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昨今の新型コロナ（COVID-19）

行うといった試みもなされました。

の中で語られていた人工知能が、

禍の影響により、例年５月下旬に和

テーマは、有名な「アンドロイド

我々の生活の中にも姿を見せ始めた

歌山県白浜町で開催される同イベン

は電気羊の夢を見るか？」という

昨今、人間と人工知能は、どのよう

トは延期となり、８月27日、28日の

1968年のSF小説からもじったもの

な距離感で付き合っていくべきなの

２日間のオンライン上での開催とな

になっています。同年の映画「2001

かを考えさせられる、そんな回にな

りました。具体的には、講演が中心

年宇宙の旅」には、人工知能HALも

りました。

の「昼の部」はYouTube上での限定

登場し、1960年代後半は、夢の技術

配信、特定のテーマについて、顔の

としてのAIへの憧憬があったのでは

見える出席者間で深い意見交換を行

ないかと考えています。それから半

う「夜の部」はZoom上で行う形式

世紀超の時が流れて、フィクション

以下が、当日の講演テーマと講演
者になります。

でした。加えて、リアルの場で集ま
ることのメリットの一つである交流
に関する工夫として、協賛企業との
コミュニケーションの場として、メー
ルでの 事 前 申 込 の 上 で 、 Z o o m や
MS-Teamsを活用して個別の交流を

第24回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム参加報告

シンポジウムテーマ「AI はサイバーセキュリティの夢を見るか？」
IT委員会

副委員長

北川

講演テーマ
１日目
この1年のサイバー関連法制の動向を振り返る
人間中心のAIにおける倫理
経営からの信頼を深め支援を強める
〜AIシステムへの内部監査の活用〜
安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装に向けて
〜AIネットワーク社会推進会議での議論及び関連動向より〜
スマートサイバー AI活用時代のサイバーリスク管理
２日目
機械学習による、ダークウェブの匿名マーケットに関する研究
警視庁における人材育成方策と民間企業研修における取組について

AI活用の現状と課題
Cyber Cold War and Tensions ‒ A View from the Asia-Paciﬁc

廣基

委員

立川

正人

講演者
岡村
中川

久道 氏（弁護士法人英知法律事務所）
裕志 氏（理化学研究所・革新知能統合研究
センター）
阿子島 隆 氏（Japan Digital Design株式会社）
髙木

幸一 氏（株式会社KDDI総合研究所、前総務省
情報通信 政策研究所 調査研究部）
丸山 満彦 氏（PwCコンサルティング合同会社）

新井
松下

悠 氏（株式会社NTTデータ）
徳弥 氏（警視庁 サイバーセキュリティ対策本部
副本部長）
鈴木 拓也 氏（警視庁 赤坂警察署）
海野 由紀 氏（株式会社富士通研究所）
蔡
松廷 氏（TeamT5）
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各講演テーマのエッセンスを要約
して記載致します。

が、システム監査に携わる身とし

非難する動画が実はDeepFake

て真剣に取り組む必要がある分野

だったことで一気に有名になりま

となってきたなと感じました。

した。ひと昔であればスパイ映画
やSF映画の中で、ヒーローが悪役

■この１年のサイバー関連法制の動
向を振り返る

■安心・安全で信頼性のあるAIの社

に化けて偽の指示をする場面など

岡本氏は弁護士の立場からITに

会実装に向けて〜AIネットワーク

もありましたが、今まさに現実と

関わる法令について解説されてい

社内推進会議での議論及び関連動

して起こり得る点は脅威に感じま

ます。今年は、数年前に取引価額

向より〜

した。例えば今日、Web会議シス

が高騰し話題となった暗号資産に

２コマ目のテーマと近しい印象

テムを通して上司や同僚は偽者か

関する法整備から始まり、ドロー

でした。安心、安全にAIを活用す

もしれません。あるいはWeb会議

ンを意識した小型無人機飛行禁止

るにあたっての仕組みや制度とし

でしかあったことのない人物は実

法や行政手続のデジタル化、個人

て官民一体となって検討されてい

はAIであり、実在しないかも知れ

情報保護法等の改正に関する回で

る事項についての解説がありまし

ない。そんな世界が起こり得ると

した。セッションの中でも、個人

た。受講した感想として、ここ数

ころまで来ています。このような

情報に関する法令は、活用と保護

年でAIを取り巻く環境は急激に変

事態において、技術的な防御の方

のバランスが難しく、法整備にあ

化しているのを感じました。数年

法も研究・開発されていますが、

たっては今後も非常に難しいかじ

前は、まだAIとは何か、AIで出来

一番の防御はまずはどのような危

取りが続くように思いました。

るか模索しており、ごく一部の会

険があるのかを知ることになりま

社で研究開発されている状態だっ

す。そのため、今どのような危険

たように思います。しかし、今で

があるのかについては、今回のよ

AIを利用するにあたって各国が

は、広く多くの会社でAIと言われ

うな協会活動など折に触れて、会

定めた倫理ガイドラインについて

るものを使用しており、具体的に

員の皆様にお伝えしていきたいと

の解説から始まりました。個人情

どう自社のサービスに活用してい

思います。

報（あるいは個人の活動から発生

くのかと歩を進めているのを感じ

した情報）の管理を誰が、どうす

ました。AIは非常に有用な技術で

るべきか、などのお話もありまし

世の中を便利にしてくれそうです

た。私個人の見解としては、自分

が、光ある所に影もあります。悪

メインテーマは、サイバーリス

自身の個人情報などそれほど価値

用防止あるいは悪用された時の影

ク管理ですが、セッション冒頭の

も無いのではと思ってしまいます

響を少しでも緩和するためにも、

鉄腕アトムの話を引用したAIは人

が、AIによる大量データを多面的

活用時のリスクや対応を検討する

間になれるのか否かについて示唆

に分析された結果、私が引っかか

活動が必要になると思います。

に富んでいたように思いました。

■人間中心のAIにおける倫理

■スマートサイバー

AI活用時代の

サイバーリスク管理

りやすいフィッシングメールの生

また、セキュリティについての

インプットに対するアウトプット

成や、私に成りすましたAIが生み

議論の中では、DeepFakeなどの

が仮に人間の反応と見紛う程で

出されるかも知れないと思うと、

技術進化に驚かされました。

あった場合、それは単なるプログ

見解を改め、自分自身に関する情

DeepFakeとはご存じの方も居られ

ラムなのか、知能と言えるのか、

報の管理の重要性を感じました。

るでしょうが、深層学習（Deep

難しい問題です。

■経営からの信頼を深め支援を強める

learning）と偽物（Fake）からで

本題から逸れましたが、サイ

きた造語です。いくつかの画像か

バー攻撃において機械学習が活用

ら、リアリティある架空の人物画

される分野として、情報収集（攻

企業が利用するAIを監査するに

像を生み出すこともできますし、

撃しやすい属性の分析、グルーピ

あたってのポイントを解説頂きま

特定の人物の画像を分析すること

ング）、なりすまし（スパムメー

した。AIへの監査は、ここ最近

で、特定の人物が撮影したことも

ルやDeepFake）、不正アクセス

聞くようになってきました。それ

ない画像・動画を生み出すことが

（パスワード総打ちによる侵

だけAIを活用している会社が増え

可能となっています。2018年にオ

入）、攻撃（システムの脆弱性の

たのではないかと推察しています

バマ前大統領がトランプ大統領を

発見や偽レビュー生成）に分け、

〜AIシステムへの内部監査の活用〜

04

DECEMBER 2020

18784

報 告 REPORT

01

今後ますます巧妙化していく手法

また、ダークウェブの観測した

の時の課題は何かについてご紹介

について解説がありました。当

結果、トレンド分析した結果も興

するセッションでした。セッショ

セッションを聞くと、これまでの

味深いものでした。2019年６月で

ンの中では、セキュリティログか

セッションでAI活用にあってのガ

はビットコイン、2020年７月では

ら有意な情報を抜き出すための数

バナンスや倫理が重要になってく

別のトピックに興味が移っている

理モデルのご紹介もありました

る点は納得できるかと思います。

様子が明確でした。一方で Card

が、残念ながら門外漢のため、正

また、一方で、多くの人々がAIに

は複数年同じような地位を占めて

直よく分かりませんでした。AIが

対するガバナンスを構築し、高い

いるように見え、カード情報（ID

攻撃方法を考え、AIが防御すると

倫理感を醸成したとしても、悪意

カード、クレジットカード）につ

いう話は数年前から白浜シンポジ

を持った人間に対しては無効で

いては、狙われやすい情報である

ウムで耳にしました。年々巧妙化

す。そのため、専門家によるサイ

と感じました。

していくサイバー攻撃に対して、
手作業で対策を打っていくあるい

バー防衛の体制が必要であると感
じました。
■機械学習による、ダークウェブの

■警視庁における人材育成方策と民

は、固定の条件に当てはまったロ

間企業研修における取組について

グを見つけた場合、アラートを発

お二人でのご講演。前半は警視

するなどの従来型の対応方法で

庁における人材育成制度につい

は、対応しきれない状況も想定さ

数年前の白浜シンポジウムで初

て、後半はフィッシングサイト研

れます。AIが人間のニューラル

めて ダークウェブ という単語を

究の成果をご紹介するセッション

ネットワークを模して作られてい

知り、ネットショッピングのような

でした。前半の話では、サイバー

るとすると、本セッションの行く

感覚で、コンピューターウイルスや

犯罪の増加に伴い、警視庁にとっ

先は、セキュリティ対策は、人間

不法薬物等の取引ができる事を知っ

てサイバーの知識を持った捜査官

の免疫システムを模していくこと

て、ショックを受けたことを今でも

は必要性が高まっているとの事。

になるのではないかと感じまし

覚えています。本セッションでは、

そのため、警視庁におけるサイ

た。また、一方でインターネット

ダークウェブの最新動向やAIを用

バーセキュリティ研修プログラム

に繋がっている以上、リスクをゼ

いたダークウェブのモニタリング方

について解説がありました。企業

ロにすることはできないため、攻

法に関する研究報告がありました。

におけるセキュリティ専門家育成

撃されることを前提とし、被害を

ダークウェブの動向で、興味深

にも転用できるのではないかと感

最小限におさえるための情報管理

かったのは第三者預託システムと

じました。

も必要だと感じました。

匿名マーケットに関する研究

いう取引・決済システムが構築さ

後半は、フィッシングサイトに

れている事です。不正取引の宿命

よる不正についての研究でした。

か支払い後に品物が届かない事も

フィッシングサイト（銀行などの偽

結構あるようです。またオンライ

サイト）による被害金額が４年ぶり

海外から招待講演者である

ンショップなので簡単に出店でき

に増加しているとのこと。サイバー

Sung-ting Tsaiさんのセッションで

るため、名を変え、品を変えて詐

空間における攻撃者の一連の行動を

した。Tsaiさんは台湾のセキュリ

欺行為を繰り返す者もいるとの

分解した考え方であるサイバー・キ

ティ会社Team５社のCEOで、セ

事。そのため、確実に取引を成立

ル・チェインというものがあり、一

キュリティの専門家です。ここ数年

させるため第三者（匿名マーケッ

連の行動の何処かで脅威を断ち切る

米中間の貿易摩擦が激化しています

トの運営者など）が間に立ち、買

という防御方法の考え方にも利用さ

が、サイバー空間においても米中間

い手は第三者に資金を預託し、売

れているとのこと。攻撃行動の各層

での水面下での攻防も激化している

り手は買い手に送付したことを連

での監視や防御方法についての解説

ようです。これは決して対岸の火事

絡し、代金を受領するそうです。

がありました。

ではありません。正面切ってター

仮想通貨（暗号資産）の登場があ
るとも言われています。

View from the Asia-Paciﬁc

ゲットを攻撃しづらい時は、サイ

また、ダークウェブの発展の背景
には、国境を越えて決済が可能な

■Cyber Cold War and Tensions ‒ A

■AI活用の現状と課題

バー攻撃の手法の一つとして、踏み

セキュリティ対策としてAIをど

台を間に挟んで攻撃します。すなわ

のように利用できるのか、またそ

ち米中間の攻防が激しさを増す中
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で、狙われていく可能性があるの

