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年頭所感

コロナ禍は「変革の機会」、
新たな取り組みにチャレンジし続ける！
日本公認会計士協会近畿会

令和３年（2021年）を迎え、近畿会

会長

北山

久恵

あります。

の会員・準会員の皆様に謹んで新年の

「丑年」の令和３年は、先を急がず

お慶びを申し上げます。また、日頃よ

一歩一歩着実に物事を進める年にした

り協会の会務にご理解、ご支援を賜

いと思います。

枠を超えて、横断的にイノベーション
を推進する２つの委員会を立ち上げて
います。
１つは、ダイバーシティ＆インク

2025年大阪・関西万博は、昨年12月

ルージョンの推進を図る委員会です。

昨年令和２年（2020年）の干支は庚

の博覧会国際事務局（BIE）総会で登

組織横断的に「働きがい」や「多様な

子（かのえね）であり、「庚」は植物

録申請が承認され、参加国、国際機関

キャリアパス」等の取り組みを情報交

の生長が止まって新たな形に変化しよ

の招請活動を進めるなど本格的にス

換し、業界全体に提言します。現在、

うとする様子を表わし、「子」は十二

タートします。「いのち輝く未来社会

ダイバーシティ推進委員会では、中日

支の新たなスタートであり、今までと

のデザイン」をテーマに、多様で健康

本五会の会員・準会員対象に「公認会

は違う形に変化させて新しいステージ

な生き方、持続可能な社会経済システ

計士のワークライフバランス＆キャリ

に突入する…そんな年になると予想し

ム、SDGsやSociety５の実現を目指し

アに関するアンケート

ました。もちろん、希望に満ちて新た

ています。コロナ禍により、「いのち

を実施しています。コロナ禍で、リ

なスタートを切るとの思いでしたが、

の輝き」の尊さ、生きるためにお互い

モートワーク（在宅勤務）は一気に導

新型コロナウイルスの感染拡大は私た

に響き合い共存し続ける社会をつく

入されましたが、一人ひとりが生き生

ちの生活様式を一変させました。外出

る、多様性（ダイバーシティ）と包摂

きと自分の能力・価値を発揮できるよ

自粛・制限や「三密」の防止により大

（インクルージョン）を実現するため

うな、真の新たな働き方の推進、働き

型イベントや集合研修等を開催するこ

にデジタルが重要なツールであること

がい向上のための課題や対応策につい

とが難しく、リモートワーク、Web

に気づかされました。４年後に開催さ

て検討していきたいと思っています。

会議、オンライン研修などに迅速に対

れる万博が、いのちの輝き、一人ひと

もう１つは、近畿会の会務改革の推

応することが求められ、新たな働き

りの可能性、未来の形を体験できる場

進を図る委員会です。会務活動、情報発

方、仕事の進め方、会務業務の遂行を

になることを期待しています。

信、財政など、近畿会の在り方を検討し

り、誠にありがとうございます。

2020年度版」

進めてきました。会員の皆様には大変

私は、令和という新たな時代ととも

ています。コロナウイルス感染拡大防止

ご不自由をおかけましましたが、会

に近畿会会長となり、多様な価値観を

のため、役員会、部・委員会、研修会な

員・準会員・協会職員の多大なる協力

持つ優秀な人材が活躍できる魅力ある

どリアルとリモートのハイブリットによ

を得ることができ、無事に新しい年を

業界にするため、公認会計士業界及び

る実施、また９月に開催した近畿会定期

迎えることができました。

近畿会におけるイノベーションを推進

総会もウェブによる中継を行うなど、

新型コロナウイルス感染はまだまだ

していきたいとの思いで、スローガン

ITやデジタルを活用した新たな取り組

終息が見えず、日本のみならず世界を

を「イノベーションにより公認会計士

みに挑戦しています。これらの取り組

取り巻く経済環境にも大きな打撃は避

の未来を切り拓き、社会からの期待に

みは、ポストコロナにおいても、会員

けられず、先行き不透明な状況が続い

応える」としています。新たな取り組

の協会活動への参画を高め、会員相互

ています。一方で、ワクチンの開発が

みとして、監査法人、個人、組織内会

間の交流の活発化につながるものと思

進むなど、わずかながら明るい兆しも

計士、シニア、若手、女性、そういった

います。さらにDX（デジタルトラン
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スフォーメーション）を推進し、協会

理し、教育・研修の在り方も見直す必

化、オンライン化、省人化が急速に浸

活動の利便性を高め活性化を図りま

要があります。現在、本部において、

透し、新たなワーク・ライフスタイル

す。また、ハロー！会計のオンライン化、

公認会計士に求められる資質の検討を

への対応が求められ、公認会計士の業

SNS（交流サイト）など新たなツール

行っていますが、近畿会においても、

界も、働き方や会務運営を大きく変革

を使用して、公認会計士の魅力を伝え

これからの時代に対応できる魅力ある

していかなければなりません。新型コ

る広報活動にもトライしています。

人材の育成のため、研修体系の見直し

ロナウイルス禍を、「変革の機会」と

を行っており、今までにない新たな研

捉えて、社会変化に柔軟に前向きに対

修会を試行しています。

応していき、未曽有の困難を皆で協力

進行期の2021年３月期から、会計監
査のさらなる信頼性確保に向けて監査
の透明性の向上を図るため、「監査上

地方公共団体や非営利法人の会計・

の主要な検討事項（KAM）」が導入

監査、中小企業支援等、公認会計士が活

新年度も引き続き、「イノベーショ

されています。また、コロナ禍により

躍する業務領域は多様化・拡大してお

ンにより公認会計士の未来を切り拓

企業を取り巻く環境の不確実性が増

り、コロナ禍において、地域経済活性化

き、社会からの期待に応える」をス

し、将来予測情報の開示が重要になっ

のため地域会が果たすべき役割はますま

ローガンに抱え、将来を展望して、牛

ている状況の下、「会計上の見積りの

す重要性を増しています。地域に根差し

歩ではあるが着実に、新たな取り組み

開示に関する会計基準」も適用されま

た実践的な活動を通じて、会員業務の遂

にチャレンジし変革し続けます。

す。2020年３月期から経営方針・経営

行を支援するとともに地域社会への浸

戦略、経営者による経営成績などの分

透・貢献を図ってまいります。

析（MD&A）、リスク情報等、有価

本部の施策や最新情報の提供を通じ

証券報告書の記述情報の充実が図られ

て会員の業務遂行の支援を行うととも

ています。KAMや見積り開示の導

に、必要に応じて協会本部に対して地

入、記述情報への対応は、経営者・監

域会会員の意見・要望や取り組みを集

査役等とのコミュニケーションを深め

約し提言等を行っていきます。また、

ることが重要であり、監査人の指導性

デジタルの活用を前提に地域会の在り

の発揮が期待されるでしょう。さらに

方を検討し、本部と地域会の役割分担

グローバルでは、ESG（環境・社会・

の明確化・連携強化を図り、効果的・

ガバナンス）など非財務情報の開示基

効率的な会務運営を目指します。

準を統合する動きが広がっています。

ウィズコロナ、ポストコロナは、ウ

企業情報開示が多様化し、公認会計士

イルス感染は沈静化しても注意を怠っ

に対する社会からの期待が高まる中、

てはならず、そのリスクを踏まえた形

公認会計士は会計・監査の専門家だけ

で社会や経済が動くといった「新常

でなく、経営全般についての総合力を

態」になると思われます。コロナ危機

高めていくことが求められます。公認

が収束した後に訪れる「ニューノーマ

会計士に求められる専門的知見を再整

ル」の時代は、デジタル化、リモート

して乗り切っていきましょう。

最後になりましたが、会員・準会員
の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたし
まして、年頭の挨拶とさせていただき
ます。
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VUCAの時代における公認会計士の役割

日本公認会計士協会

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
平素より当協会の会務にご理解ご支
援を賜り、御礼申し上げます。
10年ほど前から、混沌とした社会・
経済環境を、不安定（Volatility）、不

会長

手塚

正彦

を検討する必要もあります。
加えて、会社法と金融商品取引法の

経営・財務管理のコンサルティング

二つの法律によって異なる時期に要請

や税務業務等を通じた中小企業の経営

される企業決算報告について、上場会

改善や事業承継・M&A等の支援は、

社については一元化した法制度の整備

公認会計士の強みを発揮できる領域で

も検討に値すると考えます。

あり、当協会は、地域会と連携して官

確実（Uncertainty）、複雑（Complexity）、
曖昧（Ambiguity）という４語で表す
VUCAという言葉が使われるように

を重要政策のひとつに据えています。

庁や地域のステークホルダー等と協働

２．企業情報開示の充実と
ベンチャー企業支援

し、地域活性化に貢献していきます。
また、人生100年時代を迎えて、国

なりました。コロナ禍によって、より

近年、ESG投資の急速な普及や、コ

民が計画的に資産形成できるよう、国

VUCAを実感する今、年頭にあた

ロナ禍をはじめとした将来の不確実性

は金融経済教育に力を入れています。

り、会長として思うところを述べるこ

の高まりを受け、非財務情報開示の充

当協会は、そのベースとして会計リテ

ととします。

実が強く求められています。

ラシーが不可欠なものと考えていま

当協会は、企業情報開示の有用性と

す。折しも学習指導要領の改訂によ

１．新常態における監査及び
株主総会の在り方

信頼性の向上に向けた課題と対応の方

り、中学校と高等学校の授業で「会計

向性及び公認会計士が果たすべき役割

情報の活用」が取り上げられることも

コロナ禍により、生活様式や働き方

について取りまとめ、2020年９月に公

踏まえ、当協会は今後も会計リテラ

が大きく見直されました。監査におい

表しました。引き続き、企業情報開示

シーの普及に貢献して参ります。

ても、実地棚卸立会の方法の工夫、残

の充実とその信頼性の確保に積極的に

高確認の電子化、デジタル化された監

貢献して参ります。

公認会計士は、制度創設以来約70年

査証拠の信頼性検証手続の明確化、監

また、コロナ後の日本経済を支える

にわたり財務諸表監査等を通じて信頼

査報告書の自署・押印廃止、デジタル

ためには、ベンチャー企業を育成し、

を創り続けてきたプロフェッションで

データを活用した高度な分析技術の開

産業の新陳代謝を活性化することが必

す。監査以外の領域での活躍やDXの

発と活用などにスピードを上げて取り

須となります。公認会計士や監査法人

急速な進化等により、公認会計士に求

組む必要があります。

が、今まで以上にベンチャー企業の成

められる能力が変化していますが、

また、我が国の３月決算企業の監査

長に貢献していけるよう、ベンチャー

VUCAの時代においても、社会に信

スケジュールは平時においても極めて

企業がその成長プロセスに応じて、適

頼を創り出し、人々に安心を届けるこ

タイトであり、企業と株主・投資家と

切なサービスを受けることができる環

とこそが、公認会計士に期待される役

の対話の促進や議決権行使のための十

境整備を進めて参ります。

割です。当協会は、そのための施策を

分な時間の確保の観点から、定時株主
総会開催日の更なる分散化が進むこと
が望まれます。さらに、コロナ禍のよ

積極的に実施して参ります。

３．日本公認会計士協会の
社会貢献

うな緊急事態に備えて、株主総会の開

地方創生の鍵は地域経済を支える中

催日の柔軟化について制度的な手当て

小企業の活性化であり、現政権もこれ
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末筆ながら、皆様の益々のご健勝と
ご活躍を祈念し、年頭の挨拶とさせて
いただきます。

年頭所感

財務省近畿財務局

局長

奥

達雄

貴協会並びに会員の皆様におかれま

等の監査から「監査上の主要な検討事

日本公認会計士協会近畿会会員の皆

しては、「中小企業等経営強化法」に

項」が適用開始となり、監査人は、監

様に、謹んで新春のお慶びを申し上げ

基づく認定を受けた支援機関として、

査報告書において、監査意見の記載だ

ます。また、平素より近畿財務局の業

創業・起業や事業再生等の中小企業施

けではなく、監査のプロセスに関する

務全般にわたりまして格別のご理解と

策にご尽力いただいているところであ

情報の提供が求められることになりま

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

ります。特に、コロナ禍で大きな影響

す。これにより、監査人が実施した監

を受けている中小企業にとっては、以

査の透明性を向上させ、監査報告書の

昨年は、年間を通じ、新型コロナウ

前にも増して、皆様方のお力添えが必

情報価値を高めることにより、財務諸

イルス感染症への各種対応に追われる

要となっております。皆様方ご自身が

表利用者の監査や財務諸表に対する理

一年となりました。関西経済はこれま

対面での活動に不自由を感じておられ

解が深まること等の効果も期待されて

でのインバウンドの拡大という状況か

るであろう現在の環境下では、なかな

います。

ら一変し、感染症拡大の抑制、経済活

か難しい面もあるかと思いますが、関

公認会計士は、会計監査を通じて、

動の自粛等に伴う甚大な影響を被りま

西経済において大きなウェイトを占

企業の財務諸表をはじめとする財務に

した。また、テレワークや時差出勤、

め、地域経済を支えている中小企業に

関する情報の信頼性を確保するととも

リモート会議の実施など、新しいスタ

対し、なお一層のご支援をお願いしま

に、国民経済の健全な発展に寄与する

イルの働き方の導入が急速に進むな

す。

という重要かつ公益的な使命を担って

新年明けましておめでとうございます。

おられます。

ど、極めて変化に富んだ一年であった
と思います。

財務局においても、様々なチャネル

コロナ禍の影響で、監査を取り巻く

を活用し、地域創生にかかる取り組み

環境は大きく変わっておりますが、会

このような状況の中、昨年７月に近

や課題などをお聞きし、必要に応じて

員の皆様方におかれましては、引き続

畿財務局長に就任しましたが、感染予

財務省・金融庁などとも情報共有して

き、監査品質の向上に努めていただ

防対策にも十分留意しつつ、管内企業

います。また、当局の若手・中堅職員

き、高い使命感を持って業務にあたっ

や金融機関の方々から地域の実情や地

が中心となって、地域の課題解決のた

ていただくことを期待しております。

域活性化の取り組みなどの話をお伺い

めの様々な企画を立案・実行し、地域

することができました。

活性化に向けて積極的に取り組んでい

関西経済は、現状、新型コロナウイ

貴協会の一層のご発展と会員各位の
ご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまし

きます。

ルス感染症の影響により厳しい状況に

本年も各地域会の皆様との意見交換

あるものの、各種施策実施の効果等も

の場等を通じて、皆様から忌憚のない

あって、持ち直しの動きもみられま

ご意見を頂戴するなど、連携を深めて

す。今年はなるべく早期に新型コロナ

いきたいと思っております。

て、年頭の挨拶といたします。

ウイルス感染症が収束し、関西経済が
力強く回復していくことを願っており
ます。

最近の企業会計・監査の動向をみま
すと、本年３月の決算に係る財務諸表
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年頭所感

