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「公会計講座」＠近畿大学、関西大学、立命館大学実施のご報告
公会計委員会

はじめに
公会計委員会では、社会に向けた

副委員長

中川

美雪

ザーとして一緒に入っていただきま

会計士の方のお話はなかなか聞けな

した。

いので、参考になりました。後半は

情報発信の取組みの一つとして、大

少し難しくて理解が追いつきません

学生向けに、地方自治体等のパブ

でしたが、日々の生活に公会計が関

リック分野における会計のしくみや

わっているのだなと知れました。」

公認会計士の役割について紹介する

「今まで漠然とした仕事内容しか知

取組みを実施しています。

らなかったのですが、より深く多く

今年度は、新型コロナウイルス感

の人々に関係する公的な分野での仕

染症の影響により、授業をリモート

今年は新型コロナウイルス感染症

事を知り、様々な分野で活躍できる

で行う大学もあり、開催が危ぶまれ

の影響もあり、本来は対面の授業で

公認会計士になりたいなと思いまし

ましたが、無事、昨年に引き続き近

あるところが「オンライン授業形

た。」といった声が寄せられまし

畿大学、関西大学、立命館大学で講

式」となりました。オンラインで行

た。また「１年生の簿記初学者が公

座を実施しました。それぞれの講義

うことにより、システムトラブルは

会計にかなり興味を示していまし

の様子についてご報告いたします。

生じないだろうか、参加学生の反応

た。『企業会計を理解してからでな

は把握しづらいのであろうか、と

いと公会計が理解できないのでは』

いった心配がありましたが、当日開

というのは、こちらの勝手な思い込

催してみますと、大変スムーズに進

みに過ぎず、学生は身近な公的機関

み、学生の方からのオンライン越し

での会計の重要性に気が付き、公認

の質問を受けることができ、双方向

会計士が地域社会の役に立つ仕事を

の授業とすることできました。

していることに驚いたようです。」

近畿大学
年月日 令和２年11月24日
対

象 経営学部

会計学科学生

17名
講

師 奥谷

恭子

テーマ 国、地方の財政状況、

また、当オンラインの講義の録画

との感想を川原教授から頂きました。

を今回の講座とは別の川原先生の講

私たちも公認会計士の仕事を知っ

義（会計学科１年生向けの「簿記論

てもらうとても良い機会と考えてい

会計学科の川原尚子教

B」）の受講生にも一定期間聴講可

ます。これからもこのような活動を

授の「国際会計Ⅱ」の授業の一コマ

能としたところ、さらに78名もの学

続けてきたいと思います。

をお借りし、公会計講座を実施させ

生が聴講されました。オンラインだ

ていただきました。

からこそ、当日参加できなかった多

国際公会計
経営学部

昨年度までご担当された中川美雪

くの学生も簡単に受講できる、とい

先生の内容をご参考にしつつ、地方や

うメリットもあったかと思います。

国の財務状況と、授業が国際会計であ

さらにオンラインであったため、感

るため、国際「公」会計（IPSAS）、

想文の内容も回収率も対面授業の時

そして公的機関に対する公認会計士

より良かったようです。

（報告：奥谷恭子）

関西大学
年月日 令和２年12月４日
対

象 商学部 商学科学生
81名

講

師 横田

慎一

テーマ 行政における会計

の業務内容（私自身のかかわりも紹

アンケートでは、多くの感想が寄

介しつつ）などについてお話しまし

せられました。今回は公認会計士の

商学部の馬場教授にご協力いただ

た。当日は中川先生にもアドバイ

仕事や会計への感想が多く、「公認

き、上記テーマにて公会計講座を実
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施させていただきました。

ました。

ほどの学生が将来公認会計士になり

行政における会計や監査という幅
広いテーマですが、具体的な内容と
して、日本の将来に関するイントロ

（報告：横田慎一）

れば、うれしい限りです。

立命館大学

ダクション、生活の周りの「パブ

年月日 令和３年１月９日

リック」と会計をテーマに概要的な

対

象 経営学部

経営学科生・

国際経営学科生

説明をし、その後、私のこれまでの

師 長竹

29名

孝直

経験を踏まえて、公共施設等マネジ

講

メント、地方公会計について実例な

テーマ 行政における会計・監査

どの紹介をしました。

たいと回答していました。本当であ

と公認会計士
一昨年より、立命館大学の大阪い
ばらきキャンパスで瀧博教授が開講
されている「監査論」の講義の一コ
マをお借りして、公会計講座を実施
しています。

瀧教授からは、自治体の経営分析
や自治体間の比較、地方公共団体に

昨年度は、地方公営企業、地方独

も発生主義を入れて財政管理をして

立行政法人、監査委員監査を取り上

はどうか、決算書類の保証型の監査

げましたが、学生も消化不良気味

制度の可能性はどうか、もしも導入

だったのではないか、との反省の下

したら何がどう変わるかなど、に関

を用いてリアルタイムで収集し、授

に、今年度はメインを地方公営企業、

心がある旨のコメントをいただきま

業のラスト20分ほどで回答をしまし

監査委員監査に絞り、それぞれに対

した。来年度講義を実施する際に

た。匿名での質問も受付けたため、

する公認会計士の業務内容や私の実

は、取り入れてみたいと思います。

受講生の中の公認会計士試験受験生

務経験についてお話しさせていただ

による直接はなかなか聞きにくいリ

きました。

講義中の質問はGoogleアンケート

引き続き学生が公会計や公認会計
士に興味を持っていただけるよう取

アルな質問もありました。質問回答

今回はコロナ禍の下、Zoomを

を通じて、実務や公認会計士の仕

使って事務所から講義を行いまし

事・生活の雰囲気などをよりお伝え

た。土曜の朝９時からという早い時

できたかと思います。（昨年の反省

間帯にもかかわらず、30名近くの学

を踏まえて、講義中の質問の回答時

生に聴講いただきましたが、教室で

今回は３つのうち２つの講義を

間を長めに確保しましたが、昨年の

話すのとは異なり、学生の表情など

Zoomで行いましたが、質問もたくさ

32件のおよそ２倍の63件という多数

がわからず、やりづらい面がありま

ん出て全く問題はなかったようです。

の質問が学生から寄せられ、今年も

したし、PC画面に向かって一人で

公会計委員会では、今後も引き続

質問に答えきれませんでした。）

しゃべり続けているのも何か不思議

き公会計講座を実施し、行政におけ

講義後のアンケートでは、「生活

な感覚でした。講義後のアンケート

る会計や公認会計士の役割につい

や街の至るところで自治体のお金が

に多くの学生からコメントをいただ

て、広くアピールしていきたいと思

関連していると分かり、驚きまし

き、ある程度は伝わったかな、と安

います。

た。その分、国や地方の財政につい

心しました。

り組んでいきたいと思います。
（報告：長竹孝直）

おわりに

また公会計委員会では、委員や大

て、自身ももっと興味を持とうと思

寄せられたコメントでは、行政に

学の講座で講義してくださる方を募

いました。」「公共施設に関する話

おける会計情報の利用や行政分野で

集中です。ご興味のある方は、ぜひ

が知らないことも多く、大変興味深

の公認会計士の業務について、関心

公会計委員会までご連絡ください。

い話を聞かせていただきました。」

を持ったという声が多く寄せられま

などの多数の熱心な感想をいただき

した。また、少し意外でしたが、40%
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公会計委員会研修（地方公共団体監査）開催報告
公会計委員会