ここ数年毎年参加させていただい

頃開催）といった関連イベントと共

は、踏み台としての米中周辺国とな

ていますが、これらの分野の最新動

に全国の産官学のセキュリティ関係

り、サイバー空間におけるガードの

向を、各分野の最先端の方々からの

者（警察関係、政府系機関、学術関

弱い国は格好の餌食となります。米

生の情報としてキャッチアップし続

係者、セキュリティ専門会社、報道

中の争いに、アジア周辺国が争いに

けることや、それに対してまずは身

各社など）が集まり、情報交換を行

巻き込まれないためには、域内での

近なところにどのような影響があり

う場として定着しています。

国際的な協力・協調が必要との事で

どのような対策を講じるべきなのか

今年はオンライン開催でイレギュ

した。

を考えることは、年々会計基準や監

ラーな形での開催でしたが、例年に

査実務の動向をキャッチアップする

おいては内容も講演だけではなく、

ことと同じような重要性を持ってき

警察関係者向けのデジタル・フォレ

ていることを実感いたしました。

ンジック捜査演習（セキュリティ道

昨年のご報告でも触れましたが、
企業活動や我々の業務はもちろん日

場in白浜）や白浜町長もお越しにな

常生活に至るまで、情報機器や情報
機器家電は欠かせないインフラと

IT委員会では、法律や会計などと

るウェルカムパーティー、その後20

なっている中、重要な機密情報に触

同様に必要不可欠なインフラとなっ

時頃からホテルの宴会場を警察（警

れることが多い我々公認会計士が、

ているITの知識を会員の皆様に共有

察関係捜査機関のみ参加可能）、自

サイバー攻撃や情報セキュリティに

する活動など行っています。ITに詳

治体及びその他シンポジウムのテー

対して無関心であるわけにはいきま

しくない方でも一緒に活動する中で

マに沿った内容（例えば、人材育成、

せん。加えて、今年のテーマに掲げ

自然と知識が身につきますので、少

官民連携、重要インフラ及びCSIRT

られているAIは、その言葉の指し示

しでもITにご興味をお持ちであれ

等）の分野ごとに分け、それぞれの

す内容の差こそあれ、サイバーセ

ば、一度ぜひ近畿会事務局までご連

分野のリーダーを座長として、車座

キュリティ分野に限らず広く現実社

絡ください。

に座ってドリンクやおつまみと共に

＜白浜シンポジウムって何？＞

の部における

深い

会に浸透してきつつあります。その
ような認識のもと、今年の講演等の

意見交換を行う交流会（夜
知恵の交換

、

参

中で、特に我々の業務にも関連があ

加者の交流

りそうだ、という観点から印象に

ています。）など、まさに濃厚な内

残ったのは以下の指摘です。

容となっています。さらに、参加者
が顧客企業サーバ管理者となって、

・知識として、会社法や資金決済

発生するインシデントに対処すると

法・金融商品取引法を含むサイ
バー関連法制の最新動向。
・倫理：ツールであるのにブラッ
クボックス化している指摘、責
任分担の議論。
・内部監査への活用：
「内部監査を通じて、自律的な経
営改善を図る」ことが求められ
ている。（日本銀行）
事後チェックからフォワードルッ
キング型監査へ。（金融庁）
・AIシステムの監査をどうするの
か？：
監査基準や指針＋AIの一定の専
門知識によって確立。明確な基
準や指針が見つからない場合、
何らかの手掛かりを探して、自
社適合の形で作るしかない。
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が真の目的ともいわれ

いう情報危機管理コンテストという
白浜シンポジウムは、20年以上も
前の1997年に和歌山県警のコン
ピュータやネットワークを使った犯
罪が発生したとき、警察が迅速に対
処するために、広くセキュリティ専
門家との交流が重要であろうとの認
識を契機に、ISACA（情報システム
コントロール協会）大阪支部が主催
者となって「第１回コンピュータ犯
罪に関する白浜シンポジウム」とし
て開催されたという歴史あるイベン
トです。
現在では、「情報セキュリティ
ワークショップin越後湯沢」（例年
10月頃開催）と「サイバーセキュリ
ティシンポジウム道後」（例年３月

イベントも並行して開催されます。

報告

REPORT

02

従来は会計監査人の導入範囲の拡

オープニングもアラビア語で､申

大や会計基準の変更を中心として、

し上げます。「イフタフ

研修会を開催していましたが、会計

ムシム（開けゴマ）」

ヤー

シ

じめ大阪府職員の皆様、大変お忙し
い中、私どものため、時間を割いて
頂きました。
平生は福祉人材・法人指導課の皆

監査人の導入範囲の拡大について
は、不透明のまま、当面の拡大はな

まず、大阪府の指導監査の担当課

様には、社会福祉法人についてのご

いように思われます。今回は外部講

長補佐をお迎えして、『大阪府の指

指導を賜り、また、私どもも指導監

師をお二方お招きしての研修会とな

導監査の概要』の講演をお願いしま

査の際の同行者として、多くの会員

りました。また、今後の社会福祉法

した。

が協力をさせて頂いていますところ
です。

人向け研修会の方向付けに利用した
①『大阪府の指導監査の概要』

く存じます。

当日は、大阪府福祉部 地域福祉推

講師：大阪府福祉部 地域福祉推進

進室 福祉人材・法人指導課 法人指

室 福祉人材・法人指導課 法

導グループ 課長補佐 佐藤謙一様に

は、長安にも聞け」とあります。都

人指導グループ

『大阪府の指導監査の概要』につい

長安より､はるばるバグダッド（当

課長補佐

アラビアの古い諺に「良きこと

佐藤

謙一様

なお、平成28年社会福祉法改正に

会）へお二人の先生方にお越しいた
新型コロナ禍の中、吉村知事をは

だきました。

て、ご講演頂きました。
よる「社会福祉法人制度改革」及び

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 会員向け研修会

『社会福祉法人の事業展開について』ほか
社会保障委員会

「社会福

社会福祉法人専門委員会

いて、解説いただきました。

委員長

澤田

義実

の流れ、つまり、準備及び実施、結

祉法人の

指導監査には法人監査と施設監査

果の公表、職員のスキルアップとさ

事業展開

があり、別々にもしくは同時に行わ

らに、課題について解説いただきま

に関する

れています。大阪府は法令により、

した。

検討会」

さらに条例で各市町村に権限委譲し

なお、大阪府の指導監査は、コロ

の報告書

ていますが、市町村との間に情報共

ナ禍のため年内は実施されていませ

に関する

有、同時監査を行うなど指導監査の

んが、ホームページ上に「自己点

部分は、

連携が行われています。また、法定

検・自己評価項目」を公表し、法

次の『社

受託事務のため、国の方針に従い、

人・施設の適正な運営のための活用

会福祉法人の事業展開等について』

統一的な指導監査要綱に従い実施さ

を求めています。

と一部重複しますので、簡単にご説

れます。

最後に11月11日は「介護の日」で

明いただき、国からの法定受託事務

大阪府の指導監査の概況、所轄法

ありますので、普及啓発の取り組み

である大阪府の指導監査の詳細につ

人・施設数が紹介されて、指導監査

について、ご紹介いただきました。
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佐藤様には、公務出張であります

税理士会

で、損金算入となりますので、小規

ので、時間的制約も多い中、貴重な

のご推薦

模であれば、課税されることは少な

時間を割いて、講演いただきました

をいただ

いようです。

こと、ここに重ねて御礼申し上げま

くことと

次に、消費税については、課税、非

す次第です。

なり、専

課税、不課税、特定収入の判定表を示

務理事相

し、詳細に説明され、後日の実務上の

間宏章先

判定に役立つように詳細な説明がなさ

いて』

生のご紹

れていますところです。特に簡易課税

講師：日本公認会計士協会近畿会

介により、

が選択できない場合には、特定収入の

税理士

取り扱いに注意が必要です。

②『社会福祉法人の事業展開等につ

社会保障委員長 纐纈 和雅

瀬川昇先生にご講演頂くこ

ととなりました。

さらに、源泉所得税、印紙税、固

９月11

瀬川先生は、昨年まで近畿税理士

日に社会

会の理事を４年間務め、その間に公

福祉法人

益活動対策部の副部長として活動

網羅的にかつ、後日の実務に役立

会計基準

し、関連の公職にも就かれ、実務的

つように判定表、根拠法令等を示し

の一部改

にも理論的にも精通されていらっ

ていただきましたので、今後、これ

正省令が

しゃる先生です。

らを手がかりに監査、税務及び会計

公布され、

定資産税及び不動産所得税の減免措
置等に説明がありました。

指導に活用でき、業務の厚みが増し

令和３年

社会福祉法人の税務は複雑で多岐

４月１日

にわたるところですが、『社会福祉

からの施行となりましたが、「社会

法人税務の勘どころ』を90分と短い

ところで、過日、大手法人で研修

福祉法人の事業展開に係るガイドラ

時間ですが、分かり易く、解説頂き

単位の不正取得があり、正しい方法

イン」など通知を正式に発効するこ

ました。

により受講されますことをお願いし

ととなりました。当委員会の社会保
障委員長

纐纈和雅より、ポイント

が解説されました。
当日の内容としては、社会福祉法
人を取り巻く環境について、社会福

まずは、法人税について、その範

ましたところ、皆様のご協力を得ま

囲を詳細に根拠となる法令及び通達

したこと、ここに感謝申し上げます

を示し、網羅的に説明されました。

次第です。

また、確定申告や各種届出書類につ
いても解説が行われました。

祉法人の事業展開等に関する検討会

つまり、社会福祉法人が行う事業

での議論、社会福祉法人会計基準検

は、基本的に法人税が非課税です

討会での議論です。

が、収益を目的と
し、事業所を設け

③『社会福祉法人税務の勘どころ』

継続反復して行わ

講師：近畿税理士会（元）公益活

れる事業について

動対策部
税理士

は、課税対象とな
瀬川

昇先生

ります。ただし、
この収益を社会福

社会福祉法人の税務について、組

祉事業に充てます

織内での講師を求めましたが、得る

と収益の１/２ま

ことが出来ませんでしたので、近畿

たは、200万円ま
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ますものと存じます。

結びの言葉もアラビア語で申し上
げます。「アグラク・ヤー･シムシ
ム（閉じよゴマ）」
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今回のテーマの概要