金融庁 企画市場局企業開示課

開示業務室長

西山

香織

あけましておめでとうございます。

論を進め、2020年11月に「記述情報の

日頃から企業会計・開示制度や公認

開示の好事例集2020」を公表いたしま

会計士制度につきまして、ご理解とご

した。

続いて、企業会計審議会の概要、審
議状況等について、申し上げます。
2020年11月、企業会計審議会におい

協力をいただき、御礼申し上げます。

て、有価証券報告書等の開示書類のう

新年を迎えるに当たり、企業会計・

次に、株式新規上場（IPO）に係る

ち財務諸表と監査報告書以外の記載内

監査制度、公認会計士を巡る昨今の動

監査事務所の選任等に関する連絡協議

容である「その他の記載内容」に関す

向と今後の展望について、所感を申し

会での取組みについて申し上げます。

る監査人の対応やリスク・アプローチ

近年の監査手続の厳格化や働き方改

の強化について議論し、監査基準等を

述べさせていただきます。

革などにより、監査法人で人手不足が

改訂いたしました。

会計監査の信頼性確保、企業情報の

生じている一方、潜在的にIPOを目指

今後、監査法人等の監査品質の向上

開示のあり方に向けた取組みについて

す企業が増えていることを背景とし

を図るため、国際的な議論も踏まえつ

申し上げます。

て、監査法人とIPOを目指す企業との

つ、品質管理基準の見直しについて、

新型コロナウイルス感染症の影響を

需給のミスマッチ等により、必要な監

監査部会において議論を進めてまいり

踏まえた企業決算・監査等の課題を議

査を受けられなくなっているとの指摘

ます。

論するため、金融庁が事務局となっ

が、実務者等より寄せられました。そ

て、2020年４月に日本公認会計士協

こで、IPOを目指す企業に対し、質の

また、会計監査に関する情報提供の

会、日本経済団体連合会などの関係者

高い監査が安定的に提供されるよう、

充実の観点から、2021年３月期からは、

による連絡協議会を設置し、現状認識

日本公認会計士協会や証券会社等の関

「監査上の主要な検討事項（KAM）」

や対応のあり方についての共有を図り

係者による「IPOに係る監査事務所の

の全面適用が始まります。昨年の早期

ました。その中で、企業や監査法人が

選任等に関する連絡協議会」を金融庁

適用時には、49社が早期適用を行って

決算・監査の十分な時間を確保できる

に設置し、2020年３月に報告書を公表

いるところ（2020年11月時点）です

よう、有価証券報告書等の提出期限を

しております。

が、全面適用に当たり、KAMが投資

一律延長するとともに、５月には、コ

本報告書公表後、2020年11月に、日

家の判断にとって有用なものとなるよ

ロナの影響に関する開示について、投

本公認会計士協会が「IPO会計監査

う、有価証券報告書における企業側の

資家等が期待する好開示のポイントを

フォーラム」を開催するなどの取組み

情報開示とあわせて関係者の理解を深

公表いたしました。こうした取組みや

が進められ、各地域会でもIPOにかか

めていきたいと考えております。

関係者の努力により、感染拡大のピー

る研修会等を実施されると伺っており

ク時も含めてクラスターの発生等の大

ます。全国各地でスタートアップ企業

末筆となりましたが、貴会のますま

きな混乱はなく乗り越えることができ

が質の高い監査にアクセスできるよ

すのご発展ならびに会員の皆様のご健

ました。

う、関係者のネットワークが構築され

勝とご活躍を心よりお祈りしまして、

その後、企業情報の更なる開示の充

ることをはじめ、今後もIPO監査分野

新年の挨拶といたします。

実のため、投資家・アナリストと企業

での取組みが進むことを期待したいと

による勉強会において、コロナやESG

思います。

に関する有益な開示情報についての議
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年男・年女 新年の抱負

84

公認会計士業務を顧みて
内田

吉穂

正月10日、丑年生れの満84歳になりました。

丑年の人は忍耐強く、努力して目標達成する性格の持
ち主と言はれています。
私も公認会計士試験合格の夢を描き、この目標達成の
為に牛歩乍ら頑張って来ました。
しかし、私が公認会計士試験に合格できたのも、その
業務を遂行できたのも、家内と子供達の支援の賜物と思
います。特に家内の支援が無かったら試験に合格できな
かった、支援があったからこそ難しい試験に合格できた
と深く感謝していますが、本人には一度も言ったことは
ありません。
以来50年、様々な業務をしてきました。私の得意とす
る業務は、特殊な法人の設立業務とその運営の指導業務
です。
学校法人、公益法人、医療法人、NPO法人等、様々な
法人を可成り多く設立し、その運営の指導に当たって来
ました。
主務官庁には、設立認可申請を出す必要上、指導は仰
ぎましたが、反対に私の方から政府の担当省庁に対し
て、こうしたらどうですか、こうすべきではないでしょ
うか、と公認会計士の立場から様々な提言を行って来ま
した。
公認会計士の業務は多く様々あり、監査業務以外にも
それら様々な業務を実践して来ましたが、よくもまあ、
あれこれやって来られたなあと感無量です。
人生百年時代到来と言はれています。今暫くはゆっく
りと牛歩で頑張りたいと思っています。

08
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84

おまけの人生
山本

智三

84

私の小学生時代
立中

善巳

昭和12年４月乾物屋の三男坊として十三の地で生まれ

私は昭和十八年四月大阪市此花区島屋小学校に入学し

ました。小学校までの思い出は、２年間の疎開、大阪市

ました。戦争の真っ最中です。住んでいたのは社宅で、

の大空襲により実家の焼失ぐらいで、中学校、高等学

当時あった市電の西島屋町と云う停留所前（南側）にあ

校、大学の生活は何の目的もなく平々凡々と暮らしまし

りました。隣組は十軒で周辺は工場ばかりで民家はあり

た。大学卒業時ゼミナールの教授から、お前は就職する

ませんでした。各家には防空壕が掘ってあり、回覧板を

のは難しい資格の必要な職業を考えなさいと、大学院の

回したり消火演習として水の入ったバケツのリレーを総

商学部会計学を紹介していただきました。何もわからず

出でやったり一丸となって戦争に対処していました。学

簿記の３級、そろばんの４級を目標に勉強しました。

校への通学はいつも一人で、学校の近くまで続く工場の

幸い会計士の子息でありながら同じ目標を持った相棒
が見つかりました。三吉隆裕兄です。

塀に添って歩いていました。
二年生になった頃から艦上爆撃機が周辺に飛来するよ

あとでわかったのですが、中学校の先輩で経済学部の

うになり、授業中に警戒警報のサイレンが鳴ると急いで

同窓生です。一緒に受験勉強をしようと誘われて、まず

帰宅しました。B29により大空襲の前ですが、工場群は

簿記の１級を目指し、次に中央大学の答練200番内に入

大損害を受けたと思います。そして次第に艦上戦闘機

ることを目標に勉学に励みました。平日は呉服屋の経理

グラマン

を見かけることが多くなり、私も急いで帰

をしていましたので、毎日曜日に新幹線のこだまに乗っ

る途中で、ある日突然目の前にグラマンが現れたが幸い

て４時間ばかり、受験のために東京まで通いました。幸

なことに硬直している私の頭上を轟音を残して飛んで

い１年間の努力が報われ三吉兄は昭和41年、私は昭和42

行ってくれました。数秒の出来事でした。

年に合格しました。今から考えればその時が一番思い出

三年生になって、和歌山県岩出町に疎開しました。岩

に残る期間でした。残念ながら三吉兄は５年前に他界し

出小学校には名物の

ユーカリ

の大木があり、いつ見

ました。監査業務もいつの間にか50年が経ってしまって

ても神秘的で心を癒してくれました。疎開先は親戚の農

いました。

家で、北東に当時の農学校（那賀高校）があるだけで田

若い頃は中小企業勤務なので、何でもやらされまし

畑が広がっていました。友達と夏には黒んぼ大会に参加

た。決算書の作成までの事務手続き、資金繰り、社会保険

したり、三角ベースの野球をしたり、きれいな川で泳い

関係、債権の取立、今から思えばみな役に立っています。

だり魚を掬ったり、いろいろな水生動物、トンボなどと

恩師、上司、先輩、同僚、後輩、友人知人、いい人々

遊んだりしていました。今ではすっかりなくなってし

に恵まれ有難く思っています。最後に会計士は精神的独

まった自然がありました。この自然に

立性が必要との先輩の言葉が印象に残ります。

出合ったことに感謝しています。

現在は、おまけの人生を楽しんでいます。
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72

七十代は、まだまだこれから
八百

康子

「七十代は、まだまだ元気」というのは、友人達との
旅や趣味の集いを精一杯楽しんできた母の弁。「でも、
八十を過ぎると体力も気力も衰えるから、やりたい事が
あるなら今の内にしておきなさい」ということらしい。
そう、まだまだ低い山なら登れます。でも、毎週末楽
しんできたテニスは、六十代半ばを過ぎたところで肩を
痛めてアウト。治ったころには、もはや走れません。子
供の頃親しんだバイオリンも、久々に弾いてみると肩や
顎の痛いこと。五十代の頃中国語を学んでいた流れで二
胡にチャレンジしてみましたが、１年で先生が帰国、そ
のままになっています。エレクトーンだったら肩凝りも
ましかな…

水彩画でのスケッチも楽しそう…

還暦を迎えた頃から毎年２回、春と秋に海外旅行に出
かけましたが、仕事の合間を縫って精々二週間の慌ただ
しい旅。そろそろローカル線を利用して気儘な国内の旅
を、と思っていた矢先のコロナ禍です。
仕事を辞めたらあれもしたい、これもしたいと思って

72

これからも
４つのモットーで過ごしたい
武田

宗久

72歳の新年を迎えるにあたり、改めて自分の行動の指
針を考え直したいと思う。

十数年前になるが、自分の行動について４つ（感謝、
感動、積極性、微笑み）のことを意識して過ごして行こ
うと思った。意識したのは、今で言うと「チコちゃんに
叱られる」の「ボーっと生きてんじゃねーよ！」に近い
状態からの反省だったと思う。
一つ目は感謝。現在の自分があるのは、家族、ご縁の
あった方、また、お世話になった方など多くの方々のお
蔭であることに日々感謝し、その気持ちを絶えず意識し
ている。
二つ目は感動。素晴らしい自然や出来事などに感激す
ることは勿論であるが、物事に対する感受性を豊かにし
て、その気持ちを持ち続けるという意識を感動と捉えて
いる。感受性を豊かし、相手の気持ちを少しでも理解す
ることにより、対人とのコミュニケーションがスムーズ
になるのではないかと思っている。
三つ目は積極性。これを意識して行動することはなか

いたのに、いざこの年齢になってみると、無理なく熱中

なか大変であると実感しているが、物事に積極的に対応

できそうなものにはなかなか出会えません。

することは新たなことの発見や理解に繋がり、自分が少

ちなみに、市の監査委員は４期目、継続中です。任期

しでも成長できるのではないかと思っている。余談にな

を終える頃には75歳を迎えます。となるとやはり、コロ

るが、ボケ防止を兼ねて「ウクレレ教室」に通い始めて

ナ後の気儘な旅を楽しみに、今は仕事の傍らウォーキン

おり、何とか３年は続けたいと思っている。

グに励んで体力維持に努めましょうか。

四つ目は微笑み。表情を和やかにし、気持ちに余裕を
持ちながら行動することを微笑みと捉えている。ゆった
りとした気持ちで物事に対応ができれば良いかなと思っ
ている。
日々、モットーを意識して行動することはなかなか容
易でないが、これからも４つのモットーを意識して過し
ていきたい。

年男・年女 新年の抱負
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60

夢を見ながら耕す人となれ
廣田

壽俊

令和３年になりました。新年あけましておめでとうご
ざいます。
昨年は還暦、今年が年男で60歳になりました。昭和63
年に26歳で旧公認会計士試験二次試験に合格して以来、
実務に追われてひたすら懸命に過ごしてきた、というの
が素直な感想です。自分が60歳になるということは事実
であり振り替える節目とはいうものの、どうも信じられ
ないのが本当です。
私は近畿会副会長や協会本部常務理事もさせていただい
ています。今は監査法人に勤務していますが、協会活動を
通じて、他の監査法人に所属している方や独立して会計事
務所を構えている方、組織内会計士として事業会社で勤務
している方、監査外で活躍されている方などさまざまな
ジャンルで活躍されている会員の方々と接点を持たせても
らっています。いろいろな立場があっていろいろな考え方
や意見があることを知り、毎回刺激を受け、自分の未熟さ
を知る機会があることに感謝しています。
2008年に公認会計士制度60周年記念特別講演会が大
阪で開催された時に、来賓の竹中平蔵氏がそのスピーチ
の中で、「関西のある農機具メーカーを訪れると、その
工場に『夢を見ながら耕す人となれ』と掲げてある」と
話していました。先に対する目標とそれに向けての努力
が含まれている、そのフレーズが気に入り、竹中平蔵氏
やそのメーカーさんの了解はとっていませんが、それ以
来、私のメールの署名欄の末尾に「夢を見ながら耕す人
となれ」を加えています。
今は生まれて60年。監査のやり方も私が公認会計士試
験に合格した時とは大きく変わりました。公認会計士に
社会から求められる役割も広がってきています。この先
何年生きるかはわかりませんが、周囲からの刺激を受け
続けて行くでしょう。そのような中で、そのテーマが大
きなものであろうが身近なものであろうが、「夢を見な
がら耕す人となれ」との言葉を忘れずに、人生を進んで
いこうと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

60

還暦を迎えて
中丸

一恵

新年あけましておめでとうございます。

今年、５回目の年女を迎えます。自分の年齢は認めた
くないのですが、寄稿の機会をいただきましたので素直
に向き合い、これまでを振り返りました。
出産した翌年、２次試験に合格したのは1991年の30
歳の時。なんとか監査法人に採用していただき、監査の
基礎を教えていただきました。会計事務所に転職してか
らは、税務と社会福祉法人の会計支援が中心の20数年で
した。福祉業界のことは何も知らずにスタートしました
が、重症心身障害児施設、母子生活支援施設、救護施
設、ホームレス自立支援施設など、この仕事についてい
なければ知ることのなかった施設について学びました。
そこで生活する方々の暮らし、働く人たちの仕事、福祉
の歴史や制度などについて学んだことは私の財産です。
そして何より、社会福祉法人の会計支援を通して、会計
人として育てていただいたと感謝の思いです。生まれて
から30年は親や師から学び、その次は仕事を通じて学ん
だ30年でした。
一方、家庭においては、妻そして母としての役割を十
分に果たしてこなかったと反省することばかりです。そ
のような中で、娘も公認会計士として監査に従事してい
ることを思うと、自分のこれまでの仕事が少しだけ家族
にも認めてもらえたような気持ちです。
これからの30年はこれまでの学びの恩返しです。倍返
しにする心意気で進みたいと思います。特に夫には３倍
返しできるように頑張ります！
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48