委員

道幸

尚志

令和２年12月12日（土）に地方公

公認会計士は地方公共団体の監査の

この研修には地方公共団体監査に

共団体の監査事務局職員向けの研修

専門家としては、認知されていない

ついて公認会計士にアドバンテージ

会が実施されました。この研修会は

状況がありました。そこで、地方公

があることを広く知らしめるための

平成25年４月に第１回目を開催し

共団体の監査についても、公認会計

成果目標が設定されています。それ

て、今年で第９回目の開催となりま

士にアドバンテージがあることのア

は研修会後に受講者に記載してもら

した。昨年度までは関西地区三会

ピールとして、多数の公認会計士が

う無記名アンケートにおいて５段階

（近畿会、京滋会、兵庫会）の共催

講師を務める地方公共団体の監査事

評価で平均値４以上の評価を勝ち取

でしたが、今年度は近畿会単独の開

務局職員向けの実務者研修会を京滋

るという高い目標を設定していま

催となりました。

会及び兵庫会との共催で実施しまし

す。実は、これは講師陣にとってか

当時の社会・公会計委員会が当時

た。その後、この研修を全国的に推

なりのプレッシャーです。

この研修会を始めようとしたきっか

進するため、研修の趣旨に賛同いた

この研修は講義２コマとグループ

けは、地方公共団体の包括外部監査

だける公認会計士協会の地域会を募

演習で構成される丸１日の長時間の

人の８割以上を公認会計士が占め、

りました。この呼びかけに賛同して

研修となっており、過去９回変わっ

監査委員にも少なからず、公認会計

いただいた東海会では同様の研修を

ていません。今年度の研修会のプロ

士が就任しているのにもかかわらず、

過去７回実施されておられます。

グラムは、以下のとおりです。

講義１

「外郭団体の管理と監査〜決算書を中心として〜」

公認会計士

寺川

徹也

講義２

「地方公会計の動向と監査への活用事例」

公認会計士

中川

美雪

「ケーススタディ演習（グループ演習形式）」

公認会計士

道幸

尚志

受講者がチームを組んで模擬監査を実施し、発見した問題点等についてグループでディスカッションを行
演

習

い、その結果を発表する。
演習アドバイザー
公認会計士

石崎

時期的にコロナ禍の中での開催と
なりましたが、開催方法ではオンラ

一登、公認会計士

鈴木

章

、公認会計士

谷

義孝、公認会計士

長竹

孝直

の方に近畿会の研修室に来ていただ

この地方公共団体監査事務局職員向

く対面実施といたしました。

け研修を近畿会の会員の方々にも、

インか対面を委員会内部で議論し、

今回の参加者は、地方公共団体の

参加いただくことにしたところ、土

午後の部のグループ演習で受講者が

職員の方16名と昨年度からは参加人

曜日にもかかわらず、18名の方々が

議論しやすいということで、受講者

数が減少しましたが、今年度から、

参加していただきました。
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午前中に地方公共団体の職員の方
が苦手とする複式簿記の知識が必要

会を通して目標値の平均値４以上を

を実施するため、準備及び当日の運

連続して達成しております。

営はいろいろと大変でしたが、公会

とされる外郭団体の管理と監査の講

今回の研修では、ソーシャルディ

計委員会メンバー及び近畿会事務局

義及び、地方公共団体にとっては新

スタンスに十分配慮しながら、グ

の職員の方々のご協力のおかげで無

しい取組みである地方公会計の講義

ループディスカッション形式で演習

事終了することができました。

について、熱心に受講していただ
き、午後の演習のグループディス
カッションでは活発に意見交換して
いただきました。
なお、毎回気をもむアンケート結
果ですが、今回の研修結果及び東海
会主催分を含めて、実施した全研修

講義

SNS広報

演習のグループディスカッション後の結果発表

新着記事のお知らせ

今月は公認会計士試験受験生の座談会記事をアップしました。
2/16に合格発表を迎えた受験生たち、5/23に短答式を受ける受験生たちの「公認会計士に絶対な
る！」というリアルな声をお届けしています。読むと、受験勉強をしてた頃を思い出してポジティブな
気持ちになれるかも。
いいね♡もよろしくお願いします。

２月19日up：「公認会計士に絶対なる！」現役予備校生の勉強
の本音を聞いて来た！［前編］
今回は現役大学生に集まっていただき、勉強の本音を座談会形式で聞いて来
ました！目指したきっかけ、予備校選びのポイントなど。ぜひ参考にしてみ
てください。

２月26日up：［後編］
後編では、大学との両立や暮らしの変化、試験前のスケジュールなどお聞き
しました。
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組織内会計士協議会
オンライン新年交流会に参加報告
組織内会計士委員会

１. はじめに

２. 開催概要と参加してみての感想

副委員長

川瀬

敬義

おかげでとても楽しい時間が過ごせ
ました。

１月18日の夜に組織内会計士協議

オンライン飲み会では各グループ

会のオンライン新年交流会が行われ

にグループファシリテーター（司会

今後の開催方法についてはまた検

ました。今まで、新年会は東京で

者）がおられてその人の進行で進ん

討されることと思いますが、今回の

100名程度の人員で行われていたの

でいくという形式でした。私が参加

オンライン開催は組織内会計士がつ

ですが、本年はコロナの状況に鑑み

していた財務経理部門では全員が初

ながりを作るいい機会でした。

てはじめてオンラインでの開催とな

顔合わせだったのですが、各自の自

りました。本部組織である組織内会

己紹介の後に共通の話題となるリ

計士協議会の組織内会計士ネット

モートワークの現状やKAMなどに

ワーク構築専門委員会と東京会の共

ついて各参加者の会社ではどうなっ

日本公認会計士協会では本部組織

催です。

ているのかなどの内容について話が

である組織内会計士協議会と近畿会

組織内会計士ネットワークのメー

弾みました。普段は他社の人とこの

の組織である組織内会計士委員会が

ルマガジンにより全国に参加を募っ

ような話をすることはないのでとて

あります。「組織内会計士ネット

たところ海外からも含め、70名強の

もいい機会でした。また、チャット

ワーク」に登録されますと組織内会

人数になりました。各自飲み物を持

機能も活用して別の議論もいろいろ

計士協議会から研修をはじめいろい

ち寄ったうえで、協議会議長の脇さ

されていました。

ろな情報が送られてきます。本部組

３. 「組織内会計士ネットワーク」
について

んの挨拶のあと、協会本部の柳澤副

交流会は第１部と第２部に分かれ

織が東京にあることもあり、今まで

会長の発声で乾杯を行い、15人程度

ていたのですが、ほぼ全員が連続し

はなかなか研修や交流会に参加する

で分けられた各交流会グループでオ

て参加していて、第２部からの参加

ことができなかったのですが、近年

ンライン飲み会へ移行するという流

者も少なかったので他の交流会グ

のコロナの状況もありオンライン開

れです。

ループも話が弾んでいたのだと思い

催が増えてきました。eラーニング

開 始
終 了
時 間
0 : 10
19 : 10
19 : 00
開会あいさつ＆乾杯
0 : 05
19 : 15
19 : 10
進行説明
0 : 45
20 : 00
19 : 15
グループ交流第１部
0 : 10
20 : 10
20 : 00
休憩
0 : 35
20 : 45
20 : 10
グループ交流第２部（自由交流）
0 : 10
21 : 00
20 : 50

ます。

でお気づきの方も多いと思います

閉会挨拶

役割をしていただいていましたが、

参加者の地域についてもバラバラ

が、組織内会計士協議会主催の研修

で関西からも３名参加していました。

はとても面白いものが多いですので

東京で行われる場合は関西からの参

組織内会計士の方や組織内会計士に

加者はほぼいないのでオンラインだ

興味のある方はぜひご登録くださ

から参加できるという良さがありま

い。

す。また、参加者に私を含め監査経
験のない人が意外に多い印象も受け
ました。
ファシリテーターの方は飲み会の
話の取りまとめというとても大変な
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2020年度情報セキュリティ研修報告
「公認会計士業務のためのITセキュリティ」報告
IT委員会