得られるキャピタルゲインには、本

Round １

今回のテーマは「離婚の税務」で

離婚時には、夫婦共有財産の清

来都度課税されるべきですが、実務

す。色々な事情があって婚姻関係を

算、離婚による損害賠償、離婚後の

上煩雑であるため譲渡時に課税する

解消する場合、共有財産の清算、離

扶養等のため財産分与が行われま

という実務が定着しています。つま

婚による損害賠償、離婚後の扶養等

す。この際、譲渡所得の基因となる

り、財産分与時の資産譲渡がキャピ

の名目により夫婦間で財産が分与され

不動産などを引き渡して財産分与を

タルゲイン課税のタイミングであ

ます。この行為に関する課税関係の奥

行った側には譲渡所得課税が発生す

り、財産分与側は財産も渡して税金

底に潜む税務上の考え方についてアカ

ることが判例により確定されていま

も支払うというロジックとなるよう

デミックに議論いたしました。今回の

すが、この理論的背景について議論

です。では、資産譲渡の対価とは一

議論を踏まえて、婚姻関係は接着剤と

されました。え？財産を渡した上に

体何なのか？ここに議論の焦点が当

同じで、くっつけるのは簡単ですが、

税金まで支払う必要がある？税務の

てられました。

剥がすのは非常に困難であることをひ

素人には衝撃的な話でしたが、その

判決によると、離婚によって発生

しひしと感じました。

背景にはキャピタルゲイン課税があ

した財産分与義務の消滅という経済

るようです。資産を保有することで

的利益を享受したということになっ

税制・税務委員会の熱きバトル第５回

『離婚の税務』
税制・税務委員会

委員長

田中

久美子

ているようです。つまり、財産分与

の口座に入れていたとしても、専業

座にお金があるという状況を、どの

は無償譲渡ではなく、有償譲渡とい

主婦（夫）の財産とは一義的には認

ように認識するか、事実をどう認定

う建付けだというのです。いやい

められず、非課税規定がある通常必

するかは、実務上非常に難しい点

や、財産は夫婦で築き上げてきたも

要な扶養義務者相互間での生活費な

で、相続税での税務調査の現場で

のではないのでしょうか？たとえど

どでなければ、「贈与」あるいは

も、争われることが頻繁にあるとい

ちらかが専業主婦（夫）であったと

「名義預金」という別の論点となる

うことです。税務も結婚も奥が深い

しても、内助の功あっての稼ぎだっ

ようです。素人的には共有財産を分

ということでしょうか。

たのでは？と思うのですが、我が国

けただけなのに、離婚を契機に発生

さらに、譲渡所得課税はキャピタ

税法の体系は、原則として世帯合算

した財産分与義務の解消のために対

ルゲイン課税ですので、現預金の分

の課税ではなく、個人単位の課税な

価を支払ったと考えるのは腑に落ち

与はキャピタルゲインがないので課

ので、税務上はどうやら稼いだ人の

ない部分があるのですが、それは定

税の対象とはならないようです。将

財産となるようです。ですので、外

説として確立されたもののようで

来の離婚を想定するなら、不動産や

で稼いできたお金を専業主婦（夫）

す。ただ、その専業主婦（夫）の口

有価証券は一切持たず、賃貸住宅に

18789
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住んで財産は全てキャッシュとする

ここで、共稼ぎ夫婦を想定した場

さらに、離婚時にマンションを分

ことも結婚時に考えるべきなので

合、どちらが分与者で、どちらが被

与財産とする場合、それに関連する

しょうか。なんだか結婚に夢がなく

分与者になるか分からないケースも

ローンも引継いだら、時価評価する

なってしまいそうです。

あるのではないか、つまりどちらの

場合のローンはどのように取り扱う

稼いだ財産か分からないケースの場

のかという点についても具体的な数

Round ２

合はどうするのかという素人的な考

値をもとに熱く語られました。

財産分与をした側は、財産分与義

えがふつふつとこみ上げてきまし

務の消滅という経済的利益を享受し

た。ということで、結婚しても稼い

このように、税制・税務委員会で

たという考え方で譲渡所得課税があ

だお金は別々に保有し、たとえ２人

は税務に関する奥深いテーマを掘り

るのであれば、財産分与を受ける権

でマイホームを買ったとしてもそれ

下げて検討しています。少しでも興

利を取得した被財産分与者には課税

ぞれどれだけ出したかを明確にして

味を持っていただけるようであれ

はないのでしょうか？素人的には資

名義を分けておく等の対応が必要と

ば、税制・税務委員会に名を連ねて

産を受取った側に課税が発生すると

聞き、なんだか世知辛い結婚生活だ

一緒に考えていきませんか。メン

思いがちなのですが、非分与者は非

なあと感じた次第でした。

バーとしては税制・税務に長けたベ

課税となっているようです。つま

テランから、全くの素人まで幅広く

り、被分与者は財産分与請求権を対

Round ３

揃っておりますので、どうかお気軽

価として分与財産を取得したという

最後に、離婚時の財産分与に関し

にお問い合わせください。（お問合

建付けなので、その時点では資産を

て譲渡所得課税が発生することを知

せは日本公認会計士協会近畿会事務

購入したのと同じ効果なので課税は

らなかった分与者が錯誤による無効

局まで）

発生しないということです。しか

を訴えて、それが最高裁で認められ

し、被分与者に財産分与請求権が結

たことについて検討しました。議論

なお、今回のテーマは非常にドラ

婚時点で発生しているということで

のポイントは、錯誤が認められるか

マティックな内容でしたので、委員

あれば、取得費用はゼロであり、そ

どうかですが、そもそも全ての財産

会終了後はやっぱり結婚はしない方

の権利が離婚を契機に時価で実現し

を妻に譲って裸一貫別の女性とやり

がいいと訴える独身男性と、色々と

たと考えると課税されると考えるほ

直すと言っていた夫が、税金が発生

問題を起こさないように結婚を継続

うが腑に落ちる気がしますが、実務

するならやっぱりやめておくと言う

する努力をするべきだという既婚男

では所得税の課税はないということ

男気について語られるという状況も

性が熱くそれぞれの主張をされてい

が定説のようです。

ありました。

たのが印象的でした。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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今月で第３回目となりました、

さて今回は、ある介護職の方のイ

ある介護職の方とは、現在大阪府

「ライフサポーター KAI−GO！」。

ンタビュー記事をご紹介したいと思

羽曳野市でケアプランセンター（居

この企画は、介護について、家族や

います。

宅介護支援事業所）を経営されてい
る、株式会社山勝ライブラリ

職場で話題にすることが『顔を洗い

代表

歯を磨くくらい当たり前』と思える

『カフェ、時計の修理、そして介護

取締役社長

ような日常を目指して、会員・準会

の相談も。様々な人が訪れるケアマ

日ご講演を拝聴する機会がありご本

員の皆様に話題を提供する企画で

ネ事業所、大阪・山勝ライブラリ』

人にお会いしたところ、社長という

す。人間にとって働くことと密接に

媒体先：tayorini

よりも、高齢者だけではなく、地域

関係ある「介護」について、前述の

U R L：https://kaigo.homes.co.jp/

の幅広い年代の人々と仲良く生活し

ような日常が実現することは、ダイ

tayorini/interview/soudan/001/

ている、気さくで頼れるお兄さんと

バーシティ＆インクルージョンの意

運営会社：株式会社LIFULL senior

いう感じの方です。そこで、私が参

識を備えた人が増えることにつなが

（ライフル シニア）

ると思います。私自身介護に関わる

（tayoriniは、老人ホーム検索サイ

身として、会報を通して「介護」の

ト「LIFULL介護」がお届けする

話題を提供させていただきます。

ウェブメディア）

山下勝巳さんです。先

加した講演会での話を含めて、以下
ご紹介いたします。

『ライフサポーター KAI-GO！シリーズ』第３回

人が集まりたくなる場所づくり 〜ケアマネだからじゃなくて、あなただから〜
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

最初に、山下さんが介護職として

や給付管理であるが、それは実は

築などを担い、ケアマネジャーよ

お持ちの資格を知るために、基本的

ケアマネジャー業務全体の一部で

りも広い知見と豊富な経験が求め

な内容をまとめてみました。

ある。他の主な業務として、数多

られる。

くあるサービス事業所の情報を提

主任介護支援専門員

供したり、介護サービス利用者の

介護福祉士

資格：介護支援専門員とはケアマネ

契約や利用のサポートをしたり、

資格：社会福祉専門職の介護に関す

ジャーとも呼ばれ、都道府県が認

事業所への高齢者をつなぎ合わせ

定する公的資格である。また、主

る調整役の役割も担う。

る国家資格。
業務内容：主として介護現場にて直

任介護支援専門員（以下、主任ケ

また、介護サービス利用者から

接介護を行なっていくことであ

アマネジャー）とは、介護支援専

要望やクレームを代弁してサービ

り、よく知られているものには、

門員（以下、ケアマネジャー）の

ス事業所に意見を伝えたりするこ

排泄、食事、入浴、といった「身

上位資格の公的資格である。

ともある。

体介助」、食事の準備や洗濯、部

業務：ケアマネジャーの業務で最も

主任ケアマネジャーはケアマネ

屋の掃除、買物といった「生活援

よく知られているのは介護保険制

ジャーの育成や指導、地域におけ

助」がある。他にも「レクレーショ

度に基づいたケアプランの作成

る包括的なケアマネジメントの構

ン」や、利用者や家族向けの「相
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談・助言」などもあり、直接介護
に限定されるものではない。
一般的に、介護福祉士を取得して
実務経験を経たのちに、介護支援専

カフェ構想のきっかけはお父様

にあることに気づいたとおっしゃい

の仕事。時計店で働くお父様のと

ます。きっと近所の方々にとって、

ころには、時計を直しにくる以外

山下さんはケアマネージャーである

の目的で、お父様の人柄に惹かれ

ことよりも、地元に生きる仲間の

て話をしにくる人がいました。

リーダー的存在のように思われてい
るのでしょう。

門員の資格を取得するケースが多い
「自分で好きな場所に行こうと

株式会社山勝ライブラリが営むお

いう能動的な動きが大切だ。」と

店の３つの異業種は、これからもっ

考えた山下さんは、気軽に介護の

と幅広い世代の人たち、学生や若い

バイトがきっかけで、介護という仕

相談

（この「も」が重要）

人たちも気軽に立ち寄ったり、さま

事に目覚めたそうです。

受けられる場所として、2017年に

ざまな人たちが集まって交流する場

カフェ「FIKA三丁目」を「ライ

所へと目指されているとのこと、将

山下さんは、専門学校卒業後、

ブラリケアプランセンター」に併

来はどのような姿になるのか、日を

特別養護老人ホーム・老人保健施

設しました。現在は１階がカフェ

追うごとに変化している気がして楽

設・通所介護等併設の施設で８年

と時計店、２階が居宅介護支援事

しみです。

間働き、その後介護の会社に転職

業所になっています。

して、ケアマネジャーや有料老人

（前述サイトより一部抜粋転載）

ようです。
さて、山下さんは高校時代のアル

も

限られた誌面スペースでの紹介で

ホームの施設長、高齢者住宅の立

したが、山下さんが毎日自然体で介

ち上げ、教育研修等の仕事を歴任

護やそれ以外の業務に従事されてい
今では、山下さんの奥様がカウン

る様子が伝われば幸いです。この記

ターに立つカフェに近所の人がやっ

事以外にも山下さんについてのイン

会社で働いているうちに地域福

て来て、時計の電池交換を待つ間に

タビュー記事がありますので、最後

祉に興味が湧き、2013年に、生家

「そういえば最近うちのおばあちゃ

に一つサイトをご紹介させていただ

だったお父様の経営している時計

んにこんなことがあって…」などの

きます。

店と併設で、「ライブラリケアプ

会話から、「それは介護保険でこの

それではまた次回、「ライフサ

ランセンター」という居宅介護支

ようなサービスがあるよ」という話

ポーター KAI−GO！」の記事をお

援事業所を立ち上げました。

になり、地元の皆さんに介護保険の

楽しみに！

（前述サイトより一部抜粋転載）

ことを知ってもらう自然なきっかけ

しました。

になっているそうです。高齢になっ

（参考サイト）

そして「ライブラリケアプランセ

ても自分の介護保険の利用を考える

・人が集まるから、知恵が集まる。

ンター」立ち上げ時の構想には無

のはちょっと…という気持ちの人は

時計屋＋カフェ＋居宅介護支援事

かったカフェを2017年に併設し、現

多いですが、普段からよく知ってい

業所「ライブラリケアプランセン

在、介護事業、カフェ事業、時計屋

る人と日常会話をする中で介護保険

ター」代表山下勝巳さんインタ

事業の３つの異種事業を同じ建物の

の話を説明されれば「そんな制度が

ビュー！

中で営む経営者となられました。

あるのか」とすんなり受け入れてく

https://www.kaigonohonne.com/n

（さらに2019年には近所にデイサー

れることに、介護業界が長い山下さ

ews/article/1397

ビスも増設されました）

ん自身も目から鱗。介護保険制度の

介護のほんねニュース

紹介よりも人と人の関係づくりが先

発行

運営会社：株式会社メドレー

記事をお読みいただきましたご感想や企画記事のご提案等をお聞かせいただければと
思っております。
何でも結構ですので、ぜひご感想等お寄せください。 感想はこちらから
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監査における審査体制について
近畿会監事

蔭山

幸男

2020年10月２日に開催された近畿会役員会において、９月28日に開催された第54回定期総会の報告があり、その中で、
「事前に提出さ
れたご質問・ご意見に対する回答」が紹介されました。
以下の質問番号６．について、ある幹事から「これで回答になっているのですか？」との質問を受けました。

本部の回答は、私の期待したものになっていません。また、本部の上記に記載されている「ご質問」は、非常に要約されていますので、私
の意図が正しく伝わっていません。
そこで、私の質問の全文を近畿C.P.A.ニュースに投稿することにしました。
以下が第54回定期総会質問事項「監査における審査体制について」の全文です。
第54回定期総会質問事項
監査における審査体制について
近畿会会員
日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

蔭山幸男

発行日：2020年９月10日 第735号において、近畿会副会長兼本部理事の

安原徹氏が「監査のやり方の考え方」のテーマで、次の書き出しで持論を展開されています。
１．本年８月10日の日経新聞朝刊に「国内会計不正５年で３倍 粉飾や資産流用 統治実効性に課題」という衝撃的な記事が掲載
されました。記事の出所は協会の経営研究調査会作成資料のようですが、この資料と記事を比較すると、記事にする際の
データの取扱いにかなり疑問が残る印象です。とはいえEvidence Based Policy Makingの原則からすると、外部の第三者か
ら「基準の作成や品質管理といった協会の施策は失敗だった」と言われかねない大問題だと思います。
また、監査に長く関わってきた経験からは、監査の基準や手続きがどんどん精緻になっているのになぜ事態が改善されな
いのかと忸怩たる思いです。
私も安原氏の意見に同感です。
公認会計士の仕事は広がってきていますが、何といっても根本は監査です。監査は公認会計士にしかできません。その根本的な
業務に世間から信頼を失うことは、公認会計士制度そのものの崩壊にもつながりかねません。
上記の問題の発生原因にはいろいろな要因があると思います。その原因の一つに審査体制もあるのではないでしょうか。
私の以前所属していた監査法人は、当初は「合議制により審査を行う会議体（審査会）方式」で、会社ごとの審査をしていました。
20年〜25年前頃から、海外の提携事務所の圧力かと思いますが、
「業務執行社員以外の特定の社員により審査を行うコンカリング・
レビュー・パートナー（RP）方式」に変わりました。
ここで審査の段階を整理しますと。
従来の審査会方式は、監査チームによる監査
RP方式では、監査チームによる監査