いつの間にか４回目
坂戸

純子

令和三年、あけましておめでとうございます。

思い起こせば２回目は、まだ公認会計士二次試験の受
験勉強中で、その翌年が合格した年でした。また３回目

48

年男を迎えて
西村

強

（48歳になり思うこと）

「人生100年時代、幸せな老後は自分でつくろう」こ
んな本を読みました。

は、合格後から勤めていた大手監査法人解散に伴い、

サザエさんにでてくる波平は54歳、フネは52歳。漫画

移った前職大手監査法人にて２年目を迎え、不正事例の

が連載されはじめた終戦直後、50代は立派な高齢者だっ

訂正報告書案件に携わった年でした。そして今回４回目

たのでしょう。時代が変わりました。今や人生100年時

は、現職中堅監査法人常勤となって３年目を迎えます。

代、48歳はまだまだ人生の半分。

こうして毎回環境が変わっていることからも、12年とい

人生をトータルとしてよいものだったと納得するために

うのは実に長い時間ですが、振り返ってみるとあっとい

は、特に老後の過ごし方が重要だと考えています。健康、

う間に過ぎたようにも思います。

家族、友達、仕事、お金、こころの点で、老後をいかにイ

私が会計士業界に入って間もない頃、生年月日を入力
すると、死ぬまでの年齢ごとのイベントが表示されるエ

キイキ生きられるかが重要なテーマだと感じております。
（自己紹介）

クセル占いが事務所ではやりました。その占いによる

今年、48歳の年男を迎えましたのは私、西村強です。

と、私は確か98歳で「あのときああすればよかったと思

19年勤めていましたＥＹ新日本有限責任監査法人を４年

いながら死没」する運命にあります。現時点ですでにい

前に退職し、今は会計士として独立開業。大阪梅田にて

ろいろ後悔があるのでさもありなんとは思いますが、こ

ストロングアライアンス合同会社を設立し、上場準備企

れからの人生、できる限り後悔を減らせるように精一杯

業の支援や成長企業の内部管理体制強化のお仕事をして

努力するとともに、まだ折り返しにも到達していない、

います。同じくEY新日本を退職した独立会計士等のメン

かなりの長寿の運命にあるようなので、できる限り長く

バーおよそ30名とワイワイお仕事をしております。

健康年齢を維持できるよう努力していきたいと思ってい

（抱負）

ます。

男48歳、今からの過ごし方も充実した老後につながっ

今回、この依頼を受けてググってみたところ、丑は

ていくような生き方をしたいと思っています。

「粘り強さと誠実」の象徴という記事がありました。丑

商業高校にすすんだ私にとって、公認会計士は高校時

年生まれの名に恥じぬよう、粘り強く努力し、ささやか

代からのあこがれの職業です。せっかく公認会計士にな

ながらでも会計士業界にも貢献して５回目の還暦を迎え

れたのですから、長く現役で活躍したいと思っていま

たいと思います。

す。できれば、楽しい仲間達に囲まれて、働けるときま
で細く長く、クライアントさんに必要とされる会計士と
して仕事をしていきたいと思っています。そして、健康
でおおらか、等身大で、図太い善人、そんな会計士人生
を送っていきたいと思います。

年男・年女 新年の抱負
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36

適度な飲酒！

36

2021年が良い年になりますように
大川

泰広

新年あけましておめでとうございます。今年、３回目

桂川

新年あけましておめでとうございます。

私の新年の抱負は、2021年の間にコロナが終息するこ

とを祈りつつ、飲み会が減ったことを機に、大人なお酒
の飲み方を学習することです（ずっと言っていますが）。
また、夫は自宅自営で家事も育児も100点満点なのに

の年男を迎えました。気が付けば公認会計士になって早

対し、私は外で働くしがな

10年超。時が経つのは本当に早いものです。

いサラリーマンなのです

昨年を振り返りますと、とにもかくにも新型コロナ。

が、先日長女（３歳）が自

何事にも不自由を強いられる１年でした。そんな中、私

作した昔話が「お母さんは

が１年を通して取り組んだのがオンライン英会話です。

ずっと仕事をしています、

ここ数年、海外出張に行く機会が増えたことから、昨年

今日も仕事です」という一

の年初に一念発起してオンライン英会話を始めたのです

文から始まり、お母さん

が、事態は急変。オンライン英会話を始めて間もなく新

ショーーーック。自己実現

型コロナが世界中で流行し、海外出張に行く機会が無く

欲求はほどほどに、家族と

なってしまいました（笑）。現在は気持ちを切り替え、

の時間を大切にしたいと思

また海外出張に行ける日を願いながら、日々のんびりと

います。

学習を続けております。

恵利子

前回の年女の24歳の頃は会計士試験勉強真っ只中でし

家庭では４歳の息子と２歳の娘の父をしています。子

たが、あれから12年の間に、公認会計士になり、家を買

供たち、特に息子はこの１年で本当によく喋るようにな

い、犬２匹を飼い、結婚して子供２人に恵まれ、生活も

りました。日々、間違いだらけの日本語を話し、英語に

激変しました。公認会計士になってからは、代表幹事と

臆する父に勇気を与えてくれています。最近も部屋にオ

して準会員会活動を行って全国に知り合いが増えまし

モチャを散らかし、全く片付けようとしない息子を叱り

た。また、今年からは士勇会（公認会計士・弁護士・不

つけたところ、「ごめんください〜（大泣）」と言って

動産鑑定士の若手会）の会計士代表もさせていただくこ

謝って（誤って？）おりました。

とになりました。厚生部のイベント開催や女性会計士専

昨年はコロナ禍で世間が暗くなる中、幸いにも我が家
は子供たちが家を明るくしてくれました。息子は今日も
「ティラノサウルスがコロナを食べてくれるんやで！」
と言っています。

門委員会の勉強会等、公認会計士協会活動を通してたく
さんの人に出会えたことに感謝です。
2019年に監査法人を退職し、コンサルティングの世界
に入ってからは、本当に何でも屋で色々経験させていた

世界中が新型コロナを克服し、本年が明るい１年になる

だいて、全てが新鮮で刺激的で面白い毎日を送っていま

ことを願っています。2021年が良い年になりますように。

す。2021年もきっと新しいことにチャレンジする日々を
送っているはず。
日々成長、夢は大きく！
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燃えろ丑年
大橋

宙也

24

皆様あけましておめでとうございます。あずさ監査法
人スタッフの大橋宙也と申します。本年もどうぞよろし
くお願い致します。記念すべき人生第2回目の年男という
ことで、僭越ながら寄稿させて頂きます。

24

２回目の年女を迎えて
岩崎

美桜

新年あけましておめでとうございます。

2018年に公認会計士試験に合格いたしました、岩崎美
桜と申します。
今年で人生２度目の年女を迎えることとなりました。

思い起こせば、学生非常勤としてこの業界に飛び込ん
でから早３年が経ちました。１年目の非常勤の際には、

私は2019年より監査法人に入社し、現在スタッフ２年
目として勤務しております。

海外留学を経験し、監査法人勤務を通して、１回目の年

１度目の年女を迎えた12歳のときは将来の夢は美容師

男から比べると、着々と大人への階段を駆け上がってい

になることでまさか12年後会計士試験を受けて監査法人

ると実感しております（まだまだ道半ばですが）。これ

で勤務しているとは思ってもみませんでした。

も偏に、上司の方々・先輩・同僚・友人・家族の熱い支

監査法人入社当初はすべてのことが新鮮で戸惑いもあり

えがあったからです。感謝しきれません。恩返しが出来

ましたが、やりがいを感じる機会も多く楽しく仕事をさせ

るよう、来たる３回目の年男まで、丑のように一歩一歩

ていただいております。このように働けているのも周りの

着実に心を燃やし、歩んでゆく所存であります。

先輩方や同期の支えがあるからだと思っています。

前12年間は、小学校から始めた野球に没頭し、純粋に

また、昨年は新型コロナウイルスの影響もあり、在宅

白球を追いかけ、がむしゃらにグランドを駆け回ってい

勤務が基本になる等、働く環境に大きな変化があった年

ました。高校３年生の熱い夏、強豪校に勝利し、仲間と

でした。オンライン上での先輩・後輩とのやり取り等が

抱き合って喜んだあの時、競り合い敗北し仲間と抱き

難しく感じることも多く、コミュニケーション能力の大

合って泣いた悔しさとやり切った爽快感を今でも忘れる

切さを感じる場面が多々ありました。

ことが出来ません。皆に笑顔と感動を届けられるよう、

日々の業務ではまだまだ自分の未熟さを感じることば

36歳の時には、これからの12年間を振り返りやりきった

かりですが、少しでもチームに貢献し役に立てるよう精

と泣けるぐらい、公私ともに猛烈に取り組んでいきたい

進していきます。

と思います。

また、今年は補習所の修了考査もあるためそれに向け

最後にはなりますが皆様のご健康とご多幸をお祈り
し、新年の挨拶と代えさせて頂きます。

て勉強をし、合格できるように頑張りたいと思います！
次の年女の12年後は想像もできませんが、楽しく、充
実していたと思えるような12年間を過ごしていきたいと
思います！
最後になりましたが皆様の益々の健康とご多幸をお祈
り申し上げます。

年男・年女 新年の抱負
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関連しているか、学校教育で扱われ
る教科内容とどのような関連要素が
含まれるかを整理したものであり、
幼児期から学齢期、成人期、高齢者
に至るまで全てのライフステージに
おいて、自らの行動を記録し、相手
に報告する「アカウンタビリティ」
の理解が会計リテラシーの土台にな
ると位置付けています。また、金融
経済教育とも関連づけて理解できる
ようになっています。
私はこれまでのハロー！会計など
の実務家としての経験を生かす役割
で、前任の田中知幸さんから引き継
いで会計リテラシー・マップ教材研
2021年、新年のお慶びを申し上げ
ますとともに、会計基礎教育の嬉し

激アツで、その集大成の一つが「会

究会に参画させていただきました。

計リテラシー・マップ」です。

約１年研究会で検討を重ね、時には

会計リテラシー・マップは、「国

会計基礎教育推進会議のメンバーの

民全員が最低限知っておいてほしい

関西大学柴健次教授からもご助言を

会計の知識」を「会計リテラシー」

いただき、ようやく完成に至りまし

本年４月から中学校及び高等学校

と定義づけ年代ごとにマップ化した

た。感慨もひとしおです。

の新学習指導要領に「会計」が段階

ものです。会計に関する知識や理解

的に掲載される今、会計基礎教育が

が、日々の生活や活動とどのように

いご報告をさせていただきます！
「会計リテラシー・マップ」がつ
いに完成しました！

会計リテラシー・マップ完成！協会HPにて公開中
会計リテラシー・マップ・教材研究会 メンバー

桂

真理子

そして、これらの取組を広く世間

会計に関する知識は、生活スキル

に周知・浸透させるべく、「会計は

としての収支計算から、企業の決算

こちらです」というパンフレットも

まで幅広いものです。財務や経理に

作成しております。中学校「公民」

関わる専門家だけが必要とするので

及び高校「公共」の教科書補助教材

はなく、社会の様々な場面や生活す

として作成した資料と併せて、今

る上で有用です。会員の皆様も会計

後、周知のための活動を関係機関と

基礎教育について触れる機会があり

の連携を図りつつ継続的に展開して

ましたら、国民全体の会計リテラ

いく予定です。これらについて詳し

シーの浸透、向上のために、周知活

くは、会計監査ジャーナル２月号に

動へのご協力をどうぞよろしくお願

関連記事が掲載されます。

いいたします。
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最近「5G」についてニュースそ

る様になって、便利になったり、今

行なっているメーカー等の法人に向

の他で目にすることが、もう当たり

までなら諦めるしかなかったことが

けて、5Gを使った製品やサービス

前になってきましたね。

助かる様になったり。

の実証実験の場を提供するのが主目

ところで、みなさん、「5G」っ

そして、この度10月1日に、日本

的ですが、その機会創出と広報を兼

て何のことか、ご存知でしょうか？

で初めて、複数の企業が共同で技術

ねて5Gを使った製品やサービスの

実は私、恥ずかしながら、「5G」っ

を提供し、「5G」を利用した新し

展示・体験を行なっています。

て全く分かっていなくて、正直言っ

い技術やサービスを作り出すための

てスマホのダウンロードが早くなる

ラボが大阪市南港のATCにできた

くらいの認識でした。「3G」の時よ

と聞き、早速見学しに行くことにし

「5G X LAB OSAKA」（5G・ク

りも「4G」になったら早くなった

ました。

ロス・ラボ・オオサカ）

■名称

し、またそんな感じなんだろう、と。
■運営主体

でも、どうもそれだけではないら

5Gを体験できる施設「5G X LAB

しくて、、、「5G」が普及すると、

OSAKA」と名付けられたこのラボ

大阪市、ソフトバンク（株）、

世の中が大きく変わるらしいので

は、大阪市とソフトバンクがコラボ

AIDOR共同体（大阪産業局、

す。今までできなかったことができ

した施設で、5Gを使った技術開発を

i-RooBO Network Forum）

「大阪から新しい未来型のビジネスを生み出す！」
5G X LAB OSAKA 見学報告
ダイバーシティ推進委員会

■施設内容
＜検証ラボ ：約40㎡＞
試験用4G/5G基地局を設置
し、シールドテント内で持ち込

5Gを用いた製品やサービスを多
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作などが代表的です。私の体験は工

そこに見学者が来訪し、デモン

場の工員に扮し、ゴーグルをつけて

ストレーションを通して5Gを

クライアントから送られてきたPDF

体感できる。

のパンフレットを手で持ち上げペー
ジをめくる、というもの。事務所で

■5G体験

＜展示・体験ルーム：約240㎡＞

原

数展示、出展企業も多種多様。

み端末やコンテンツの動作検証
ができる。

委員長

5Gを利用した技術の例としては、
遠隔医療での問診や、機器の遠隔操

プリントアウトする手間が不要、パ
ンフ送信者と同時に現場を見ながら
意見交換できる、など、効率性も有

報 告 REPORT

02

効性も高まる実感を得ました。他に

ました。ダイバーシティ推進委員会

まり、TEQSの活動の発展形が「5G

も、遠隔操作でハンドルを握って自

と共鳴する気づきです。また、多様

X LAB OSAKA」であることがよく

動操縦の自動車（模型）を動かす、

な職域で活躍できる公認会計士は、

わかりました。

ゴーグルをつけてバスケットの試合

この「ビジネス創出の場」で力を発

2025年には大阪・関西EXPOが開

をその場で見ているかのような仮想

揮することが期待されているのでは

催されますので、その意味でも非常

体験する、などの体験もさせていた

ないでしょうか。このように、企業

だきました。

に期待したい施設です。

や官民の枠を超えて、人が繋がり、

■今回の見学会を終えて
今回の体験を通して、5G時代で
は、「時間と距離を超えて」「同一

テクノロジーがつながることで、大

そして、コンソーシアムのように

阪から新しい未来型のビジネスが生

複数の企業が集まっての「ビジネス

み出されることが待ち遠しいです。

創出の場」に近畿会もお手伝いさせ
ていただくことになりました。特に

空間を共有」出来ることが認識でき
ました。そして、あと２、３年のう
ちに、今までとは違う日常があちこ
ちで生まれてくるのだ、という納得
につながりました。
特に他の5G関連施設との違いは、
ソフトバンクの製品やサービスだけで
なく、他の企業や組織がいくつも参画
しており、まだこちらに出展されてい
ない企業等とのコラボも歓迎している