委員

河本

高希

2021年１月18日（月）、近畿会

２. 高度化するサイバー攻撃事例

IT委員会主催で情報セキュリティ

組織向けの脅威で特に近年多いサ

研修「公認会計士業務のためのIT

イバー攻撃事例をご紹介いただきま

・パソコン取扱い時における対策

セキュリティ」を開催しましたの

した。最近の事例では「Emotet」

・ID/パスワードの管理における対策

で、報告いたします。

（エモテット）と呼ばれる、Microsoft

・ソフトウェア管理における対策

今回は、新型コロナウイルス感染

Wordの文書ファイルのマクロや

について解説していただきました。

症拡大を防止するための取り組みの

メール本文のURLを利用して端末へ

例えばID/パスワードの管理に関

一環として、オンライン開催による

侵入・感染する攻撃メールが、国内

しては、英数字・記号を混ぜる、人

研修会となりました。

の組織へ広く着信しているようで

には教えない、パスワードの使いま

新型コロナウイルス感染症対策の

す。Word文書ファイル等が信頼で

わしはしない等の対策が必要とのこ

ため、私たちの行動様式はここ１年

きるものと判断できない限り、「コ

とです。

の間で激変しました。私たちの業務

ンテンツの有効化」ボタンをクリッ

においても顧客との対面が減少し、

クしないよう、注意が必要です。

３. 情報セキュリティ指針

な環境の中、セキュリティ対策がよ

情報セキュリティポリシー、情報

り一層重要となってきております。

セキュリティ対策の考え方、管理体

本研修では公認会計士それぞれが

制についてご紹介いただきました。

した。

れば、フリーソフトを利用して一瞬
だきました。

６. ネットワークにおけるセキュリ
ティ対策
・ネットワーク利用時における対策

業務の中で気を付けるべきセキュリ
ティについて、解説していただきま

デモでは、単純なパスワードであ
で解析されてしまう実演をしていた

テレワークを余儀なくされた方が多
いのではないでしょうか。このよう

５. パソコンにおけるセキュリティ
対策

４. 日常業務におけるセキュリティ
対策
日常業務の各ライフサイクル（日

・電子メールの受信時・送信時の対策
・モバイル機器、IoT機器利用時の
対策

１. 情報セキュリティの脅威

常業務全般、収集・作成、保管、利

・SNS利用時の対策

情報セキュリティ事件・事故の分

用、廃棄）でのセキュリティ対策に

について解説していただきました。

析では、紛失・置き忘れ、不正アク

ついてご解説していただきました。

近年では、メールの受信者が過去

セスが多くを占めておりました。ま

例えば食堂、ホール、エレベータな

にメールのやり取りをしたことのあ

た、漏洩媒体としては紙媒体が最も

ど、外部の人と接する場所では業務

る、実在の相手の氏名、メールアド

多く、続いてインターネット、電子

に関する会話は控える等、普段から

レス、メールの内容等の一部が、攻

メールを介した漏洩が多いようです。

情報漏洩に関して意識するべきとの

撃メールに流用され、「正規のメー

ことです。

ルへの返信を装う」内容となってい
る場合や、業務上開封してしまいそ
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うな巧妙な文面となっている場合が

マルウェア感染リスクが高まるの

くとも607の国内企業や行政機関等

あります。添付ファイルや、メール

で、より注意が必要とのことです。

がサイバー攻撃を受けました。VPN

本文中にＵＲＬがある場合は送信元

例えば組織の承認を受けていない私

機器やOSのアップデートや多要素

に確認するなど注意が必要です。

物端末のセキュリティは個人の知識

認証を導入すべきとのことです。

ここでは、添付ファイルを開くこ

やモラルに依存するので、業務での

とで埋め込み型ソフトウェアがイン

利用はリスクが高く極力避けるべき

８. 研修に関するアンケート結果

ストールされ、操作ログが全て抽出

です。テレワークでも、職場で決め

研修の最後にアンケートを実施し

される実演をしていただきました。

られたセキュリティポリシーに従う

ました。アンケート内容を拝見する

キーボードで入力したパスワードも

ことが重要です。

と、多くの参加者からご満足いただ

すべて記録されておりました。

また、自宅でのホームルータの脆

いたようです。

弱性を狙った攻撃もあるようです。

７. テレワークにおけるセキュリ
ティ対策

ホームルータの管理画面に入る初期

【研修アンケートの主なコメント】

ID、パスワードは外部から不正ア

・具体例を豊富に交えた講演で、た

・テレワークにおける脅威と脆弱性

クセスされないよう変更し、暗号化

いへん理解しやすい内容でした

・テレワーク利用における注意点と

方式はWEP２やWEP３を使用する

・監査先への提言として、良い参考

対策

といった対策が必要です。

について解説していただきました。

さらに、安全と思われるVPN機器

職場以外での業務は、情報漏洩や

についても脆弱性が確認され、少な

１. 研修は実務に役立つ内容でしたか？
１ 大変役に立つ

10 名

２ 役に立つ

22 名

３ どちらともいえない

３名

４ あまり役に立たない

０名

となった
・情報セキュリティ対策の再確認、
アップデートが重要

４. 研修の時間はいかがでしたか？

どちらとも
いえない
8%
大変
役に立つ
29%

１ 長い

11 名

２ ちょうど良い

24 名

３ 短い

０名

長い
31%
ちょうど良い
69%

役に立つ
63%

２. 研修の内容について、理解度はいかがですか？

５. 講師の説明方法や質問対応はいかがでしたか？

１ 理解できた

17 名

１ 良い

７名

２ だいたい理解できた

18 名

２ どちらともいえない

28 名

３ 悪い

０名

３ あまり理解できなかった ０ 名

だいたい
理解できた
51%

理解できた
49%

３. 教材は講演会終了後も実務に役立ちますか？
１ 役立つ

30 名

２ どちらともいえない

４名

３ あまり役に立たない

１名

あまり役に立たない
3%

どちらとも
いえない
11%

良い
20%

どちらともいえない
80%

６. 今後も同様のテーマの研修が必要と感じますか？
１ 感じる

34 名

２ どちらともいえない

１名

３ 感じない

０名

役立つ
86%

どちらとも
いえない
3%

感じる
97%
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キャリアデザイン・ワークショップ2020（第3回）
「投資会社での公認会計士」
中堅・若手会計士委員会