審査会による審査

RPによる審査

問題がなければ監査意見表明、問題があれば上級審査。

問題がなければ監査意見表明、問題があれば上級審査。

以上の流れになると思います。
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平成30年版モニタリングレポート公認会計士・監査審査会平成30年７月でも、次のように記載されています。
５．監査業務に係る審査の状況
監査基準の「第四報告基準−基本原則」では、監査意見の表明に関する審査が求められているが、審査はいわば適切な意見
表明を行う最後の砦であるといえる。監査上の重要な判断の客観的な評価及び監査業務の意見表明に当たり適切な審査が行
われているかどうかは、監査品質に重要な影響を与える。
監査法人における、主な審査の実施形態としては、①業務執行社

図表Ⅲ-５＜審査の実体形態
（平成28年度）
＞

員以外の特定の社員により審査を行うコンカリング・レビュー・

コンカリング・レビュー・

パートナー方式と、②合議制により審査を行う会議体方式（注）、及

パートナー方式
会議体方式

び、③審査で確認すべき項目を明確にした上で、コンカリング・レ
ビュー・パートナー方式を採用しつつ、監査意見を表明する上で重
要な事項等をあらかじめ定め、当該事項等に該当する場合には会

併用
（注）各監査法人から提出され

議体による審査を受けるといった併用方式の３つがある。その状
況は以下のとおりである(図表Ⅲ-５)。

た業務報告書から、監査法人
214法人の状況を集計

大手監査法人及び準大手監査法人では、併用方式による審査が多い。中小監査法人では、コンカリング・レビュー・パート
ナー方式を採用しているところが約７割を占めるが、会議体方式や併用方式で審査を実施している法人もある。
ここで、審査会方式とレビュー・パートナー方式（ＲＰ）の長所と短所を整理してみます。
RP方式のメリット
・ 法人全体としての負担が軽い。
・ 日程調整しやすい。
RP方式のデメリット
・ 審査担当者
（ＲＰ）
の地位に左右される。
法人内のキャリアによっては監査責任者より地位が低ければ、
物を言えない可能性がある。
・ 審査担当者の知識・技量に左右されやすい。
・ 限られた時間で深く見ることが出来ない。
・ 審査制度全体として、最後の砦としての大きさが小さいので、粉飾・不正を見逃す確率が審査会方式に比べて高い。
・ このほか、若い公認会計士は審査に加われないので、研修の機会が与えられない。
審査会方式のメリット
・ RP方式のデメリットの逆になる。
・ 複数の担当者で審査するので、審査担当者の地位に左右されにくい。
・ 複数の担当者で審査するので、審査担当者の知識・技量に左右されにくい。
・ 複数の担当者で審査するので、一人で審査するよりは多くの時間があるので深く見ることが出来る。
・ 複数の担当者で審査するので、多角的な観点で見ることが出来る。粉飾・不正を見逃す確率がＲＰ方式に比べて低い。
・ このほか、
複数の担当者の中に社員
（パートナー）
直前の若い公認会計士を入れることにより、
生きた事例研修の機会が与えられる。
その際に、いろいろな意見を聞くことができるので、物事を多角的に検討する勉強もできる。
但し、若い公認会計士の仕事内容のチェックは別途必要である。
審査会方式のデメリット
・ 法人全体としての負担が重い。
・ 大勢の人が関係するので、日程調整しにくい。
このような２つの方式が出てきたのは、欧米の狩猟民族と我が国の農耕民族との根本的な違いがあるもかもしれません。
当協会には、監査業務審査会や品質管理レビューという多くの事例に当たることの出来る組織・仕組みがあります。これらの仕
組みを使って、①ＲＰ方式と、②審査会方式のメリットとデメリットを整理していただきたい。その結果、上場企業等の社会的に影
響の大きい企業の監査については、検討結果によっては、ＲＰ方式を禁止し、審査会方式のみを監査の実務指針に入れる方向で検
討していただきたい。
（注）一部文言を校正しています。
監査の効率化や狩猟民族の観点から導入されたRP方式ではなく、農耕民族に適した「審査会方式」によって、日本が世界に先駆けて、
少しでも監査の失敗事例が減少し、公認会計士への信頼性が向上することを期待したい。また、これを機会に審査の体制・方式について
議論が進むことを期待します。
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PAIB-Picks

〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
このお知らせは東京会会報誌（11月号）に掲載されたものであり、近畿会の会員の皆さまにも本部の組織内会計士協議会の活動や有用な情報を知っ
ていただき、ご活用いただきたいと考え、近畿C.P.A.ニュースにも掲載させていただきます。
近畿会組織内会計士委員会

委員長

原田

貴志

今回で4回目となりますPAIB-Picks。

数の会計プロフェッショナル」という期待を背負う方が

Professional Accountants In Business（PAIB=ペイ

ほとんどだと思います。

ブ）という呼称も少しずつ定着してきておりますでしょう

そんな環境で会員同士のナレッジシェアや、交流ので

か？今回は各企業で活躍するPAIBの皆さんをサポートす

きる機会があることは公認会計士という資格の大きな魅

る組織内会計士協議会の活動についてお知らせします。

力の１つではないでしょうか。大手企業からベンチャー
企業、職種も経理財務や経営企画など多様なフィールド

PAIBは増加傾向

で活躍する公認会計士たちと繋がることができます。

監査法人や会計事務所から離れて様々なフィールドで
活躍する公認会計士は近年増加傾向にあります。組織内

我々の持つ公認会計士という共通のバックグラウンド

会計士ネットワーク会員数も2014年12月末の1,292名か

は、仕事やプライベートの垣根を越えた生涯の師や友人と

ら、５年後の2019年12月末で2,388名と、２倍近く増加

の出会いを手助けしてくれることもあるでしょう。

しております。実際にはそれ以上の公認会計士がビジネ
スの現場で活躍されていることと思われます。
組織内会計士協議会は、「組織内会計士の業務に関す

こうした関わりが会員個人のスキルアップ、キャリア
アップだけでなく公認会計士業界全体の活性化に繋がり
ます。

る研究調査、資料又は情報の提供等を行うことによりそ
の資質の維持及び向上を図る」とともに、「組織内会計

当協議会では研修や広報活動だけでなく、新年会やゴ

士の組織化を推進することにより会員及び準会員の活動

ルフコンペなど会員同士でのコミュニティづくりにも力

領域の拡充及び人材の流動化を促進する」ため、2012年

を入れております。

７月の定期総会における会則変更の承認によって関係規
定を整備し設置しました。
当協議会は組織内会計士を主な構成員とし、活動領域

コロナ禍が続く中で人と人との繋がりが見直されてい
る現代ですが、組織内会計士協議会でも時代の変化に適
応しながら活動を推進してまいります。

拡充及び人材流動化促進等のため監査法人の協力を得な
がら、組織内会計士である会員・準会員を支援する施策
を行っていきます。

写真は今年１月の新年会の様子です。またこうして皆
さんで一堂に会することができる世の中が戻ってくるこ

主な施策は下記のとおりです。

とを切に祈ります。

①組織内会計士の業務に関する研究調査
②組織内会計士の業務に関する研修会及び交流会の
企画・実施
③組織内会計士の業務に関する広報活動
④組織内会計士の組織化の推進に係る施策（組織内
会計士ネットワーク、地域ネットワーク構築）

監査法人から離れた公認会計士だからこそ実感できる
「繋がり」の持つ魅力
監査法人や会計事務所など「周りもみんな公認会計
士」という環境から事業会社へ転職すると、「社内で有

※組織内会計士協議会ではネットワーク会員を募集して
おります。ご興味のある方はぜひウェブサイトよりご
登録ください。https://paib.jicpa.or.jp
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. じめに
１ は
有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所の伊藤

暁と申します︒私は２０１８年から２０２０年ま

暁
伊藤

インドネシア・ジャカルタ編

での約２年間︑インドネシア・ジャカルタにて海
外駐在しておりました︒ジャカルタというとどの
ようなイメージをお持ちでしょうか︒バリ島など
は世界的に有名な観光地でご存じの方も多くい
らっしゃることと思いますが︑ジャカルタと聞い
てもピンとこない方が多くいらっしゃるかと思い
ますので︑この場をお借りしてジャカルタの仕事
や生活をご紹介致します︒

. ンドネシア・ジャカルタの概要
２ イ
インドネシアは２億５０００万人を越える人口
を有しており︑その中でもジャカルタはインドネ
シアの政治・経済の中心で︑ジャカルタだけでも
１０００万人を越えています︒日本でいう東京の
ようなイメージを人口に関してはお持ちいただけ
るとよいかと思います︒人口の構成比という意味
では日本と異なり︑若年層の方々が本当に多いで
す︒実際にジャカルタを歩いていても︑本当に若
い方が多いという印象を受け︑エネルギーがあふ
れている街だと感じます︒また︑ジャカルタ中心
街は高層ビルが立ち並び︑最近は地下鉄の創設な
ど発展が著しい一方で︑交通インフラの不足によ
る慢性的な渋滞や少し中心街からそれれば小さい

. ャカルタでの仕事
３ ジ

ジャカルタでの仕事は主に日系企業に対する監

査業務を中心に行っておりました︒日系企業は

ジャカルタの中心街とジャカルタから東へ車で１

２
ｰ 時間ほどのメーカーが集積する工業地帯に主
に位置しています︒

現地日系企業の子会社では年１回の法定監査が

月決算または３月決算

中心で四半期ごとにレビュー等が行われるケース

はまだまだ限定的です︒

月から６月は出張等

窓口となります︒クライアントの現地駐在員の中

課題等をクライアントとともに解決へ導くための

と中心に仕事をすることになるため︑現場で出た

現場では自分を含めた現地のシニア︑スタッフ

認し︑提供していくことが求められます︒

クライアントからの期待や情報をタイムリーに確

ナー︑マネージャーが正しい判断ができるよう︑

が強いように感じます︒その中で迅速にパート

マネージャーの権限が強く︑トップダウンの側面

トされますが︑ジャカルタではよりパートナー︑

トナー︑マネージャーを中心に業務がマネジメン

と異なるように感じます︒日本でももちろんパー

フから構成されますが︑仕事の進め方は多少日本

に︑パートナー︑マネージャー︑シニア︑スタッ

監査チームの構成自体は日本でもよくあるよう

ナーやマネージャーも多くいらっしゃいました︒

り︑休みなどをそこでまとめてとる現地パート

も多く入ります︒７月から９月は比較的余裕があ

の企業が中心であるため︑
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には今まで経理にあまり関与されていらっしゃら
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家屋が並び︑屋台文化が残るなど東南アジアらし
い側面も多分に残している街です︒

CONTRIBUTION
寄稿

01

翔る！ニッポンの公認会計士

なかった方も一定数いらっしゃるため︑クライア
ントの現地駐在員︑現地ローカルスタッフ︑監査
上席者︵パートナー︑マネージャー︶︑監査現場
チームの四者に同じ方向を向いてもらって︑業務

はデリバリーサービスが市民にかなり浸透してお

り︑日本よりも安価で私もよく利用しました︒イ

ンドネシア料理はナシゴレンやミーゴレンなどが

比較的有名ですが︑それぞれチャーハンや焼きそ

ばに近く日本人にはなじみやすい食事であるとい

えると思います︒多くの日本人駐在員がジャカル

タにいることから︑日本食が集まったモールなど

もあり︑食事の面での利便性は良いと思います︒

休暇の際にはバリ島をはじめとしたリゾート地

もあるほか︑シンガポールなどの周辺国も近いた

め︑国内︑海外ともに楽しめる場所が多く︑赴任

中に様々な地域へ旅行に行き︑いい思い出になり
ました︒

.駐
５ 海最
後在に
外
は日本での生活

とは大きく異なるため︑

チャレンジングな側面もあ

るかと思いますが︑いろい

ろな国の方々と長期間働く

ことは間違いなく自分に

とっていい経験になり︑今

後の公認会計士人生にも役

立つことも多いと思いま

す︒ぜひ興味のない方も一

つのキャリアの選択肢とし

て︑海外での公認会計士と

しての業務を考えてみてい

ただけると幸いです︒
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を前へ進めていくというところに一番苦労があり
ましたが︑やりがいを感じられたところでもあり