また、こちらの施設は実は、「ソ

今年度はプロモーションを重点的に

フト産業プラザTEQS」の一部門の

行っている期間とのことですので、

位置づけとなっています。「ソフト

ぜひ、会員の皆様も一度現地を見学

産業プラザTEQS」とは、技術で課

され、5Gの可能性と共に多様性を

題解決する人を対象とした、先端

体感していただければと思います。

技術を活用したビジネス創出支援

会員、準会員の皆様も、クライア

施設で、ビジネス開発から育成、

ントの新規事業創出支援の情報とし

実証まで、一気痛感による総合的

て、こちらの施設をご紹介・ご利用

なサポートを提供するとのこと。つ

いただければ幸いです。

オープン・ラボである点です。
「5Gと言うソリューションは、
１社だけで新しいビジネスを作り出
せるものではなく、大きな可能性を
もつからこそ、コンソーシアムのよ
うに複数の企業が集まって共同開発
してビジネス化していくのが基本型
となる。5G X LAB OSAKAは、そ
のための「ビジネス創出の場」。だ
から、ソフトバンクの取引先以外
も、大阪市以外に所在する企業等も
集まって、多様性あるつながりを
作っていこう」このお考えを聞いた
時、これが今後のビジネスの基本構
造になっていくと気づき、ハッとし

「5G X LAB OSAKA」5Gの体験と検証ができる施設
完全予約制：公式HPから予約できます
Osaka Metro 南港ポートタウン線
大阪市住之江区南港北２−１−10

トレードセンター前駅
ATC

ATC（太平洋トレードセンター）ビル

ITM棟６F

5G X LAB事務局（ソフト産業プラザTEQS） 06−6615−1000
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2020年10月６日（火）、日本監査
役協会関西支部と日本公認会計士協
会関西地区三会との共同研究会を開

り、本報告の目的について説明しま

まとめ担当者、発表者は以下の通り

した。

です。

監査会計委員会メンバーによる、

催しました。本共同研究会は、四半
世紀にわたり継続している伝統ある
研究会です。日本監査役協会 関西支
部から14名（うち、リモート参加３
名）、日本公認会計士協会 関西地区
三会から16名（うち、リモート参加
５名）のご参加をいただきました。
日本公認会計士協会近畿会

北山

会長より冒頭の挨拶があり、小職よ

項

目

Ⅰ 本報告の目的

まとめ担当者

発表者

柴原

柴原

Ⅱ アンケート項目による発表
１．会計監査人とのコミュニケーション

山添

２．監査報酬との関係について

疋田

３．KAM の決定プロセスについて

渡部

冨田

柴原

大川、村瀬

大川

５．開示について

植村

植村

６．監査報告書の改訂に伴うその他の論点について

吉岡

吉岡

４．KAM の記載事項と執行側への伝達について

日本監査役協会関西支部との共同研究会 開催報告

「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～
監査会計委員会

委員長

柴原

啓司

調査対象：日本監査役協会関西支部

ンタビューの結果をもとに、①監査

監査会計委員会は、KAM早期適

と日本公認会計士協会関西地区三

役等との連携の実態、②監査報酬へ

用会社の開示前の昨年12月、日本監

会との共同研究会メンバー、監査

の影響、③KAMの決定プロセス、

査役協会関西支部、中部支部ならび

実務部会にご登録されている一部

④KAM記載に向けた開示の見直し

に監査懇話会の監査役等の皆様にご

の監査役等約200名

等について、KAMの早期適用や試

協力いただき、KAMの検討状況に

日本監査役協会中部支部

関連するアンケート調査を実施しま

換会メンバー33名

Ⅰ．本報告の目的

した。本アンケート調査の目的は、

一般社団法人

監査役等および会計監査人の実務に

役等69名

資する情報を収集・分析し、その結

回答総数：143名

果をフィードバックすることによ

回答率：47%

情報交

アンケート調査の概要は以下のと
おりです。

る公認会計士が発表を行いました。

監査懇話会の監査

り、KAMの円滑な導入に役立てる
ことにあります。

行に際し企業と直接やり取りしてい

Ⅱ．アンケート項目による発表
１．会計監査人とのコミュニケー
ション
アンケートの結果からは、KAM

また、アンケートにご回答頂いた

の決定プロセスにおいて最も重要

監査役等のうち、８名の監査役にイ

と考えられる連携の段階は、「監

ンタビューを行い、KAMの導入に

査計画の策定時」である（アン

関する会計監査人との連携の状況や

ケート結果 50.3％）ことが示され

形式：Webアンケート

今後懸念される点などについて伺い

ています。アンケートの自由記述

実施期間：2019年12月24日から2020

ました（2020年６月〜８月実施）。

においても、監査役等と会計監査

本報告では、アンケートおよびイ

人の重点監査項目の合意をするた

年１月20日まで
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めには、監査計画時にすり合わせ

補を提示され、それをもとに議論

の関係から財務諸表注記とされて

ておくことが重要であることや、

していることが伺えます。KAMの

いるが、MD&A等の記載とも正

重点項目に対応する監査計画を監

決定プロセスにおいては、固有リ

しく関連付けられていることが重

査役が立案するのに役立つとの意

スクをもつ勘定科目、見積り項目

要です。

見もあり、参考になります。一

で金額的重要性のあるものがKAM

方、「随時」での連携として、期

候補になる可能性が高いと想定さ

中に会社の状況が変化することが

れています。ヒアリング結果から

の論点について

多く、随時のコミュニケ―ション

は、企業固有の事情により見積り

自由記述及びインタビュー結果

の重要性が示されています。ま

が難しい項目は、KAMの項目にな

からは、KAMの記載内容及び表

た、「四半期レビュー時」での連

る傾向が見受けられました。

現ぶりが投資家に対して間違った

６．監査報告書の改訂に伴うその他

携として、期末では遅いので四半

KAM項目の決定の判断は、絶

メッセ―ジにならないか、KAM

期レビュー時に執行サイドを含め

対的な重要性ではなく、企業の監

のボイラープレート化によりKAM

た連携が重要であるとの意見もあ

査における相対的な重要性の判断

の意義が損なわれるのでは、とい

りました。したがって、計画の策

で決定されるべきである点に留意

う懸念が最も多く見られました。

定段階、四半期レビュー時、随

が必要です。

時、期末監査時のそれぞれの段階
で、KAMについての連携を十分

KAMの円滑な導入のために
は、監査役等と会計監査人がコ

４．KAMの記載事項と執行側への

ミュニケーションを密にし、開示

に行うことが重要であることがわ

伝達について

に対する執行部への理解を得るこ

かります。

アンケート結果からは、KAM

とが重要です。加えて、日本公認

また、KAMの記載をより有意

の円滑な導入のためには、執行

会計士協会として、企業側の懸念

義なものとするためには、早期の

側、監査役、会計監査人の３者で

や要望をくみ取り、一体的開示に

段階で監査人から具体的な文案を

行う方法または、会計監査人から

向けた行政への働きかけ等を積極

提示したうえで、経営者、監査役

執行側に伝達する方法が有効であ

的に行うことが求められています。

等、監査人の３者による協議を実

ると考えられます。

施することが望まれます。
２．監査報酬との関係について

投資家にとってのKAMの有用

監査役様からは、わが国では有価

性を高めるためには、KAMの決

証券報告書の開示内容が限定的な記

定理由やKAMの内容だけに注目

載にとどまる中、KAMの記載内容

会計監査人との十分な協議の必

するのではなく、監査人がKAM

を充実させるためには、さらに開示

要性をあげる回答が多数ありまし

であると判断した会計処理・取

内容を充実させる必要があるとの問

た。一方、従来工数の見直しも併

引・事象等について、見解を記載

題意識が提示されました。

せて検討が必要との回答も見受け

することが望まれます。

士協会が公表した『「監査上の主要

られました。
KAMの協議に伴う監査工数の

本研究会の開催後、日本公認会計

５．開示について

な検討事項」の早期適用事例分析レ

増加については、日ごろから報酬

早期適用している会社において

ポート』（監査基準委員会研究資料

内訳に関する合理的な説明を尽く

は、MD&Aの「重要な会計上の

第１号）の内容を加味し、日本監査

しておき、KAM導入に伴って記

見積り及び当該見積りに用いた仮

役協会関西支部主催の講演会（同協

載される監査手続の内容に関し、

定」において、棚卸資産の評価方

会HPにて配信）において、講師を

十分に説明し理解を得ておくこと

法やセグメントごとの帳簿価額、

務めさせていただきました。本講義

が重要です。

リスクの内容について記載し、当

の内容は、日本公認会計士協会の会

該開示をKAMに記載した事例が

員向けにも配信する予定ですので、

見られました。

ご視聴いただければ幸いです。

３．KAMの決定プロセスについて
インタビューから、監査役等

開示の見直し検討に際して、

は、会計監査人から複数のKAM候

KAM項目の参照先は、監査意見と
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ご存じの方も多いと思うのです

である（株）イグニスの常勤監査

IPOを２社も経験されているとい

が、「監査役ニュース」という会計

役、2018年に監査役支援を専門とす

う若手会計士やこれから公認会計士

分野で有名なブログがあります。こ

る大杉公認会計士事務所を立ち上

を目指す方にはお手本になるような

のブログを書かれている大杉泉先生

げ、日本で唯一の監査役サポート

稀有な経歴をお持ちです。

が初めての著書を出されましたので

サービスを提供されるとともに、

著書「ベンチャー企業・中小企業

読んだところとても面白い内容でし

Yahooのトップページの左下にリン

のための監査役・監査等委員の教科

たので、この本をベースにした研修

クがある飲食店予約サイトのRetty

書」は教科書通りのことができない

をお願いいたしました。

（株）の監査等委員、データマネジ

会社の監査役はどうすればいいのか

メントプラットフォーム事業の最大

という視点で書かれたおそらく唯一

手である（株）インティメート・

の書籍です。すでに監査役に就任さ

大杉泉先生は2008年に公認会計士

マージャーの非常勤監査役に就任さ

れている方だけでなくこれから監査

試験に合格され、あずさ監査法人横

れました。そして、この２社が2019

役に就任される予定の方、IPOに携

浜事務所に入所されました。その

年と2020年に相次いで東証マザーズ

わる監査法人の方や独立会計士の方

後、2014年に東証マザーズ上場企業

に上場しています。

にも役立つお勧めの本です。

１．講師のご紹介

組織内会計士委員会セミナー報告
組織内会計士委員会

２．研修の内容

副委員長

川瀬

敬義

①監査役の会社との関係は委任であ

もあります。ただし、時短勤務が

公認会計士がIPOを目指すベン

り雇用ではありません。よって育

問題になるような話はあまり聞き

チャー企業や中小企業の監査役・監

児休業給付金制度の対象外です。

ません。また、最近では必ず専業

査等委員に就任する場合の留意点が

言われてみれば当たり前なのです

でなければならないという考え方

メインの話でした。他ではなかなか

が、特に若い人が就任した場合に

は減ってきているようです。

聞けないような内容をいくつかご紹

は意外に気づかない事項です。

介いたします。

20

JANUARY 2021

18840

③監査役会設置会社と監査等委員会

②監査等委員会設置会社では常勤は

設置会社の組織選択について、計

法定されていません。しかし95％

画を考える人と実行する人が同じ

以上の上場企業には常勤者はい

「マネジメント型取締役会」は監

て、特にIPO企業については強く

査役会設置会社が向き、執行役員

求められています。

などを置いて計画を考える人と実

「常勤」の概念について証券会社

行する人を別にした「モニタリン

により判断のばらつきがありま

グ型取締役会」は監査等委員会設

す。過去の事件（FOI事件）の裁

置会社が向くといわれています。

判例により週に３日以上会社に来

「役員の数を減らせる」「任期が

ていることは最低条件ととらえら

短い」などの理由で監査等委員会

れていますが、通常の従業員と同

にしてしまうこともありますが、

じく週５日勤務を求められる場合

社長が自分でやりたいというよう
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なベンチャー企業には合わないと

を光らせることも大事です（さ

ていい」と返されてしまいます。

もいえます。

ぼっていたり自分が執行していた

⑬監査役がストックオプションをも

④IPOを目指す企業は資金調達意欲が

りすることもあるからです）。

らうことはいろいろな考え方があ

旺盛です。ここに関しては専門知

⑨従業員と仲良くなることは情報取

ります。IPO時は問題になること

識が必要なのですが社内には他に

得の観点から大事です。立場をわ

も考えられますが、上場企業では

わかる人がいないことも多いため

きまえた付き合いなら何ら問題が

一般的になりつつあります。日本

公認会計士としての力が生きます。

ありません。監査役は何をするべ

監査役協会における監査役の使命

⑤就任してはいけない会社として、

き人なのか知っている人はいない

は「企業価値の中長期的向上」で

「監査役をスタッフと勘違いして

ので積極的に情報発信して知って

ありそのためには健全なリスクテ

いる会社」があげられます。例え

もらうのがいいです。

イクが必要です。株価に興味がな

ば人事「担当者」が選考をしてい

⑩監査役監査や内部監査が不十分で

いのなら「リスクは一切取らせな

る場合がありますが、従業員が役

IPOがリジェクトされた事例もあ

い」が監査役としての正解になっ

員を選考するようなことは通常あ

るようです。

てしまうので自社の株価に興味を

りえないことですのでそのような

⑪書類作成の手伝いは極力避けるべ

持つためにもストックオプション

オファーがあっても避けるべきで

きです。自己監査になりますし、

を持つことは悪いことではありま

す。また条件面で「Ⅰの部作成」

安く質の良いものが出来上がって

せん。

など監査役が行うことができない

しまうので来年以降も自分がやっ

業務を当たり前のように書いてき

てしまうことになってしまいま

ている会社もありますが同様に避

す。このような場合は、業務委託

２時間という短い時間ではありま

けるべきです。

として他の公認会計士に入っても

したが、実務を経験したからこそわ

⑥報酬の安い会社の監査役への就任

らうのがベストの選択です。ただ

かる実情と対策を多岐にわたって教

はお勧めできません。後でドカン

し、指導の一環として方向性を示

えていただき気づかされる点が多く

と報酬をあげてもらったらいいと

すことは有用です。これらのこと

ありました。研修を受けた後に改め

思う人もおられますが、実例とし

は執行側の役員にできるだけ早く

て著書を読んでみたのですが、「普

て多くなく報酬が安い会社はガバ

（就任前に）認識してもらう必要

通の書籍には載っていないけど、と

ナンスへの興味が薄いとも言え、

があります。

ても重要」と思う項目が書籍にも書

３．研修を受けての感想

次の人も見つけにくいからです。

⑫報酬上げの交渉は予算作成のタイ

かれていますので監査役や監査等委

⑦就任したら監査法人・証券会社や

ミングでおこないましょう。その

員になられる方には是非手に取って

顧問弁護士・税理士・社労士など

際に「これだけやるからあげて」

いただきたいと思います。

の会社にかかわる他の専門家には

というのは悪手です。「やらなく

何かあったときに直接コンタクト
をとれるように挨拶しておくべき
です。なお、会社から挨拶を勧め
られることは少ないため自分から
言わないといけません。
⑧監査役会の開催頻度は法定されて
いないのですが、IPO準備企業で
は月１回以上の開催を指導される
ことが多いです。特に議題が無く
ても社内の様子などを話しておく
とよいです。ここでは、常勤監査
役がきちんと仕事をしているか目
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皆様、明けましておめでとうござ

