公認会計士協会は、法律上・会則上に定

第42回日本公認会計士協会研究大会福岡大会2021のテーマは

められた職責を果たしつつ、「持続・発展可能な社会を共に築く

「会計士が創る躍動の未来〜持続可能な社会の構築に挑む〜」で

プロフェッショナルパートナー」として、高度に複雑化・専門化

す。2021年９月17日（金）に令和ゆかりの地であり、衣食住の最

した課題に対して多面的な観点から最適化を目指す問題解決能力

適ミックスの地でもある福岡で皆さまとお会いできることを楽し

と高い倫理観の発揮が期待されています。また、今日においては

みにしております。

研究発表募集要領
１．応募資格

表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表者の同

会員・準会員及び一般有志

意を得ている旨を明記の上、お送りください。
②パネルディスカッション形式による発表

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「会計士が創る躍動の未来〜持続
可能な社会の構築に挑む〜」に関連するテーマとします。

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当
日、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行っ
ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ
アを利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッ
ション形式とした理由・パネリストの略歴を記載）を作成し、

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表し

選考結果の送付先となる住所を明記の上、電子データをメール

ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ

に添付してお送りください。

アを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送付先と

・A４判の５頁程度

なる住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送り

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料(MS

ください。

PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただきま

・A４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

す。

・１頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象と
します。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発
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・人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守)
（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容

で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマについて

６．発表予定テーマ数

のご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例え

今大会（第42回研究大会）では、10テーマの発表を予定して

ば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣

おり、うち２テーマは、研究大会開催地域会である北部九州会

旨、目的を作成いただき、発表者として希望する者のリスト

に割り当てる予定です。

を添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコー

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしい
ものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

ディネーター等発表者を選定します。
※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の
上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募くだ
さい。

７．研究発表の決定
2021年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡し
ます。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の

４．応募及び推薦締切日

上ご応募ください。

2021年２月26日（金）（必着）

８．送付先及び問合せ先
５．選考

〒102-8264

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとし

日本公認会計士協会

てふさわしいか否かを基準として審査・決定します。
また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、
フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し選考い

東京都千代田区九段南４-４-１
総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）
E-Mail

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

たします。ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意

北部九州会研究大会実行委員会

ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第41回研究大会）
【 研究発表 ① 】
テーマ1
テーマ2

【論文発表】
東証「改善報告書」をもとに会計監査人、監査役、内部監査人がなすべきことを考える
【パネルディスカッション】
AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響の研究成果（中間報告）
【パネルディスカッション】

テーマ3

事業承継税制の出口戦略にかかわる公認会計士の役割
〜環境変化に対応可能なゴーイングコンサーンのサポート役として〜
【パネルディスカッション】

テーマ4

企業情報開示に関する有用性と信頼性向上に向けた論点（中間報告）
〜 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 〜

【 研究発表 ② 】
【パネルディスカッション】
テーマ1

ＫＡＭ適用にあたって監査役等と会計監査人との連携と課題
〜新しい制度を円滑に導入するために〜
【フリーディスカッション】

テーマ2

変わりゆく公認会計士の期待と役割
〜企業等所属会計士（組織内会計士・社外役員）と会計監査人との連携で、企業や社会に貢献しよう〜

テーマ3

【論文発表】
会社法上の時価と租税法上の時価を争点とするケーススタディ
【パネルディスカッション】

テーマ4

非営利組織における会計基準の共通化の可能性について
〜「非営利組織における財務報告の検討」の概要及び今後の展開〜
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

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

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイトの

を生じたときは、変更登録申請書の提出や変更届出を行っ

会員マイページにログイン後、「会員情報の確認・変更」

ていただく必要があります（変更手続は無料です）。

画面から閲覧することができます。

登録事項及び届出事項に変更を生じたときは、遅滞な

登録事項等に変更を生じているにもかかわらず、変更手続

く、様式「変更登録申請書」及び「会員変更届出書」を使

を行わないときは、会則第31条に該当するものとし、会報等

用し、必要な変更手続をお願いいたします。

をもって公示する対象にもなりますのでご注意ください。
（常務理事

茂木哲也）

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

【会員マイページログインへ】

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

2018年度より「法定監査業務に従事する会員に該当するか」の
報告が必要になりました
2018年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認され、「法定監査業務に従事
する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に報告していただくこととなりました（報告期限：当該事業
年度終了後の４月15日まで）。
なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従事した場合は、従事する会員
に該当します。
年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
CPEの研修免除申請が承認された会員は、当報告は不要です。
法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされる会員
は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の
履修及び申告が必須となり、前記単位を取得できなかった場合は、CPE義務不履行となり措置の対象となります。
報告の方法は単位申告の方法（電子申告またはFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告い
ただけますようお願いいたします。