分ほどの距離が１時間近くかかってしまう

ような交通状況の側面もあります︒
最近日本でもＵｂｅｒ Ｅａｔｓなどのデリバリ ー
サービスが充実し始めていますが︑ジャカルタで

ボロブドゥールにて
ジャカルタ中心部にて

ました︒
また︑当然ですが︑海外に行くと日本人は現地
では外国人であるため︑マイノリティとなりま
す︒日本での経験をもとに自分の主張をしていく
ことも大切なことではありますが︑現地でのスタ
ンダードは何なのかというところを理解した上
で︑現地メンバーとコミュニケーションを図って
いくということも非常に大切な要素だということ
を学ぶことができました︒異なる言語︑バックグ
ラウンドを持つ人と仕事をするときには︑特にこ
のことは大切なことだと思います︒

. ャカルタでの生活
４ ジ

れば

思います︒一方で︑渋滞は頻繁にあり︑空いてい

暑くなく︑比較的過ごしやすい時期が多いように

多いです︒一年を通じて温暖で︑日本の夏ほどは

ることは稀で︑短時間に大量の雨が降るケースが

ジャカルタは大きく乾季 ４( ９ｰ月 と)雨季 ( ３ｰ月 )
とに分かれますが︑雨季でも一日中雨が降り続け
10

ようなこともあり︑日本ではあまり考えられない

10

オススメの書籍
雜賀

子供の頃は読書に興味が持てない

時間術大全

雄司

と」「今のやり方を見直し、構造か

一方で本を読まないことに多少の後

ら変革する事」「情報量が多い事が

ろめたさを感じていました。ただ、

返って妨げになっている」などの大

小説などを読んでみても、多少の面

切な事実に気付かされます。ちなみ

白さを感じるものののめり込む事は

に著者はアメリカのGoogleで勤務

ありませんでした。

していた方であり、日本人とは異な

ところがここ１年ほどで読書の量

る発想が随所に見られるあたりも新

がかなり増えており、Amazonの

鮮です。日本は生産性が低い国と言

Kindleまで購入することになりま

われていますが、その辺りの改善の

した。子供の頃は読書イコール小説

ヒントにもなるように思います。

というイメージでしたが、私はそれ
に興味がなかっただけで、普段知り

疲れない体

得ない事実を知ることには楽しさを

日本では長時間労働で悩んでいる

覚えています。その事実を知ること

人が多いと思います。私も仕事を効

で実生活に変化をもたらすような本

率的に終わらせて、時間を作り出し

であれば興味をもってどんどん読む

たいと考えていた時にこの本に目が

事ができました。

止まりました。この本では仕事を速

また、今の時代は本の要約サイト、

く効率的に終わらせる為の小手先の

YouTube、定額課金の読み放題の

テクニック等は一切紹介されませ

サービスも充実しています。本を真

ん。ショートカットやツールを駆使

面目に一冊読む必要はなく、必要な

して、作業が速くなっても、煩雑な

部分だけを読む事が簡単にできます

仕事からは開放されません。著者は

ので、読書を気楽に始めることも止

大事な事は「デフォルトを変える」

めることもできます。読書の構造が

事だと主張します。メールの通知で

次は上述したとおり、本は全て読

変わってきているのだと感じます。

気が取られるのであれば、素早く返

まなくても必要な情報のみ入手できれ

愛読書を紹介するという機会を頂

信するのではなく、通知を切ってそ

ば、効果は得られる一例として、じっ

いたのですが、好きな一冊ではな

の日最も大事な仕事に集中する２時

くり読んだわけではなく、むしろ購入

く、最近読んだ本の中から実生活で

間を確保するといった事や、スマホ

すらせず、要約まとめとYouTubeの

役立っている部分を紹介したいと思

で気が散るならアプリを削除するな

みで必要な部分のみを把握しただけで

います。

ど、少し極端な事例の紹介もありま

すが、とても気に入っている一冊を紹

すが、「集中する時間を確保するこ

介したいと思います。
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書

The You の

～わたしのおすすめの一冊～

私は休日、家でゆっくり過ごす日

コンサル一年目が学ぶこと

「仮説思考」などのスキルを口頭レベ

はあまり作らず、出かけたり、運動

ルで学んだり、指示されたりする事は

をしてアクティブに過ごしたりする

あってもトレーニングレベルでスキル

方が好きなため、常に体が良いコン

を磨く機会は多くはありません。た

ディションである事に強い関心があ

だ、こういったスキルは社会人である

り、この本に興味が湧きました。こ

以上は必要なスキルです。

れはスタンフォード大学で研究され

この本では限られた時間内で確実

ているアスリートの身体のケアなど

な成果を求められるコンサル業界で

に関する研究結果に基づき、取り入

必要とされるスキルやその身につけ

れられている方法などが記載されて

方が紹介されており、参考になる箇

いますが、そういった前提となる部

所が多かったです。また、それだけ

分を私は一切読んでいません。必要

でなく、普段知る事ができない他業

なことは３点、「IAP呼吸法で身体

これは最近読んだ本ですが、読ん

種の文化を知ることができます。年

の歪みを正す」「温冷交互浴で血行

で良かったと思うポイントは他業種

次が上がるにつれて、会計監査以外

を良くする」「しっかりと睡眠を取

の人の考え方や風土に触れる事がで

の仕事が増えてくる方も多いと思い

る」です。この中でも特に気に入っ

きた点です。

ますが、コンサルの仕事は重なる部

ているのが「温冷交互浴」です。入

私たち公認会計士は会計及び監査

浴の時にしばらく湯船で温まった後

のプロフェッショナルであり、専門

に、冷水シャワーを30秒浴びて、

性の高い業務を行っています。日々

また湯船に30秒つかるという繰り

の業務を進める一方で新しい基準等

返しを３〜10回程度繰り返すとい

に対応するべく、知識のアップデー

うものですが、血行がよくなり、

トも求められますし、監査品質の維

ぐっすり眠れます。（ちなみにこれ

持向上にも努めなければならず、社

を実践した場合は寝るまでに90分

会的意義の高い仕事だと思います。

ほど開ける必要があります。）

また、これらを実現するための研修

何が一番効果的であるかは分かり

分も多く、参考になる部分が多く、
オススメの一冊です。

も受けています。

ませんが、こういった事を行ってい

一方でビジネススキルという広い枠

る結果2年ほど風邪をひいていませ

で捉えた場合、「論理的に話す」「パ

ん。

ワーポイントの効率的な作成方法」
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法隆寺

厚生部

REPORT

01

法隆寺参道

法隆寺 中宮寺への途中

子規の庭

ハイキング部報告
～斑鳩の里周遊と奈良公園「夢窓庵」のランチ～
（参加者：会員９名、非会員２名、計11名）
林

紀美代

９月のハイキングは秋たけなわの

古墳といえば、中百舌鳥の古墳し

て、渋柿をアルコールで処理し渋抜

「斑鳩の里」と奈良公園近くの「夢窓

か思い浮かばないのですが、中の拝

きされていて、皮も柔らかく、学生

庵」で少し遅めの昼食（和食）を楽し

観はできず（年に一定期間拝観でき

時代にもどったかのごとく歩きなが

みました。

るのですが）、ガラス越しに中を拝

らほおばってしまいました。

当日はお天気に恵まれ、総勢11人で

見しました。近くにガイダンス施設

ハイキングはこれにて終了し、電

があるのですが、今回は歩くことが

車に乗って奈良公園の昼食会場「夢

私のハイキング部への参加状況は幽霊

目的ですので、未盗掘であるという

窓庵」へ。

会員みたいなもので、今回の参加が「創

ことなど概略だけ確認して法隆寺

JR奈良駅から昼食会場まで30分ほ

部から通算して３回目ぐらいでしょう

へ。法隆寺は拝観せずに外から雰囲

ど歩きました。JR奈良駅から近鉄奈

か」というぐらい、遠い記憶のかなた

気を感じながら、中宮寺へ。（法隆

良駅までの動線は観光客が土産物店

で、集合時から早速、ハイキング部の報

寺はじっくり見るとなれば2，3時間

を物色しながら歩けるようになって

告の担当をおおせつかりました。

かかるとのこと）

いて、これまた、時間を気にせずそ

のハイキングとなりました。

ぞろ歩きで…。
集合場所はJR法隆寺駅

ようやく、昼食会場の「夢窓庵」

遠い昔に、降りた記憶はありますが

にたどり着きました。

ほとんど覚えていない状況でした。

奈良は、幾度となく訪れています
が、「夢窓庵」は初めてで、昼食に
しては少し豪華（値段も）な食事を
いただきました。
藤ノ木古墳集合写真

中宮寺には、本尊の弥勒菩薩半跏
像が有名で、とても女性的な仏様で
見惚れてしまいました。
法隆寺門前 集合写真

法隆寺周辺はコスモスでも有名

法隆寺駅から、法隆寺の参道を歩い

で、楽しみにしていましたが、まだ

たのですが、なかなか風情のある松並

時期的には早かったのか、畑のコス

木でした。

モスはちらほら咲きでした。

夢窓庵集合写真

ただ、コロナ感染の影響で観光客が

法起寺、法輪寺から法隆寺駅に続

コロナ禍で運動もあまりしていな

激減したためだと思いますが、お土産

く道を歩いたのですが、いきすがら

かったのですが、久しぶりのハイキ

店、レストランが閉まっており、閑

に季節の果物の、柿、イチジク等の

ング（というより散策でしょうか？）

散としていたのがとても残念でした。

路地販売があり、女性陣は安いもの

を堪能しました。

まず、法隆寺の参道から少しそれて
西方伽藍の西にある藤ノ木古墳へ。
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には目がなく時間を気にせず物色し
ていました。柿は「合わせ柿」と言っ

京都市をみおろす大文字山より下山

厚生部

REPORT

02

銀閣寺前にて

湧水にて休憩中

ハイキング部報告
山科～大文字山～銀閣寺（参加者：14名）
内

令和２年10月31日、気温が20℃
をやや下回り、これぞ秋晴れという

章

に商売繁盛・厄除けを祈願し、記念

華の一之船入（いちのふないり）。

写真を撮った後、一路、山頂へ。

絶品でした。料理も絶品でしたが、

快晴に恵まれ（私は自称晴れ男で

ここから本格的な山道に入り、一

アルコール類も日本酒、ワイン、紹

す）、14人が京都の大文字山に挑み

昨年の台風によってなぎ倒されたと

興酒等、各種取り揃えていて、月並

ました。行程は、山科駅〜諸羽神社

思われる木々を横目に、あるいは乗

みですが運動の後のビールは格別で

〜毘沙門堂〜大文字山〜銀閣寺で、

り越え、あるいは潜り抜けしながら

した。言葉ではお伝え出来ないのが

全長約８km、所要時間３時間半の

進むこと１時間半、大文字山の頂上

残念ですが、一度、行ってみられる

コースでした。

に到達しました。標高466ｍから眺

ことをお勧めします。お店の方が私

まずは諸羽（もろは）神社。山科

める京都市内はまさに絶景でした。

たちの姿が見えなくなるまで見送っ

地方の４番目の神社ということから

おもわずここからハンググライダー

てくださいました。

「四ノ宮」とも呼ばれ、地名の起源

で飛んでみたくなりました。遥か彼

にもなっています。お参りもそこそ

方にはあべのハルカスが蜃気楼のよ

こに神社を横目に見て、山道に入っ

うにそびえ立っていました。

て行きました。いきなりジグザグの

頂上まで来たからにはあとは下る

かなりの上り坂で、先行きに不安を

だけと安心していたところ、この下

感じました。

りが難物でした。斜度45度もあろ
うかと思われる下りで、まるでス

昼食後の談笑

キーのジャンプ場の斜面のようで
す。ひとつ足を滑らせたら200ｍ
真っ逆さま。幸い、全員無事、急斜
面を降りることができ、そこからは
再び山道を歩き、銀閣寺に到着。
毘沙門堂にて