そこで、今回はそんな家事分担の

当セミナーは子育てをしながら働

います。「子育てパパ会計士の日

ノウハウを学ぶべく、筆者がとある

いている家族、もしくは育休取得中

常」の寄稿も隔月掲載で第６回を迎

セミナーを受講して参りましたの

の家族を対象にWeb形式で開催され

え、ちょうど一年間継続することが

で、その内容を皆様に共有させて頂

ました。私が参加した会では、自分

できました。まだまだ続けていきた

きたいと思います。

の家族以外に５組のご家族が参加さ
れており、いずれもまだ小さいお子

いと考えておりますので、本年もお
『家族力アッププログラム

します。

イミリータイムマネジメント

なさっているご家族ばかりでした

〜家族の家事分担を考える〜』

（我が家の子供（８歳、５歳）が一

主催者：大阪市男女いきいき財団

番大きかったと思います）。また、

さて、前回の記事では「名もなき
家事」を取り上げさせて頂きました。

ファ

さんを抱えて家事や子育てにご苦労

付き合いのほどよろしくお願いいた

令和２年度

夫婦で参加されているところは我が

たり前なものとして周りから認められ

女性の多様なチャレンジ

家含め２組のみで、他は奥様のみ参

ず、特に事前に分担したわけでもない

に寄り添う学びと社会参

加されていました。

のに妻の仕事となりがちなため、うま

画支援事業』

『文部科学省

家事は必要な作業量の割に、やって当

く家庭内で分担しないと妻のストレス
の原因や、下手をすると家庭不和にま

講

師：藤本理恵先生（キャリア
コンサルタント）

で繋がりかねません。

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６回 家事分担を考える
ダイバーシティ推進委員会

○目的

・学校教育で男子は技術科、女子

家族が笑顔で暮らすために、家

は家庭科

事分担を切り口にして、考える・

・各家族のチーフリーダーは所得

話し合うきっかけづくりとし、そ

を得る夫、サブリーダーは家事

れを実践できるようにする。

労働を行う妻と位置付け（1968

○問題提起

上記の問題を解決するために…
・家事をしない日を作る
・家事を完璧にやらないと、とい
う気持ちを捨てる

育局）

⇒いずれも妻が勝手に行うのでは
なく、パートナーに思いを伝

○最近の動向

・働き方改革

の時代背景や日本の制度に起因し

・男性の家事育児への抵抗感の減少

ている。

・ニーズに合った家事代行サービ

・性別役割分業の考え方

JANUARY 2021

○参加者によるアイデア

え、共有しながら実施すること
が重要。

が少しずつ進められている。

問題の背景の一部は、これまで
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・それぞれが得意なことを担当する

男女平等を前提とした働きかけ
○問題の背景

竹中

年「家族の設計」文部省社会教
例えば、「女性ばかりが家事を
している」ケースについて

副委員長

18842

スや保育サービス

○考え方を変えてみよう
①できることからやってみる／
やってもらう
・家事をほとんどやっていないか

報 告 REPORT

らといって、家事が不得意とは

○家族力を高めよう
①パートナーの考えを知る

言えない
②最初はできなくて当たり前
・自分に、そしてパートナーに、
完璧を求めない
③やっているからこそ失敗もする
・失敗を責める前に、やっている

②パートナーに自身の考えを伝え
る

05

○最後に、「わかっているけど、つ
い悩む」
自身の仕事・生活に悪影響を与
えないような気持ちの持ちようを

③我が家にとっての家族力（自分

探ってみる。その都度、パート

たちらしさ）とは何かを考える

ナーと悩みを共有し、長いスパン

④①〜③を粘り強く繰り返す

でキャリアを考え支え合う。

ことを認める

当セミナーに出席した感想です

が捨てきれないため、夫に中途半端

大阪市男女いきいき財団では他に

が、家事分担をテーマに掲げられて

に家事をされると逆にストレスにな

も複数のセミナーを開催されていま

いるものの、全家族に共通した確た

るというご意見などがあり、なかな

すので、ご興味のある方は以下のリ

る答えはないため、夫婦間における

か一筋縄ではいかない難しい問題だ

ンク先よりHPをご確認ください。

（特に妻の）悩みや思いをお互いに

な、と改めて感じました。

もっと共有し、また他の家族の成功

セミナーの中では、パートナーに

事例等も参考にして、もっと気楽に

思いを伝えることの大切さについ

家事をやりましょう、という講師か

て、講師から語られることが何度も

らのメッセージを感じました。

ありました。私も同意見で、例え

一方で、参加者の中には、夫側の

ば、このようなセミナーに夫婦そ

問題として、職場環境の事情により

ろって出席することが、お互いを理

どう考えても時間を捻出できない

解するための第一歩なのかもしれま

ケースや、妻側の問題として、「家

せんね。

（参考サイト）
・大阪市男女いきいき財団HP
https://danjo.osaka.jp/index.html

事を完璧にやらないと」という思い

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、何でも結構ですので、
コメントをお待ちしております。コメントはこちらから
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寄稿

CONTRIBUTION

01

書評：小澤義昭著

監査実施プロセスの理論と実践
富田
第３章

真史

アサーションと監査上の重

１．小澤先生のご経歴と書評を
寄稿するにあたって

２度目のニューヨーク駐在時には、

本書の著者である桃山学院大学経

J. Whitman School of Management

営学部の小澤義昭教授は、国内の大

at Syracuse University）を修了され、

手監査法人の大阪事務所と東京事務

会計学修士の学位を取得されていま

所において35年間（このうち２回・

す。当時は、米国法人における日系

計６年間のニューヨーク事務所駐在

企業全米統括パートナーとして多忙

第６章

リスク評価手続

もご経験されています）監査実務に

を極められていた時期であったと思

第７章

リスクに対応する手続

従事されたのち、監査法人を退職さ

料しますが、そのような中でも学位

第８章

会計上の見積りの監査

れてからこれまでの８年間は大学教

（それも米国の修士号）を取得され

第９章

グループ監査

員・研究者として監査実務と監査理

たということには感服いたします。

第10章

デジタル監査

論研究の融合をテーマに研究を進め

本書はその小澤先生の長年の監査

終

本書の要約と今後の展望

要性の判断

シラキュース大学経営大学院（Martin
第４章

監査業務の受入れおよび継
続における契約リスク

第５章

監査の基本的な方針と詳細
な監査計画

章

実務上のご経験と研究者としての知

てこられました。
小澤先生は関西学院大学商学部で

見に基づいてまとめられた、実務書

公認会計士試験の監査論試験委員も

と理論書の両面を併せ持った書籍と

された同大学名誉教授の石田三郎先

言えます。

上記の１でも記載した通り、本書
は小澤先生の長年の監査実務上のご
経験と研究者としての知見に基づい

生のゼミのご出身で、私にとって大
先輩にあたります。また、監査法人

３．本書の特徴

２．本書の構成

てまとめられており、実務書と理論

に勤務されていた時代は、私の上司

本書は以下のような章立てとなっ

書双方の性質を併せ持った書籍とい

でもありました。時に厳しく、時に

ており、主に第１章から第３章では

う特徴があると言えます。具体的に

温かく、数々のご指導を賜りまし

監査実施上の基礎となる概念の解説

は、各章において関連する監査理論

た。今般、私が近畿会の監査会計委

が、第４章以降では具体的な監査の

の紹介やわが国の監査基準委員会報

員会副委員長を拝命している関係か

実施プロセスを項目ごとに解説する

告書や米国公認会計士協会（AICPA）

ら書評のご依頼を頂戴し、僭越なが

形式がとられています。

の監査基準書といった監査基準の概
説といった理論書としての解説が行

ら寄稿させていただくものです。
小澤先生は監査法人在籍時から関

序

章

本研究の概説

われていることに加え、「監査の失

西大学会計専門職大学院等でも講座

第１章

職業的懐疑心と独立性

敗事例」に関する実務的な考察が行

をご担当されるなど、監査実務のみ

第２章

監査アプローチの変遷とビ

われています。「監査の失敗事例」

ならず会計教育や監査論研究にも精

ジネスリスク・アプローチ

については、公認会計士・監査審査

力的に携わってこられました。特に

の概要

会が実施した監査事務所に対する検
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査結果をもとにした「監査事務所検

私も通読する中で改めてその大事さ

査結果事例集」に加えて、関連する

について考えさせられるものでした。

本書はそのような「理論研究はよ
くわからない」という実務家が監査

内容については、オリンパス事件や
ワールドコム事件といった新聞紙上

られています。

４．最後に

理論や研究者に対する関心を高める

を賑わせたような不正事例に関する

本書はこれまで述べてきた通り、

こと、「監査実務はよくわからな

先行研究の調査内容等も取り上げた

監査実務と監査理論の両面を融合し

い」という研究者が監査実務に対す

うえで、小澤先生の実務経験も踏ま

てまとめられた実務書と理論書双方

る関心を高めることの一助となる貴

え、監査実務上起こりやすいと考え

の側面を持つ書籍といえます。小澤

重な書籍であると考えます。本稿を

られる失敗の原因や背景について考

先生は常々、「監査の発展には、実

お読みの会員の皆様もぜひ一度手に

察がなされています。また、各章に

務家と研究者の協力・連携が大事で

取っていただき、ご一読いただけれ

おいて「結び」が設けられ、各章が

ある」ということをおっしゃられて

ばと思います。また、本書を通じ

対象としたそれぞれの項目について

おり、わが国においては、実務家で

て、わが国においても実務家と研究

の要約が記載されているほか、現在

ある私たち公認会計士と、研究者で

者の相互理解が進み、わが国の監査

の監査実務が抱える問題や今後の課

ある大学教員との間で十分な協力態

がより発展していくことを切に願い

題についての見解が述べられています。

勢ができていないこと、これを改善

ます。

研究者の方が監査理論を概説する

する必要があることを問題意識とし

ことに主眼を置いた研究書や、実務

て持っておられます。特に、小澤先

家の方が監査実務の解説や諸問題の

生は日米両国において監査実務と理

提起に主眼に置いた実務書というの

論研究の双方についてご経験されて

はよく見かけられますが、本書のよ

おり、「米国では実務家と研究者が

うにバランスよく両者について記載

協力しながら監査はどうあるべきか

されている書籍は、私自身これまで

を考えているのに、わが国ではお互

あまり目にした記憶がありません。

いに『相手が理解してくれない』と

また、「結び」をはじめ、監査実務

言う人が多く、なかなか協力が上手

に関する解説についても、小澤先生

く進んでいないように見える」とい

の長年のご経験に基づいた意見が述

うことを大変危惧しておられまし

べられており、特に監査実施プロセ

た。また、相互に協力できる環境を

ス全体における職業的懐疑心の重要

整えるには、実務家と研究者双方が

性・職業的懐疑心＝「プロ意識」と

お互いを理解し、尊重・リスペクト

いう小澤先生の考え方については、

しあえることが肝要だともおっしゃ
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「会費減額の特例に関する意見」の本部への提出について
副会長

安井

康二

2020年４月以降、会員が公認会計士としての業務を行わない場合に、会費（普通会費及び地域会費）を減額する制度
（以下「会費減額の特例」※という）の適用が開始されています。（※災害、疾病、出産育児等の「会費の徴収猶予、
減額又は免除」等とは異なる制度です。）
しかし、適用開始以降、近畿会役員会の審議事項に提示された会費減額の特例対象者を検討、審議する過程におい
て、複数の役員から運用上、制度上の疑問が度々示されていました。
一方、協会本部では、「財政構造改革プロジェクトチーム（以下「PT」という）」が立ち上がり、「会費構造の見直
し」が検討対象になっており、北山会長もPTの構成員となっています。そこで、今回のPTでの検討に際し、その包含
する問題点について十分に議論されることを目的として、10月度及び11月度の役員会において、「会費減額の特例に係
る諸議論への対応について」を協議事項として議論し、その議論を取りまとめた文書（以下「特例に関する意見」とい
う）を、北山会長が11月26日付でPTへ提出いたしました。

