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中堅・若手会計士委員会
キャリアデザイン・ワークショップ報告
中堅・若手会計士委員会では、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、特に若手会員自体が公
認会計士であることに自信を持ち、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、また法人内での活躍
の場を見出すためにも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」の第１回を2020年９月29日に第２回を11月12日に開催しました。

第１回テーマ：【市議会議員】
講師：萩原 佳氏(茨木市議会議員、公認会計士、税理士、H&H合同会計事務所代表)
中堅・若手会計士委員会

副委員長

講義内容

年は下表の通り75日開催されてい

（２）報酬

（１）働き方

る。議会は午前10時からスター

市議会

各市議会によって異なるが、市

ト。議会最終日を除き午後５時を

議員の報

議会議員が出席を義務付けられて

目途に終了し、議案の関係上、午

酬は、自

いる市議会の平均会期日数は、１

前中で終わることもあれば、午後

治体ごと

年間当たり約87日。議会の内、定

９時を過ぎることもある。

に異なり、

和田

泰史

例会は、一般に、３月、６月、９

また、本議会以外にも各種の委

1,000万

月、12月の年４回開催され、臨時

員会活動にも参加しており、自身

円を超え

会は必要に応じ開かれる。

の業務割合としては、市議会議員

る自治体や400万円未満の自治体

この点、茨木市では本議会は例

としての業務が約60％（内訳は、

も存在する。また、議員の調査研

年２月、３月、６月、９月、12月

議会関係が約45%・議会以外が約

究その他の活動に必要な経費の一

（令和２年は５月臨時会もあり）

15%）、会計事務所等の業務が約

部として交付される政務活動費の

に開催されており、令和元年12月

40%程度である。

金額も自治体ごとに異なる。この

〜令和２年９月議会までの直近１

ように自治体ごとに報酬等の金額
は異なるが、市議会議員としての

＜令和元年12月〜令和２年９月議会までの開催実績＞
議会名

令和元年

12月議会

12月５日

12月18日

14日

２月議会

２月４日

２月５日

２日

３月議会

３月３日

３月19日

17日

５月議会

５月８日

５月８日

１日

市民の声を市政に反映すること

６月議会

６月９日

６月26日

18日

９月議会

９月３日

９月25日

23日
75日

が仕事であり、そのためには市民

令和２年

開

会

閉

会

会期日数

業務内容は大きく相違しないと考

年

えられる。
（３）やり甲斐と苦労

の声をよく聴く必要があるが、市
民から市議に寄せられる相談は生
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活に密着した目の前の困りごとが

選挙には地盤・看板・鞄が必要

に行われているかをチェックする

多い。このように市民にとって身

と言われるが、これらの要素はや

市議会議員という職業は、公認会

近な問題の解決に取り組むこと

はり選挙にはそれなりに必要とい

計士が監査業務で培った能力と経

で、地域社会を自らの手で改善し

う認識がある。この点、公認会計

験が発揮されるフィールドだと、

ていくことがやり甲斐につながる。

士という資格は１つの看板になり

おっしゃられていたことに共感い

える。

たしました。

他方で、市議会議員として市民
に広く知られることになるので、
自身の行為を人に見られていると
いう苦労はある。
（４）選挙
大阪市及び北摂７市の直近の市

この研修をきっかけとして、一
（５）研修会に参加してみて

人でも多くの公認会計士が市議会

普段は身近な存在としてあまり

議員として市政に参加し、より良

感じることのない市議会議員の実

い地域社会の実現に貢献されるこ

態について、本当にわかりやすく

とを切に願っております。

教えていただいた萩原先生に、こ

議会議員選挙の競争率データを見

の場をお借りし改めてお礼

ると競争率は1.22〜1.51倍になっ

申し上げます。

ている。しかし、新人議員の当選

私の中では、市議会議員

率は低く、現職議員が圧倒的に強

のような政治家というと公

いという特徴がある。初当選した

認会計士よりも弁護士のイ

選挙においても新人20名以上が立

メージが強くありました。

候補したなかで、当選した新人は

しかし、市政の方針を決定

自身を含む２名のみ。

するとともに、市政が適正

第２回テーマ：【開業税理士】
講師：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)
中堅・若手会計士委員会

講義内容

①IT対応という新たなニーズ

（１）税理士業界の現状

副委員長

自らの仕

全国に約28,000ある税理士事務

ラウドツールやRPAを駆使しな

事を「税

所の中で、その約９割が従業員数

がら業務フロー自体の改善をサ

金を正し

10人未満、約６割は４人以下と

ポートして欲しいというニーズ

く計算す

②アイデア次第でビジネス展開が

達也

つまり、

単なる事務代行屋ではなく、ク

なっており、圧倒的に小規模事務

井上

るのが仕

所が多い。一方で、税理士法人の

可能

事です」

数は増加傾向にあり、事務所の大

信頼をベースに、経理代行やＭ

と定義す

規模化、組織化が進んでいる。

＆Ａ仲介といった周辺サービス

るのか、「中小企業の問題を解決

への展開が可能

するのが仕事です」「毎月たった

AIの台頭により、「将来なく
なる仕事」として語られることも

③中小企業のCFOという新たな

の10万で雇える御社のCFOです」

多い税理士業だが、３つの理由か

ポジション

と定義するのかによって、変化す

ら逆にビジネスチャンスありと考

公認会計士の強みを生かし、経

る時代に取り残される税理士と、

えることもできる。

営戦略の実行に直接関与できる

さらに活躍の場を広げる税理士と
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の二極化が進むと考えられる。
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ない。そうやって1年育てたス

はないか。わかりやすく「誰かの

タッフが退職してしまい、また振

役に立てた」という成功体験こそ

り出しに戻る、といったことが何

がこの仕事の醍醐味であり、事務

税理士事務所の特徴は、BIG４

度もあった。また地元豊岡の事務

所のスタッフにもぜひ味わっても

などの大手を除き、次の４つのタ

所を承継した際には、顧客ニーズ

らいたいと願っている。

イプに分類される。

や事務所文化の違いに戸惑うこと

①旧型：単価が低い、記帳代行が

も多かった。

（２）具体的な業務内容

（５）研修会に参加してみて

メイン、貧乏暇なしに陥りやすい

一方で、このような苦労を乗り

昨今では公認会計士の進路とし

②専門型：高単価、業種特化や業

越えて、自らの経験値としていけ

ても意外と多い「開業税理士」の実

ること自体が開業税理士としてや

態について、リアルな経験談も交え

③一般型：所長個人のブランディ

りがいだと感じている。日常業務

ながら、本当にわかりやすく教えて

ングが重要、人脈により規模拡大

の決裁だけではなく、事務所の方

いただいた佐伯先生に、この場をお

④総合型：事務所としてのブラン

向性を決断する必要がある。事務

借りし改めてお礼申し上げます。

ディング、エース社員の育成に

所移転、有資格者の採用、税理士

雑誌記事等で厳しいという印象

成功

法人化、事業承継、新サービスの

のあった税理士業界ですが、税理

リリース、など難しい決断はいく

士という枠にとらわれないこと

最近では、従業員をあえて雇わ

つもあったが、どれも自らが一国

で、これまで以上に活躍の場は広

ない「ひとり税理士」、ブラン

一城の主として事務所経営をして

がるんだ、という前向きなお話が

ディングや採用面で有利な「ユー

いるからこそ得られる貴重な経験

印象的でした。また、事務所運営

チューバー税理士」など自由かつ

だと感じている。このような経営

される中で苦労がありながらも、

多様なスタイルで活躍する開業税

者としての経験値を、創業間もな

経営者として様々な経験をするこ

理士が登場している。

いクライアントにも還元していき

とができる点も魅力に感じました。

務特化、採用面では不利

たい。
（３）開業後の苦労とやりがい
2013年に「歯科医院専門」の事

この研修を通じて、一人でも多
くの公認会計士が開業税理士の可

（４）開業税理士の醍醐味

務所として開業。顧問先ゼロから

開業税理士をプレイヤーとして

のスタートで、当初は営業面での

の立場で考えてみると、やはりク

苦労が多かった。クライアント数

ライアントへのアドバイスが奏功

とともに従業員が増えてからは、

し結果が業績に表れたとき、そし

採用やマネジメント面の苦労が絶

てクライアントから感謝

えなかった。スタッフ面談、ミー

の言葉を直接もらえたと

ティング、経営計画発表会、など

き、手触り感のあるやり

事務所としての仕組みを少しずつ

がいを感じることができ

整えながら、何とか定着を試み

る。時には短期的な採算

た。人材に先行投資しつつ、所長

を度外視して目の前の

は売上獲得のため営業で走り回り

困っているクライアント

つつ教育に時間を割かないといけ

に寄り添っても良いので

能性に気づき、中小企業の支援を
通じて日本経済の発展に寄与され
ることを願っております。
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近畿財務局との意見交換会 開催報告
〜公認会計士の中小企業支援と「地域経済エコシステム」の形成〜
経営委員会

安井

委員長

聖美

（２）「中小企業支援における公認

質疑応答（自由討論）では、さら

会計士と金融機関との協調に

に、事業性評価やローカルベンチ

化に向けた、中小企業支援・コンサ

ついて」

マークとの関係等への率直な意見や

ルティングの強化を図るべく、近畿

追手門学院大学経営学部学部

感想を交わされ、あっという間に時

財務局との意見交換会を２回にわた

長・教授

間が過ぎてしまい、近く第２回を開

１．はじめに
経営委員会では、地域経済の活性

水野

浩児 氏

（３）質疑応答（自由討論）

り開催しました。

催することとなりました。

現在、金融機関が金融仲介機能を
第２回

十分に発揮し、中小企業の成長・発

2020年12月25日（金）

展を資金面から支えられるよう、金

16:00〜18:00

融行政当局では金融育成の観点か

日本公認会計士協会近畿会

ら、新しい様々な方策が打ち出され

会議室

ています。

公認会計士

出席者

安原 徹 副会長 以下９名

我々公認会計士も、最新の金融行
政と金融機関の動きを、適切に理解

第１回は、まず、近畿財務局の原

し、中小企業のアドバイスにつなげ

金融監督官から金融機関に対する検

（１）「公認会計士側からの率直な

られるよう今回の意見交換会を企画

査・監督の基本的な考え方と金融検

感想と提示できるスキルにつ

しました。

査マニュアルの創設から廃止にいた

いて」

るまでの背景などをご説明いただ

経営委員会 委員長

２．意見交換会

き、次に金融行政と金融機関の関係

安井

第１回

2020年11月16日（月）

に詳しい水野教授に、コロナ禍にお

（２）「公認会計士側からの提案に

16:00〜18:00

ける地域金融機関の取組みや中小企

対するご返答的（意見）につ

日本公認会計士協会近畿会

業支援と公認会計士の役割について

いて」

会議室

ご説明いただきました。

財務省近畿財務局理財部

公認会計士

出席者

小人数ということもあり、両氏に

（リモート３名含む）

聖美

金融監督官

原

崇氏

具体的かつざっくばらんな説明が聞

（３）「金融行政・金融機関と公認

（リモート２名含む）

けたことで、我々公認会計士側も、

会計士との今後の方向性につ

（１）「地域金融機関の金融仲介機

現在の金融行政が大きく変化してい

いて」

能の発揮について」

ることを実感するとともに、中小企

追手門学院大学経営学部学部

財務省近畿財務局理財部

業をめぐる金融の動きを把握するこ

長・教授

金融監督官

とができました。

安原 徹 副会長 以下10名

06
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第２回は、第１回目の意見交換会
を受けて、経営委員会内のメンバー