委員長

谷間

薫

2020年度のキャリアデザイン・

池田氏の感想では、完全リモートで

だったようですが、何とか、スペイン

ワークショップ第３回を１月22日

出席者のリアクションがわからない

のバルセロナにあるIESE Business

（金）18時30分から、インテグラル

中、実施するのは笑いがあるのかど

Schoolに留学することができたとの

株式会社のディレクターの池田篤穂

うか、わからないため不安であった

ことでした。IESEとは多様性・

氏をお招きして「投資会社での公認

とのことでした。会場には私だけ参

ケーススタディ・チームワークを重

会計士」というテーマで１時間30分

加させてもらっていたので、出来る

視するビジネススクールであり、

みっちり講義をしていただきまし

限りリアクションをするようにして

60ヵ国から多様なキャリアのバック

た。当日は新型コロナウイルス感染

いましたが、マスクを着用していた

グラウンドの学生が集まり、授業は

症による緊急事態宣言中ということ

ことを忘れており、笑顔にはなって

1日３コマで全てケーススタディと

もあり、MS Teamsでのリモート開

いましたが、池田氏に伝わらず反省

のことで、すごい量の予習が必要と

催となりました。多くの方にご参加

しております。

されるとのことでした。課題をチー

いただきありがとうございました。

池田氏は東京の大手監査法人に勤

ムメイトで予習する必要があり、毎

さて、具

務され、そこで国内部で上場企業の

回、業種・業態の異なる会社のケー

体的な内容

監査等、多くの会計士と同様のス

スを使い課題の特定とその解決策を

ですが池田

タートをきったとのことでした。そ

議論し、在学中に700ものケースを

氏の公認会

こで出張で色々なところに行き、

使いディスカッション、意思決定の

計士のキャ

思っていたより楽しい監査法人ライ

訓練を重ねたとのことでした。ま

リアでの３

フだったとのことでした。しかし、

た、在学中にインターンで、外資系

つのステー

入社２年目でいわゆるリストラを目

投信銀行や外資系戦略コンサルティ

ジ、監査法

にしたこと、海外出張を機会に英語

ングファーム等にも行かれたよう

人勤務時代、海外留学時代、インテ

の勉強を始めたこと、友人が海外駐

で、その中で現在の就職先であるイ

グラル株式会社（現在の常駐派遣先

在をし始めたこと、監査法人での海

ンテグラルにもインターンに行き、

の株式会社ダイレクトマーケティン

外駐在の希望が難しかったこと、

インターン先であったインテグラル

グミックスを含む）にそれぞれどの

MBAに関する会計士の奨学金制度

に就職を決められたようです。イン

ようなことを経験されたのか、とい

（国際会計人養成奨学金

川島国際

テグラルになぜ入社を決めたかとい

うことをご講演いただきました。池

奨学金）を発見したことから、６年

うと、代表の佐山氏からの誘いやア

田氏は監査法人時代から東京に行か

弱の監査法人勤務を終了し、海外留

ドバイザーではなくビジネスの主体

れたということですが、元々は関西

学に行かれました。MBAの受験プ

になれる点だったそうです。ちなみ

ということもあってユーモアたっぷ

ロセスで、池田氏はTOEFLを30回

にインテグラルとはPEファンド/バ

りにご講演いただきました。ただ、

程度受験したことなど、かなり大変

イアウトファンドの運用会社であり、
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その実績はスカイマークやQBハウ

の支援や競争力を失うことなく監査

ても始まらないないのでまず行動す

ス等多数の会社に投資しておりま

及び審査基準を満たす体制構築の支

ることも大事ということでした。仮

す。インテグラル入社後はMBAで

援を行ったこと、②エクイティス

に失敗しても会計士の資格があるの

の経験を活かし、順風満帆に活躍す

トーリー構築として、IPOだけでな

で何とかなる、ということでした。

ると思って私は講演を聞いておりま

く、本質的な事業基盤の強化、更な

講演を聞いて、もっと若い時に聞

したが、そうではなく、自身がへし

る成長を果たすための成長戦略の策

いていれば、私も海外にチャレンジ

折られる日々だったそうです。そん

定、③IPOマーケティングとして、

していたかと思うぐらい内容の濃い

な中でも入社半年で３件の案件に関

上場後の中長期にわたるサポートが

ものでした。皆さんも今やりたいこ

与し、４件目のダイレクトマーケ

期待できる海外機関投資家との対話

とがあるのなら、新しい道にチャレ

ティングミックスで常駐派遣という

の支援、安定株式の確保と上場後の

ンジするのも一つかと思います。中

形で東京から大阪に転勤になったと

良好な株価形成のための支援、そし

堅・若手会計士委員会では引き続

のことでした。ダイレクトマーケ

て最後に④コロナ禍でのIPO推進と

き、会計士のキャリアにスポットを

ティングミックスは営業・マーケ

して、社内及び株式市場が混乱する

あてたセミナーを開催する予定です

ティングに関するコンサルティン

中、他の投資先との連携やマーケッ

ので、ご興味があるテーマであれば

グ、BPO事業、人材派遣事業を行っ

ト環境の情報収集を行ったとのこと

是非ご参加ください。最後にこの度

ている会社とのことでした。そこ

でした。そのような結果、投資実行

ご講演いただいた池田氏に厚く御礼

で、池田氏は会社の様々な課題をイ

から３年という最短最速でIPOを達

申し上げます。

ンテグラルのネットワークも利用し

成できたとのことで

つつ、一つ一つその課題に対する具

した。

体的な施策を検討していったとのこ

池田氏は講演のま

とでした。また、ダイレクトマーケ

とめとして、やりた

ティングミックスは2020年10月に

いことがあれば、あ

IPOを達成し、東証１部に直接上場

れこれ考えて準備す

をし、そのサポートも行ったとのこ

るよりもさっさと

とでした。具体的には①監査/審査

やってしまった方が

対応として、上場準備の全プロセス

いい、色々考えてい

【 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。
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第269回企業財務研究会報告
京滋会

2021年１月25日（月）午前10時よ
り、第269回企業財務研究会が開催さ

監査・会計委員会

松田

元裕

ち、中野雄介京滋会会長から開会のご

を促す指針をつくる動き。

挨拶をいただきました。

開示制度では「監査上の主要な検討

れましたのでご報告いたします。企業
財務研究会は近畿財務局、日本公認会

委員長

事項」（KAM）の適用開始、新型

研究発表内容の概要

コロナウイルス感染症拡大は、会計

計士協会近畿会、兵庫会、京滋会をメ

20年３月期の有価証券報告書より、

ンバーに、40年以上の長きにわたっ

記述情報の開示拡充（経営戦略、事業

ら、非財務情報への注目が高まる。

て運営されている歴史ある研究会

等のリスク、経営者による経営成績等

③監査業界：IAASB（国際監査・保

で、現在では年３回開催されていま

の分析（MD&A）、監査関係の情報

証基準審議会）は、統合報告やサ

す。2020年４月、９月開催予定で

の記載の拡充）が原則適用となりまし

ステナビリティ報告を含む「拡張

あった研究会は、新型コロナウイル

た。「記述情報の開示」。20年４月の

された外部報告」に対して、現在

ス感染症拡大の影響で開催中止と

研究会発表に向け、当初このテーマを

の保証業務の枠組みであるISAE3000

なっていました。今回は実に１年ぶ

選定したのは、目前に迫った制度改正

を適用して保証業務が提供できると

りの開催となりましたが、研究会史

への関心に過ぎませんでしたが、２回

考えており、ガイダンス開発を進

上初めてWebミーティングを利用し

の研究会開催中止となったこの１年

めている。

てのリモート開催となりました。

弱、短い期間でありながら、非財務情

企業会計審議会監査部会は有報等の

報開示を含めた企業情報開示の充実と

「その他の記載内容」に対する監査人

その信頼性確保への取組という大きな

の責任を強化すべく、20年11月に「監

潮流は、グローバル、我が国、そして

査基準の改訂に関する意見書」を公表。

出席者は以下のとおりです。（敬
称略）
（財務局）藤澤一洋

統括証券監査官

上の見積りの開示拡充の必要性か

我々の監査業界でも進みました。

他５名
（近畿会）北山久恵 会長

他６名

①グローバル：ESG投資（環境、社

我々は、上記のような国際的な潮

（兵庫会）宮田勇人 会長

他３名

会、ガバナンスへの各社の取組を

流、監査人に対する期待と責任も踏ま

（京滋会）中野雄介 会長

他６名

投資の判断基準に利用する投資

え、記述情報開示の制度改正への対応

法）の概念が拡大。英国やニュー

状況について考察を行いました。特に

今回の担当は京滋会で、「記述情

ジーランドでは気候変動が財務や

開示のバラツキが生じやすいと想定し

報の開示」をテーマに、監査・会計

事業に与える影響について情報開

た、事業等のリスク、MD&A、役員

委員会メンバー（髙井副会長、松田

示を義務付ける動き。

の報酬等を研究対象として選定しまし

委員長、加藤、村上、川端、森本各

②我が国：政府主導で国内外から「グ

副委員長）により研究を行い、その

リーン投資」を呼び込むための環境

結果を発表しました。研究発表に先立

整備を急ぎ、企業に関連する情報開示

識別した課題等
分かりやすい記載

言）は次の通りです。

対応策（提言）
・リスクについて、顕在化した場合の影響額をレンジあるいは最大値で開示することが望ましい。

事業等のリスク

への対応不足

・リスクへの対応策も定量的な記載を行うことが望ましい。

リスクのボイラー

・固有リスクと一般リスクに分けて開示することでボイラープレート化を免れることができる。

プレート化
マテリアリティへ

・各社のマテリアリティの考えを読み解くことが困難な事例が多い。重要性判断のプロセスや重要性の表

の対応不足

現方法についての記載が重要。

積極開示を促すた

・セーフ・ハーバー・ルールの周知が重要。

めに
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識別した課題等
経営者の視点（具体
的かつ分かりやす