●継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2018年４月13日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第22条

当該事業年度の全部又は一部の期間において法定監査業務に従事する会員の必須単位数は、前条の研修科

目に加えCPE協議会が指定する監査の品質及び不正リスク対応に関する研修科目について、１事業年度につき
６単位（CPE協議会が指定する不正事例に関する研修科目を２単位以上含む。）とする。
２

CPE協議会は、毎事業年度、会員から前項に規定する会員に該当するか否かについて報告を徴するものとす
る。この場合において、前項に規定する会員に該当しない旨の報告をした会員以外の会員は、前項に規定する
会員とする。

【電子申告会員の報告方法】
当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。
上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される
画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）

【問合せ先】研修グループ

Tel：03-3515-1126 ／ E-mail : kenshuu@sec.jicpa.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

3,647

35

3,682

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

808

計

合計

850

4,532

（2020年９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）
秋山
浅井
東
伊藤
上平
植村
川口
神田
香取
木内
栗山

誠
俊祐
英成
広也
真湖
法道
将輝
耕平
裕史
隆宏
幸春

佐藤
島貫
守護
白﨑
瀬戸
武田
図所
中岸
中野

誠子
博史
友一
千春
大地
将実
有将
愛子
武生
雄介

中村
中村
林
藤田
米谷
南野
宮本
山﨑
吉岡
渡邉

入会者
浅井

９月24日付
菜穂子
亮太
由
力
浩孝
慶雄
亘
凌
千浩
啓史

９月24日付

和也 （会

員）

会員名簿記載事項の変更

９月２日〜28日

【事務所】
石塚

勝也 （会

員）

浅野

武治 （会

員）

隈部

敬介 （会

員）

大北

昌弘 （会

員）

坂原

祐一郎（会

員）

三島

圭史 （会

員）

隅田

高司 （会

員）

旭

裕一 （四号準会員）

枡矢

晋

（会

員）

北田

悠策 （四号準会員）

峯村

照秋 （会

員）

金子

沙緒里（四号準会員）

森本

千裕 （会

員）

窪

康至 （四号準会員）

吉川

雅偉 （会

員）

雄介 （四号準会員）

田邊

みのり（四号準会員）

中村

亮太 （四号準会員）

石村

亮蔵 （四号準会員）

丸田

奨

（四号準会員）

畝岡

純平 （四号準会員）

南野

慶雄 （四号準会員）

硲

正志 （四号準会員）

山﨑

凌

（四号準会員）

田仲

十夢 （四号準会員）

山本

龍生 （四号準会員）

谷綛

宏次郎（四号準会員）

渡邉

啓史 （四号準会員）

【事務所・自宅】
浅井

俊祐 （四号準会員）

転入者

９月２日〜28日

小針

才弥 （会

員） 東 京 会 よ り

松井

優太 （会

員） 兵 庫 会 よ り

吉川

太朗 （会

員） 東 京 会 よ り

鈴木

健太郎（会

員） 兵 庫 会 よ り

三浦

宏和 （会

員） 東 海 会 よ り

山口

弘志 （会

員） 東 京 会 よ り

中岸

武生 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

中野

克晃 （四号準会員） 東 海 会 よ り

転出者

９月２日〜28日

角谷

安隆 （会

員） 東

京

会

へ

谷口

友一 （会

員） 京

滋

会

へ

東木

隆則 （会

員） 京

滋

会

へ

中村

真也 （会

員） 兵

庫

会

へ

橋本

泰憲 （会

員） 兵

庫

会

へ

福田

佑介 （会

員） 京

滋

会

へ

牧野

大

（会

員） 兵

庫

会

へ

山田

光宣 （会

員） 四

国

会

へ

明彦（会

員） 兵

庫

会

へ

藤村

允実 （会

員） 東

京

会

へ

山田

浩史 （会

員） 兵

庫

会

へ

山本

誠

員） 東

京

会

へ

石田

宜久 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

祐輔（四号準会員） 四

国

会

へ

佑亮 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