ど、さらに活発な意見交流を行うこ

今後定期的に意見交換会を実施し、

とができました。

さらなる発展的な交流をめざしてい

で討議した個別意見や提案を公認会
計士側から投げかけ、それに対し
て、原金融監督官と水野教授に応え
ていただく形で進めました。
公認会計士が金融機関の融資先で

02

くことで合意しました。

３．今後に向けて
現在の地域経済の重要な政策とし
て、「地域経済エコシステム」（＝

４．さいごに
経営委員会では、今後さらに近畿

ある地域において、企業、金融機関、

財務局や金融機関との交流を通じ

ある中小企業に提供できるスキルと

地方自治体、政府機関などの各主体

て、中小企業支援・コンサルティン

して、財務諸表のレビューや会計経

が、それぞれの役割を果たしつつ、

グの強化を図っていきたいと考えて

理の指導の他、企業ガバナンスの指

相互補完関係を構築するとともに、

います。関心や意欲のある会員の皆

導や企業の課題を経営計画策定につ

地域外の経済主体等とも密接な関係

様は、いつでも経営委員会にご参加

なげるアクションプランの立案等、

を持ちながら、多面的に連携・共創

いただくことをお待ちしております。

幅広いものがあることを経営委員会

してゆく関係）の形成があります。

委員長の安井からご説明した後、安

この「地域経済

原副会長からは、従来の担保保証に

エコシステム」に公

たよらない融資例としてプロジェク

認会計士が関与する

トファイナンスの国際的な実例の紹

ことで、地域経済エ

介を行いました。

コシステムの好循環

その後の質疑応答（自由討論）で

のループの構築に

は、中小企業と金融機関をめぐる公

も貢献できること

認会計士側からの経験談や金融検査

がわかりました。

マニュアル廃止後の金融機関の融資

そのため、近畿

先への貸倒引当金をどう考えるかな

財務局の方々とも、

【 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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税制・税務委員会の熱きバトル第６回
税制・税務委員会

１．令和３年度税制改正大綱に
関する意見交換
令和２年12月10日に「令和３年度

副委員長

常田

英貴

富裕層による財産の分割贈与を通

からM&A等の手法に移行してい

じた負担回避を防止するには限界

くのではないか。

がある。

・現行内閣では、「中小企業の生産

税制改正大綱」が公表された。令和

諸外国では、一定期間の贈与や

性の向上」を政策目標の一つとし

３年度税制改正大綱では下記の８項

相続を累積して課税すること等に

ており、その手法として中小企業

目が主要項目として挙げられてい

より、資産の移転のタイミング等

間のM&Aを推し進めようとして

る。

にかかわらず、税負担が一定とな

いるが、税制面からもその後押し

①ウィズコロナ・ポストコロナの経

り、同時に意図的な税負担の回避

となるのではないか。

済再生

も防止されるような工夫が講じら

②デジタル社会の実現

れている。
今後、こうした諸外国の制度を

２．取引所の相場のない株式の時価
〜配当還元方式か類似業種比準方式か

参考にしつつ、相続税と贈与税を

（所得税基本通達59−６（株式等を

④中小企業の支援、地方創生

より一体的にとらえて課税する観

贈与等した場合の「その時における

⑤経済社会の構造変化を踏まえた税

点から、現行の相続時精算課税制

価額」）の改正について）

度と暦年課税制度のあり方を見直

①事実の経緯

③グリーン社会の実現（カーボン
ニュートラル等）

制の見直し
⑥経済のデジタル化への国際課税上

すなど、格差の固定化の防止等に

・平成19年８月１日に、個人XがB

留意しつつ、資産移転の時期の選

社にA社（代表取締役）株式を配

⑦円滑・適正な納税のための環境整備

択に中立的な税制の構築に向け

当還元価額＠75円で譲渡した。

⑧その他（東日本大震災からの復興等）

て、本格的な検討を進める。

の対応

上記のうち、「⑤経済社会の構造
変化を踏まえた税制の見直し」の中

・A社は、取引相場のない会社か
つ大会社に該当し、またその各

上記の大綱の内容を踏まえて、以

株主グループの中の筆頭グルー

で、相続税・贈与税のあり方に関し

下の意見交換が行われた。

プでも、譲渡の前後で30%未満

て、下記の検討がなされている（以

・相続税・贈与税を所得税に取り込

の所有しかなく、同族株主のい

下抜粋、下線筆者）。

む方針が明らかにされた。

ない会社である。

・「本格的な検討を進める」とは、

・個人Xが保有するA社株式の持

我が国の贈与税は、相続税の累

「令和４年以降には必ず当該政策

株割合は、譲渡直前で22.79％、

進回避を防止する観点から、高い

を実行する」という行政サイドか

譲渡直後で7.88％である。結

税率が設定されており、生前贈与

らの強いメッセージである。

果、財産評価基本通達188（同

に対し抑制的に働いている面があ
る。一方で、現在の税率構造では、
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・相続時精算課税制度の見直しによ

族株式以外の株主等が取得した

り、事業承継の手法が親族内承継

株式）（３）（15％未満）には
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譲渡直前では該当しないが、譲

評価基本通達に定められた評価方

ある。これに対し、本件のような

渡直後では該当する。

法の例により算定される。本件A

株式の譲渡に係る譲渡所得に対す

・所轄税務署長はA社の類似業種

社株式の譲渡直前の時点におい

る課税においては、当該譲渡にお

比準価額＠2,990円（後日、異

て、A社には合計で30％以上の議

ける譲受人の会社への支配力の程

議決定で＠2,505円）の１／２

決権を有する株主やその同族関係

度は譲渡人の下に生じている増加

を理由に、所得税法59条１項２

者はいないため、A社は「同族株

益の額に影響を及ぼすものではな

号の低額譲渡にあたるとして、

主のいない会社」に該当する。

いから、前期の趣旨に照らせば、

類似業種比準価額で計算し、更

・本件の会社区分は「同族株主のい

譲渡人の会社への支配力の程度に

正処分等した。

ない会社」となり、株主であるB

応じた評価方法を用いるべき。

社の「取得後」の議決権割合は

（補足意見１）

②判決の流れ

7.88％なので、本件株式の評価は

・高裁判決では租税法規の解釈は原

（１）地裁判決

財産評価基本通達188-2の「同族

則として分離解釈によるべきであ

株主以外の株主等が取得した株式

り、通達の意味内容についてもそ

平成24年（行ウ）第185号

の評価」によって配当還元価格と

の分離に忠実に解釈するのが相当

納税者敗訴

なり、それが所得税法基本通達

であり、通達の文言を殊更に読み

59-6によって譲渡人の譲渡所得の

替えて異なる内容のものとして適

本件A社の譲渡直前時点でA社

判定にも適用される結果、本件譲

用することは許されないとしてい

には30％以上の議決権を有する株

渡価格は時価の２分の１にならな

る。しかし通達は法規命令ではな

主はおらず、かつ、譲渡人は合計

いから所得税法59条１項の低額譲

く、国民を拘束するものでも裁判

15％以上（22.79％）の議決権を

渡に該当せず、したがってみなし

所を拘束するものでもない。

有 し て い た 。 こ のためA社株は

譲渡所得課税は適用されない。

（補足意見２）

「同族株主以外の株主が取得した

⇒基本通達の規定に従い、会社区

・租税法の法令解釈において分離解

株式」に該当せず、配当還元方式

分の判定は譲渡直前の時点で行

釈が重要な解釈原則であるのと同

ではなく原則的評価である類似業

い、株主区分の判定は譲渡直後

じ意味で、分離解釈が通達の重要

種比準方式で評価すべき。

の時点で行う。株主区分の判定

な解釈原則であるとはいえない。

⇒「同族株主のいる会社」に該当

について、譲渡直前の議決権に

するか（会社区分）の判定のみ

よるという明文の定めがなく、

③所得税基本通達59-6改正時のパブ

ならず、株主の議決権割合に基

課税庁の主張する「譲渡前の議

リックコメントに対する国税庁の

づく株主の区分判定について

決権」と読み取ることは困難。

考え方

平成29年８月30日

東京地裁判決

【地裁判決の趣旨】

も、通達の読み替えにより、譲

（３）最高裁判決

（１）「中心的な同族株主」が所有

渡直前の譲渡人の議決権割合に

令和２年３月24日

よる。

平成30年（行コ）第422号

（２）高裁判決
平成30年７月19日

最高裁判決

納税者敗訴
東京高裁判決

平成29年（行コ）第283号
納税者勝訴

する株式については、「常に小会
社として計算」。
（２）「所有する子会社株式」につ

【最高裁判決の趣旨】

いても、所得税法基本通達59-6の

・譲渡所得に対する課税は、資産の

条件のもとに同様に評価する（小

値上がり益によりその資産の所有

会社、土地、有価証券等）。

【高裁判決の趣旨】

者に帰属する増加益を所得とし

（３）今後、国税庁ホームページに

・譲渡所得の判定の際の「時価」に

て、その資産が所有者の支配を離

て、納期取り扱いの開設を掲載す

ついては、所得税法基本通達59-

れて他に移転するの機会に、これ

る予定。

６により、一定の条件のもと財産

を清算して課税する趣旨のもので
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第２回IFRSセミナー「IFRSアップデート」
実施報告
山田
１．はじめに
2020年12月16日に、国際委員会に
よる（関西地区三会共催）IFRSセ

善隆

「のれん及び減損」プロジェクトを

ンドブックの改訂がなされ、いくつ

はじめ様々な領域において積極的な

かの点で基準開発/改訂プロセスの

意見発信を行っています。

見直しがなされました。特にIFRS
解釈指針委員会が公表する「アジェ

ミナー第２回「IFRSアップデー
ト」が開催されました。今回は新型

３．I FRS16「リース」の適用状況

ンダ決定」の位置づけが整理され、

コロナウイルス感染症（COVID-19）

2020年３月期に新たに適用開始と

実質的な強制力が認められたことが

を受けて、研修室での参加とリモー

なった基準としてIFRS16「リース」

ト接続を併用した開催となりました。

が挙げられます。IFRS16は借り手

IFRS財団は、今後の中期的な活

本セミナーでは、IFRSの適用状

のリースについて、原則としてオン

動方針を決定する「アジェンダ・コ

バランス処理を求めるものです。

ンサルテーション」の準備を進めて

況、IFRS財団の今後の方向性や個

実務への影響が大きい点です。

別基準の開発・改訂プロジェクトな

IFRS適用日本企業においては

います。この結果は、IASBの今後

ど、幅広い視点からIFRSを巡る最

IFRS16の適用により、総資産が平

の活動に重要な影響を及ぼすため、

近の動向を解説しました。以下で

均で6.3%増加しました。業種別では

日本からも積極的な意見発信を行う

は、本セミナーの骨子を報告させて

小売業やサービス業（特に飲食業）

予定です。

いただきます。

の総資産の増加率が大きく、従来オ

また、2020年９月にIFRS財団

ペレーティングリースとしていた店

は、その傘下にIASBと並立するか

２．日本におけるI FRSの適用
状況と発信の強化

舗等の賃借契約をオンバランス化し

たちでサスティナビリティ基準審議

た影響が大きいことが推測されます。

会（SSB）を設置する案を協議文書

日本では、IFRS適用会社が着実な

また、オンバランス処理の例外が

として公表しました。最近の気候変

増加を見せて220社を超え、上場企

認められる短期または少額のリース

動問題に関する関心の高まりを受け

業の時価総額の４割を超えるに至っ

については９割以上の企業が当該例

て、最終的には保証対象となること

ています。特に大企業のIFRS適用比

外処理を選択しており、例外規定を

を想定した報告基準の開発を目指す

率が高く、2020年10月末時点で時価

適用して事務負担の軽減がはかられ

としており、企業報告のあり方を変

総額上位20社中12社がIFRSを適用し

ました。

える大きな節目となる可能性があり
ます。

ています。
また、政府の2020年の「成長戦略
フォローアップ」においてはIFRSに

４．I FRS財団の活動方針等に
関するアップデート

日本の考え方を反映する努力の強化

IFRS財団においては、次のような

が挙げられており、企業会計基準委
員会（ASBJ）を中心に、後述する
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動きがみられます。
2020年８月にデュープロセス・ハ