すでに12時を過ぎていたので銀

ひと登りしたところで毘沙門堂。

閣寺は横目に見て素通りし、最終目

昼食会場前にて解散

天台宗の門跡寺院で、毘沙門天が本

的地の昼食会場へ。昼食は二条を下

次回はどのようなコースが待って

尊として祀られています。毘沙門天

がった高瀬川沿いにある京風創作中

いるのか楽しみです。
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地区会

REPORT
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泉地区会

みかん狩りと親睦BBQ報告
泉地区会

西野

尚弥

2020年11月１日（日）、泉地区

子供から大人まで、普段お話しす

会では「秋のみかん狩りと親睦

る機会がない方々同士が、一緒に食

BBQ」イベントを開催いたしまし

材を焼き、お酒類やジュースを飲

た。総勢40名、９家族の方々にご

み、語り合う光景は、コロナに負け

参加いただきました。

ない人と人との繋がりの大切さを改

前半は、泉地区会の式森千賀会員

めて実感させてくれるものでした。

のご実家のご協力を得て、和泉市仏

終盤には、子供たちと20代の若者

並町の「四季盛農園」さんでのみか

たちで鬼ごっこが始まるなど、大い
「四季盛農園」のご関係の皆様、

ん狩り！

に盛り上がることができました。

本当にありがとうございました。年
間を通して、大自然の中で山を守
り、実りを迎えるまでのご苦労を、
ほんの少しですが理解できた気がい
たしました。
さて、後半はバスで５分ほど移動
し、「いずみふれあい農の里」にお
けるBBQ！
まだコロナ禍が続いている中、感

お肉や野菜をご準備いただいてい

今回、ご参加いただきました皆さ

染予防に配慮しながらのみかん狩り

るものの、参加者自らが炭に火を熾

ん、本当にありがとうございまし

となりましたが、ちょうどみかん収

すところから開始しました。コロナ

た。

穫の最盛期であり、みかん狩りに最

対策もあり、すべての炭焼き炉

大阪市内で都構想住民投票が開催

も適した時期でした。山の斜面いっ

（テーブルセット）を使わず、間隔

されたこの日、私たちにとっては、

ぱいにみかんの樹木が元気よく立ち

を空けてのBBQとなりましたが、

公認会計士として大阪や泉地区の発

並び、美しい色に成熟した果実は、

複数のご家族同士で相席いただくこ

展にどのように貢献することができ

色濃い樹木の葉の色に映えて一層美

ととなり、情報交換や親睦を図る絶

るのか、想いを巡らす１日でもあり

しく輝いていました。山一面を眺め

好の機会となりました。

ました。そして、今回の活動を通じ

ているだけでも、繁雑な日常を忘れ

て、地区会活動のイベントを開催す

させてくれましたが、秋晴れにも恵

ることの大切さを再認識いたしまし

まれ、参加者全員で捥（も）ぎたて

た。コロナ対策に十分に配慮する必

のみかんを十分に堪能させていただ

要があるものの、今後も活動を続け

きました。もちろん、みかん山で賞

て参りたいと心底考えております。

味させていただくだけでなく、袋

是非、今後の泉地区会の活動にも多

いっぱいに収穫し、お持ち帰りさせ

数のご参加をお願いいたします！

ていただきました。
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みなと地区会

Let s ネスタリゾート
みなと地区会

会長

奥澤

望

みなと地区会では、2020年11月

まうようでした。土日の人数が多い

そんな、家族みんなでBBQを楽

8日（日）に秋のファミリー向け企

日に、ネスタリゾートを楽しむに

しんでいる姿を見れて本当に開催し

画として、昨年度に引き続き、ネス

は、宿泊するのが一番のようです。

てよかったと思っております。ご参

タリゾート神戸にてBBQや各種ア

コロナ禍での実施ということもあ

加いただいた会員の皆様どうもあり

クティビティを楽しんでいただくイ

り、BBQはテーブルをファミリー毎

ベントを実施しました。昨年度にご

に分けての実施としました。また、

参加いただいたリピーターの方や今

各テーブルに消毒液を用意し、近況

回はじめてみなと地区会の活動にご

報告のマイクを消毒する等、感染症

参加いただく方も含めて多くの申込

対策を講じて実施しました。BBQで

みをいただき、昨年度を上回る64

はネスタリゾートが道具や食材を用

名の方にご参加いただき、盛況にイ

意してくれるのですが、今回はネス

ベントを終えることができました。

タリゾートの食材に加えて、ご紹介

参加者の皆様には、自由な時間に

してもらった山垣畜産のお肉も追加

ネスタリゾートに入場してもらい、

で持ち込みました。このお肉がとて

お昼のBBQで集合し、その後は自

もおいしくて大成功でした。

由解散する方式をとりました。

がとうございました。

コロナ禍において、人が集まる機
会が減少しており、地区会としての

また、小学生以下の子供には、何

活動をどうするかが難しい状況です

ネスタリゾート神戸では、４つの

種類かのアニメのお菓子の詰め合わ

が、法人の枠を超えた交流が行える

新アクティビティを含む広大な新エ

せをプレゼントしたのですが、「鬼

貴重な機会ですので、やり方を工夫

リア「アドベンチャー・キャニオ

滅の刃」のお菓子がすぐになくなっ

して多くの皆様に参加いただける企

ン」が今年７月に新たにオープンし

てしまい、「鬼滅の刃」の人気のす

画を考えていきたいと思います。

ており、人気のアトラクションには

ごさに驚きました。

朝から整理券を求めて、エントラン

いい天気の中、自然に囲まれた施

スゲートには多くの車の列ができる

設で、お肉を焼くお父さんやゆった

ほど人気でした。参加していただい

りビールをのむお母さん、外を楽し

たファミリーの中には、８時半の開

そうに走り回る子供たち。

場前から、エントランスゲートの列
に並んで、入場された方もおられま
したが、それでも一番人気のワイル
ドバギーの整理券は取れなかったよ
うでした。後で話を聞くと、ネスタ
リゾートの宿泊施設に泊まっている
宿泊客が、ゲートが開く前に人気の
アクティビティの整理券を取ってし

18803

DECEMBER 2020

23

2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

10月まで協会活動についてウィズ・コロナでイベント等を再開し出したところでしたが、11月になって感染者が急速に増加
し、大人数の会合や会食の自粛等、感染拡大防止に向けた取組みが求められています。そのため、来年１月７日に予定してい
た近畿会新年賀詞交歓会は中止することになりました。収束するまでは、大規模イベント、研修会、役員会、部・委員会につ
いて、リアルとオンラインのハイブリッド型の開催を前提にしながら、状況を見ながら対応していかなければなりません。
近畿会では、第55事業年度の重点施策について、コロナ禍の中、新たな取組みにチャレンジし活動を推進しています。また
役員会では会費減額の特例制度について協議しています。当事業年度から適用されている制度ですが、当初の政策目的に沿っ
たものになっているのか、効果の測定、運用上の課題等について議論しており、近畿会で出た意見を本部に提示しています。
本部では、第55事業年度の事業計画に基づき、PTで以下の検討を行っています。
・公認会計士制度の在り方の検討（公認会計士のあるべき姿、教育・試験制度、公認会計士法改正の論点整理）
・協会のガバナンスと執行の在り方の検討（機関設計、役員の役割・任期・構成、会長選挙方法等）
・公認会計士のブランディング（公認会計士の認知度向上に向けたブランディング概念の検討と方針の策定等）
・公認会計士に求められる資質の検討（公認会計士に求められる資質の実態調査及び課題・論点整理）
・財政の在り方の検討（情報開示、予実管理、人件費・コスト削減、会費構造の見直し等）
会員からご意見を頂き、近畿会及び本部の活動に活かしていきますので、ご協力頂きますようお願いいたします。
日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

10月27日

火

14:30〜16:30

本部

10月28日

水

10:00〜17:00

近畿会

10月29日

木

10:00〜12:00

本部

財政構造改革PT

日本公認会計士協会（Web会議）

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web会議）

18:00〜19:00

中日本五会研究大会

19:00〜20:30

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:20〜16:10

関西大学

関西大学

13:30〜15:00

本部

18:00〜19:00

大阪弁護士会との懇談会

大阪弁護士会館

19:00〜20:30

大阪弁護士会との懇談会後の懇親会

大阪弁護士会館

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

12:30〜14:30

本部

中規模監査法人代表者との情報交換

日本公認会計士協会

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

本部

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会

18:30〜20:30

ダイバーシティ推進委員会

日本公認会計士協会近畿会（Web会議）
日本公認会計士協会

11月4日

水

11月5日

木

11月6日

金

11月9日

月

11月17日

火

11月18日

水

11月19日

木

経営会議

日本公認会計士協会（Web会議）

中間監事監査

日本公認会計士協会近畿会

打合せ

近畿会会長講座

経営会議

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（Web会議）

11月20日

金

10:00〜17:00

本部

11月24日

火

13:00〜14:00

会計教育研修機構理事会事前打ち合わせ

日本公認会計士協会（Web会議）

10:00〜11:30

会計教育研修機構理事会

大手町フィナンシャルシティ

13:30〜15:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

本部

財政構造改革PT

日本公認会計士協会

11月26日

木

理事会

(作成月日:2020年11月26日)
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

ケーススタディ
中小企業のための海外取引の税務

第４版 Q&A経理担当者のための
税務知識のポイント

注文の多い料理店で学ぶ
収益認識会計

ウェルス・マネジメントの
法務・税務

安部 和彦 著
ぎょうせい 刊
定価3,100円＋税

松田 修 著
清文社 刊
定価2,400＋税

組合員特価

組合員特価

金子 裕子 著
植野 和宏 著
中央経済社 刊
定価2,600＋税

小山 浩
著
飯島 隆博 著
間所 光洋 著
税務経理協会 刊
定価4,200＋税

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

中小企業における海外取引の
税務として頻出する「源泉所得
税と租税条約」や「外国人に関
する所得税」「海外取引と消費
税」などに焦点を当て、ケース
スタディにより解説します。中
小企業の「痒い所に手が届く」
一冊です。

法人税・消費税の基礎から現
物課税・印紙税の特殊な取扱い
ケースまで、経理初心者が会社
で日々直面する税務処理を、豊
富な具体例を交えながらQ&A
でわかりやすく解説。

（送料別）

定価より15％引き

組合員特価

山猫軒は、チェーン展開、有
償支給のクッキー製造・販売、
料理教室、建設など、儲けるた
めに日々奮闘。そんな山猫たち
の多様なビジネスを通して収益
認識会計を学びます。

（送料別）

定価より15％引き

富裕層ニーズの把握のため
の分析手法から、資産の運用・
管理・保全・承継の実務、プ
ラン実行後の対応までを丁寧
に解説する。

CPA提携カードのご案内
公認会計士協同組合では、三菱UFJニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである「CPA・
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。
◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の方々にこそふさわしい、ワンランク上のサービスと品質をご提供する特別なカードです。
国内・海外でのレストランのご予約など専任スタッフが24時間365日ご相談やご要望にお応えする「プラチナ・コンシェルジュサー
ビス」や国内はもとより、世界600以上の空港ラウ
ンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」
などプラチナならではの様々なサービスを取り揃え
ております。

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

プラチナカード
20,000円
１名様は無料、２人目より１名様につき3,000円
50〜500万円（内リボ払い・分割払い50〜100万円）

（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合員のみご加入いただけます。
◆CPA DCカード
「CPA DCカード」は、一般カード/ゴールドカードの２種類からそれぞれVisa/Master Cardのカードブランドをご選択いただけ
ますので、いずれも世界中でご利用いただける便利なクレジットカードです。
公認会計士の先生方の信用を象徴
する1枚として、特に「ゴールドカー
ド」をお勧めいたします。

年会費（税抜き）

ゴールドカード

一般カード

10,000円
1,250円
本会員
１名様は無料、２人目より１名様につき1,000円 １名様につき400円
家族会員
ショッピングご利用可能枠 原則200万円（内リボ払い100万円/分割払い200万円）

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年11月実績及び12月予定
間

分野

単位

研修会テーマ
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

洸太氏（近畿会会員業務推進部副部長）

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）
務

師

矢本浩教氏（近畿会会員業務推進部部長）、中谷

2

士の役割について〜」

11月11日 13:00〜16:30 税

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

人材・法人指導課法人指導グループ課長補佐）、

「社会福祉法人の事業展開について」

纐纈和雅氏（近畿会社会保障委員会委員長）、瀬

3

①大阪府の指導監査の概要

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
11月27日 18:30〜20:30 監

査

社外役

員専門委員会）

大杉泉氏（公認会計士）

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」

1 2 月 1 日 14:00〜16:00 税

務

関西地区三会共催研修会（IT委員会/税制・税務委員会）
「国税電子申告・納税システム（e-Tax）入門研修」

大阪国税局担当者

2

髙 瀬 靖 史 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会 副 主 席 レ

冬季全国研修会
10:00〜11:40 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

ビューアー）、木下陽介氏（本部品質管理委員会

2

レビューアー）

事例の説明）」

谷口義幸氏（金融庁証券取引等監視委員会事務

冬季全国研修会
1 2 月 2 日 13:00〜14:40 監

査 「最近の不正会計事例について〜監査の観点からの分析

〜（2019年8月23日夏季全国研修会収録DVD）」

局開示検査課長）、柳川俊成氏（金融庁証券取引

2
不正
事例

等監視委員会事務局開示検査課統括調査官）
野坂和夫氏（野坂公認会計士・税理士事務所

冬季全国研修会
15:00〜16:40 会

計 「退職給付会計の会計方針選択行動（第48回日本公認会

2

10:00〜11:40

コンサル
ティング

冬季全国研修会
「認定経営革新等支援機関向け研修

代表、公認会計士、米国ニューヨーク州公認会
計士、税理士）

計士協会学術賞）」
中小企業支援策の

2

概要」

飯田健太氏（経済産業省中小企業庁事業環境部
部長）
横田純一氏（経済産業省中小企業庁経営支援部
技術・経営革新課長）、松島桂樹氏（一般社団法
人クラウドサービス推進機構理事長、中小企業