「特例に関する意見」の概要
【意見】
■会費減額の特例制度導入の政策目的を今一度点検、明らかにし、それに沿った制度設計になっている
か、また、具体的な効果を上げているかどうかを検討すべきである。
■現状制度を継続する場合であっても、不適切な申請を生じさせないような運用手続を構築すべきである。
■上記の検討については、期限を設けて確実に実施すべきである。
【理由】
今回の会費減額の特例制度の導入は、「持続可能な協会財政の在り方に関する提言（以下「提言」とい
う）」（2018年11月27日）によれば、「監査法人を退職した比較的若い会員で、退職後に事業会社等へ
の就職を機に退会する例が増加している。…退会を希望する会員を対象に行うアンケートにおいては、
退会の理由として会費負担（費用対効果）を挙げる会員が一番多い状況（回答者の約６割）にある」
（提言P10）という実態があることが契機となっている。
また、もともとの減免制度の特例として、「65歳以上で公認会計士としての業務に従事しておらず今後
もその予定がないと見込まれる」場合に減免を認める制度が存在していたが、当該制度は、実際に相応
の年齢に達し、そもそも就業されていないケースを主に想定されていたと考えられる。今回の制度改定
で、年齢制限が撤廃されているが、従来の制度申請者は新制度においても特例の対象となる。
そして「多様な分野で活躍する会員への支援を行っていくために、資格維持のためのコストは会員が均
等に負担すべきとの基本的な考えの下での特例として、公認会計士業務としての業務に従事していない
会員について普通会費の減額を行うべき」（提言P15）との考えに基づいて導入された。
以上の経緯からすると、従来の65歳以上特例制度利用者を包含しつつ、事業会社等への就職の際に会費
負担と資格維持とを比較考量して退会を選択することを防ぐことがもともとの導入の理由、制度趣旨で
あると考えるが、CPE制度上定義される「公認会計士としての業務を行わない」とされる会員全体に
「多様な分野で活躍する会員への支援」という包括的な目的での会費減額の特例を適用しているため、
仮に減額しなくとも、退会せず資格維持を選択すると思われるような会員に対しても減額制度が適用さ
れる制度設計になっている。つまり、「事業会社等へ就職する比較的若い会員の会費負担の軽減による
退会抑制」という意図された政策目的から乖離された状況を生じさせているのではないかと懸念する。
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また、同制度を継続する場合においても、今後の制度対象者・申請者の増加を考えた場合、不適切な申
請手続を生じさせないような、運用を行う必要がある。例えば、「公認会計士としての業務に従事して
いない」ことのみを要件とする場合、現状要求される提出書類は「申述書」のみである。別途の客観的
に確認できる書類（所得の状況の説明資料等）の提出を求めるといった、不適切な申請を牽制する仕組
みを設ける対応が必要ではないか。
なお、当年度は特例制度適用初年度であり、仮に大幅な見直し（会費規則の改訂）となる場合、最短で
も次年度の総会での規則変更、再来年度の適用となる。制度目的の達成状況の見極めにある程度の時間
が必要との考えもあるが、制度対象者が年々増加することを鑑みると、本議論の検討を、期限を設けて
確実に実施する必要があると考える。

上記「特例に関する意見」には、役員会での議論や役員等から個別に寄せられた意見を集約した資料も添付していま
す。提出した原本については、近畿会HPに掲載を予定しています。
近畿会の議論においては、会費減額の特例に課題があることについては共有されたものの、特例制度そのものへの反
対意見から対象範囲の見直し等、様々な意見が出ており、今回のPTへの意見については、「導入趣旨からの乖離の懸
念」「制度運用上の懸念」「検討期限の必要性」を示すにとどめています。
しかし、協会本部においても他地域会等からも課題提起されていることもあり、PTにおける議論では、会費そのもの
の在り方も含め、この課題について真摯に取り上げていただく方向になっており、今回の意見提出はその後押しになっ
たと考えています。
PTにおける議論は継続されますが、今後の議論に役立てるため、近畿会会員の皆さまも、当該特例制度に対するご意
見がございましたら、近畿会事務局（Email：kinki@jicpa.or.jp）までお寄せください。

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

18847

JANUARY 2021

27

第55事業年度 第７回
場

定例役員会報告

日 時：2020年11月５日（金）18時〜20時25分
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：41名、内オンライン参加18名（役員数43名）

審

議

事

項

第１号議案 会費免除について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
会員１名から疾病を理由として会費免除の申請があった。会費規程第７条第１項第二号に該当するため、近
畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの提案説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

第２号議案 会費減額の特例について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．提案者より、会員５名から一般事業会社等に勤務していることを理由として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したいとの提案
説明があり、審議の結果、原案通り承認された。
２．提案者より、会員１名から公認会計士としての業務に従事していないことを理由として会費減額の特例の
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した
いとの提案説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

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。
会費減額の特例に係る諸議論への対応について、前回定例役員会での協議事項でのご意見及び意見募集での
コメントを反映させた文書を作成したので、ご意見をいただきたいとの説明があった。続いて安井副会長から
文書の要旨について説明があり、本文書は、北山会長を通じて協会本部の「財政構造改革プロジェクトチー
ム」に提出するとの説明があった。活発な議論がなされ、協議が終了した。

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10月の報告があった。
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る。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。
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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る。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る。
協会本部では、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る。これらの検討状況
については適時報告していくので、会員の皆様のご意見をお聞かせいただき本部に伝えていくのでご協力いた
だきたい。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

井上

浩一

（報告内容）報告者より、10月８日開催の常務理事会及び10月９日開催の理事会報告があった。
【常務理事会：審議事項】
１．総合戦略・企画・コミュニケーション担当副会長からの意見具申『「危機管理基本方針」の策定』に関
する件
２．倫理委員会からの公開草案『「職業倫理に関する解釈指針」の改正について』に関する件
３．監査基準委員会からの意見具申『監査基準委員会研究資料「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例
分析レポート』に関する件
４．監査基準委員会からの公開草案に関する件
（１）監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」等の改正について
（２）監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等の改正について
（３）監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」等の改正について
【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．ウェブサイト「IPOを目指す企業の監査の担い手となる中小監査事務所リスト」の開設に関する件
３．第41回研究大会（オンライン研究大会）結果報告に関する件

第３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、新年賀詞交歓会の開催について報告があった。（後日、開催中止が決定された。）
（日

時）2021年１月７日（木）

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

（会

費）無料

第４号 経理部報告
（報 告 者）経理部長

髙見

勝文

（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．2020年度中間収支計算書について
２．各部・委員会の予算執行状況（中間）
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第５号 中間監事監査報告
（報 告 者）監事

松山

治幸

（報告内容）報告者より、10月28日中間監事監査の結果報告について報告があった。

第６号 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

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

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、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。
◇（和歌山簡易裁判所）鑑定人候補者の推薦
◇（大阪市）ESCO事業提案評価会議委員の推薦
他４件

第８号 監査会計委員会報告
（報 告 者）監査会計委員会委員長

柴原

啓司

（報告内容）報告者より、関西地区三会と(公社)日本監査役協会関西支部との共同研究会の実施結果について報告
があった。
（日

時）2020年10月６日（火）14:00〜16:00

（場

所）近畿会 研修室（Teams併用）

（テーマ）「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〜 」
（出席者）関西地区三会

出席16名（内リモート参加５名）

（公社）日本監査役協会関西支部
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出席14名（内リモート参加３名）

第55事業年度 第８回
場

定例役員会報告

日 時：2020年12月３日（金）15時〜17時
所：大阪国際ビルディング 17階 1705室 ／ 出席者：37名、内オンライン参加13名（役員数43名）

審

議

事

項

第１号議案 会費免除について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
会員３名について、勤務者においては勤務先への休暇届（写）、非勤務者においては申述書及び母子手帳
（写）を添付の上、出産・育児の為の会費免除の申請があった。会費規程第７条第１項第三号に該当するた
め、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果承認された。

第２号議案 会費減額の特例について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
会員１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。

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。
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あるが、11月に感染者が急
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る。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とし、現状が収束するまでは、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対応してい
くこととしている。
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、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るところである。当事業年度から適用されてい
る特例制度が、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る。
本部では、第55事業年度の事業計画に基づき、プロジェクトチームで以下の検討を行っている。
・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）
会員から意見を頂き、近畿会及び本部の活動に活かしていくので、ご協力頂きたい。
２．「『会費構造の見直し』の検討における『会費減額の特例』に関する意見」について
役員会で、協議した内容を意見書に纏めた旨報告があり、詳細については安井副会長から、資料に基づ
き説明があった。
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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、11月19日開催の常務理事会及び11月20日開催の理事会報告があった。
■会長報告
１．会長動静
・株主総会のデジタル化、会社法・金商法決算書類の一元化に向けた協議
２．監査基準の改訂
・11月11日「「監査基準の改訂に関する意見書」の公表」を受けて、会長声明を発出
■常務理事会審議事項
１．監査・企業会計・企業情報開示担当副会長からの意見具申『IFRS財団市中協議文書「サステナビリ
ティ報告」に対するIFRS対応方針協議会からの意見提出』に関する件
■常務理事会報告事項
１．上場会社監査事務所名簿等の開示に係る運用方針に関する件
■理事会審議事項
１．IFAC Board理事に就任した本会会員の役員会傍聴に関する件
・IFAC Board理事にJICPA役員以外の者が就任したことにより、当該会員との連携を強化するため、役員
会の傍聴を認める。
■理事会報告事項
１．研修不適切受講への対応に関する件
２．企業会計審議会総会・会計部会の会議報告及び会長声明の報告に関する件
（１）監査基準の改訂について
（２）国際監査基準の最近の改訂について
（３）監査に係る国際的な基準設定主体のガバナンス改革
（４）会計・監査を巡る諸外国における動向
３．ハロー！会計オンラインの開催報告に関する件

第３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、大阪弁護士会との定例懇談会の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年11月９日（月）18:00〜19:00

（場

所）大阪弁護士会館

（テーマ）「AIと専門職（現状と未来）」
（出席者）近畿会７名、大阪弁護士会８名

第４号 厚生部報告
（報 告 者）厚生部長

荒井

巌

（報告内容）報告者より、「第11回近畿C.P.A.ゴルフ選手権」の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年11月28日（土）09:04スタート

（場

所）泉ヶ丘カントリークラブ

（参加者）51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、以下について報告があった。
１．関西大学での公認会計士講演会（近畿会会長特別講演会）の実施結果について
（日

時）2020年11月６日（金）14:40〜16:10

（テーマ）「公認会計士の職業について」
（対

象）商学部１回生：約100名

２．コロナ過での広報活動への取組について
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第６号 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

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

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、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

大阪府立農業公園指定管理者選定委員会委員候補者の推薦

他１件

第８号 非営利会計委員会報告
（報 告 者）非営利会計委員会委員長（公益法人専門委員会委員長）小幡

寛子

（報告内容）報告者より、大阪府総務部公益法人グループとの意見交換会の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年11月20日（金）14:00〜16:00

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）「①昨年度の立入検査結果を踏まえて、②公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会
議の状況、③その他（新型コロナウイルス感染症関連の問合せ等）」
（出席者）非営利会計委員会公益法人専門委員会

10名

大阪府総務部法務課公益法人グループ

３名

第９号 経営委員会報告
（報 告 者）経営委員会委員長

安井

聖美

（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．近畿財務局との意見交換会の実施結果について
（日

時）2020年11月16日（月）16:00〜18:00

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）「地域金融機関の金融仲介機能の発揮について」、「中小企業支援における公認会計士と金融機関
との協調について」
（出席者）近畿財務局理財部２名、追手門学院大学経営学部長
近畿会経営委員会10名（リモート参加２名を含む）
２．三会協働知財支援プロジェクト（近畿会・日本弁理士会関西会・大阪弁護士会主催）「企業力向上セミ
ナー2020」の実施結果について
（日

時）2020年12月１日（火）17:30〜19:30

（実 施 方 法）オンラインセミナー
（講演テーマ）「

先駆者

尼崎信用金庫による企業の知的財産・技術力・経営力の見極め〜事業性評価への

取組及び融資のポイント〜」、「優れた技術を生かした事業の創出と成長に向けて〜科学技術
への投資の取組及び出資のポイント〜」
（パネルディスカッション）「資金調達時における専門家との関わり方について」
（出

席

者）大阪弁護士会13名、日本弁理士会関西会50名、近畿会20名、その他99名
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地区会

REPORT

01

和歌山地区会

令和２年度 ゴルフ会・研修会・年末懇親会報告
和歌山地区会

会長

山中

盛義

和歌山地区会

親睦ゴルフ会の後、会場を「SHI-

その後は、３名は二次会となり、

では、毎年恒例

RAHAMA KEY TERRACE ホテル

ホテル内のバーにてウイスキー等を

になりました南

シーモア」に移し、研修会及び懇親

飲みながら、懇親を深めました。

紀白浜での親睦

会の開催となりました。研修会は、

コロナ禍のなか、翌朝のバイキン

ゴルフ会・研修

講師を地元会員の「宮本 亘先生」に

グ形式が気になりましたが、皆さん

会・年末懇親会

お願いし、『近畿財務局による「地

マスク＆手袋着用で食材を取る形

を令和２年12月

方公共団体の財務状況把握」の紹

で、間隔を空けたテーブルでの食事

４日（金）に南紀白浜で開催いたし

介』をテーマに講演していただきま

で、対策は十分だったと思います。

ました。第３波のコロナ禍で、開催

した。講師の宮本 亘先生は最近まで

なお、地域共通クーポンも頂戴

に不安がありましたが、和歌山では

当該近畿財務局にて当該業務に携

し、みなさんお土産等に充当され、

それほど拡大しておらず、十分な対

わっておられ、財務局がどのように

地域経済の活性化につながったと思

策をとれば大丈夫であろうとのこと

各自治体の財務状況を把握し指導等

います。

で、GO TO キャンペーンにも乗っ

しているのかにつき公認会計士に比

かり、予定通り開催いたしました。

較的身近な問題を説明いただき、例

当日９時過ぎより、研修会及び懇

示が身近な和歌山市や泉佐野市であ

親会に先行して、恒例の親睦ゴルフ

り、非常に有意義な研修会になった

会が南紀白浜ゴルフ倶楽部で開催さ

と思います。

れました。当日は温かく、風もない
絶好のゴルフ日和でした。参加人数
は例年に比べ少な目の４名でした
が、コースも平日のせいか比較的空

和歌山地区会では、いつもは参加

いており、参加者全員、気兼ねなく

される先生方の日程が合わず、少し

思う存分打つことで、日頃のストレ

寂しい研修会・年末懇親会になりま

スや運動不足を多少なりとも解消で

したが、新規会員も増加する中、ぜ

きたのではないでしょうか。

ひ来年は10名以上の参加を目指し

写真は、プレイ終了後に撮影した

研修会に引き続き、お楽しみの懇

たいと思っておりますので、和歌山

ものですが、皆様の表情に疲労感は

親会となり、稲田稔彦会員の乾杯の

地区の会員の皆様、ご参加の程よろ

あまり感じられません。

音頭で開宴となり、地元名産の「く

しくお願いいたします。

え」・「鮑」等に一同舌鼓をうち、
コロナ禍ではありますがにぎやかな
うちに終了しました。当初は８名参
加の予定でしたが、急遽１名の欠席
となり、７名の参加となりました
が、研修会の内容や、和歌山地区会
の歴史などに話が弾んだところです。
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厚生部