５．新設/改訂された基準書等
収益、リースや保険等の大型基準
の開発がひと段落した現在、IASB
は基準の改善や適用支援に力を注い
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でいます。これらの活動のなかには、

このEDは、損益計算書の中

04

（３）その他のプロジェクト

COVID-19や金利指標改革（LIBOR

で３つの段階利益（小計）の表

このほか、「セール・アン

等の廃止）を受けた論点への対応も

示を求めることを提案していま

ド・リースバックにおけるリー

含まれています。

す。また、IR等で用いられてい

ス負債」プロジェクト及び「共

まず、COVID-19の影響を受けて

る業績指標を経営者業績指標

通支配下の企業結合」プロジェ

賃料の減免が行われた場合には、借

（MPM）として注記開示し、

クトについては、2020年11月に

り手に対して簡便的会計処理を時限

損益計算書の小計との調整を示

それぞれED及びDPが公表さ

付きで認めるIFRS16「リース」の

すことなどを提案しています。

れ、コメント募集が始まってい

改訂を行いました。
また、金利指標改革については、

（２）「のれん及び減損」プロジェ

ます。

クト

ヘッジ会計等における取扱いの明確

「のれん及び減損」プロジェ

化と簡素化のためのIFRS9「金融商

クトに関しては、2020年３月に

当日は年末の慌ただしいなか、多

品」等の改訂を行いました。

ディスカッション・ペーパー

くの方々にご参加いただきありがと

（DP）が公表されています。

うございました。

このほか、実務上の論点に配慮し

７．最後に

このDPでは、のれんの事後

大型基準開発がひと段落した現

発資産」、IAS16「有形固定資産」、

の会計処理として現行の「減損

在、IASBは、基準の改善や適用支

IAS1「財務諸表の表示」及びIFRS17

のみ」モデルを維持することを

援に精力的に取り組んでいます。そ

「保険契約」などの改訂を行ってい

予備的見解としていますが、対

の一方で、企業の報告が気候変動等

ます。

案として「規則償却＋減損」モ

の地球規模の課題と今後どのように

デルも示しています。議論が膠

関わっていくかを方向付ける重要な

６．進行中の主な基準開発/
改訂プロジェクト

着状態のため、IASBはこの論

局面を迎えていることもご理解いた

点についての新たな情報を求め

だけたのではないかと思います。

現在IASBは様々なプロジェクト

ています。また、のれんの減損

今回のセミナーが、IFRSを巡る

に取り組んでいますが、このうちい

テストについて、いくつかの簡

最近のトピックスの理解の一助とな

くつかを紹介します。

素化が提案されています。

れば幸いです。

たIAS37「引当金、偶発債務及び偶

（１）「基本財務諸表」プロジェクト

一方、開示については、企業結

「基本財務諸表」プロジェクト

合の目的、期待されるシナジーの

は主に損益計算書の表示の見直

金額や取得後の成果を測定する

しを行うもので、2019年12月に

指標など、企業結合の目的と成

公開草案（ED）が公表されて

果を理解できるような情報の開

います。

示が提案されています。
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JK×JK 女子高生×女性公認会計士
桃山学院高校キャリア講座報告
広報部

副部長

桂

真理子

2020年12月16日及び2021年１月15

なりたいのか、なんてことを心の距

士）として働けることへの感謝を再

日の二日間にわたり、桃山学院高校

離を密にして語り合うものでした。

認識できた幸せなひとときでした。

において高校生向けキャリア講座

講座の最後には参加生徒がそれぞれ

なお、いずれも訪問講座であった

「ミライのワタシはどんなワタシ？

の未来年表を記入するというワーク

ため、学校方針に従い、検温・消

女性公認会計士とキャリアを考えよ

を実施。

毒・マスク着用・ソーシャルディス

十数名の高校生と公認会計士が、

タンス確保など、感染対策を万全に

講座内容は、働くということ、

将来のキャリアの描き方を一緒に考

行ったうえで実施しております。オ

キャリアと人生を両立させるという

えるこのイベントで、キラキラした

ンライン開催も並行準備しておりま

こと、資格を持って働くことの良さ

JK（女子高生）とキラキラしたJ1

したので、JK×JK企画の今後の展

などについて、実体験や写真をもと

から、未来を想像してワクワクする

開に乞うご期待です。

に話した後、そもそもどんな大人に

気持ちをもらい、JK（女性公認会計

う」を実施いたしました。

【参加生徒の感想（アンケートより抜粋）】
■働き方の事がよく分かった。資格をもともと何か取りたいと思っていて、今日の話を聞いて、メリットがよくわ
かり、取りたいと思う気持ちが強くなった。何を取るかとかどこの大学に行くのかなど考えていてまだ決まって
なかったので、今日の講義を聞いてもっとしっかり考えようと思った。公認会計士の仕事がわかって、視野に入
れようかなとも思った。そしてもっといろんな仕事を知ろうと思った。（高１女子）
■年表を書いたときに、長い目で見た時の人生の目標がなかったのでゴールを見つけて逆算しながら生きていきた
いと思いました。（高１女子）。
■私は今、文理選択をしたりとか、進路のことで
悩んでいたので、貴重な話を聞けて良かったで
す。今日話を聞いて公認会計士にすごく興味を
持ちました。（高２女子）
■本物の公認会計士の方に会うのは初めてだった
ので、想像できませんでしたが、とても自由に
働いている様子や楽しんで生きているところを
みると、とてもなりたい気持ちが強くなりまし
た。具体的ななり方や近道などを教えてくださ
りありがとうございました（高２男子）。
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【桃山学院高校

05

下村圭司教諭】

公認会計士の先生方のおかげでとても良い講座となりました。これから社会に出る子供たちが、理念を持って働
かれている大人に多角的なアドバイスを聞けることは、とても有意義で価値のある事だと実感しております。あり
がとうございました。

【講師

中村りの】

これまでは人から教わる立場が多く、講演のお手伝いをすることもほぼ初めてで不安が少しありましたが、実際
に参加していただいた高校生の皆さんがとても熱心でスムーズに講演を進めることができました。
質疑応答などコミュニケーションを取る時は、自分が高校生の時に漠然と感じていた将来の不安を思い出しなが
ら対応しました。そのため私自身初心に戻って自分を見つめ直すことができ、とてもいい経験ができたと感じてお
ります。
最後に、本講座にかかわってくださった皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

最後になりましたが、本講座開催
にあたり連携頂きました桃山学院高
校下村圭司教諭、プルデンシャル生
命宮原一徹様にこの場を借りて厚く
御礼申し上げます。
あと、この記事を読みながら、あ
れ？桃山って男子校ちゃうの？と思
われた方も少なからずおられるかも
しれませんが、2011年よりアスリー
トクラスを除き全クラス男女共学に
なっております。OB・OGの皆様、
次回の講師参加をお待ちしておりま
す。ご希望は近畿会広報部までご一
報ください。
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「東海会・近畿会 合同研修会」開催報告
組織内会計士委員会

委員長

原田

貴志

とそれぞれの職業倫理と役割」で

は、組織内会計士の資質の維持と向

２．倫理科目「変わりゆく公認
会計士への期待と役割」

上を図ると共に組織内会計士の組織

１コマ目の研修は、「変わりゆく

会計士に対する企業や社会の期

化を推進して会員及び準会員の活動

公認会計士への期待と役割〜企業等

待」、「会計監査の独立性強化に伴

領域の拡充及び人材の流動化を促進

所属会計士（組織内会計士・社外役

う企業と会計監査のあり方」、「倫

することを目的として、定期的に研

員）と会計監査人との連携で、企業

理強化は公認会計士の価値向上に役

修会を企画・開催しております。

や社会に貢献しよう〜」との題で、

立つのか」といった趣旨のフリー

その一環として、2020年12月19日

有限会社ナレッジネットワーク 代表

ディスカッションが行われました。

（土）に東海会の組織内会計士の皆

取締役の中田清穂先生と日本公認会

２つ目のメインテーマが「経営の高

様と合同で研修会を開催致しまし

計士協会 常務理事の脇一郎先生に、

度化と企業価値創造に貢献していく

た。今回は、コロナウイルス感染防

フリーディスカッションを行ってい

ための将来の経理部門の在り方と監

止のため、リモートによる開催と

ただきました。この研修は、先日の

査法人の役割」です。このメイン

し、倫理科目と税務科目の２コマを

日本公認会計士協会研究大会の研究

テーマにおいては、「デジタル化、

配信致しました。また、研修の後に

発表を再演していただいたものであ

リモート化に伴う経理部門業務と監

はリモートでの懇親会も開催致し

り、東海会・近畿会以外の全国の組

査業務の変革」、「非財務情報への

ました。その様子について、以下の

織内会計士に参加を呼び掛けて開催

取り組み」、「今後の公認会計士に

通り皆様にご報告致します。

致しました。

必要な資質とスキル」といった趣旨

組織内会計士委員会におきまして

まず、冒頭に「公認会計士の価値

す。このメインテーマの下、「公認

のディスカッションが行われました。

１．東海会・近畿会 合同研修会について

向上に向けた動き」として、会計士

ディスカッションの内容が興味深

例年、東海会と近畿会では合同で

をめぐる動向についての説明があり

いことに加え、中田先生・脇先生の

宿泊研修会を開催しております。今

ました。続いて、フリーディスカッ

トークが非常に軽妙で、とても楽し

年度も当初は宿泊研修を計画してお

ションが始まりました。その際、参

く、あっという間に研修が終了しま

りましたが、コロナウイルスの感染

加者に対してその場でアンケートを

した。

拡大を受けて、１か所に集まっての

行って、その回答を踏まえてディス

開催は断念し、リモート配信による

カッションをしていただきました。

３．税務科目「税務調査のはなし」

開催に切り替えました。その為、従

フリーディスカッションのメイン

２コマ目の研修は、「税務調査の

来は２日間・３コマであった研修も

テーマは大きく分けて２つです。１

はなし」との題で、近畿会 組織内会

半日・２コマの研修に短縮しまし

つ目のメインテーマが「財務報告の

計士委員会の岩井正彦先生に講義を

た。また、研修会後の懇親会もリ

信頼性を担保するための企業等所属

行っていただきました。

モートでの開催となりました。

会計士（組織内会計士、社外役員）
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調査と相続税の税務調査の２つがメ

４．リモート懇親会

06

モートにて配信していただきまし

インテーマでした。１つ目のメイン

研修会の後は、リモートでの懇親

た。こちらも遠隔地からのリモート

テーマである法人税の税務調査に関

会を開催致しました。こちらも、可

配信は初めてであることから、事前

しては、まず、調査の概要や法的根

能であれば近畿会と東海会のそれぞ

に何度もリハーサルを行い、万全を

拠の話がありました。続いて、調査

れがネットワーク接続可能な店に集

期して研修に臨んでいただきまし

の流れや関与する税理士としての役

合しての懇親会を検討しておりまし

た。その甲斐あって、当日のアン

割や対応すべき事項等について、説

たが、コロナウイルス感染拡大の影

ケート等もスムーズにいき、皆様に

明がされました。最後に事例に関す

響で、皆様がそれぞれ自宅から接続

満足していただける内容になったと

る説明がされました。次が、２つ目

しての開催となりました。

思います。誠にありがとうございま

のメインテーマの相続税に関する税

近畿会の組織内会計士委員会とし

務調査です。こちらも、税務調査の

ても個人としても、初めてのリモー

岩井先生には、毎年の様に合同研

概要の講義があり、続いて調査の流

トでの懇親会であったため、どの様

修会では税務科目の研修を行ってい

れや相続税ならではの注意事項に関

な状況になるか事前には想像ができ

ただいており、大変感謝しておりま

する説明がありました。相続税の調

ませんでした。懇親会の開始当初

す。また、リモート懇親会の配信作

査に関しても、岩井先生が過去に実

は、接続がうまくできないといった

業にもご協力いただきました。誠に

際に経験された事例の紹介もありま

トラブルもありましたが、何とか解

ありがとうござました。

した。

決して、開催することができまし

なお、合同研修会のリモート開催

法人税の税務調査は、所属してい

た。思っていたよりも、自然に皆さ

は今回が初めて試みでした。リモー

る会社でも対象となることから、自

んと話をすることができ、普通の懇

ト開催には、遠隔地からも参加でき

分のこととして話を聞いておりまし

親会とそれ程変わらない盛り上がり

るというメリットがあるものの、や

た。また、相続税に関する税務調査

を見せ、意外と悪くないものだと感

はり年に１回は東海会の皆様と顔を

は、業務においても個人においても

じました。

合わせる機会を持ちたいと改めて思

経験がないことであり、知らないこ
とばかりで、とても興味深く聞いて
おりました。

した。

いました。来年度は、コロナウイル

５．最後に
中田先生、脇先生には、コロナウ
イルス感染防止のため、東京からリ

スが終息して、例年通りに宿泊での
研修会が開催できることを願ってお
ります。
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『ライフサポーター KAI-GO！シリーズ』第４回