潤 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

久保田

太田垣
加藤

【自宅】
小豆澤

中野

久保田

（会

弘人（会

員）

伊藤

広也 （四号準会員）

髙田

裕子 （会

員）

植村

法道 （四号準会員）

松井

知章 （会

員）

大橋

真実 （四号準会員）

退会者

松原

匠作 （会

員）

髙橋

秀和 （四号準会員）

松元

周史 （会

員）

土井

幸治 （四号準会員）

岩堀

雅彦 （会

員） ８ 月 ９ 日 付

死

坂原

祐一郎（会

員） ９ 月 2 4 日 付

業

務

廃

止

山手

啓史 （会

員）

中岡

良太 （四号準会員）

森

悠

員） ９ 月 2 4 日 付

業

務

廃

止
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（会

亡

事務局だより

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。

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領 2020年版
第２四半期提出用
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 総合ディスクロージャー＆IR研究所
宝印刷株式会社
■監査実施プロセスの理論と実践
寄 贈 者 小澤義昭
著
者 小澤義昭
発
行 株式会社中央経済社

■監査実務ハンドブック 2021年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局
■甲南経済学論集第60巻１・２号、60巻３・４号
寄 贈 者 甲南大学経済学会
発
行 甲南大学経済学会

■日本取引所金融商品取引法研究 第17号
寄 贈 者 株式会社日本取引所グループ
発
行 株式会社日本取引所グループ

ニューノーマル生活︑続いておりますが︑皆さ

59

NOVEMBER 2020

18775

まいかがお過ごしでしょうか？

〒541‐0052

まだまだスッキリしない中︑個人的＆圧倒的に

お問合せ先

ワ ク ワ ク し た の が ︑ 先 日 の Ｋ ーＰ Ｏ Ｐ グ ル ー プ

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。

﹁防弾少年団︵ＢＴＳ︶﹂の所属事務所Ｂｉｇ

応 募 方 法

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔの上場とそ

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

Ｈｉｔ

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

の関連ニュースです︒その時価総額も驚きでした
が︑業績も２０１９年度売上高が前年の２倍近く
を記録しているというから︑何とも景気の良い
話︒この芸能事務所は現状︑売上の大半をＢＴＳ
が稼いでいるそうですが︑このコロナ禍でワール
ドツアーも制限される中︑２０２０年度上半期業
績も過去最高水準をたたき出しているとのこと︒
音楽配信やオンライン公演など様々な領域で収益
を生み出した結果だそうです︒
さて︑オンラインと言えば︑今年は日本公認会
計士協会の研究大会もオンラインでの開催となり
ました︒遠方からでも︑また直前まで別の会議に
参加していても︑開催直前にクリックひとつで瞬
間移動︑何ならスマホでもＯＫという手軽さは従
来よりも出席のハードルがかなり下がったのでは
と思います︒今後は感染症対策に関わらず︑本大

大阪事務所

仰星監査法人

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

会を含めた様々な研修等も会場とオンラインでの
デュアル開催が主流になるのかもしれませんね︒
今月はその研究大会の報告が特集記事になって
います︒本大会の出席が叶わなかった方︑また他
にも聞きたい講演会があった方など︑こちらの報

永野麻由︶

告記事で簡潔にまとめられていますので︑ぜひご
一読いただきたいと思います︒
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

昌虎
有本

【慶事】 ・準会員

【寄贈図書】

編集後記

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

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

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〜2021年２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。
関西地区三会共催研修会
2020年11月27日(金) 18:30〜20:30