REPORT

01

ハイキング部報告
京都の紅葉狩り（参加者：会員12名、非会員５名、計17名）
辰巳

八栄子

11月29日（日）、京都の紅葉狩り

東福寺からは、東大路を上り、三

今回は、時間の都合で蹴上から京

ハイキング。この季節にしては暖か

年坂、二年坂、ねねのみちを経て八

都市役所前まで地下鉄を利用して、

で、曇り空ながら時々日の差す絶好の

坂神社、円山公園を抜けて永観堂

10キロほどの街歩きコースでした。

ハイキング日和となりました。

へ。道中もあちらこちらで紅葉が見

久しぶりに参加した私もおしゃべり

られ、時々差す日の光に照らされる

を楽しみながら運動不足を解消する

紅葉した木々は本当にきれいで、お

ことができました。ハイキングに合

９時に東福寺駅を、紅葉の東福寺を
目指す人波に混ざって出発しました。
東福寺には境内を東西に横切るよう

天気に恵まれてよかったとハイキン

わせて、ご褒美のグルメが用意され

に渓谷があり、その上に架かる３つの

グ部員の日頃の行いに感謝しながら

ているところも大きな魅力です。鈴

橋からの紅葉の眺めで有名とのことで

何枚も写真を撮りました。

木会員がいつも素晴らしい企画を用

す。谷に広がる紅葉は見事でしたが、

永観堂は、回廊から眺められる庭園

10月下旬からの気温の乱高下の影響か

や臥龍廊、放生池など見どころが満載

落葉した木もあって、絶景にはもう少

でした。紅葉がちょうど見頃で、どこ

しという印象でした。

をとっても絵になる景色でした。本尊

意して下さっています。興味のある
方はどうぞご参加ください。

の「みかえり阿弥陀」は穏やかな表情
でとても美しかったです。

興福寺集合写真

ハイキング後のお楽しみの昼食
は、京都市役所近くの「シェモア」
でフレンチ。なかなか予約の取れな
いお店ですが、貸し切りにしていた
だき、手の込んだお料理をゆっくり
堪能できました。

レストラン・シェモア集合写真
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2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

2020年は新型コロナウイルスに振り回された１年でした。コロナの感染拡大は私たちの生活様式を一変させました。外出自
粛・制限や「三密」の防止により、リモートワーク、Web会議、オンライン研修などに迅速に対応することが求められ、新た
な働き方、仕事の進め方、会務業務の遂行を進めてきました。
2021年３月期は、会計監査のさらなる信頼性確保に向けて監査の透明性の向上を図るため、「監査上の主要な検討事項
（KAM）」が導入されており、また、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」も適用されます。コロナ禍により企業を取
り巻く環境の不確実性が増し業績の悪化や将来予測が難しい状況の下で、KAMの導入、会計上の見積りの開示、事業リスク情
報の記載等に対応する必要があります。３月決算の場合、期末に向けて決算方針等の打ち合わせ、KAMの具体的な文案の作
成、関連する情報開示等について、経営者・監査役等とコミュニケーションを深めることが重要であり、監査人の力量が試さ
れ、指導性の発揮が期待されています。昨年度はコロナの緊急事態宣言により急にリモートワークに切り替える必要がありまし
たが、今年は前年の問題点を振り返り、決算・監査スケジュール、監査手続きなど、監査チーム内、被監査会社と十分に協議し
て、準備を周到に進める必要があります。監査品質を確保するため、リスクアプローチをさらに徹底し、現地現物の確認とデジ
タルの活用、対面とリモートワークの併用など、効果的効率的な監査業務の進め方、エンゲージメントの管理方法、監査プロセ
スの見直しも求められています。コロナ禍は、新たなワーク・ライフスタイルへの対応、「これからの監査の在り方」を検討す
る機会となったと言えます。
コロナの感染拡大防止のため、残念ながら、近畿会も本部も賀詞交歓会を中止せざるを得なくなりました。しばらくは慎重
に会務を遂行しなければなりません。一方、ワクチンの開発が進むなどわずかながら明るい兆しもあります。コロナ危機が収
束した後に訪れる「ニューノーマル」の時代は、デジタル化、リモート化、オンライン化が急速に浸透し、新たなワーク・ラ
イフスタイルへの対応が求められ、公認会計士の業界も、働き方や会務運営（部・委員会活動、イベント、研修など）は大き
く変わっていくでしょう。将来を展望して、牛歩ではあるが着実に、新たな取り組みにチャレンジし変革し続けます。
新しい年、令和３年（2021年）が皆様にとりまして良き年となりますことを祈念申し上げます。
日

付

曜日

11月30日

月

12月1日

火

12月2日

水

12月3日

木

12月8日

火

12月9日

水

12月10日

木

時

間

9:30〜11:30

会務の内容
本部

相談役会

場

所

日本公認会計士協会（Web）

13:00〜17:00

IPO会計監査フォーラム

日本公認会計士協会（Web）

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会（Web）

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会

10:00〜11:30

本部

会務運営諮問会議との意見交換

日本公認会計士協会

13:30〜15:00

正副会長会

大阪国際ビル会議室

15:00〜17:00

定例役員会

大阪国際ビル会議室

13:00〜14:30

5G X LAB OSAKA見学会

ATC ソフト産業プラザ

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

18:00〜19:00

本部

公認会計士制度PT

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（Web）

15:00〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（Web）

18:30〜20:00

ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

日本公認会計士協会近畿会（Web）

10:00〜16:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web）

16:00〜17:00

本部

理事懇談会

日本公認会計士協会（Web）

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

12月11日

金

12月14日

月

15:00〜16:30

本部

12月15日

火

14:00〜15:30

KAM早期適用事例研修

日本公認会計士協会近畿会（Web）

12月16日

水

13:00〜15:00

本部

日本公認会計士協会（Web）

15:00〜17:45

IFRSセミナー「IFRSを巡る最新動向」

日本公認会計士協会（Web）

12月17日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

12月18日

金

10:00〜17:00

本部会計監査人監査および本部監事監査

日本公認会計士協会近畿会

財政構造改革PT

(作成月日:2020年12月18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

三訂版 多様な雇用形態をめぐる
源泉徴収Q&A

03-3515-8960

FAX

〔令和３年３月期決算法人対応〕
決算・税務申告対策の手引

深澤 邦光 編著
大蔵財務協会 刊
定価1,759円＋税

太田 達也 著
株式会社税務研究会 刊
定価2,400＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

令和２年版
源泉所得税相談事例集

デジタル化する世界と金融
−北欧のIT政策とポストコロナの日本への教訓

吉田 行雄・岡本 勝秀
杉尾 充茂 編著
法令出版 刊
定価4,000＋税

山岡 浩巳・加藤 出
長内 智 著
一般社団法人金融財政事情研
究会 刊
定価2,800＋税

（送料別）

（送料別）

組合員特価

コロナ禍では、在宅勤務手
当、見舞金の取扱いなど源泉実
務における新たな論点が発生し
ている。先例が無い中でも、国
税庁のＱ＆Ａ、判例・裁決例を
参考とし、事業者に参考として
頂けるよう、コロナ対応に関す
る章（Ｑ＆Ａ21問）を追加し
て改訂。

令和３年３月期以降の年度決
算を迎えるにあたって、会社計算
規則、会計基準、実務指針、税
法・通達などの内容を踏まえた適
正な決算・申告を行わなければな
りません。本書では、令和３年３
月期決算に向けて万全の準備とし
て、記載例や申告調整方法などに
ついて詳しく解説しています。

（送料別）

定価より15％引き

組合員特価

源泉徴収制度のあらゆる疑問
を事例形式により詳説。
前版（平成30年11月刊）よ
りさらに増えた1,229の事例に
より、源泉所得税のすべての疑
問点を解明した決定版です。

（送料別）

定価より15％引き

キャッシュレス化、オンラ
インによるリレーション・マ
ネジメントが進展する北欧の
DXから、否応なくポストコロ
ナ期に突入した日本、なかで
も金融産業へのインプリケー
ションを探る。

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２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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役員会出欠表
役 職

氏 名

会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事

北 山 久 恵
洪
誠 悟
後藤紳太郎
廣 田 壽 俊
安 井 康 二
安 原
徹
荒 井
巌
井 上 達 也
今 井 康 好
植 村 達 生
種田ゆみこ
大 川 真 広
奥 谷 恭 子
小 幡 寛 子
川 越 宗 一
北 川 廣 基
纐 纈 和 雅
小松野 悟
澤 田 義 実
柴 原 啓 司
末 永 直 之
髙 見 勝 文
竹 中 陽 介
田中久美子
谷 間
薫
富 田 真 史

2020年度

7/30
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
●
○
○
●
○
○

※●リモート参加

8/25
○
○
○
○
●
○
○
○
●
○
○
●
●
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
●
○
○

10/2
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
●
●
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○

11/5
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
●
●
●
○
●
●
○
○
●
○
○
●
●
○
○

12/3 出席回数
5
○
5
○
5
○
5
○
5
○
5
○
5
○
3
3
5
●
5
○
4
5
●
5
○
5
○
5
●
5
○
5
○
5
○
5
○
4
4
○
5
●
3
5
○
5
●

役 職
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹

監
監
監

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

中
中
中
濵
原
原
福
細
松
宮
山
山
矢
吉
和
安
稲
出
定
出
事 蔭
事 松
事 南
出
定
出

氏 名
尾
野
谷
田

志
誠
洸
善
繭
田 貴
竹
谷 明
井 義
口 亜
添 清
本 憲
本 浩
岡
田 泰
井 聖
田 旭
席 人
席
山 幸
山 治
方 得
席 人
席

7/30 8/25 10/2 11/5 12/3
●
●
●
●
都 ●
○
○
○
○
亮 ●
●
○
●
○
太 ○
●
○
●
○
彦 ●
○
○
○
○
子 ●
●
○
○
志 ○
●
○
●
●
徹 ●
●
●
○
宏 ●
●
●
●
●
継 ●
○
●
●
●
希
○
○
●
昭 ○
○
●
○
吾 ○
○
●
○
○
教 ○
○
●
○
●
礼 ○
●
●
●
史 ●
○
○
○
○
美
●
●
●
●
彦 ○
43
38
41
37
数 40
43
43
43
43
員 43
率 93.0% 100% 88.4% 95.3% 86.0%
●
●
●
●
男 ○
○
○
○
○
幸 ●
○
○
○
○
男 ○
3
3
3
3
3
数
3
3
3
3
3
員
率 100% 100% 100% 100% 100%

近畿会および各部・委員会行事予定

1.18 （月）
新春全国研修会
IT委員会研修会

5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
199
215
92.6%
5
5
5
15
15
100%

（2021年1月18日〜2021年2月12日）

2. 1 （月）
本部会務報告会
・協会のガバナンスと執行の在り方に係る説明会

研修室／MicrosoftTeams
13:30〜16:45

2. 2 （火）
公会計委員会 包括外部監査人、監査委員協議会

研修室13:00〜17:00

研修室／MicrosoftTeams
14:00〜15:40

2. 3 （水）
春季全国研修会

研修室10:00〜16:40

MicrosoftTeams14:00〜17:00

2. 4 （木）
春季全国研修会

研修室10:00〜16:40

2. 5 （金）
春季全国研修会

研修室10:00〜16:40

研修室10:00〜16:40
研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:30

1.19 （火）
本部税務業務部会 租税相談事例研修会
1.20 （水）
国際委員会 国際メッセ・オンライン

出席回数

1.22 （金）
本部税務業務部会 租税相談事例研修会
中堅・若手会計士委員会 キャリアデザイン・ワークショップ

研修室／MicrosoftTeams
13:00〜16:40
研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:00

2. 7 （日）
広報部 ハロー！会計オンライン MicrosoftTeams10:00〜15:00
2. 8 （月）
経営委員会研修会

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

1.25 （月）
会員業務推進部研修会
予算特別委員会および正副会長会
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

研修室14:00〜16:00
会長室15:00〜18:00
会議室18:30〜20:00

公会計委員会

1.26 （火）
経営委員会研修会

研修室14:00〜16:30

2. 9 （火）
正副会長会
定例役員会

会長室16:00〜18:00
研修室18:00〜20:00

2.10 （水）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会研修会

研修室13:30〜15:30

2.12 （金）
税制・税務委員会研修会

研修室14:00〜17:00

1.29 （金）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会
会議室18:30〜20:00
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会 研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:30
1.31 （日）
広報部 ハロー！会計オンライン MicrosoftTeams10:00〜15:00

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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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

麹町秀永ビル 2F

日本公認会計士協会キャリアセンター

FAX：03-5226-3352
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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年12月実績及び2021年1月予定
間

分野

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

東正幸氏（大阪国税局総務部企画課企画第一係
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）

係長）、冬木良幸氏（大阪国税局総務部企画課企

2

「国税電子申告・納税システム（e-Tax）入門研修」

画第二係係長）、角田一氏（大阪国税局総務部企
画課企画第一係主任）
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

事例の説明）」

レビューアー）

冬季全国研修会
1 2 月 2 日 13:00〜14:40 監

谷口義幸氏（金融庁証券取引等監視委員会事務

査 「最近の不正会計事例について〜監査の観点からの分析

局開示検査課長）、柳川俊成氏（金融庁証券取引

2
不正
事例

〜（2019年8月23日夏季全国研修会収録DVD）」

等監視委員会事務局開示検査課統括調査官）

冬季全国研修会
15:00〜16:40 会

野坂和夫氏（野坂公認会計士・税理士事務所

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

計士協会学術賞））」
10:00〜11:40

コンサル
ティング

計士、税理士）

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

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

2

ティング 「中小企業支援者向け研修―初めての IT支援」

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）
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

永続的価値創造を支える不正対策を考える〜」
12月4日

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」
「最近の職業倫理の動向について」

真柳元氏（CFE（公認不正検査士）、CIA（公認内

2
不正
事例

1 2 月 7 日 18:30〜20:30 倫理等

委員会実務指針第4号）」の改正の要点解説と事務所セ

企

業会計専門官）
西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

2

関西地区三会共催研修会（IT委員会）
「「公認会計士業務における情報セキュリティの指針（IT

船木博文氏（金融庁企画市場局企業開示課

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

公会計委員会研修会
「地方公共団体の監査委員監査実施上の留意点」

公認会計士（包括外部監査人及び同補助者、監

6

査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）

ルティングのありかた」
関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

12月15日 14:00〜15:30 監

査

「「監査上の主要な検討事項」の適用事例セミナー〜「「監査
上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を踏
まえて〜」
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2

石原鉄也氏（本部「監査上の主要な検討事項」分
析チームメンバー）

実施月日

時

間

分野

13:30〜16:30 会

計

12月16日
19:00〜20:00 スキル

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

3

「IFRSセミナー（第２回）〜IFRSアップデート〜」

師

山田善隆氏（PwC京都監査法人）
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

組織とは何か、人間と

3

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教授）

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

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

安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿

3

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

1 月 1 3 日 18:30〜20:30

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３回」

組

（IT委員会）
織 関西地区三会・ISACA大阪支部共催研修会

環

境 「会計データ収集の標準化・ISO化について」

2

木村章展氏（本部IT委員会監査データ標準化対
応専門委員会委員長）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
1 月 1 4 日 18:15〜20:30 スキル