ある有名人の場合 阿川佐和子さん
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

今月で第４回目となりました、

そこで今回は、「介護ってどんな

阿川弘之さんが、2012年に自宅で転

「ライフサポーター KAI−GO！」。

こと？」と思っている初心者の方に

倒したことがきっかけでよみうりラ

この企画は、「介護」について、家

も手に取りやすい書籍として、著名

ンド慶友病院に入院されたというご

族や職場で話題にすることが『朝起

な方がご自身のご両親の介護につい

関係です。

きたらトイレに行くくらい当たり

てお話している書籍の中から、今回

前』と思えるような日常を目指し

はこちらの１冊を選んでみました。

て、会員・準会員の皆様に話題を提

人が、よみうりランド慶友病院及び

供する企画です。では今回も始めて

「看る力

まいります。

著者

さて、今回で４回目の執筆なので

書籍の内容は、上記の関係のお二

アガワ流介護入門」

阿川佐和子

大塚宣夫

ご自宅で阿川弘之さんが過ごす日々
の様子とご家族や病院の取り組みに

株式会社文藝春秋

ついて、それぞれ当事者である阿川

2018年6月20日発行

佐和子さんと大塚宣夫会長が当時を

すが、今もこの記事を執筆しながら

振り返りながら対話をしている、と

私の心の耳には、「介護といって

著者のおひとりとしてクレジット

いう構成になっています。「豊かな

も、具体的にどのようなものなのか

されている阿川佐和子さんはご存じ

最晩年の実現」という方針に基づき

イメージできないです。」そんな声

の方も多いと思いますが、作家の故

独自色あるサービスや施設につい

も聞こえてくるような気がします。

阿川弘之さんの長女です。エッセイ

て、お父様が利用した様子と共に紹

そのような思いを少しずつ解消す

スト、タレントとしてご活躍で「た

介されています。また、阿川佐和子

る行動の１つとして、他の経験者は

けしのTVタックル」では20年以上

さんの質問力や話題展開力のおかげ

家族をどのように介護してきたか、

司会を務めておられます。もうおひ

で、例えば、「もし俺が老人ホーム

つまり、他の方の実際の事例を学ぶ

とりの著者である大塚宣夫さんは精

に入ることになったら、自殺してや

ことがあげられると思います。

神科の医師であり、慶応義塾大学医

る！」というほどのワガママなお父

私も経験者の友人達にいろいろ話

学部を卒業後、11年ほど精神科の勤

様をなんとかして入院させたら、病

を聞かせてもらいましたが、介護はひ

務医を務められた後、「自分の親を

院とは思えないほど食事が美味しい

とりひとり事情が異なるので、全く一

安心して預けられる施設を作る」と

上に、「食べたいものを食べてよい」

緒のケースはありません。また自分で

いう目標をもって、1980年に青梅慶

という病院だったので、ワガママな

聞かせてもらえる経験談は、数に限り

友病院（現在736床）、2005年によ

お父様もすっかり気に入ってホッと

があるでしょう。さらには、「介護」

みうりランド慶友病院（240床）と

したという旨のエピソードは、作家

にはプライベート色が高いと思うため

いう高齢者を対象にした病院を立ち

の娘の日頃からのご苦労がうかがえ

に、親しい友人に対してもなかなか話

上げ、現在は医療法人社団慶成会会

ます。

を聞きにくいと思っている方もいらっ

長に就任されています。このお二人

そして、大塚医師のご発言では、

しゃると思います。

は、阿川佐和子さんのお父様である

知識としては人は誰でも年を取り間
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違いなく死ぬとわかっていても、自

ているのかについて、推測する手助

のであれば、それも生きていく知恵

分が後期高齢者の仲間入りをするこ

けになってくれる書籍であると思い

の一つかもしれません。この記事

とはなかなか考えられないが、記憶

ました。

が、ご自身にとってさらに必要なこ

がすっぽり抜け落ちるような衝撃的

お父様だけでなく、認知症のお母

な体験をしたおかげで、とうとう自

様や大塚医師までも含めた、高齢者

分事として考えざるを得なくなって

の気持ちのうつ

きたというくだりには、身につまさ

り変わりと、そ

れる気持ちになりました。

れによりそう家

とを考えるきっかけになれば幸いで
す。

族の心持ちにつ
実際に読んでみると、こちらの病

いても、細やか

院では、利用料が高額であることが

に表現されてい

垣間見れます。それはそれとして、

ます。もし気持

人間の体が年齢と共に変化するにつ

ちの持ち方ひと

れ、家族はどのように接していくの

つで自分の目の

か、また本人はどのような思いをし

前が明るくなる

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
幸いです。どんなことでも結構ですので、ぜひご感想等お寄せください。
感想はこちらから

2020年度

近畿会および各部・委員会行事予定

2.15 （月）
監査会計委員会研修会
中小監査法人との意見交換会

MicrosoftTeams13:00〜14:40
研修室17:00〜20:00

2.16 （火）
社会保障委員会 医療法人専門委員会 会議室／MicrosoftTeams
18:00〜20:00
2.17 （水）
中堅・若手会計士委員会

MicrosoftTeams18:30〜20:00

2.18 （木）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会
2.20 （土）
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会研修会
2.22 （月）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会
2.24 （水）
経営委員会

会議室18:30〜20:00
研修室／MicrosoftTeams
13:00〜15:00

（2021年2月15日〜2021年3月15日）

2.25 （木）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

3. 5 （金）
国際委員会 第３回IFRSセミナー

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

国際委員会
3.11 （木）
正副会長会
定例役員会

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

3.15 （月）
社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams
16:00〜17:30

研修室18:30〜20:30
会議室／MicrosoftTeams
18:00〜20:00
※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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皆さんこんにちは︒私は２０１７年から２０１
９年までの２年間︑マレーシアの首都クアラルン

力があります︒また︑マレーシアは親日国家であ

り︑日本人とわかると︑知っている日本語や好き

な日本のアニメについて積極的に話しかけてもら

歳を超えて首相に

えたことが印象に残っています︒２０１８年の総

選挙では︑マハティール氏が

う﹂という発言をしたことは︑日本人としてとて

れを富める他国の言い値で売り続けていたであろ

れば︑マレーシアはゴムを育て︑スズを掘り︑そ

す︒マハティール首相が国際会議で﹁日本がなけ

日本をお手本としたことも大きいといわれていま

ようになったのは︑上記のルックイースト政策で

こから脱却し﹁東南アジアの優等生﹂と呼ばれる

マレーシアも植民地支配の歴史がありますが︑そ

い水準にあるといえます︒他のアジア諸国同様︑

ではシンガポール・ブルネイを除けば︑かなり高

す︒この一人当たりＧＤＰの高さは︑東南アジア

当たりＧＤＰは１０︐０００ドルを超えていま

マレーシアの実質ＧＤＰ成長率は４％程度︑一人

マレーシアでの業務

な国です︒

が外国人としてでも生活しやすい︑そんな魅力的

境が大きな理由になっていると思います︒日本人

るのも︑この多民族性と親日国家であるという環

の移住先としてマレーシアが高い人気を誇ってい

土壌が残り続けているように感じました︒日本人

イースト政策﹂の影響で︑日本を見習おうという

マハティール首相が過去に取り組んだ﹁ルック

返り咲いたニュースが話題になりましたが︑この

90

プールに赴任しておりました︒今回は私の﹁多民族
国家﹂マレーシアでの経験について紹介します︒

世紀の世界最高層ビル︑ペトロナス

位置し︑日本と韓国の建設会社が５年以上を費や
して建てた
ツインタワーが観光名所として有名です︒
私は︑マレーシアの一番の特長は︑その多民族

％程度がマレー

性にあると思います︒マレーシアの人口は約３︐
２００万人余りですが︑その

％程度が中華系︑７％程度がインド系の民

教・仏教・ヒンドゥー教と多様で︑一つの国に多

困るということはありません︒宗教もイスラム

が可能ですので︑公用語のマレー語ができなくて

のほとんどすべては英語でのコミュニケーション

英語が準公用語とされています︒日常生活・仕事

てのコミュニケーションは英語で行われるため︑

が︑各民族でそれぞれの言語があり︑民族を越え

族で構成されています︒公用語はマレー語です

系︑

65

亜己子
田中

マレーシア編

マレーシアの魅力
マレーシアは日本から飛行機で約７時間︑東南
アジアのマレー半島とボルネオ島北部にありま

度前後ですが︑日本の真

す︒赤道近くに位置しているため気候は常夏で︑
年間の日中平均気温は
度を超えることは比較的少なく︑朝

度前後と過ごしやすいです︒私が赴任して

夏のように

30

いた首都クアラルンプールは︑マレー半島南部に

夕は

35
20

種多様な文化が融合する︑日本では味わえない魅
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CONTRIBUTION
寄稿

01

翔る！ニッポンの公認会計士

いうマインドは︑日本でしか生活経験のなかった

会議が設定されていたり等︑多様性を受容すると

友好な関係性から︑現在では１︐５００社を超え

私にとっては大変新鮮で刺激を受けました︒さら

も誇らしく感じます︒また︑このような日本との

る日系企業が進出し︑在留邦人は２万人を超えて

実際にシンガポール・ベトナム・タイ・インド・

に︑他のアジア諸国との人事交流も盛んで︑私も

マレーシアでは︑原則すべての企業を対象とし

中国・韓国等︑多国籍のメンバーと一緒に働く機

読みいただき︑どうもありがとうございました︒

族のご健康と安全を祈念しております︒最後までお

期に海外で奮闘されている会計士の皆様とそのご家

最後になりましたが︑特にコロナ禍の大変な時

ます︒

に︑日々の業務に取り組んでいきたいと考えてい

容がコミュニケーションの鍵となることを忘れず

るかと思いますが︑現地文化の理解や多様性の受

の仕事を︶することが当たり前の時代に入ってく

世界各地の仕事を︵または海外に住みながら日本

壁もなくなっていくと思います︒日本にいながら

た︑今後は翻訳・通訳ツール等が進化して言語の

で繋いで仕事をする機会が多くなりました︒ま

昨年以降︑コロナの影響で︑海外とオンライン

おわりに

たと感じています︒

できたことは︑海外赴任中の最も貴重な経験だっ

ドを持ちながら︑民族・国籍を越えて共に仕事が

会がありました︒会計という同じバックグラウン

て︑税務申告までに監査を完了しておくことが求
められています︒そのため︑日系企業もその規模
にかかわらず設立当初から法定監査が必要で︑税
務申告も含めて会計事務所と契約しているケース
が多いです︒私は︑所属する監査法人のネット
ワークファームであるデロイトマレーシアの日系
企業サービスグループに赴任していましたが︑他
のファームでも日本人の会計士の方々が多く活躍
されていて︑マレーシアで日本人会計士として日
系企業をサポートできる場面は多いと感じまし
た︒また︑日ごろ仕事をしていて特に感じたこと
は︑マレーシアという国はダイバーシティ・イン
クルージョンが﹁標準装備﹂であるということで
す︒日本ではまだまだ会計士業界は女性比率が低
いですが︑マレーシアでは多くの女性が会計士と
して活躍しており男女の比率差を感じない︑とい
うよりむしろ同僚は女性の方が多いくらいでし
た︒また︑それぞれの民族性や宗教を尊重しあう
ことが当たり前で︑例えば一口にお正月といって
も︑マレー系はイスラム暦︑中華系は旧暦︑イン
ド系はヒンズー暦とばらばらの時期ですが︑それ
ぞれの新年をみんなで祝福します︒その他にも︑
イスラム教徒は断食月にはランチを食べないため
勤務時間が変更されたり︑食堂のメニューも必ず
ハラル対応されていたり︑お祈りの時間は避けて
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います︒