06

対応策（提言）
・「経営者の視点による分析」と項目を別建てにすると分かりやすい。
・図表、グラフで可視化することで見やすさがアップ。

く）への対応不足

ＭＤ＆Ａ

KPIとの関連記載

・非財務KPIは企業の成長の源泉を表すと考えられ、積極開示を促すべき。

資本の財源及び資

・資金需要に関して、聞こえの良い定性的な記載（「バランスよく」等）が多く、経営者の考え方の本質

金の流動性に係る

が見えてこない。資本の財源や資金の流動性が投資家の関心ごとであることについて会社に理解を促

情報

し、定量的記載や資金の振り分け方針（成長投資、手許資金、株主還元等）の記載を促す必要。

重要な会計上の見

・見積りに係る仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響についての記載が不足。

積り

・「米国SECのMD&Aに関するガイダンス」※を参考にした記載が望まれる。
・21年３月期より適用となる「会計上の見積りの開示に関する会計基準」が、より良い開示への契機とな
ることを期待。
・21年３月期より適用となるKAMにおいては、企業の開示情報が十分でなかった場合、未公表の情報を
記載することが想定される。経営者及び監査役等との協議により、開示情報を充実させるための対応を
促す必要。

役員の報酬等の額又

役員の報酬等

はその算定方法の決

・「方針」は、役員報酬に対する考え方なのか、報酬体系なのか、報酬決定のプロセスなのか、解釈が分
かれている恐れ。それぞれ具体的に記載することが望ましい。

定に関する「方針」
次年度以降の業績連
動報酬の予測情報
業績連動報酬に係る

・次年度以降の業績目標を事前に開示することは、建設的な対話の促進に向けた情報提供となるのではな
いか。
・一般的には、会社目標と業績連動報酬の指標とは連動するのではないか。

指標と「事業の状
況」に記載の経営上
の目標との関係
記述情報開示と財
務諸表監査

・会計上の見積り等、将来予測情報の監査に当たっては、記述情報開示で重視される各情報の理解、評価
が不可欠。
・KAM、見積り会計基準導入もあり、我々監査人は、会社固有の情報を追求することで、記述情報開示
充実に貢献すべき。
・ガバナンス体制が多様化しており、今後は社外取締役との、より積極的なディスカッションが必要に
なってくる（取締役会での議論の様子等を確認）。

開示情報のさらな

まとめ

る拡充のための課
題等

・マテリアリティについての考え方を開示する実務が定着することが望ましい。会社と投資家との間の対
話で、マテリアリティについての活発な議論がなされていくべき。
・記述情報を、KPI等を用いてどのように定量化し、また財務情報と結び付けていくか、という課題が大
きい。また、企業価値を考える上で無形資産の重要性が高まっている。財務諸表に現れない無形資産の
価値をどのように測定し、記述情報や統合報告書等で開示していくか、は今後の重要な課題である。
・情報の客観性、信頼性の確保が重要。会計士による保証業務の対象となる場合には、記述情報の作成、
開示基準のさらなる明確化が必要となる。今後、企業間の比較可能性の必要性からも、基準の制定に向
けた動きが想定される。
・開示に消極的な企業に対しては、「書く」リスクよりも「書かない」リスクの方が高くなっていること
を啓発する必要がある。
・企業のIR活動やコーポレート・ガバナンス・コードへの対応も数年かけて全体に浸透してきた。記述
情報の全体の底上げには数年のスパンで考える必要あり、継続的な取り組みが必要。

※SECのガイダンス：「なぜ重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が変化しうるリスクを有しているかを説明すべきである」と
され、「また、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の説明は、どのように見積りを算定したか、過去に仮定や見積りがどれ
ほど正確であったか、どれほど変更されたか、将来変更される可能性が高いか等を分析して行うべき」とされている。

さいごに
今回、新型コロナ第３波に直面する

前準備を重ねていただいた財務局の皆

の事前打ち合わせ、当日の万全の感染症

様に感謝申し上げます。

予防対策等でご対応いただいた京滋会事

中、リモート開催を英断いただき、ま

また、我々発表者は、京滋会研修室

た、Webミーティングの実施に向け事

に集結し、発表を行いました。財務局と

務局の皆様にも感謝申し上げます。
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コロナなんかに負けない！
ハロー！会計オンラインSeason２ やっちゃいました！！！
広報部

有本

昌虎
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

初級編・中級編合わせて343名の小学

応が難しいのではないか」と不安もあり

2021年１月31日（日）の愛妻の日と、

生が参加しました。参加者には全国はも

ましたが…嬉しいことにそんな心配は杞

２月７日（日）のフナの日に、「ハ

ちろん、海外の方も！いよいよハロー！

憂に終わりました。

ロー！会計オンライン Season２」を発信

会計もワールドワイドになってきまし

「チャット」と「いいね」と「手を挙

いたしました！

た。今回の題材は原価計算の仕組みを理

げる」といったシステムをうまく利用す

解する初級編「焼きそば屋台大作戦」

ることで、参加者からの反応も抜群でし

１. はじめに

今回は「焼きそば屋台大作戦」と「牛

と、損益分岐点の仕組みを理解する中級

た。参加者は講師からの質問に対して実

で、小学生の高学年を対象に開催したた

編「牛丼vsステーキ

究極の二択」でし

際声を出したり、チャットで回答した

め、ここに開催報告をいたします。

た。講師役は軽やかな口上で子供受け抜

り、わかったら「いいね」を押したりと

群の桂先生と、子供のチャット捌きがも

良い意味でのデジタル三密の交流ができ

丼vsステーキ

究極の二択」という題材

２. 本番はどんな感じだったの？

はや神！の若手イケメン青柳先生、元気

ました。講師役としても参加者の表情や

2020年３月末から新型コロナウイルス

いっぱい安定感抜群の有本先生が行いま

反応が直にわかるので充実感を受けるこ

の影響により、以前まで開催していたリ

した。サブ講師役として若手の会計士の

とが出来ました。

アル開催が出来なくなったことで、2020

皆さんも質疑応答に登場しました！

兄弟、姉妹、ご両親と一緒に授業を見
ている家族もあり、家族で楽しんでいる

年９月27日（日）にハロー！会計オンラ
インが発信されました。前回開催の授業

オンライン開催ということで、Zoom

姿が見られたのがリアル開催とはまた

が大好評であったので、今回「ハロー！

を利用しましたが、リアル開催と違って

違った良さを感じることが出来ました。

会計オンライン Season２」を開催するこ

「参加者の表情が分かりにくいのではな

ととなりました。

いか？」「理解が追い付かない子供の対

３. リハーサル時はどんな感じ？
せっかくのハロー！会計オンライン開
催。他の地域会の方の参考になればとリ
ハーサル時から中継を行って情報共有を
いたしました。
オンライン開催のため、機材設定等が
非常に難しいのですが、日本公認会計士協
会近畿会事務局の山部さんのパーフェクト
な事前準備のおかげで、オンライン授業中
のトラブルなく進めることが出来ました。
桂さんの授業中の小ネタ（暴走）の取
捨選別も行い、準備万端となりました
が、やはりリアル開催とは違った緊張感
が漂っていました。
いざ始まれば各メイン講師役が各々の
個性を発揮しながら楽しい授業を展開し
ましたが、何より大切なことは事前準
備！これなくしてオンライン開催の成功
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はあり得ないという程、事前準備の大切
さを感じました。