「経営戦略分析・立案のための思考プロセス〜企業経営の

2

定石と活用方法〜」
（前半）

中村剛氏（株式会社グロービス講師）

（リモート研修：Zoom）
新春全国研修会

山浦久司氏（本部理事）、兼山嘉人氏（本部CPE

10:00〜11:40 倫理等 「CPE(継続的専門研修制度)：持続可能な公認会計士制度 2

担当常務理事）

のために」

1月18日

13:00〜14:40 監

15:00〜16:40 税
18:30〜20:30

1月22日

務

伍井和夫氏（帝京大学大学院経済学研究科・経

新春全国研修会

新春全国研修会
「令和２年分

所得税の確定申告（仮題）」

（IT委員会）
織 関西地区三会共催研修会

環

境 「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」
務

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
「民法（相続法）の改正等について」

不正
事例

15:00〜16:40 税

務

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
「近年における国際課税の動向について」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委員会）
「貸倒損失等に係る税務上の留意点」

伊倉博氏（本部租税相談員）
2

2

計

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
「長期投資家と企業〜非財務情報開示、評価、対話を中心に〜」

国際業務提供会員7名
土屋重義氏（本部租税相談員（国際租税担当））

2

須田勝氏（本部租税相談員（法人税担当））

2

会社での公認会計士」」
1 月 2 5 日 14:00〜16:00 会

専門講師

2

中堅・若手会計士委員会研修会
（第３回）
「投資
18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020

情報システム監査株式会社情報セキュリティ

庄司範秋氏（本部租税相談員（資産税担当））

2

ティング 「国際メッセ・オンライン」
務

検査士 (CFE)、公認内部監査人 (CIA)）

2

（国際委員会）
コンサル 関西地区三会共催研修会

13:00〜14:40 税

済学部経営学科教授、博士 (経営学)、公認不正

2

「経営者倫理〜経営者心理の光と闇を科学する〜」

組

1 月 1 9 日 14:00〜15:40 税
1 月 2 0 日 14:00〜17:00

査

2

池田篤穂氏（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）
松原稔氏（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）

関西地区三会共催研修会（経営委員会）
1 月 2 6 日 14:00〜16:30 スキル 「中国古典に学ぶ経営学

第２回

戦わずして勝つ戦略

3

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教授）

（『孫子』など）」
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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福岡大会2021は、福岡市に

募集する研究発表は、多様なニーズに考慮し、論文発表やパネル

て開催される運びとなりました。メインテーマは「会計士が創る躍

ディスカッションなど形式は問いません。募集要領は以下に記載

動の未来〜持続可能な社会の構築に挑む〜」です。

のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしております。

研究発表募集要領
１．応募資格

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

会員・準会員及び一般有志

のご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例えば
「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目

２．募集テーマ

的を作成いただき、発表者として希望する者のリストを添えて

原則として、メインテーマ「会計士が創る躍動の未来〜持続

お送りください。

可能な社会の構築に挑む〜」に関連するテーマとします。

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
ディネーター等発表者を選定します。

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

※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。

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
ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ

４．応募及び推薦締切日
2021年２月26日（金）（必着）

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
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

５．選考

ください。

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て

・A４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
・１頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

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たしま

※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

す。ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

します。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発
表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表者の

６．発表予定テーマ数

同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

今大会（第42回研究大会）では、10テーマの発表を予定して
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に

②パネルディスカッション形式による発表
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

割り当てる予定です。
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。

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（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、選考結果の送付先となる住所を明記の上、電子データ
をメールに添付してお送りください。

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上
ご応募ください。

・A４判の５頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料(MS
PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただきます。
・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)

８．送付先及び問合せ先
〒102-8264

東京都千代田区九段南４-４-１

日本公認会計士協会

総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）
（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

E-Mail

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会
北部九州会研究大会実行委員会
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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）
※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。
【FAX申告会員の報告方法】
次ページの「法定監査従事状況報告書」を印刷していただき、記入・押印の上、FAXでお知らせください。
＜記入事項＞

記入日・氏名・研修登録番号・電話番号・FAX番号・従事状況の

＜ご提出FAX番号＞ 03-6867-0984

【問合せ先】研修グループ

44

JANUARY 2021

18864
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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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会員異動
会 員 数
会 員

監査
法人

計

3,640

35

3,675

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

796

計

合計

838

4,513

（2020年11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）

11月25日付

高坂

直樹

髙島

浩介

富平

奈保斗

髙智

開

髙橋

優希

濱野

卓

会員名簿記載事項の変更

優斗 （四号準会員）

阪本

龍顕 （四号準会員）

山田

慶裕 （四号準会員）

苣野

幸太郎（四号準会員）

石井

茜

山田

昂明 （四号準会員）

（四号準会員）

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

南

山上

益弘 （会

員）

山上

真理 （会

員）

藤本

和之 （会

員）

山下

良子 （会

員）

転入者

11月13日〜27日

青戸

祥倫 （会

員） 兵 庫 会 よ り

岩堀

晋治 （会

員） 東 京 会 よ り

海老原

健 （会

員） 京 滋 会 よ り

栁澤

俊輔 （会

員） 東 京 会 よ り

澤田

大志 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

村山

純一 （四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

11月５日〜27日

【事務所】

11月５日〜27日

石川

仁

（会

員） 東

京

会

へ

大枝

伸一 （会

員） 兵

庫

会

へ

大谷

俊介 （会

員） 兵

庫

会

へ

谷井

悟

（会

員） 中

国

会

へ

葛西

秀彦 （会

員）

富永

久恵 （会

員）

崔

景淑 （会

員） 兵

庫

会

へ

木下

恵一 （会

員）

富永

真之 （会

員）

中川

知洋 （会

員） 兵

庫

会

へ

坂本

守孝 （会

員）

見鳥

信吉 （会

員）

長谷川

佑太（会

員） 東

京

会

へ

田原

正也 （会

員）

森重

洋一 （会

員）

堀内

計尚 （会

員） 兵

庫

会

へ

中島

史絵 （会

員）

山内

紀彰 （会

員）

高瀬

久

（会

員） 京

滋

会

へ

長友

滋尊 （会

員）

山邊

泰匡 （会

員）

東川

修三 （会

員） 四

国

会

へ

新田

泰生 （会

員）

淺田

隆治 （会

員）

廣西

聡

員） 北 海 道 会 へ

古田

祐希子（会

員）

生野

徳彦 （会

員）

藤原

由紀 （会

員） 東

京

会

へ

本田

裕一 （会

員）

上田

美貴 （会

員）

打矢

紀子 （四号準会員） 東

京

会

へ

丸山

洋平 （会

員）

德丸

公義 （会

員）

吉田

慎太郎（四号準会員） 兵

庫

会

へ

溝川

裕也 （会

員）

南場

祐希 （会

員）

矢原

裕一郎（会

員）

藤原

弘光 （会

員）

伊藤

央真 （会

員）

森本

千裕 （会

員）

小田

稔

（会

員）

後藤

佳津也（四号準会員）

鯉淵

拓真 （会

員）

髙橋

優希 （四号準会員）

菅原

正明 （会

員）

和田

淳佑 （四号準会員）

（会

退会者
辰巳

茂

（会

員） 10月11日付

死

亡

監査法人移転
令和２年８月31日付

【自宅】
池田

進也 （会

員）

黒田

正史 （会

員）

木内

隆宏 （会

員）

吉永

竜也 （会

員）

河野

幹弥 （会

員）

井上

好古 （会

員）

後藤

章宏 （会

員）

栗田

亮平 （会

員）

清水

健志 （会

員）

瀬尾

泰洋 （会

員）

髙山

祐未 （会

員）

辰巳

大樹 （会

員）

田畑

雄平 （会

員）

林

洸輝 （会

員）

鎌田

愛

（会

員）

久松

洋介 （会

員）

鎌田

修誠 （会

員）

桂

聖太朗（四号準会員）

希代

圭司 （会

員）

高坂

直樹 （四号準会員）

監査法人Ｍ＆Ｇ
【旧住所】〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町２丁目３番４号
アソルティ本町10A
TEL 06-6261-2088
FAX 06-6261-2087
【新住所】〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜２丁目１番３号
北浜清友会館ビル２階
TEL 06-6125-5381
FAX 06-6125-5382
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事務局だより
【慶事】・会

員

船城

【弔事】・会員

公教

森井 信氏
2020年12月７日ご逝去

満90歳

・会員 蔵口 康裕氏のご母堂 南方 良子様
2020年12月１日ご逝去 満97歳
・会員 清水 和也氏のご尊父 洋示様
2020年12月17日ご逝去 満79歳

【寄贈図書】
■四半期報告書記載例 2020年版第3四半期提出用
基本編
四半期報告書記載例 2020年版第3四半期提出用
留意事項編
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につきましては、近畿会事務局までお問い合せください。

編集後記

②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング
応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上
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大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階
TEL:06-6265-8461

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

新年あけましておめでとうござい

①法定監査

ます︒

業 務 内 容

２０２０年の劇的な変化により︑

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

生活ではマスク着用︑仕事ではリ

大阪事務所

モートワークや在宅勤務が当たり前

となりました︒むしろマスクをせず

に外出すると違和感を覚えますし︑

睡眠時にホットアイマスクを着用し

たまま熟睡できるようにもなり︑環

境への適応力に感動しています︒ま

た︑リモートワークや在宅勤務は︑

移動時間削減や経費削減といった生

産効率の向上につながりました︒こ

の点︑会計監査はチームで実施され

るため︑リモートワーク環境下での

チームマネジメントは相当苦労され

ているかもしれませんが︑個々の公

認会計士がその使命と職業倫理をも

たれてプロアクティブに行動されて

いるように感じています︒

さて２０２１年︑丑年は十二支の

２番目で︑子年に蒔いた種が芽を出

して成長する時期とされています︒

コロナ禍をじっと耐え忍んだ２０２

０年でしたが︑ワクチン開発の成功

といった明るい兆しがあらわれてき

ました︒皆様の新芽がすくすくと成

﨑山謙治︶

長することを心からお祈り申し上げ

ます︒
︵会報部

仰星監査法人

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

会報部

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

クラボウアネックスビル２階

TEL：06-6271-0400
（ FAXの場 合 ）06-6271-0415
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研修会のご案内（2021年１月〜３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２月1日(月) 13:30〜16:45

研修コード 履修単位

本部会務報告会・協会のガバナンスと執行の在り方に係る説明会

研修室参集

・本部会務報告会及び意見交換 13:30〜15:00
・協会のガバナンスと執行の在り方に係る説明会及び意見交換 15:15〜16:45
企

画 総務部

講

師 手塚

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

正彦 氏（本部会長）、加藤

Online
（Teams）

1101

３

達也 氏（本部副会長）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

このたび、日本公認会計士協会 手塚正彦会長による「本部会務報告会」と、加藤達也副会長による「協会のガバナンスと執行の在り方
に係る説明会」を開催することになりました。
「本部会務報告会」では、手塚会長から会務運営の方針等について、会員・準会員に対して直接説明するとともに、皆さまとの意見交換
を実施いたします。
「協会のガバナンスと執行の在り方」については、公認会計士の全国組織としてふさわしいガバナンス体制の確立を目的として、プロジェ
クトチームを設置し検討に当たっており、PT長の加藤副会長が現在のPTでの検討状況を直接ご説明し、意見交換をさせていただきます。
ご多用中とは存じますが、多数ご参加賜りますようご案内申し上げます。

関西地区三会共催研修会
2021年１月29日(金) 18:30〜20:30

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

会計士の社外役員として企業の現場において果たしている役割や感じている期待
企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6199

2

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

大西 寛文 氏（NCS&A株式会社 社外監査役、元積水化学工業株式会社 社
外監査役、株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 社外取締役、前日本
公認会計士協会本部社外役員協議会副議長、元近畿会会長）
パネリスト 原
繭子 氏（株式会社PALTAC 社外監査役、近畿会ダイバーシティ推進
委員会委員長）
コーディネーター 藤枝 政雄 氏（NCホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）、
株式会社アサヒペン 社外取締役（現役）、株式会社TBグループ 社外取締
役、近畿会社外役員専門委員会委員長）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 パネリスト

社外役員の経験豊富なコーディネーターが、大企業と中堅企業、男性と女性、監査法人のパートナー経験者とそれ以外、監査法人定年退
職者と50代以下での独立開業者、ベテラン社外役員と新人社外役員といったバックグランドの違うパネリストの２人から、中堅若手か
らベテラン会計士の参考になる話を伺います。

2021年２月17日(水) 18:30〜20:30

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

2106

2

会計士のためのNPO法人の制度設計と会計・税務等の基礎知識
企

画 非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

志煥 氏（公認会計士、NPO法人専門委員会専門委員長）他数名
会 場 近畿会研修室
定 員 研修室 60名（リモート配信なし）
講

師 金

NPO法人を知らない会員の方々を対象に、NPO法人の制度設計と会計・税務等の基礎知識をわかりやすく解説し、NPO法人のことを
知っていただき、NPO法人との関わりを持つことで会計士の社会貢献に繋がることを目指します。
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関西地区三会共催研修会
2021年２月22日(月) 18:30〜20:30

不正事例研究 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

不正事例研究

企

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 辻

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

3192

2

さちえ 氏（公認会計士、公認不正検査士、株式会社エスプラス 代表取締役）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人

公認会計士は監査のみならず組織内、社外役員と様々な場面で不正や不祥事に対する知識が求められます。不正事例を用いて、特に予
防、早期発見、適切な調査について解説をする予定です。
また、本講義では会計不正に限らず幅広い不正を対象とし、下記の内容もお話します。
・最近の不正・不祥事事例と傾向
・不正のトライアングルとその対応策
・「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」の解説と実務上のポイント
・不正調査のポイント

2021年３月５日(金) 13:30〜16:30

IFRSセミナー（第３回）

研修コード 履修単位
研修室参集

IFRS学び直し講座 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」、
IFRS第10号「連結」、IFRS第8号「事業セグメント」
企

Online
（Teams）

2103

３

画 国際委員会

早紀 氏（PwCあらた有限責任監査法人）
住友 理恵 氏（PwCあらた有限責任監査法人）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：50人
講

師 萩原

国際委員会では会員の皆様によりIFRSの知識を深めていただくべく、「IFRS学び直し講座」として、過去に取扱ったIFRS基準を対象に
研修会を開催しています。日本基準でも「収益認識に関する会計基準」の強制適用が間近に迫っている中ですが、あらためてIFRS第15
号の考え方について解説します。また、連結・事業セグメントについては、日本基準においてもIFRS基準とのコンバージェンス後の基
準が十分に定着している中ですが、あらためてどのようなGAAP差異があるかなどを中心に解説します。

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。

発行人：北山 久恵

kinki@jicpa.or.jp
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