ペトロナスツインタワー
世界遺産ペナン島ジョージタウンの壁画

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（１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。
組織内会計士委員会

2020年９月11日（金）にオンラインにて、第41回研
究大会『変わりゆく公認会計士への期待と役割〜企業等

委員長

原田

デジタル化やリモート化は、経営の高度化と
企業価値創造に貢献すると感じますか？

所属会計士（組織内会計士・社外役員）と会計監査人と

（１）とても強く感じる/まあまあ感じる（85.9%）

の連携で、企業や社会に貢献しよう〜』をテーマに発表

（２）あまり感じない/全く感じない（14.1%）

が行われました。その際皆様からいただきましたアン
ケート結果の一部を紹介させていただきます。

貴志

回答対象者は、経理財務部門業務及び監査業務従事者
であり、ここで考察されるのは、「テクノロジー関連知
識」に関して、より一層、公認会計士に必要な重要なス

公認会計士業界全体で取り組むべき重要な課題
上位３つの回答は以下のような結果でした。

キルだと考えられます。日本公認会計士協会は、今回の
研究大会で発表されたような、公認会計士業務のうち、

（１）会計監査人のビジネスに関する理解の向上（33%）

テクノロジーの活用によって業務効率の向上や価値向上

（２）会計監査人の職業倫理に関する意識の向上（23%）

が見込まれる領域を学術的に明らかにした上で、公認会

（３）会計人の独立性の強化(22％)

計士業務の効率化と高度化に向けた方向性に関する研究
調査、資料又は情報の提供等を行っていきます。

ここで考察されるのは、（２）公認会計士自身の品質
向上、（３）制度強化は基より、（１）各業界のビジネ
スモデル、政治・法律、技術動向、時代の変化に伴う社
会構造やライフスタイルなど理解する範囲が拡充してい
るため、多くの公認会計士がより深いビジネスの理解が

第42回研究大会の研究発表募集要領
今年度も研究発表が行われますので、ご興味がある方
は、是非、応募をお待ちしております。
メインテーマ

必要だと感じているものだと考えられます。このような

〜持続可能な社会の構築に挑む〜

ことを解消する１つの手段として、組織内会計士ネット

開催日

ワークへの登録を通じ、組織内会計士向けの研修、組織

会場
募集内容

②パネルディスカッション形式によ

解度が高く、一方で組織内会計士は、ビジネスの理解度

る発表

が高い傾向にあり、相互で補い、相互に高め合うために

（２）テーマの募集

も、公認会計士登録制度をご利用ください。なお、2019

〜フリーディスカッション形式によ

年の定期総会で会則が改正されたことにより、事業会社

る発表

に勤務する等により公認会計士業務を行わない会員につ

応募締切日

いては、会費から減額の申請ができます。以下のウェブ

送付先

news/2019/20191219fgg.html

（１）テーマ及び発表者（パネリス
①研究論文による発表

た、監査法人勤務の公認会計士は、会計・監査制度の理

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

ヒルトン福岡シーホーク

ト）の募集

がるように、PAIBをご利用いただけたらと思います。ま

サイトからご確認ください。

2021年9月17日（金）
（福岡市中央区地行浜2-2-3）

内会計士の横のつながりを作るための各種ネットワーキ
ングイベントなど、公認会計士業界全体の課題解決に繋

会計士が創る躍動の未来

及び
問合せ先

2021年2月26日（金）必着
〒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）
E-Mail

20

FEBRUARY 2021

18892

kenshuu@sec.jicpa.or.jp

第11回近畿C.P.A.ゴルフ選手権開催報告

厚生部

REPORT
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厚生部

北川

副部長

廣基

コロナ禍ではありますが、令和２年11

齢上位者を上位とする）、③予めエン

位が決定しました。第11回の団体戦は

月28日（土）、第11回近畿C.P.A.ゴル

トリー頂いたチームの上位３名のグロ

チーム「トーマツPSHC」が優勝に輝

フ選手権を泉が丘カントリークラブ（葛

ススコア合計で競う競技の３部門で行

きました。おめでとうございます。スク

城コース36、岩湧コース36、金剛コー

い、このほか各コースそれぞれ一つず

ラッチ個人で優勝した酒井会員は、当

ス36、PAR72）で開催いたしました。

つニアピン賞とドラコン賞を設けまし

チームのメンバーであり、団体戦での優
勝に大きく貢献されておられます。

選手権も今年で第11回大会となり、4

た。ただし、ハンディキャップについ

人一組による団体戦スクラッチ競技を取

ては競技後すぐに解散となる関係で、

つづいて、チーム「愉快な仲間た

り入れております。コロナ禍の中での開

ハーフ終了後に順位を決めるという変

ち」が準優勝となりました。「愉快な

催ということで、昨年度10回大会より参

則ルールを設けさせて頂きました。今

仲間たち」のメンバー全員がグロス80

加人数は減りましたが、総勢51名の方に

回の結果は以下の通りです。

台で回られており、安定感抜群のチー

ご参加頂くことができました。また、運

①ハンディキャップ競技結果

ム力を発揮されていました。

営としては感染対策に留意していたもの

優勝は大橋智之会員となりました。ハ

昨年も３位は僅差でありましたが今

の、当選手権を起因として、新型コロナ

ンディキャップで33.6と好スコアでの

年も非常に僅差となり、チーム「清稜

に感染された方がおられないか心配して

優勝です。大橋会員おめでとうございま

YS」が３位となりました。

おりましたが、そのような話もなく、ご

す。（写真撮影時、撮影者はマスクを着

例年であれば和気あいあいとした雰

参加頂いた皆様が、無事に選手権を終え

用の上、ソーシャルディスタンスを十分

囲気の中でのプレイになりますが、今

ることが出来たことを安堵している次第

に取って撮影しています。）

大会は、コロナ禍ということもあり、

です。ひとえにゴルフ場並びに選手権に
ご参加頂いたお一人お一人が、感染症対

感染対策のため、少し緊張感を持たれ
②スクラッチ競技結果

策への高い意識を持って、ご協力頂けた
おかげと感謝しております。

ながらのプレイだったように思いま

スクラッチ競技での優勝は酒井清会

す。来期も11月に開催予定ではありま

員となりました。葛城34、岩湧42の好

すが、その時には、アフターコロナの

当日は天候に恵まれ、定刻通り<金剛

スコアで回られました。酒井会員優勝

中で、参加頂いた方々が、ゴルフを心

→葛城コース>５組・<岩湧→金剛コー

おめでとうございます。（写真撮影

から楽しんで頂ける環境になっている

ス>４組・<葛城→岩湧コース>４組が

時、撮影者はマスクを着用の上、ソー

事を切に祈るばかりです。

一斉にスタートし、全組スムーズにホー

シャルディスタンスを十分に取って撮

ルアウトすることが出来ました。

影しています。）

繰り返しになりが、滞りない大会の
進行にご協力頂きました参加者の皆様

今回の競技の方法は、例年同様①ハン
ディキャップ競技（ダブルペリア方式、

方に、心より御礼申し上げます。
③団体戦競技

同スコアは上位ハンディ者を上位とす
る）、②スクラッチ競技（同スコアは年

とし、競技だけ実施しましたことを申

スコア上位３名の合計スコアにより順

ハンディキャップ競技結果（敬称略）
スコア

会食、表彰式は感染防止のため中止

団体戦競技では、各チームのグロス

し添えておきます。

スクラッチ競技結果 個人（敬称略）
スコア

氏 名

順 位

氏 名

優 勝

大橋 智之

48

14.4 33.6

優 勝

酒井

清

34

準優勝

奥谷 信之

40

40

6.0 34.0

準優勝

荻原 朝弘

38

3 位

荻原 朝弘

39

39

4.8 34.2

3 位

小黒 敬三

4 位

増田 明彦

45

10.8 34.2

4 位

奥谷 信之

5 位

安井 康二

44

9.6 34.4

5 位

田邉 太郎

葛城 岩湧 金剛

スクラッチ競技結果

48

45
44

順 位

GROSS HDCP NET

葛城 岩湧 金剛

42
38

41
40

調整

TOTAL

0

76.0

39

0.3

77.3

40

0.5

78.5

40

0.3

81.3

42

0.5

82.5

団体戦（敬称略）

順 位

チーム名

メンバ ー 氏 名

合計スコア

優 勝

Tohmatsu-PSHC

酒井

準優勝

愉快な仲間たち

田邉 太郎、髙田

3 位

清稜YS

小田 利昭、三井 啓介、加地 延行

清、奥谷 信之、大川 幸一、纐纈 和雅
篤、笠原

勉、小川 泰彦

247.8
258.1
280.8
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ハイキング部報告
生駒山ハイキング（参加者：会員11名、非会員1名、計12名）
板戸

2020年最後のハイキングは、生駒
山を奈良側から登り、大阪側へ降りて

事、しばし茫然、思わず佇んでしま
いました。

からキノコ料理を楽しんで来ました。

ここで丁度お昼時、あたりの万葉

当日はマスクをつけた総勢12名が

の草木に癒されながら、差し入れの

９時、近鉄生駒線元山上口駅に集合、

お菓子を頂き、一服。

史朗

おなかはぺこぺこ、三密を避け、
各テーブルに３人づつゆったり座
り、早速、キノコ料理のフルコース
を堪能しました。
ささくれ一夜茸のスモークや、き

住宅地を抜け、棚田の横を通りながら

絶景を惜しみつつ、なるかわ園地

くらげのトマトソースかけ、衣笠

緩やかな登り坂を歩いて千光寺に到

を出発、暗越奈良街道（国道308号

茸、エリンギ茸の冷菜、山伏茸（写

着、しばし小休止。

線）を下り、一路、大阪側ゴールの

真右下：山伏が胸につけているモフ

枚岡駅へ。下りは楽ちんと思いき

モフのように見える白いきのこ）の

や、結構きつい勾配と、逆走して来

あんかけ、あわび茸等の天麩羅、〆

るマウンテンバイクにびっくり。

は舞茸ご飯にきのこ汁、足の疲れも

健脚揃いの先発隊は予定どおり枚

忘れるほど、、、

岡駅に着くも、我々マイペース揃い
の後発隊は勾配の少ない額田駅を目
指しやっと到着、けいはんな線で学
研北生駒駅に移動、きのこ料理店
ここは、役行者が大峯山を開く前に
修行したとされる修験道の霊場で、役

「創士庵」に着いたのは14時近くに
なっていました。

行者が祀った千手観音様から千光が発
せられたことから、お寺の名前になっ

おなかもいっぱいになったところ
で、現地解散。街中のコロナ禍を避

ているそうです。
近くを流れる鳴川のせせらぎを聞き

けて、全長約10キロのハイキング、

ながら、山道へ入り、竹藪やブナ林の

日頃の運動不足を感じつつも、リフ

なかを、落ち葉を踏みしめながらゆっ

レッシュできた一日でした。

くりの登り。途中、トレランの一行に
抜かされるも、こちらはマイペース
（この登りは結構きつい）、鳴川峠か
ら（暗峠方向には行かず）府民の森
「なるかわ園地」に到着。
この日は快晴だったので、標高
525メートルの展望高原から見える
あべのハルカスや六甲山系の景色は見
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次回のご参加をお待ちしています！