４. アンケート結果
終了後の理解度調査及び満足度調査の
結果は以下の通り、非常に高くなってお
ります。
授業はわかりやすかった
今日の授業は将来役に
ですか？
立ちそうと思いましたか？

大変有意義であったと思います。

は総勢10名の講師が参加し、内容も運営

多くの方が参加されたので、会計基礎教

もグレードアップして、非常に充実して

育の目的である会計の普及活動の目的が

きました。ハロー！会計オンラインが近

果たせたと思います。

畿会から全国に誇る重要な広報＆会計基

個人的にはオンライン講義は、インタ

礎教育コンテンツとなったのも、ひとえ

ラクティブな交流が難しいと思ったので

に支えてくださる皆様のおかげと感謝し

すが、杞憂にすぎませんでした。

ております。講師の皆様、事務局の皆

小学生は問題の解答に積極的であり、

様、近畿会広報部の皆様、宮口広報部

チャットを使ったコメント（感想、質

長、安井副会長、北山会長、本部広報委

問）も多くしていました。

員会第１小委員会の皆様、新井常務理

個人的な感想としてはより少人数で、

事、手塚会長、何より全国から参加して

質問等に多くの時間をさける取組みと

授業を楽しんでくれた小学生のみんなに

いったことがあれば、さらに小学生の自

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

発的な関与の機

コロナになって、以前のような広報活

会が提供できる

動が展開できない中でも、オンライン参

のではないかと

加した小学生はSeason１,２合わせて484

思いました。

名となりました。つまり、この半年で

また機会があ

500名近い公認会計士のちびっこファン

りましたら、必

が新たに誕生したことになります。この

ず参加します。

勢いでちびっこファンを増産し、公認会
計士を憧れの職業No.１に近づけていき
たい、その決意を胸に…

今回初めて「ハロー！会計オンライ

88%

思った

普通

16%

どちらでもない 11%

わかりにくい

１%

思わなかった

１%

もちろん2021年夏、Season３やっ
ちゃいます！メンバー大募集中ですの

ン」に参加しました。

83%

ハロー！会計オンラインも、Season２

近畿圏内に限らず全国津々浦々からの

福山菜津美

わかりやすい

07

子どもたちが一生懸命に講義を受ける

で、ご興味ある方はお気軽に近畿会広報

姿勢が、モニター越しでも凄く伝わって

部まで。この他にもコロナに負けない、

き、また、子どもたちの楽しそうな姿を

めっちゃおもろい広報活動を企画してま

見ることができ、私もとても楽しく参加

す。Coming Soon。乞うご期待です♪

する事が出来ました。
授業の終了後には、「楽しかった」

私自身、小学生の頃は
という仕事や、

やってほしい」などのたくさんの嬉しい

りませんでしたが、身近にある会計を子

コメントが届きました。後日、保護者の

どものころから触れることはとても大切

方から手厚い御礼メールが届くなど、ハ

なことだと改め

ロー！会計に対する反響はとても大き

て感じました。

く、ハロー！会計が持つ力の大きさを改
めて感じました。
会計の知識は子供にとっては新鮮なん
ですね！

コロナが終息

リアル開催での
ハロー！会計に
も参加してみた

識いたしました。

いです。

５. 講師役の若手会計士のコメント

６. おわりに

ハロー！会計オンラインに初参加しま

2021/１/31 の講師陣

ありましたら、

学校でも塾でも習ってないことを教え

したが、小学生の参加状況を確認でき、

というものを知

し、また機会が

られるハロー！会計の社会的意義を再認

中川貴史

会計

公認会計士

「面白かった」「勉強になった」「また

ハロー！会計オンライン総監督
桂

真理子

Season１は講師３名で試験的に始めた

2021/２/７の講師陣
（撮影時のみマスクを外しております）

18931

MARCH 2021

15

報告

REPORT

08

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 社会福祉法人関係者様向け研修会

『最近の社会福祉法人の会計基準改定』ほか
社会保障委員会

社会福祉法人専門委員長

澤田

義実

今回の研修会は、コロナ緊急事態

①『最近の社会福祉法人の会計基準

が適当ではないかとの具体例を挙

宣言下でありますので、原則的にリ

改定及び社会福祉法人特有の会計

げ、科目処理の基本的考え方が示さ

モートでの開催となりました。会場

処理』 …今回の組織再編関連の事項

れました。

は北区梅田の足の便の良い所で、見

とその趣旨と社会福祉法人特有の会

晴らしも良い場所でありましたの

計処理の確認

に、多くの方々にお越し頂けなかっ

講

師：日本公認会計士協会
社会福祉法人専門委員会

たことは残念でした。

専門委員

宮内

威氏

一方で、遠方に在住の方や、ま
た、仕事の関係上、ご来場が難しい

「合併・事業譲渡等マニュアル

方も、受けたい内容を絞っての受講

（2020年３月

も可能となりましたので、お申し込

会社

社会法人の事業拡大等に関す

次に、過日の社会福祉法人関係者

みは会員、準会員を含め200名に迫

る調査研究事業）」に従って、今回

様向けのアンケート結果より、希望

る勢いでした。

の組織再編関連の事項とその趣旨に

の多かった登記手続き並びに理事会

ついて詳細に説明がなされました。

等の開催方法及び議事録作成法につ

MS−Teamsを使っての研修会

みずほ情報総研株式

「社会福祉法人

経理実務マニュ

いて、大阪司法書士会 監事 司法書

は、初めての講師の先生もおられ、

アル（みずほ情報総研株式会社（小

士 横山 勝 氏からは、社会福祉法人

マイク操作の不具合でリモート受講

規模社会福祉法人を中心とした財務

の議事録等（登記添付書類）の作成

者には、お聞き取り難い場面もござ

会計に関する事務処理体制支援等調

方法と法人登記申請について、ご講

いましたが、なんとか無事に終了す

査研究事業）編）」を参考資料とし

演を頂きました。

ることが出来ました。

て、PowerPointの資料を用い、社
会福祉法人特有の会計処理につい

副会長の開会の挨拶のあと、日本

て、詳細に説明がなされました。

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』…コロナ禍における議事運営

公認会計士協会 社会福祉法人専門委

講演終了後に、質疑応答を行った

員会 専門委員 宮内 威 氏により『最

ところ、コロナ関連助成金の会計処

近の社会福祉法人の会計基準改定及

理についての質問があり、事業継続

び社会福祉法人特有の会計処理』の

化給付金は事業活動外収入の雑収入

講演がありました。

などが相応しいこと、医療関係者等

また、予め質問がありました「コ

への慰労金は法人としては素通りす

ロナ禍における理事会、評議委員会

るので、預かり金で受け払いするの

の開催及び議事進行」につきまして、
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柔軟な対応策などを含めて、ご講演