監 査

研修コード 履修単位

組織内会計士・社外役員専門委員会共催セミナー

3099

２

ベンチャー企業・中小企業の監査役必見！改めて知りたい監査役講座

企

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 大杉

会

場 近畿会研修室

泉 氏（公認会計士）
定

員 研修室 60名（リモート配信なし）

公認会計士がベンチャー企業や中小企業の監査役に就任した際、何をしなければならないのか、日常の「困った」に対しどう対応したら
いいのかなどについて、監査役のためのニュースブログ「監査役ニュース」を運営されており、先日初の著書を出版されました大杉泉先
生にご講演いただきます。
ベンチャー企業や中小企業に特有の「困りごと」や、IPOでの留意事項、人には聞きづらいあれこれなど、書籍には書けなかった内容も
含め盛り沢山でお伝えします。
現在ベンチャー企業・中小企業の常勤・非常勤監査役や監査等委員に就任されている方、今後就任を希望される方、子会社の監査役に就
任する組織内会計士の方に必見の内容です。

2020年12月1日(火) 14:00〜16:00

税 務

研修コード 履修単位

IT委員会、税制・税務委員会共催研修会

4999

２

国税電子申告・納税システム（e-Tax）入門研修

企

画 IT委員会、税制・税務委員会

講

師 大阪国税局 担当者

会

場 近畿会研修室

定

員 研修室 60名（リモート配信なし）

令和２年４月開始事業年度から大法人の電子申告の義務化が始まりました。
そこで、大阪国税局のご担当者を講師にお招きし、初心者向けに、e-Tax研修を開催致します。
当日は、個人PCを持参いただき、研修に関連する国税庁のサイト等を見ながら講義を聴いていただいても差し支えありません。講師が
操作する画面を研修室前方に投影しますので、個人PCを操作されない方は、それをご覧いただくことになります。
なお、本研修内容は、令和元年11月26日に開催した「国税電子申告・納税システム（e-Tax）入門研修」と重複する部分が多いこと
を、予めご承知おき願います。
事前質問は、研修申込画面から御入力お願いいたします。

2020年12月7日(月) 18:30〜20:30

研修コード 履修単位

職業倫理 IT委員会研修会

1001

２

「公認会計士業務における情報セキュリティの指針（IT委員会実務指針第4号）」の
改正の要点解説と事務所セキュリティの実例紹介

企

画 IT委員会

俊直 氏（協会本部IT委員会 情報セキュリティ等対応専門委員長 日本セキュリティ監査協会 幹事）
石原 佳和 氏（近畿会IT委員会 前委員長）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 加藤

本研修では、このたび改訂されたＩＴ委員会実務指針第４号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及びＩＴ委員会研究報
告第34号「ＩＴ委員会実務指針第４号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Ｑ＆Ａ」の変更点を中心とした解説をする
とともに、昨今その利用が一般的になってきたクラウドサービスについて、どのようなリスクがあってどのような管理策を適用していく
べきかについて、考え方の整理と管理のポイントについて講演いたします。
また、近畿会で独立開業されている石原先生からは、同研究報告に対応したリスク分析の事例や、事務所で実施されているセキュリティ
対策実例などをご紹介いだきます。
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関西地区三会共催研修会
2020年12月9日(水) 13:30〜15:45

税 務

企

研修コード 履修単位

税制・税務委員会研修会

4599

①国税不服審判所とは？
② 公表裁決を素材とした審査請求の流れ及び
現役任期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執務とは？

２

※任期付審判官への質
問がございました
ら、FAX申込書に
ご記入をお願いいた
します。

画 税制・税務委員会

管 理 課 長 西川
清氏
②大阪国税不服審判所 国税審判官 鴨川 慶寿 氏
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 ①大阪国税不服審判所

大阪国税不服審判所管理課長と任期付審判官が講師として、国税不服審判所の概要及び業務内容について解説します。

2020年12月14日(月) 13:30〜15:30

研修コード 履修単位

会員業務推進部研修会

5114

２

独立公認会計士の特性を活かした株式上場支援コンサルティングのありかた
企

画 会員業務推進部

講

師 吉永

会

場 近畿会研修室

徳好 氏（公認会計士）
定

員 研修室 60名（リモート配信なし）

株式上場には、幹事証券会社、監査法人、信託銀行、ベンチャーキャピタル等の様々な外部関係者が関与します。
上記の外部関係者は様々な専門サービスを提供しますが、立場、責任範囲の関係から、総合的な支援を行うには、限界があります。
このような状況を踏まえると、公認会計士の株式上場支援コンサルティングは、上記の外部関係者と立場が異なった観点から、株式上場
目指す会社の立場に立った総合的支援を行うことができます。どのような支援ができるのかについて理解できるような研修であります。