2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

１月14日に、大阪府・兵庫県・京都府を含む関西に緊急事態宣言が発せられました。新年の近畿会も本部も賀詞交歓会を取
りやめ、また中日本地域会連合会議もWeb会議に変更となり、なかなか対面しての会合ができない状況が続いており、コロナ
禍で会務活動は制約を受けています。一方、Webによる会議や在宅勤務は出張の激減・移動時間の短縮など相当時間の創出に
つながっており、研修会のオンライン配信により今まで参加できなかったような本部や近畿会主催の研修会を受講することが
でき、個人的にも家族と過ごす時間も増えて、体力的にも精神的にも楽になりました。役員会や研修会も出席率が上がってい
るとの見方もあります（近畿会役員会 ７月〜12月出席率 2019：85.6%→2020：92.6%）。コロナ禍によりリモート化・オンライ
ン化は一気に進み、新たなワークライフスタイル、新たな会務活動に取り組んでいます。皆さんも「コロナで進んだ〇〇」
「コロナで発見できた□□」について前向きに考えてみられたら如何でしょう。
１月12日、近畿会相談役と情報交換させていただきました。現在の近畿会の取組みについて説明し評価いただきました。ま
た本部の動向など情報を適時に入手し、早い段階で意見を述べ行動することが重要である、意見が反映されるためには理屈、
信頼、共感を得るよう自分づくりが大切であるとアドバイスいただきました。本部役員として、自己研鑽に努め、協会本部の
動向や最新情報を適時提供して会員の業務遂行の支援を行うとともに、協会本部に対して近畿会の会員の意見や取組みを集約
し提言等を行っていきたいと思います。
日

付

曜日

時

間

会務の内容
組織内会計士委員会研修会

場

所

12月19日

土

13:30〜16:30

12月21日

月

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

12月22日

火

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会（Web）

12月23日

水

17:30〜1８:30 本部

地域会担当の打ち合わせ

日本公認会計士協会（Web）

12月25日

金

16:00〜18:00

本部

公認会計士制度の検討PT

日本公認会計士協会（Web）

1 月 6 日

水

10:00〜13:00

新年挨拶廻り

大阪府、大阪府監査委員事務局、
（株）大阪取引所

1 月 8 日

金

9:45〜11:15

新年挨拶廻り

近畿財務局、大阪国税不服審判所、近畿税理士会

13:30〜16:00

相談役会

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

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（Web）

14:30〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（Web）

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）

10:00〜11:30

本部

CPE研修会

日本公認会計士協会（Web）

15:00〜17:00

本部

財政の在り方の検討PT

日本公認会計士協会（Web）

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

2021年

1月12日

火

1月13日

水

1月14日

木

1月15日

金

1月18日

月

1月20日

水

10:00〜11:30

1月22日

金

18:00〜20:00

1月23日

土

9:30〜11:30
10:00〜12:00

1月25日

月

「組織内会計士と会計監査人の連携」

大阪サクヤヒメ国際女性会議
（JICPA近畿会協賛）
中日本地域会連合会議
企業財務研究会
（関西地区三会と近畿財務局との意見交換）

日本公認会計士協会近畿会（Web）

オンライン参加
日本公認会計士協会近畿会
近畿財務局（Web）

15:00〜16:00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜19:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会
(作成月日:2021年１月25日)
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

社会福祉法人会計のすべて

記載例でわかる！
不動産鑑定評価書を読みこなすための基礎知識

中村 厚 著
ぎょうせい 刊
定価5,900円＋税

黒沢 泰 著
清文社 刊
定価3,200円＋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

新版
わかるつかえる学校法人の税務実務
ポイントとＱ＆Ａ

これだけはやっちゃダメ！
相続対策の「御法度」事例集
一般社団法人相続診断協会 編
日本法令 刊
定価1,600円＋税

佐々木 正 著
税務経理協会 刊
定価2,900円＋税

組合員特価
（送料別）

（送料別）

（送料別）

組合員特価

今般、社会福祉法の改正に
伴い、社会福祉法人制度が大
きく見直されたことを受け、
「改正対応」版として改訂さ
せていただくことになりまし
た。社会福祉法人の会計及び
財務に係る情報公開分野全般
に渡る解説書になります。

鑑定評価書を読み解くため
のポイントを類型別の記載例
をもとに解説。また、鑑定評
価書で用いられる専門用語や
計算式などについても豊富な
図表を交えて詳しく解説。

（送料別）

定価より15％引き

近時の税制改正を踏まえて
旧版の記載内容を全面的に
アップデートするとともに、
基本的・一般的な税制に関す
る解説を拡充することに努め
た書籍となっております。

定価より15％引き

失敗からの学びは、とても大
きくて深いものです。大きくて
学びの深い事例を相続診断士の
皆様にご協力いただき、30事
例をご用意しております。本書
の失敗事例を教訓としていただ
き、笑顔相続につなげていただ
ければと思います。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

※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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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）

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

SNS広報

新着記事のお知らせ

今月は記事のアップとともに、たまってきたコンテンツを見出し分類して、よりわかりやすくリニュー
アルいたしました。2021年もゆる広報をお楽しみください。いいね♡もよろしくお願いします。

12月10日up：「会計」ってなぁに？「監査」ってなぁに？
今回は小学生にも伝わる「会計」「監査」の説明です。詳しく説明しだすと
どこまでも難しくなってしまうので、思い切って日本一シンプルにしてみ
ました。

12月28日up：公認会計士予備校の選び方と「合格しやすい生徒
の傾向」を予備校の先生に聞いてきた！
長年受験生に寄り添っておられる予備校の先生に、本音を聞いてきました。
先生が思う「合格しやすい生徒の傾向」とは？など、
ぜひ参考にしてください。
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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2021年1月実績及び2月予定
間

1 月 1 3 日 18:30〜20:30

分野

単位

研修会テーマ

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

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」

開催方法

講

木村章展氏（本部IT委員会監査データ標

リモート
2

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

（MS Teams） 準化対応専門委員会委員長）
リモート

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

2

営の定石と活用方法〜」
（前半）

中村剛氏（株式会社グロービス講師）

（Zoom）

新春全国研修会

山浦久司氏（本部理事）、兼山嘉人氏（本部

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 2

CPE担当常務理事）

制度のために」

13:00〜14:40 監

査

1月18日

師

伍井和夫氏（帝京大学大学院経済学研究

リモート

新春全国研修会

（MS Teams）

2

「経営者倫理 〜経営者心理の光と闇を科学する〜」

不正
事例

科・経済学部経営学科教授、博士 (経営学)、
公認不正検査士 (CFE)、公認内部監査人
(CIA)）

15:00〜16:40 税

務

組

織

環

境

18:30〜20:30

1 月 2 0 日 14:00〜17:00

新春全国研修会
「令和２年分

所得税の確定申告（仮題）」

伊倉博氏（本部租税相談員）

2

関西地区三会共催研修会（IT委員会）
2

リティ」

（国際委員会）
コンサル 関西地区三会共催研修会
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委
務 員会）

（MS Teams） ティ専門講師
リモート

2

ティング 「国際メッセ・オンライン」

13:00〜14:40 税

情報システム監査株式会社情報セキュリ

リモート

「公認会計士業務のための事例から学ぶ情報セキュ

（MS Teams）

国際業務提供会員7名

リモート
2

（MS Teams）

土屋重義氏（本部租税相談員（国際租税担当））

「近年における国際課税の動向について」

1月22日

中堅・若手会計士委員会研修会

リモート

18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020（第3回）

2

「投資会社での公認会計士」」
関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）
1 月 2 5 日 14:00〜16:00 会

リモート

評価、対話を
計 「長期投資家と企業〜非財務情報開示、

2

中心に〜」
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

池田篤穂氏（公認会計士、インテグラル株

（MS Teams） 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

（MS Teams） 式会社執行役員責任投資部長）

リモート

戦わずして勝つ

3

（MS Teams）

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教授）

戦略（『孫子』など）」
リモート

本部会務報告会・協会のガバナンスと執行の在り方

2 月 1 日 13:30〜16:45 倫理等

3

に係る説明会

手塚正彦氏（本部会長）、加藤達也氏（本部

（MS Teams） 副会長）

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 社会福祉
法人専門委員会）
宮内威氏（本部社会福祉法人専門委員会委

「最近の社会福祉法人の会計基準改定」ほか
2 月 2 日 13:30〜17:00 会

リモート

計 ①最近の社会福祉法人の会計基準改定及び社会福祉

3

法人特有の会計処理

員）、横山勝氏（大阪司法書士会監事、司法

（MS Teams） 書士）
、瀬川昇氏（近畿税理士会（元）公益活

動対策部、税理士）

②社会福祉法人の議事録等（登記添付書類）の作成方
法と法人登記申請
③社会福祉法人税務の勘どころ
10:00〜11:40

組

織 春季全国研修会

環

（仮題）」
境 「不動産登記の実務

古田辰美氏（法務省民事局民事第二課

2

法

務専門官兼法規係長）

春季全国研修会
樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

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

等を踏まえて−」

2 月 3 日

リモート
（MS Teams） 大森一幸氏
（みのり監査法人理事長）、篠塚

仁彰氏（同法人パートナー）、片岡平太氏

春季全国研修会
15:00〜16:40 監

査 「農協監査の現状と今後の展望〜会計監査人監査導

入初年度を終えて〜 」

2

（同法人パートナー）、柴原啓司氏（同法人
ディレクター）、山本康太氏（同法人マネ
ジャー）
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実施月日

時

間

分野

10:00〜11:40 税

務

単位

研修会テーマ

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

春季全国研修会
「令和３年度

開催方法

御園生豪洋氏（本部監査基準委員会 OI

査 「監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改

リモート

2

正について（その1）」

2 月 4 日

（Other Information）起草委員会起草委

（MS Teams）

春季全国研修会
15:00〜16:40 監

査 「監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改

リモート
2

営の定石と活用方法〜」
（後半）

2 月 5 日

13:00〜14:40 監

査

春季全国研修会

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会専門委員長）
林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会

春季全国研修会

2

「監査提言集の解説」

長）、廣田壽俊氏（本部監査・規律審査会副

リモート

不正
事例

（MS Teams）

春季全国研修会
15:00〜16:00 監

中村剛氏（株式会社グロービス講師）

（Zoom）

2

「公認会計士業務における情報セキュリティ 」

（金融機関に係る改善勧告事
査 「監査の品質管理の実務

第3回

リモート

混迷の時代に望

3

まれるリーダーシップ（『貞観政要』など）」
務

檜垣寛氏（本部品質管理委員会レビュー
ビューアー）

関西地区三会共催研修会（経営委員会）

2 月 1 2 日 14:00〜17:00 税

審査会長）
アー）、金谷朋侑氏（本部品質管理委員会レ

1

項事例の説明）」
2 月 8 日 14:00〜16:30 スキル 「中国古典に学ぶ経営学

会計上の見積り起草委員会起草委員長）

価等起草委員会起草委員長）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:15〜20:30 スキル 「経営戦略分析・立案のための思考プロセス〜企業経