まずは、法人税について、その範

これにて、研修会を終了し、纐纈

頂きました。会社が対象であります

囲を詳細に根拠となる法令及び通達

社会保障委員長により閉会の挨拶が

が、会社、法人全般に共通する原則

を示し、網羅的に説明されました。

ございましたが、講演の合間、最後

として、法務省のウェブサイトから

続いて消費税、源泉所得税、印紙

の司会者の持ち時間のところで、

「商業・法人登記事務に関するＱ＆

税、固定資産税及び不動産所得税の

「出前研修会（リモート）」につい

Ａ」と「定時株主総会の開催につい

減免措置等の説明がありました。ま

て、ご説明申し上げております。

て」を紹介し、実務的な諸問題につ

た、網羅的にかつ、後日の実務に役

いて、解説が行われました。

立つように判定表、根拠法令等を示

さらに具体的な厚労省の事務連絡

していただきました。

４月に「社会福祉法人会計入門」
を複数の法人、受講者を対象に90分

「新型コロナウイルス感染症の発生に

また、予め質問がありました「新

３回で、日程のご提示をする予定で

伴う社会福祉法人の運営に関する取り

型コロナ助成金等の税務処理」につ

す。案内は、この研修会の開催案内

扱いについて」が紹介されました。あ

いて、具体例を挙げて、詳細にご説

の受講法人等の「受講します」ない

わせて、ホームページ上に公開されて

明頂きました。科目処理のほか、資

し「日程を知りたい」などのご回答

おります名古屋市健康福祉局監査課作

産取得の場合には、国庫補助金等特

を頂いておりますメールアドレスに

成の「理事会・評議員会の開催手続き

別積立金の積み立てを検討しなけれ

発信の予定です。

と様式例（令和２年４月）」の詳細な

ばならないこと、収益事業への助成

時期未定ですが、１法人対講師１

記述を紹介されました。

は法人税の課税の可能性のあること

名の対応で、「内部統制の実務」研

など、実務上の問題点について考え

修会を、実態に沿った内容で行いま

方を説明されました。講演後の質問

す。ほかにもご希望のありました出

も多く、好評でありましたものと存

前講習会の提案をメールでいたした

じます。

く存じます。

社会福祉法人の税務については、

最後の講演としまして、『社会福
祉法人税務の勘どころ』を近畿税理

先に行われました近畿会会員等に対す

なお、今後の研修会ですが、コロ

る研修会においても好評で、社会福祉

ナ禍もいつかは、緩やかになるもの

法人関係者様向けのアンケート結果も

と思われますので、会場及びリモー

ご希望が多く、再度、瀬川先生に講演

トの併用で行いたく、また、魅力あ

をお願いしました次第です。

る講演内容にいたしたく存じます。

士会 （元）公益活動対策部の税理士
瀬川 昇 氏にご登壇頂きました。

結びの言葉は、チャップリンの名
言をお借りして申し上げます。

③『社会福祉法人税務の勘どころ』
講 師：近畿税理士会

私の最高傑作は次回作だ。（My
best masterpiece is the next one.）

（元）公益活動対策部
税理士

瀬川

昇氏

社会福祉法人の税務は複雑で多岐
にわたるところですが、『社会福祉
法人税務の勘どころ』を60分と短い
時間ながら、分かり易く、解説頂き
ました。
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三会協働支援プロジェクト

大学生応援セミナー「弁理士、公認会計士、弁護士による
職業紹介～三士業のしごとを実感！～」開催報告
経営委員会

桂

真理子

2021年２月４日、緊急事態宣言再

円グラフにした話は働き方がイメー

これから社会に出る大学生にとっ

延長で春まで巣ごもり生活が続く

ジしやすく、改めて、士業は自由に

て、実際に仕事を行っている現役バ

中、これから進路を考える大学生を

自分の時間を組み立てていけるんだ

リバリの方によるリアルな声を聴く

応援しようと、三士業協働で職業紹

なと感じ入りました。

ことは、職業選択において非常に有

介オンラインセミナーが実施されま
した。

用な情報となったようです。
終了後の大学生アンケート結果で

登壇者

谷間

薫氏

弁理士、公認会計士、弁護士の三

も、満足度は「非常に満足」「満

士業より、法人所属、個人開業など各

足」合わせて100％と、大学生の知

90分のセミナーでスピーカー７名

士業の多様な働き方を紹介するこのセ

的好奇心は存分に満たされたようで

と持ち時間が非常に少ない中、公認

ミナーには、経営委員会より谷間薫

した。

会計士の魅力についてアピールでき

氏、美藤直人氏が登壇され、他士業
の登壇者と一緒に、公認会計士の働

大学生の感想の一例を紹介いたし
ます（アンケートより抜粋）

き方をわかりやすく語られました。

たかと心配でした。また、オンライ
ンセミナーということもあり、大学
生のリアクションがわからない中で

セミナーということでお堅い雰

の開催はさらに心配を増幅させまし

私も大学生の気持ちで聴講いたし

囲気かと思っていたのですが、

た。ところが、アンケートを見ると

ましたが、１時間半があっという間

所々で笑顔がこぼれるような会話

皆さん満足していただいて一安心し

に感じられるほど、中身の濃いセミ

もあり非常に拝聴しやすかったで

ました。

ナーでした。

す。様々な形態でお仕事なさって

私は監査法人勤務の立場から公認

というのも、弁理士３名、会計士

いる方々の実情を知ることができ

会計士の魅力、特に監査業務の魅力

２名、弁護士２名の方がそれぞれ、

たので、このコロナ禍だというこ

を伝えようと思い、話をさせていた

目指したキッカケ、実際の働き方、

ともあり自我を少々鼓舞すること

だきました。このような三士業合同

一日の過ごし方、仕事の良いところ

ができたので、このセミナーに参

のセミナーは自分の大学生時代には

などをご自身の体験をもとに語られ

加することができ誠に貴重な機会

なかったように思います（私が知ら

ていたので、内容が濃く、公認会計

を頂けて有難かったです。今後も

なかっただけかも知れませんが…）

士の私でも弁理士や弁護士になった

このようなオンライン上の企画が

大学生にとっては非常に有用なセミ

自分が想像できるようなものだった

ありましたら、ぜひ参加させて頂

ナーかと思いますので、今後も続け

からです。特に、一日の過ごし方を

きたいと思います。

れたらと思っております。
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業会社で勤務されている会員もい

最後に当セミナーを開催いただき

約30年前の受験時代を思い出しな

らっしゃいますが、「話を聞く」こ

ました三会協働支援プロジェクト

がら、オンラインセミナーで初めて

とはあらゆる仕事の原点のような気

（日本弁理士会関西会・日本公認会

講師をさせていただきました。受講

がしています。

計士協会近畿会・大阪弁護士会）の

登壇者

美藤

直人 氏

生から「監査法人で働き、途中で独

他士業の諸先生も含め、大学生に

立するか否かの判断基準」について

は有益なテーマだったのですが、開

の質問がありました。公認会計士と

催日時が悪かったためか、聴講して

して優秀ではない私には回答に困り

いただいた大学生が少なかった点は

ましたが、士業か否かに関係なく、

残念でした。

皆様、事務局の皆様には厚く御礼申
し上げます。

大学を卒業してどのような仕事に従
事しても、常に自己研鑽に努め、組
織に頼りすぎないことが重要だとい
うお話はしました。
また、「監査人」は英語で
「Auditor」と言いますが、これは
「話を聞く人」から派生した言葉で
す。私たちの仕事は監査、コンサル
ティング、税務にかかわらず、顧問
先に質問することからスタートしま
すので、顧問先に質問するという仕
事に対して少しでも興味を持ってい
ただけたら幸いです。公認会計士の
中には社外役員に就任、または、事

18935
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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７回 夫婦会議を始めてみた（前編）
ダイバーシティ推進委員会