2020年12月16日(水) 19:00〜20:00

（一社）研友会共催研修会

公認会計士のキャリア選択としての独立
企

画 中堅・若手会計士委員会

佳之 氏（公認会計士・税理士）、土井 貴達 氏（公認会計士・税理士）
島村 修平 氏（公認会計士・税理士）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：50人 ／ Teams：50人
講

師 松本

研修コード 履修単位

9201

1

※事前質問事項がござ
いましたら、一部研
修会の中で取りあげ
ますので、FAX申
込書にご記入をお願
いいたします。
※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。

この度、関西地区三会と一般社団法人研友会※の共催で、研修会を開催致します。
本研修会では、研友会に参加している既に独立した公認会計士が準備したことや、事業を軌道に乗せるまでの成
功談や失敗談をパネルディスカッション形式でお話することで、皆さんの公認会計士としての幅広いキャリア選
択を考える機会になるものと思います。
※研友会とは、近畿一円を所管とする大阪国税局管内において税理士登録をした50歳以下の公認会計士が入会資格を持つ一般社団法人
です。

2020年12月23日(水) 13:00〜15:00

非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

研修コード 履修単位

2106

２

大阪府処理標準の改正について
企

画 非営利会計委員会 学校法人専門委員会

講

師 近畿会

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

非営利会計委員会 学校法人専門委員会 専門委員長 舩越 啓仁 氏
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

2020年3月に大阪府の処理標準が改正されました。2020年度から大阪府知事所轄学校法人に適用されるため、改正内容について解説
します。
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関西地区三会共催研修会
第１回 2020年12月18日（金）第２回 12月22日（火）第３回 12月24日（木）

研修コード 履修単位

いずれも14:00〜16:30

税 務 本部税務業務部会共催

4101

各3

税制・税務委員会研修会

「ケースブック租税法（第５版）」（弘文堂）第３編 法人税より
（397頁〜567頁）

企

画 税制・税務委員会

講

師 安原

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

徹 氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿会副会長）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

日本公認会計士協会税務業務部会関西分会では税法の基礎的な理論・判例についての研修会を実施します。「ケースブック租税法（第５
版）」（弘文堂）の第３編法人税を取り上げ、掲載されているすべての判例に関するNote & Questionsを検討・解説する予定です。テ
キスト及び解説レジュメは事前にコピーを配布します。
※3日に分けて連続して行います。3日連続で受講する事を推奨いたします。

第１回 2020年12月21日（月） 第２回 2021年1月26日（火） 第３回 2021年2月8日（月）
いずれも14:00〜16:30

研修コード 履修単位

9301

各3

経営委員会研修会

中国古典に学ぶ経営学
第１回 組織とは何か、人間とは何か（『論語』『韓非子』など）
第２回 戦わずして勝つ戦略（『孫子』など）
第３回 混迷の時代に望まれるリーダーシップ（『貞観政要』など）
企

画 経営委員会

講

師 大阪大学大学院文学研究科教授

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

湯浅 邦弘 氏
定

員 研修室：60人 ／ Teams：50人

<講師略歴＞
・1957年、島根県出雲市生まれ。
・大阪大学大学院文学研究科修了。
・博士（文学）
・現在、大阪大学大学院文学研究科教授。一般財団法人懐徳堂記念会理事。
・専門は中国思想、日本漢学、懐徳堂の研究。
・著書に、『人生に効く『菜根譚』』（角川書店）、『孫子・三十六計』『孫子の兵法』『荀子』（角川ソフィア文庫）、『菜根譚』
『論語』『諸子百家』（中公新書）など多数。
・2014年、NHKテレビ「100分de名著」の「孫子」と「菜根譚」の回にゲスト講師として出演。
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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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