員長）、清水健太郎氏（本部監査基準委員会

山中彰子氏（本部監査基準委員会リスク評

2

正について（その2）」

10:00〜11:40 倫理等

師

吉田昌司氏（財務省主税局総務課企画官）

2

税制改正大綱の解説（仮題）」

春季全国研修会
13:00〜14:40 監

講

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

（MS Teams）
リモート

3

「令和3年税制改正」

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教授）
小畑良晴氏（一般社団法人日本経済団体連

（MS Teams） 合会

経済基盤本部長）

御 園 生 豪 洋 氏（ 本 部 監 査 基 準 委 員 会 O I
（Other Information）起草委員会起草委

監査会計委員会研修会
2 月 1 5 日 13:00〜14:40 監

査 「監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改

リモート

2

正について」

（MS Teams）

員長）、清水健太郎氏（本部監査基準委員会
会計上の見積り起草委員会起草委員長）、
山中彰子氏（本部監査基準委員会リスク評
価等起草委員会起草委員長）

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員
2 月 2 0 日 13:00〜15:00 スキル

会

女性会計士専門委員会）

2

「公認会計士の多様なキャリアから自分の働き方を
考える」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会

2 月 2 2 日 18:30〜20:30 監

査 外役員専門委員会）

「不正事例研究」

社
2
不正
事例

研修室参集・ 青山朝子氏
（公認会計士、日本電気株式会
リモート
（MS Teams） 社グローバルファイナンス本部長）
併用
研修室参集・
辻 さちえ氏（公認会計士、公認不正検査
リモート
（MS Teams）
士、株式会社エスプラス代表取締役）
併用
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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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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

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

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイトの

を生じたときは、変更登録申請書の提出や変更届出を行っ

会員マイページにログイン後、「会員情報の確認・変更」

ていただく必要があります（変更手続は無料です）。

画面から閲覧することができます。

登録事項及び届出事項に変更を生じたときは、遅滞な

登録事項等に変更を生じているにもかかわらず、変更手続

く、様式「変更登録申請書」及び「会員変更届出書」を使

を行わないときは、会則第31条に該当するものとし、会報等

用し、必要な変更手続をお願いいたします。

をもって公示する対象にもなりますのでご注意ください。
（常務理事

茂木哲也）

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

【会員マイページログインへ】

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

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

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

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

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

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

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

【問合せ先】研修グループ

Tel：03-3515-1126 ／ E-mail : kenshuu@sec.jicpa.or.jp
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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,638

34

3,672

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

791

計

合計

833

4,505

兵野

和貴 （会

員）

田村

祐也 （四号準会員）

守山

成寿 （会

員）

中野

康

吉村

菜摘 （会

員）

本田山

神阪

智彦 （四号準会員）

（四号準会員）
優史（四号準会員）

（2020年12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）
久保田

雄一

神阪

12月18日付

智彦

入会者

12月18日付

北村

尚彦 （会

員）

美濃

秀起 （会

員）

春木

明子 （会

員）

渡邊

宗義 （会

員）

会員名簿記載事項の変更

12月３日〜22日

【事務所】
勝野

貴也 （会

員）

渡邉

康夫 （会

員）

瀨戸

研一 （会

員）

小田

真一 （会

員）

七瀧

雅之 （会

員）

菊山

洋一 （会

員）

前本

修

員）

清水

康紀 （会

員）

（会

【自宅】
安福

陽太 （会

員）

堀

宏樹 （会

員）

宇賀

秀雄 （会

員）

前田

裕史 （会

員）

勝見

貴将 （会

員）

村田

賢二 （会

員）

小村

佳正 （会

員）

山田

隆一 （会

員）

島袋

央人 （会

員）

上東

潤也 （会

員）

杉江

徹郎 （会

員）

岸本

拡之 （会

員）

高橋

徹

（会

員）

瀨藤

大一郎（会

員）

寺田

千夏 （会

員）

田中

秀明 （会

員）

藤井

晃太郎（会

員）

成本

弘治 （会

員）
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【事務所・自宅】
前田

純志 （会

員）

磯部

武志 （会

員）

中根

玲代 （会

転入者

員）

12月21日〜22日

上田

啓二 （会

員） 京 滋 会 よ り

杉田

斉弥 （四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

12月３日〜22日

奥村

亮

（会

員） 兵

庫

会

へ

西川

有美 （会

員） 東

京

会

へ

二宮

雪実 （会

員） 東

京

会

へ

東川

清

（会

員） 中

国

会

へ

湯谷

正明 （会

員） 京

滋

会

へ

足立

和也 （会

員） 兵

庫

会

へ

枝川

哲也 （会

員） 東

京

会

へ

和田

健

員） 東

京

会

へ

戸田

祐介 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

三島

裕一 （四号準会員） 東

京

会

へ

小澤

優太 （四号準会員） 東

京

会

へ

山枡

幸德 （四号準会員） 京

滋

会

へ

（会

退会者
木村

（会

員） 11月10日付

死

亡

８月31日付

解

散

監査法人の変更
監査法人稜陽会計社

事務局だより
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新型コロナウイルスの世界的流行が始まっ

〒541‐0052

てから︑早いもので１年の月日が流れまし

お問合せ先

た︒ワクチン開発はなされたものの︑収束の

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。

めどがどう立つのか︑いつ終わるのかわから

応 募 方 法

ない状態が続いています︒そのような中︑各

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

委員会においてもコロナ禍の制約下で︑工夫

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

をしながら活動を継続しております︒
今月号では︑中堅・若手会計士委員会によ
る﹁キャリアデザイン・ワークショップ２０
２０﹂の第１回及び第２回の開催報告記事を
掲載しています︒こちらは︑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信を持ち︑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︑また法人内での活躍の場を見
出すためにも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企画されたそうで
す︒わたくしもリモート開催だったため参加
することができ︑多くの刺激を受けました︒
とても興味深い内容となっていますので︑是
非お読みいただければと思います︒
最後になりましたが︑会報部では引き続き

大阪事務所

仰星監査法人

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

﹃Ｔｈｅ Ｙｏｕの書〜わたしのおすすめの１
冊〜 ﹄ と い う シ リ ー ズ で ︑ 会 員 の 皆 様 に 心 に
残った一冊をご紹介いただく寄稿募集を行っ
ています︒コロナ禍で不安な日々を過ごす
中︑是非これからの時代を生き延びるための

大川真広︶

お薦めの１冊をご紹介していただけると幸い
です︒
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

満91歳
布柴 雄一郎氏
2021年１月４日ご逝去

・会員 植松 尚三氏（兵庫会）
2021年１月１日ご逝去 満96歳
・会員 髙谷 和光氏のご母堂 利江様
2020年12月15日ご逝去 満94歳
・会員 髙谷 文美氏のご母堂 利江様
2020年12月15日ご逝去 満94歳

光雄様
・会員 那須 啓一郎氏のご尊父
2021年１月18日ご逝去 満81歳

【弔事】 ・会員

【寄贈図書】

■第16回「税に関する論文」入選論文集
寄 贈 者 公益財団法人納税協会連合会
発
行 公益財団法人納税協会連合会

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

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
会員各位におかれましては、コロナ禍にあってご苦労も多いことと拝察いたします。
さて、新型コロナウイルス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

研究・CPE研修部からのお知らせ
昨年３月１日以降、ｅラーニングの視聴料は無料となっています。ぜひご利用ください。

e ラーニング受講の方法
① CPE ONLINE

に接続する。URL：https://secure.cpe.jicpa.or.jp/

② TOP 頁の上部、「e ラーニング」をクリック

③ ログイン画面からログインする（ご利用初めての方は、その下の登録フォームへ）

④ e ラーニングの TOP 頁にアクセスできる

18907
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⑤ 受講したい講座のタイトルをクリックし、画面の指示に従って受講する
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⑥ 各動画の途中、暗号（ランダム生成）が表示されますので、必ずメモして下さい。

⑦ 講座を完了

⑧ 単位申告完了
◆注意
電子申告をされますと、FAX での申告ができなくなりますので、お気を付けください。

【お問合せ先】※CPE制度、CPE ONLINE、Eラーニング等
日本公認会計士協会

総務本部 研修グループ

日本公認会計士協会近畿会

TEL：03-3515-1126

Email：kenshuu@sec.jicpa.or.jp

TEL：06-6271-0400

18909
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第52回中日本五会研究大会のご案内
中日本五会研究大会 準備委員会
中日本五会研究大会の実施につきましてのお知らせです。本年初頭より猛威を振るい始めた新型コロナウイルスの影響によ
り、第52回中日本五会研究大会は従来の集合研修方式ではなく、日本公認会計士協会が運営するCPE ONLINEにてeラーニング
形式にて配信をする事となりました。五会所属の皆様による研究成果を直接ご披露いただく場を設けることが叶わず、誠に恐縮
ではございますがご理解の程、よろしくお願いいたします。
記
配信開始日：2021年３月19日（金）CPE ONLINE（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）にて
配信期間

：上記配信日以降、１年程の公開を予定

特設サイト：https://www.jicpa-tokai.info

（２月初旬開設予定となります）

【統一論題】
テーマ：激変する環境に対するIT監査の次の一手
発表者：近畿会

細谷

明宏 会員、京滋会

松若恵理子 会員、兵庫会

渡部

俊樹 会員、

北陸会

髙島

悠輝 会員、東海会

大島

鈴木

徹也 会員

時

間：２時間程度

単

位：２単位（3193 IT利用監査）

嘉秋 会員、東海会

必須：監査の品質及び不正リスク対応

【自由論題】
所属会：近畿会
テーマ： コロナ禍における監査
発表者：組織内会計士委員会
（廣田

壽俊 会員、原田

貴志 会員、和田

時

間：２時間程度

単

位：２単位（3999 監査・その他）

泰史 会員、川瀬

敬義 会員、岩﨑

香織 会員、芝野

祐二 会員）

必須：監査の品質及び不正リスク対応

所属会：近畿会
テーマ：一歩進んだ包括外部監査の取組み
発表者：遠藤

−公共経営の深化への対応−

尚秀 会員

時

間：２時間程度

単

位：２単位（3112 監査・公監査）

必須：監査の品質及び不正リスク対応

所属会：東海会
テーマ：水道事業の持続的な経営の確保のための施策に関する調査研究
発表者：総務省自治財政局公営企業経営室
（河村

崇志 会員、伊藤

課長補佐

勝朗 会員、今瀬

小野

彰夫 会員、平手

時

間：２時間程度

単

位：２単位（5402 コンサルティング・公的機関の支援）

お問い合わせ先：東海会事務局

裕一朗 様 及び 東海会

公会計委員会

健一 会員、蓑田

浩行 会員）

担当 木野瀬（tokai@sec.jicpa.or.jp）

※新型コロナウイルス対応の都合上、在宅勤務となっている可能性がございますので、ご不明点等はメールにてお問合せ
いただけますと幸いです。
【その他】
近畿会では、研究大会開催予定日であった３ /19（金）に DVD 研修会として、研修室にて研修会を実施いたします。詳
細はＰ．42 の「研修会のご案内」をご確認ください。
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研修会のご案内（2021年２月〜４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、中止または開催方法変更となる場合が
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３月16日(火) 18:30〜20:00

キャリアデザイン・ワークショップ2020（第４回）

研修コード 履修単位
研修室参集

監査法人でのキャリア
企

Online
（Teams）

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。

画 中堅・若手会計士委員会

康嗣 氏（EY新日本有限責任監査法人 パートナー）
富田 賢治 氏（PwCあらた有限責任監査法人 マネージャー）
鏑木 大督 氏（有限責任 あずさ監査法人 シニア）
杉本 奈穂 氏（有限責任監査法人トーマツ スタッフ）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
講

9201

師 三戸

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信を持ち、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」を開催致します。
第四回のテーマは「監査法人でのキャリア」です。
多くの若手会員が会計士人生をスタートする監査法人でのキャリアを、各監査法人・職階から講師をお招きしご講演いただきます。
近畿実務補習所の単位認定研修となっていますので、是非補習生にも参加してもらえたら幸いです。