13:00〜14:40

コンサル 冬季全国研修会
ティング 「中小企業支援者向け研修−初めての IT支援」

2

庁スマートSME研究会座長、公益財団法人ソフ
トピアジャパン理事長）、横山尚人氏（独立行政
法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセ

12月3日

ンター企画部中小企業支援グループグループ
リーダー）
15:00〜16:40 会

計

冬季全国研修会
「会計の世界史」

2

田中靖浩氏（作家・公認会計士）

2

竹中友美氏（株式会社グロービス講師）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:15〜20:30 スキル

「経営視点のコンサルティング〜顧客のありたい姿を実
現する課題解決思考スキル〜 」
（前半）
（リモート研修：Zoom）
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実施月日

時

間

分野

単位

研修会テーマ
冬季全国研修会

10:00〜11:40 監

査 「事例から学ぶ「ビジネス視点の不正対策」〜事業会社の

13:00〜14:40 会

計

15:00〜16:40 倫理等

冬季全国研修会
冬季全国研修会

部監査人）、CRMA（公認リスク管理監査人））
2

「企業情報開示の充実に向けた最近の動向について」

関西地区三会共催研修会（IT委員会）
1 2 月 7 日 18:30〜20:30 倫理等

「「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

船木博文氏（金融庁企画市場局企業開示課

企

業会計専門官）
西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

2

「最近の職業倫理の動向について」

師

真柳元氏（CFE（公認不正検査士）、CIA（公認内

2
不正
事例

永続的価値創造を支える不正対策を考える〜」
12月4日

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

加藤俊直氏（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

2

事）、石原佳和氏（近畿会IT委員会前委員長）

キュリティの実例紹介」
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
13:30〜15:45 税

務

「国税不服審判所とは？」
「公表裁決を素材とした審査請求の流れ及び現役任期付

西川清氏（大阪国税不服審判所管理課長）、鴨川

2

慶寿氏（大阪国税不服審判所国税審判官）

審判官に聞く〜国税不服審判所の執務とは？〜」

12月9日

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:15〜20:30 スキル

「合意形成を導くファシリテーション〜顧客を動かすコ

2

ミュニケーションスキル〜」
（前半）

池田阿佐子氏（株式会社グロービス講師）

（リモート研修：Zoom）
12月12日 10:00〜17:30 監

12月14日 13:30〜15:30

査

コンサル
ティング

13:30〜16:30 会

計

12月16日
19:00〜20:00 スキル

公会計委員会研修会

公認会計士（包括外部監査人及び補助者、監査

6

「地方公共団体の監査委員監査実施上の留意点」

事務局任期付職員等の経験者等）

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
「独立公認会計士の特性を活かした株式上場支援コンサ

2

吉永徳好氏（公認会計士）

3

山田善隆氏（PwC京都監査法人）

ルティングのありかた」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー（第2回）〜IFRSアップデート〜」

松本佳之氏（公認会計士・税理士）、土井貴達氏

関西地区三会・研友会共催研修会
（中堅・若手会計士委員会）

1

「公認会計士のキャリア選択としての独立」

（公認会計士・税理士）、島村修平氏（公認会計
士・税理士）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
12月17日 18:15〜20:30 スキル

「経営視点のコンサルティング〜顧客のありたい姿を実

2

現する課題解決思考スキル〜 （
」後半）

竹中友美氏（株式会社グロービス講師）

（リモート研修：Zoom）
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・税務
12月18日 14:00〜16:30 税

務

委員会）
「「ケースブック租税法
（第5版）
（
」弘文堂）
第3編法人税より

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿

3

会副会長）

第1回」
関西地区三会共催研修会（経営委員会）
12月21日 14:00〜16:30 スキル 「中国古典に学ぶ経営学

第1回

3

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教授）

組織とは何か、人間とは何か（『論語』
『韓非子』など）」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・税務
12月22日 14:00〜16:30 税

務

委員会）
「「ケースブック租税法
（第5版）
（
」弘文堂）
第3編法人税より

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿

3

会副会長）

第2回」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会
13:00〜15:00 会

学校法人

計 専門委員会）

2

「大阪府処理標準の改正について」

舩越啓仁氏（近畿会非営利会計委員会学校法人
専門委員会専門委員長）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

12月23日
18:15〜20:30 スキル

「合意形成を導くファシリテーション〜顧客を動かすコ

2

ミュニケーションスキル〜」
（後半）

池田阿佐子氏（株式会社グロービス講師）

（リモート研修:Zoom）
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・税務
12月24日 14:00〜16:30 税

務

委員会）
「「ケースブック租税法
（第5版）
（
」弘文堂）
第3編法人税より

3

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿
会副会長）

第3回」
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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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SNS広報

新着記事のお知らせ

今月は、ゆる広報の読者から続々と届いた質問に答える記事を掲載しました。
さて、会計士の皆さんならどんな回答をされますか？

気になる回答例はこちらから。

公認会計士を目指しはじめる、
大学一回生です。

こんにちは！私は高校3年生女子です。

こんにちは。

今から受験勉強を始めるとなるといつの試験の

大学生になったら公認会計士の勉強を始めたい

noteの記事を興味深く拝見し、
会計士という職業

受験となりますか？

と考えています。ここで質問です！学生の受験

に惹かれています。

ま た 、一 般 の 就 職 活 動 は し な い と い け ま せ ん

は、大学と予備校のダブルスクールが一般的だと

か？？

思いますが、予備校にかかる費用というのはみな

質問なのですが、30代前半、子持ちの女性でも試

さんどこから捻出しておられるのでしょうか？

験に合格すれば、監査法人で働かせていただける

費用を調べてみたところかなり高額でびっくり

のでしょうか。

しました…。
どうして「公認」会計士と呼ばれているのでしょ
うか？弁護士や医師に「公認」はつかないのに、と
ても不思議です。

2020年度

こちらの記事は高校生の私にもすごく読みやす

年齢と子育て中という制約に不安があり、憧れは

くて、ますます公認会計士という職業への憧れが

あるものの、会計士を目指すことを決めきれてい

強くなりました！記事の更新楽しみにしてます

ません。

(*́꒳̀*)

近畿会および各部・委員会行事予定 （2020年12月14日〜2021年1月12日）

12.14 （月）
会員業務推進部研修会

研修室13:30〜15:30

12.22（火）
税制・税務委員会、本部税務業務部会共催研修会

研修室／MicrosoftTeams

12.15 （火）
監査会計委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会 意見交換会

会議室16:00〜17:30

14:00〜16:30
14:00〜15:30

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

18:00〜20:00

12.16 （水）
国際委員会 IFRSセミナー第２回

研修室／MicrosoftTeams
13:30〜16:30

国際委員会

12.23（水）
非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

会議室18:30〜20:00

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

12.17 （木）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

12.18 （金）
本部会計監査人中間監査及び本部監事監査

会議室10:00〜17:00

税制・税務委員会、本部税務業務部会共催研修会

研修室／MicrosoftTeams
14:00〜16:30

中堅・若手会計士委員会

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:00

研修室／MicrosoftTeams
13:00〜15:00

税制・税務委員会
12.24（木）
税制・税務委員会、本部税務業務部会共催研修会

会議室18:30〜20:30
研修室／MicrosoftTeams
14:00〜16:30

12.25（金）
経営委員会 意見交換会

会議室／MicrosoftTeams
16:00〜18:00

経営委員会

MicrosoftTeams18:30〜20:00

12.21 （月）
経営委員会研修会

会議室／MicrosoftTeams

会議室／MicrosoftTeams
18:00〜20:00

1.12（火）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

研修室／MicrosoftTeams
14:00〜16:30
※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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会員異動
会 員 数
会 員

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,643

35

3,678

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

802

計

合計

844

4,522

（2020年10月31日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
青地

剛志

入江

剛

窪田

尚幸

小西
島本

椋磨
敦史

西谷

会員名簿記載事項の変更

真

（会

員）

中原

淳博 （会

転入者
大塚

秀哉 （会

員） 京 滋 会 よ り

羽生

和陽 （会

員） 京 滋 会 よ り

村井

由佳 （会

員） 京 滋 会 よ り

江藤

栄作 （会

員） 東 京 会 よ り
員） 京 滋 会 よ り

松山

元浩 （会

員） 兵 庫 会 よ り

森本

良亮 （会

員） 東 京 会 よ り

宏次郎

大塚

隆

（会

員） 兵 庫 会 よ り

彰太

澤井

徹

（会

員） 東 海 会 よ り

宮本

豪

（会

員） 四 国 会 よ り

遠藤

敬美 （四号準会員） 東 京 会 よ り

吉野

雄士 （四号準会員） 東 京 会 よ り

10月２日〜28日

【事務所】

坂井田

乾

将太 （会

員）

玉置

繁之 （会

員）

転出者

岡田

勇輝 （会

員）

中井

智浩 （会

員）

天野

武史 （会

員） 兵

庫

会

へ

坪田

亮介 （会

員）

原

浩之 （会

員）

貝住

大祐 （会

員） 兵

庫

会

へ

原田

義隆 （会

員）

南

靖弘 （会

員）

桒野

陽太 （会

員） 兵

庫

会

へ

松﨑

孝泰 （会

員）

市村

雅久 （会

員）

小関

亮

（会

員） 兵

庫

会

へ

松下

洋之 （会

員）

井上

達也 （会

員）

小林

亮介 （会

員） 兵

庫

会

へ

三好

祐輔 （会

員）

井下

佳郎 （会

員）

寺田

貴史 （会

員） 東

京

会

へ

山口

慎弥 （会

員）

亀田

麻貴 （会

員）

中谷

浩規 （会

員） 京

滋

会

へ

横山

慎

（会

員）

茂

正隆 （会

員）

野村

聡

（会

員） 東

京

会

へ

香川

浩祐 （会

員）

田村

尚久 （会

員）

宮本

繁

（会

員） 兵

庫

会

へ

小林

良樹 （会

員）

山邊

泰匡 （会

員）

村田

孝仁 （会

員） 東

京

会

へ

田中

秀樹 （会

員）

西川

美紀子（四号準会員）

作花

弘美 （会

員） 兵

庫

会

へ

玉置

栄一 （会

員）

佐藤

伸

（会

員） 埼

玉

会

へ

澤田

哲

（会

員） 兵

庫

会

へ

高木

誠実 （会

員） 北 部 九 州 会 へ

【自宅】

員）

10月２日〜28日

博之（会

10月21日付
谷綛

近藤

10月２日〜28日

末積

真美 （会

員）

大西

央之 （会

員）

東原

靖

（会

員） 京

滋

会

へ

杉山

浩三 （会

員）

寺﨑

榛名 （会

員）

堀

重樹 （会

員） 兵

庫

会

へ

足立

和也 （会

員）

橋本

昌大 （会

員）

柳川

英紀 （会

員） 東

京

会

へ

安

未央 （会

員）

比佐

進一郎（会

員）

高根

理奈子（四号準会員） 東

京

会

へ

泉

弘紀 （会

員）

藤木

寿樹 （会

員）

泉

裕介 （会

員）

青地

剛志 （四号準会員）

内海

公宏 （会

員）

山口

裕平 （四号準会員）

高橋

千穂子（会

員）

岩壷

稜太 （四号準会員）

名嘉

友哉 （会

員）

小岩

弘和 （四号準会員）

村田

祐脩 （会

員）

城本

佳丈 （四号準会員）

山内

佑介 （会

員）

東野

成明 （四号準会員）

大塚

美晴 （会

員）

横田

あかね（四号準会員）

退会者
松村

豊

（会

員） ８ 月 2 5 日 付

死

田伏

史明 （会

員） 10月21日付

業

務

廃

止

本

熈成 （会

員） 10月21日付

業

務

廃

止

（会

員） 10月21日付

業

務

廃

止

村上

光
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監査法人移転
令和２年７月１日付

オリエント監査法人

大阪事務所

【旧住所】〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中１丁目10番４号
TEL 06-6630-6330
FAX 06-6630-6331
【新住所】〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中３丁目９番３号
RE-020 105号
TEL 06-6630-6330
FAX 06-6630-6331