2021年３月17日(水) 18:30〜20:00

準会員会共催

ダイバーシティ推進委員会研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

コロナ禍におけるベンチャー概況と経営者支援の魅力
企

Online
（Teams）

5118

２

画 ダイバーシティ推進委員会

修平 氏（公認会計士、有限責任監査法人トーマツ未来事業戦略室、
情報経営イノベーション専門職大学客員講師）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

師 松本

歴史を振り返ると、パンデミックが明けた後にルネッサンスなどの社会変革が訪れています。新型コロナウイルス感染症も同様の歴史的
インパクトを与えるのではないでしょうか。そして、昨今オープンイノベーション型の社会変革に大きな期待が寄せらせています。その
担い手としてベンチャー企業の存在感も年々高まっています。そこで今回はベンチャーにフォーカスした下記内容をお届けします。
①講師の起業歴等ご紹介 ②昨今のベンチャー概況 ③経営者支援の可能性と魅力 ④具体的な支援活動の始め方
講師自身も十代より起業し、現在は監査法人にてベンチャー支援活動をしています。起業経験や日々の支援活動で得られたナレッジを
シェアできればと思います。
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スキルアップセミナー
① 2021年2月26日（金） ② 2021年3月8日（月） ③ 2021年3月16日（火）各18:30〜20:30

「プロジェクトマネジメント研修」

①プロジェクトの定義
②スケジュール作成・リスクとコストのマネジメント
③進捗管理・関係者とのコミュニケーション
企

画 研究・CPE研修部

講

師 上垣

会

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

Online
（Zoom）

重浩 氏（株式会社インソース講師）
定

員 各20人

研修コード

履修単位

9301

各2単位

※3回シリーズですが
各回独立した内容
ですので、任意の回
を受講していただ
けます。
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

本研修の目的は、経験や習慣をベースとしたプロジェクトマネジメントから脱却し、プロジェクトを確実に進めるスキルを身につけてい
ただくことです。プロジェクトマネジメントを経験したことがない方でも安心して受講していただけます。
具体的には以下３点のポイントを押さえていただきます。
①プロジェクトの定義〜チーム全体の目標を明確にする ②業務管理のための計画〜スケジュール作成・リスクとコストのマネジメント
③プロジェクトマネジメントの実施〜進捗管理・関係者とのコミュニケーション
この3つの段階における必要なスキル習得を目指します。

DVD研修会
2021年３月27日(土) ①10:00〜11:40 ②13:00〜14:40 ①15:00〜16:40

①職業倫理

組織内会計士・社外役員会計士の職業倫理がますます強化へ

研修コード 履修単位
研修室参集

〜職業倫理を価値向上につなげる〜
②税

務

③不正事例研究

パンデミック下の企業経営と税務対応
公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止策
−不正の芽の察知と機敏な対処として−

企

画 ①研究・CPE研修部

講

師 ①脇

②税制・税務委員会 ③研究・CPE研修部
一郎 氏（本部常務理事、株式会社JBAホールディングス代表取締役グループCEO、公認会計士）
②荒井 優美子 氏（公認会計士・税理士）
③米澤 勝 氏（米澤勝税理士事務所 税理士・公認不正検査士）
定 員 研修室60人（リモート配信なし）
会 場 近畿会研修室

①1001

２

②4002

２

③3192

２

※CPEオンラインで
e-ラーニングの受
講（無料）もできま
すので、そちらも是
非ご利用ください。

①2020年９月８日開催 本部研修会収録 ②2020年10月28日開催 本部研修会収録
③2020年10月23日開催 本部秋季全国研修会収録

2021年３月30日(火) ①10:00〜11:40 ②13:00〜14:40 ①15:00〜16:40

②税

務 本部税務業務部会・近畿会共催

③不正事例研究

DVD研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

会計・税務業務のIT化への対応と未来
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〜
①職業倫理

公認会計士の職業倫理について
−最近の相談事例等を踏まえて−

①4999

２

②3192

２

③1001

２

※CPEオンラインで
e-ラーニングの受
講（無料）もできま
すので、そちらも是
非ご利用ください。

②研究・CPE研修部 ③研究・CPE研修部
講 師 ①中村 元彦 氏（公認会計士・税理士）
②真柳 元 氏（公認不正検査士、公認内部監査人、公認リスク管理監査人）
③樋口 誠之 氏（本部倫理委員会 副委員長）
定 員 研修室60人（リモート配信なし）
会 場 近畿会研修室
企

画 ①税制・税務委員会

①2020年11月２日開催 本部税務業務部会主催研修会（第74回）収録 ②2020年12月４日開催 本部冬季全国研修会収録
③2020年10月21日開催 本部秋季全国研修会収録
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関西地区三会共催研修会
2021年３月15日(月) 16:00〜17:30

研修コード 履修単位

社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会

監 査

研修室参集

医療法人監査における留意事項

企

画 社会保障委員会 医療法人専門委員会

講

師 中村

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

3111

２

一 氏（公認会計士、日本公認会計士協会 非営利会計委員会医療法人専門委員会 専門委員）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

医療法人の会計監査等の業務に従事する会員を主たる対象として、本部専門委員を講師に迎え、医療法人に係る最新の動向を踏まえなが
ら、令和２年度の会計監査において留意すべき事項等について解説いただきます。
【予定しているテーマ】
１．医療法人制度等に関する最新動向
２．令和２年度の決算に関する留意事項（実務指針等の更新、新型コロナウイルス感染症に関する論点等）
３．過年度の監査実施報告書等に見る監査上の留意事項

2021年３月16日(火) 13:00〜16:00

研修コード 履修単位

非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

令和２年度

研修室参集

学校法人の会計・監査における留意事項

企

画 非営利会計委員会 学校法人専門委員会

講

師 非営利会計委員会 学校法人専門委員会 専門委員長

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

2106

３

舩越 啓仁 氏
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

学校法人の会計・監査における留意事項を解説します。
令和2年度のトピックスとして、幼児教育・保育の無償化に係る会計処理、高等教育の修学支援新制度に係る会計処理、コロナ禍を踏ま
えた会計処理に関する諸論点、大阪府処理標準の改正を中心に解説予定です。

2021年３月20日(土) 10:00〜12:00

ダイバーシティ推進委員会

研修コード 履修単位

女性会計士専門委員会研修会

Online
（Teams）

「リモート、ウエブ会議等における、分かりやすい伝え方と好印象を持たれるマナー・表現術」

女性会計士専門委員会
講 師 田中 桂子 氏（株式会社クラスアプレシエ 代表取締役、人材コンサルタント、講師、カラーアナリスト）
会 場 MicrosoftTeamsのみ
定 員 Teams：100人
企

画 ダイバーシティ推進委員会

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。

コロナ禍、リモートでのやりとりが多くなった今、その中での上手なパフォーマンスが問われています。リモートにおける悩みは、コ
ミュニケーションが上位を占め、思ったように上手く伝わらない、相手の気持ちが読めない等、課題を感じている人が多くいます。画面
の中の印象や伝え方に自信を持つと、会計士としての信頼感も上がり、ビジネスはよりスムーズに進みます。
今回はオンラインでセミナーを行います。公認会計士になったばかりの方からベテランの方までご参加いただけます。
主に以下の内容です。
●リモート、ウエブ会議等におけるマナー ●分かりやすい伝え方のテクニック ●上手な聴き方のための相槌と質問力
●シーン別のコミュニケーション

2021年３月22日(月) 18:30〜20:30

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

研修コード 履修単位
研修室参集

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

Online
（Teams）

2106

２

画 非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

金 志煥 氏
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会 委員 濵田 善彦 氏
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会 委員 大松 祐介 氏
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

師 非営利会計委員会 NPO法人専門委員会 専門委員長

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。
※当研修会は、2月17日に開催を予定していましたが、緊急事態宣言発令により開催を延期した研修会です。
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関西地区三会共催研修会
2021年３月22日(月) 13:30〜16:30

大阪弁護士会共催

研修コード 履修単位

国際委員会研修会

研修室参集

海外の不正調査について
「新興国における不正調査実施の留意事項」
「中国現地法人における事例を中心に」
企

Online
（Teams）

5103

３

画 国際委員会

大介 氏（公認会計士、株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門ディレクター）
森
仁司 氏（弁護士、協和綜合法律事務所）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人（三会30人、弁護士会30人）
Teams：100人
講

師 藤田

大阪弁護士会と共催で、「海外の不正調査」をテーマにセミナーを開催いたします。不正調査の一般的な話を含め、海外の調査のケース
での実務上の留意点や事例等についてお話しいただきます。是非多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

2021年３月30日(火) 18:00〜20:00

大阪弁護士会共催
監 査

研修コード 履修単位

IT委員会研修会

大阪弁護士
会館

デジタル・フォレンジック実務研修

企

画 IT委員会

講

師 AOSデータ株式会社

会

場 大阪弁護士会館10階

Online
（Zoom）

3193

２

講師
定

員 会場：10人 ／ Zoomウェビナー：250名

デジタル・フォレンジック（デジタル鑑識）という言葉が、報道等において聞かれるようになって久しく、もはや世間一般に認知されて
いる技術といえます。我々公認会計士が行う業務においても、デジタル・フォレンジックを活用し、あるいは提案すべき場面に直面する
ことも決して珍しくありません。そこで、はじめてデジタル・フォレンジックという言葉に触れる方々を対象にデジタル・フォレンジッ
クの基礎から調査事例まで解説いただき、実務においてデジタル・フォレンジックを適切に活用いただけるような基礎知識の習得を目指
します。なお、当研修は大阪弁護士会との共催研修です。
※会場のキャパシティの関係上、出来るだけリモートでの参加をお願いします。

中日本五会研究大会

DVD研修会

2021年３月19日（金）①10:30〜12:00 ②13:00〜14:30 ③14:45〜16:45

中日本五会研究大会

DVD研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

監 査 ①（自由論題）一歩進んだ包括外部監査の取組み−公共経営の深化への対応−
監 査 ②（自由論題）コロナ禍における監査
監 査 ③（統一論題）激変する環境に対するIT監査の次の一手
企

①3112

２

②3999

２

③3193

２

画 中日本五会研究大会 準備委員会

尚秀 氏（近畿会）
②組織内会計士委員会（近畿会）
③細谷 明宏 氏（近畿会）、若松恵理子 氏（京滋会）、渡部 俊樹 氏（兵庫会）、
髙島 悠輝 氏（北陸会）、大島 嘉秋 氏（東海会）、鈴木 徹也 氏（東海会）
定 員 研修室：各60人
会 場 近畿会研修室
講

師 ①遠藤

第52回中日本五会研究大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合研修ではなく、CPE ONLINEにてeラーニングをご視聴
いただく形で開催することとなりました。五会所属の皆さまによる研究成果を直接ご披露いただく場を設けることが叶わず残念ではあ
りますが、近畿会では、研究大会開催予定日であった3/19（金）に近畿会所属の先生方の発表テーマをDVD研修会として開催いたし
ます。
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以下は2021年度のCPE研修会です。
関西地区三会共催研修会
2021年４月15日(木) 13:30〜15:30

監査会計委員会研修会

研修コード 履修単位
研修室参集

2021年３月期の会計・監査上の主な改正点と開示上の留意点
企

画 監査会計委員会

講

師 山添

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

2101

２

清昭 氏（公認会計士、監査会計委員会 副委員長）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

2021年３月期は、「収益認識に関する会計基準」、「時価の算定に関する会計基準」等が早期適用可能となっているとともに、「会計
上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」の改正と新「会計上の見積りの開示に関する会計基準」が、強制適用となります。また、
監査基準が改訂され、いよいよKAM（監査上の主要な検討事項）の記載が強制適用となります。これら改正により、「有価証券報告
書」の記載も見直しが必要です。
2021年３月期決算において留意すべき実務ポイントを詳細に解説するとともに、必ず押さえておくべきこれら制度改正の内容について
も、わかりやすく解説しますので、ぜひご参加ください。

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会が延期、中止または開催方法変更となる場合が
あります。 あらかじめご承知おきください。

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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