監査法人・公認会計士事務所
採用ご担当者 各位

〜 近畿会からのお知らせ 〜
公認会計士及び公認会計士試験合格者のための求人情報サイト

JICPA Career Naviをご存知ですか？

JICPA Career Navi は、日本公認会計士協会無料職業紹介所（キャリアセンター） が運営する公認会計士及び公認
会計士試験合格者のための求人情報サイトです。
日本公認会計士協会では、公認会計士及び公認会計士試験合格者の就職・転職の支援システムである「Career
Navi」を設置しております。
このシステムでは、求職希望者がこのシステムに自らの希望条件や個人の情報等を登録します。その上で求人側(※)
の採用条件とマッチングを行い、双方の希望と条件とが合致した方をメールで紹介をすることにより、採用のミスマッ
チを低減し、効率の良い人材紹介を目指したものです。
公認会計士及び公認会計士試験合格者の求人をお考えの監査法人・公認会計士事務所におかれましては、是非、
「Career Navi」に求人登録の上でご活用下さい。
（※）監査法人・公認会計士事務所におかれましてもシステムへの登録が必要です。
「Career Navi」の利用（登録）の詳細につきましては、直接、以下の日本公認会計士協会キャリアセンターまでご連
絡をお願いします。
JICPA Career Navi https://career.jicpa.or.jp/
【連絡先】〒102-0074

東京都千代田区九段南 4-3-13

TEL：03-3515-1135
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麹町秀永ビル 2F

FAX：03-5226-3352

日本公認会計士協会キャリアセンター

事務局だより

月を迎えました︒今年
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早いもので本年も

〒541‐0052

は新型コロナウイルスで始まり︑新型コロナ

お問合せ先

ウイルスで終わるといっても過言ではないほ

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。

ど︑新型コロナウイルス一色の年でした︒今

応 募 方 法

までになかったソーシャルディスタンスやマ

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

スク生活など日常の多くの場面で︑これまで

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

にない配慮が必要になりましたが︑一方で︑
リモートワークやＺｏｏｍ飲み会など︑新た
な働き方や生活スタイルに挑戦できる良い機
会も多くあったのではないでしょうか︒
新たな生活スタイルで︑ご自宅で過ごされ

の影響で海外への渡航も難しくなる

畑江敏之(080-5719-2514)まで

12/29（火）〜1/4（月）・緊急な場合の連絡先：事務局長

る時間も多くなれた方も多いかと思います︒
このような家時間を読書で過ごされてはいか
Ｙｏｕの書﹂のコーナーで

が で し ょ う か ？ 近 畿 Ｃ ．Ｐ ．Ａ ．ニ ュ ー ス

︳

期になりますが︑皆様ご自愛ください︒

りましたが︑これからますます寒さも増す時

ので︑今月号もお楽しみください︒最後にな

その他にも各種情報を取り扱っております

じていただければと思います︒

中︑インドネシアの情報で現地の雰囲気を感

ＩＤ

験についてご紹介いただいています︒ＣＯＶ

暁さんによるインドネシアの文化や仕事の経

計士﹂では︑インドネシアで活躍された伊藤

た︑好評シリーズ﹁翔る！ニッポンの公認会

いてお楽しみいただければと思います︒ま

しています︒ぜひ１冊でも家で読んでいただ

は︑雜賀雄司さんのおすすめの３冊をご紹介

月号の﹁Ｔｈｅ

12
植村達生︶

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

大阪事務所
仰星監査法人

12
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

19

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。

■アフターコロナの戦略的事業承継「M＆A」
寄 贈 者 長谷川佐喜男
著
者 長谷川佐喜男
発
行 株式会社中央経済社

満70歳
・会員 木村
氏
2020年11月10日ご逝去

【弔事】
政人
西尾
員

【慶事】 ・会

【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

【近畿会事務局年末年始休暇のお知らせ】

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禍で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：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（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（2021年１月〜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。
近畿会主催研修会
2021年１月22日(金) 18:30〜20:00

研修コード 履修単位

キャリアデザイン・ワークショップ2020（第3回）

研修室参集

Online
（Teams）

投資会社での公認会計士
企

画 中堅・若手会計士委員会

講

師 池田

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

9201

２

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

篤穂 氏（公認会計士、インテグラル株式会社 投資プロフェッショナル）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

中堅・若手会員の共通の悩みである将来のキャリアプランについて、公認会計士であることに自身を持ち、その可能性に気付き、幅広い
フィールドで活躍できるように、また、自らキャリアデザインを考える端緒を提供する場として、「キャリアデザイン・ワークショップ
2020」を開催いたします。第３回のテーマは「投資会社での公認会計士」です。
（講師紹介）大手監査法人を退職後、日本公認会計士協会の国際会計人奨学金９期生として、スペインに留学し、グローバル企業などで
インターンとして勤務。帰国後はインテグラル株式会社に入社。ダイレクトマーケティングミックスにて常駐支援を行い、
2020年10月に東証一部へ上場。

関西地区三会共催研修会
2021年１月13日(水) 18:30〜20:30

研修コード 履修単位

ISACA大阪支部共催研修会

Online
（Teams）

会計データ収集の標準化・ISO化について
企

画 IT委員会

講

師 木村

会

場 Microsoft Teamsのみ

章展 氏（協会本部IT委員会

6399

2

監査データ標準化対応専門委員会委員長）
定 員 Teams：50人

2019年12月に、国際標準化機構（ISO）から、ISO 21378「Audit data collection」が公表された。これは、監査人が被監査会社等
から会計データを入手する際の標準的な出力フォーマットを提供するものである。本規格の利用が進んだ場合、ERPベンダー、企業及
びその監査人等、多くの関係者に影響が及ぶ可能性があると考えられる。そこで、本研修においては、過去の監査データ標準化の歴史と
ISO21378の制定にあたっての経緯を紹介した上で、今後の展望について説明することとしたい。

2021年１月18日(月) 18:30〜20:30

公認会計士業務のための事例から学ぶ情報セキュリティ
企

画 IT委員会

講

師 情報システム監査株式会社

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6303

2

情報セキュリティ専門講師
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

ITを用いた業務は年々広がりを見せており、各々の業務に深く浸透しています。また、コロナ禍により本格的にテレワークが導入され、
情報セキュリティの重要度が増大しています。
このような状況も踏まえ、昨年度に引き続き、最近の情報セキュリティ事例とその対策について、専門家をお呼びして解説致します。
業務を行う中で陥りがちなセキュリティの落とし穴を事故事例の紹介やデモンストレーションを交えて取り上げることで学んでいただ
き、情報セキュリティの重要性を再認識いただくことを狙いとしております。
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関西地区三会共催研修会
① 2021年１月19日（火）14:00〜15:40
② 2021年１月22日（金）13:00〜14:40

研修コード 履修単位
研修室参集

③ 2021年１月22日（金）15:00〜16:40

税 務

Online
（Teams）

②4501

各２

③4101

本部税務業務部会共催租税相談事例研修会

※日程、時間違います
のでご注意下さい。

① 民法（相続法）の改正等について
② 近年における国際課税の動向について
③ 貸倒損失等に係る税務上の留意点
企

①4401

画 税制・税務委員会

庄司 範秋 氏（資産税）
②本部租税相談員 土屋 重義 氏（国際租税）
③本部租税相談員 須田
勝 氏（法人税）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 ①本部租税相談員

本部の租税相談員をお招きして、租税相談事例研修会開催致します。

2021年１月20日(水) 14:00〜17:00
（第１部：14:00〜15:45

第２部：16:00〜17:00）

国際メッセ・オンライン
企

Online
（Teams）

画 国際委員会

芳之
タ
イ：橘内
進
フ ィ リ ピ ン：坂本 直弥
インドネシア：中村 正英
イ
ン ド：野瀬 大樹
ベ ト ナ ム：堀切 泰孝
会 場 Microsoft Teamsのみ
講

研修コード 履修単位

師 マ レ ー シ ア：加藤

氏（公認会計士、加藤ビジネスアドバイザリー）
氏（公認会計士、Asia Alliance Partner Co., Ltd.）
氏（公認会計士、株式会社アイキューブ）
氏（公認会計士、株式会社FutureWorks）
氏（公認会計士、NAC Nose India Private Ltd.）
氏、鶴田 明久 氏（準会員、AGS Joint Stock Company）
定 員 Teams：第１部 50人／第２部 24人

5999

２

（第1部のみ）

※第2部にお申込みの
方は、今回取り上げ
る国のなかで特にご
興味のある国をご記
載ください。国別座
談会のオンライン上
のグループ設定の参
考にさせていただき
ます。

毎年開催している国際メッセを今回はオンライン（Microsoft Teams利用）開催いたします。国際業務を提供されている会員（7名参加
予定）にご協力いただき、第1部は「国別プレゼンテーション」として、ご担当国の現在の会計・税務の状況や日系企業が抱える問題点
等をご説明いただきます。第2部は「国別座談会」として、参加者の皆さんには3つのグループに分かれていただき、少人数でのコミュ
ニケーションセッションを実施いたします（講師の皆さんが各グループへ順番に参加されます）。初めての試みでスムーズにいかない部
分もあるかもしれませんが、これを機に国際経験豊かな講師の皆様との交流を深めていただければと思います。

2021年１月25日(月) 14:00〜16:00

会員業務推進部研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

2399

２

長期投資家と企業〜非財務情報開示、評価、対話を中心に〜
企

画 会員業務推進部

講

師 松原

会

場 近畿会研修室

稔 氏（りそなアセットマネジメント株式会社 執行役員 責任投資部長）
定 員 研修室 60名（リモート配信なし）

非財務情報開示にかかる資本市場の関心は高まっている。資本市場のプレーヤーである長期投資家はＥＳＧをはじめとする非財務情報を
どう捉え、どのような視点で企業を評価し、いかに対話・エンゲージメントにつなげているかについて投資家の動きを解説する。また、
昨今の有価証券報告書における記述情報の充実、新型コロナ（Covid-19）にかかる投資家の視点、資本市場のESGに対する感度の高ま
りも言及し、非財務情報と資本市場にかかわるホットトピックにおいても紹介する。
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関西地区三会共催研修会
2021年２月10日(水) 13:30〜15:30

非営利会計委員会 公益法人専門委員会研修会

公益法人の制度、会計、監査の動向について
企

画 非営利会計委員会 公益法人専門委員会

講

師 井上

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

2106

２

伸男 氏（公認会計士、本部非営利法人委員会公益法人専門委員会専門委員）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

公益法人制度及び会計については、日々研究がなされ毎年のように改正が行われています。また、監査の基準についても改正が検討され
ているところです。本研修では、本部専門委員の井上伸男公認会計士を講師にお迎えし、2020年1月に実施した研修「公益法人の制
度、会計及び監査の動向について」の内容から、その後変化があった事項等を中心に、公益法人を取り巻く状況及び公益法人制度、会計
及び監査の動向ついて、ご解説をいただきます。

2021年２月12日(金) 14:00〜17:00

税 務 税制・税務委員会研修会

令和３年税制改正

企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

4002

3

画 税制・税務委員会

経済基盤本部長 小畑 良 （おばたよしはる）氏
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 一般社団法人日本経済団体連合会

経団連で税制改正に深くかかわってこられた小畑良 氏をお招きし、令和3年改正の全貌をわかりやすく解説していただきます。

研修会開催（参加）にあたっての留意事項
【近畿会研修室で受講される場合】
①発熱・咳・倦怠感・息苦しさがある場合、来会はご遠慮ください。
②来会、受講時にはマスクの着用をお願いいたします。
③研修室入室時に入口にて赤外線式体温計で検温をおこないます。
④研修室入室時にはアルコール消毒液での消毒をお願いいたします。
⑤三密を回避するため、室内の換気や座席間隔等の調整をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
⑥三密を回避するため、近畿会研修室の定員を1/3といたしますので、近畿会研修室での研修会受講をご希望の場合は、
必ず受講申込みの上ご参加ください。お申込がない場合、受講をお断りする場合があります。
⑦換気の為、窓や扉を開けることがあります。寒さ対策をしてご参加ください。
【リモートで受講される場合】
①リモート参加の方には、お申込時に記載、入力していただいたメールアドレス宛てに、研修会前日までに参加用URLを
お送りしますので、必ず受講申込みをお願いいたします。
②リモート参加の場合も近畿会で受講確認を行いますので、CPE単位を自己申告していただく必要はありません。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。
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kinki@jicpa.or.jp
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