副委員長

竹中

陽介

皆様、普段お仕事の中で会議をされ

解しているから大丈夫ですって？な

ついて、同社HPより抜粋させて頂

ることが多いと思いますが、会議をう

るほどなるほど、今回はそんなあな

きます。

まく進めるための決まり事があるのを

たにこそ読んでいただきたい記事と

ご存じでしょうか。会議の内容や目的

なっております。

にもよりますが、「ある事柄を参加者

（前略）
子どもを授かって嬉しいと思う

の意見を踏まえ決定する」といった

今回皆様に紹介させていただくの

反面、実際に夫婦の間に一人二人

ケースにおいて、個人的に大事だと思

は「夫婦会議」についてです。「夫

と加わっていくと、家事や育児、

うのは以下の５つです。

婦会議」はLogista株式会社（以

働き方のことなどですれ違いを感

下、「同社」といいます）の登録商

じる機会が増えるもの。何より、

時間厳守

標であり、同社HPにて以下のよう

夫・妻という関係に父・母という

会議の目的（ゴール）を共有する

に定義されています。

「親としての役割」が加わる妊

発言者の意見は最後までしっかり
聞く

娠・産後・育児期は、ふたりの関
『夫婦会議』とは、人生を共に

係が劇的に変化します。その理由

人の意見を否定しない

創ると決めたパートナーと、より

の一つが「夫婦でキャリアを考

反対するときは理由と代替案を

良い未来に向けて「対話」を重

え、対話する機会の不足」です

ね、行動を決める場のことです。

（キャリア：仕事だけでなく日々

皆様も、会議を開かれるときはこ

自分一人の意見を通すため・相手

の暮らしや人間関係を通じて築き

れらに気を付けて行われることが多

を変えるために行うものではな

上げる「人生」そのもの） 。

いのではないでしょうか。最終的な

く、「わたしたち」で答えを創っ

（中略）

目的が達成されることはもちろん最

ていくためのもの。特に育児期に

長い夫婦生活の中で再びふたり

優先ですが、そこに至るプロセスや

おいては、わが子にとって、夫

に戻る時、そこに今よりも深い信

参加者の納得感というものも重要で

婦・家族にとって「より良い家庭

頼関係があるかどうかは、夫婦が

はないかと思います。

環境」を創り出していくことを目

互いの意思を尊重するなかでパー

的に行います。家庭は社会の最小

トナーシップを発揮し、一人の人

さて、仕事において非常に重要な

単位であり、子どもたちが最初に

間として、夫婦・家族として、幸

役割を担う「会議」ですが、皆様は

触れる社会そのものです。大切な

せな選択を重ねることができたか

パートナーと、もしくは家族の間で

ことを前向きな気持ちで対話して

どうかに掛かっています。

会議をされたことはありますでしょ

いきましょう。

（中略）

うか。え？家族で会議なんかしなく
ても、すでにお互いのことを十分理
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専業かに関係なく、日常のあらゆ

とない、どんな話をすればいいの、と

を進めることができるよう「対話の

る場面でお互いの考え方や行動に

いう方も多いと思います。そんな皆

コツ」や「夫婦会議のテーマ・議題

ズレが生じやすくなる時期。そこ

様のために、同社より「世帯経営

例（77個）」が収録されています。

から、産後うつ、DV、虐待、育児

ノート」と「夫婦会議ノート」いう

放棄などの「母子の命に関わる危

ツールが発行されているので紹介さ

筆者も実際にノートを購入し、妻

機」や、産後クライシス、セック

せて頂きます（なんか宣伝みたいに

とともに内容を拝読しました。た

スレスなど「離婚に繋がる危機」

なってきましたが、筆者は同社から

だ、前述のとおり、特に「世帯経営

に発展することもあるのです。

一銭も受け取っておりませんのであ

ノート」は子育て初期の夫婦向けの

（中略）

しからず）。

内容であり、筆者夫婦は子育ての一

誰にでも起こりうる産後の危機

番大変な時期を過ぎてしまった（現

を乗り越え、わが子に幸せな家庭

「世帯経営

在子供の年齢は８歳と５歳）ため、

環境を創り出していける夫婦にな

ノート」は、

二人の正直な感想は「これらのノー

るために。ぜひ定期的に『夫婦会

夫婦の土台づ

トにもっと早く出会いたかった」で

議』を行ってみてください。結

くり、妊娠・

した。例えば、現在育児期真っ最中

婚・妊娠・産後・育児期の夫婦の

産後・育児期

という方や、子供ができてからの生

土台づくりの時期にある皆様が、

の新たな夫婦

活が不安、という方がメインター

この先更に素敵な夫婦のパート

の協力体制づ

ゲットのように思います。

ナーシップを築いていけますよう

くりにオススメの夫婦会議ツールと

に。ご夫婦・ご家族の明るい未来

なっており、ビジョン、家事、子育

スペースがなくなってまいりまし

を、心から願っています。

て、仕事、お金等、産後にズレが生

たので、次回は実際にこれらのツー

じがちな10のテーマに的を絞って質

ルを利用して夫婦会議を行い、その

問や例題が設定されています。

内容や感想を赤裸々に（？）綴って

さて、ここまでお読みいただい
て、皆様何か感じるところはありまし

また、「夫婦

たでしょうか。確かに筆者自身も、子

会議ノート」

供ができる前と後では妻との関係性や

は、世帯経営

なお、今回紹介させて頂いた「夫

それぞれの考えが大きく変化したよう

ノートを１冊終

婦会議」に関しては、本稿の読者よ

に思います。当時の感覚のままでいた

えた夫婦や、夫

り情報提供を頂き記事にさせていた

せいで、妻と議論になったことも少

婦会議を習慣化

だきました。この場をお借りしてお

なくありませんでした（私の配慮が足

したい夫婦、自

礼申し上げます。

りなかったケースがほとんどです

由に夫婦会議の議題設定をしたい夫婦

が）。

にオススメの夫婦会議ツールとなって

（参考サイト）

そこで「夫婦会議」の出番となる

おり、夫婦で話し合うことに難しさ

・Logista株式会社HP

のですが、夫婦会議なんてやったこ

や苦手意識がある方にも前向きに対話

みたいと思います。

https://www.logista.jp/

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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第55事業年度 第９回
場

定例役員会報告

日 時：2021年１月12日（火）18時〜20時32分
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：42名（オンライン参加18名含む）※役員総数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４名について、出産・育児を理由に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、原案どおり承認された。

第２号議案 2021年度CPE研修計画について
（提 案 者）研究・CPE研修部長 山本 憲吾
（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
2021年度CPE研修計画（案）の基づき、CPE研修を実施したいとの提案説明があり、審議の結果、原案どお
り承認された。

第３号議案 予算特別委員会の設置及び予算特別委員会委員長の選任について
（提 案 者）総務部副部長 谷間 薫
（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
第56事業年度予算案作成のため、｢予算特別委員会｣を設置し、委員長には職務上、髙見 勝文 経理部長を、
副委員長には 小松野 悟 総務部長を選任したいとの提案説明があった。また、委員若干名の人選については、
委員長に一任願いたいとの補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

協

議

事

項

第１号議案 第56事業年度事業計画に係る基本方針及び重点施策について
（提 案 者）会長 北山 久恵
（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
第56事業年度事業計画に係る基本方針及び重点施策について説明があり、内容について活発な意見交換が行
われ、協議が終了した。

第２号議案 予算案策定のための日程について
（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。
第56事業年度予算案策定のための日程について、下記のとおり説明があり、特に意見・質疑応答等もなく協
議が終了した。
記
１．第１回予算特別委員会
１月25日（月）15 : 30〜
２．事業計画案及び予算案の用紙発送 ２月12日（金）
３．事業計画案及び予算案の提出期限 ３月８日（月）
４．第２回予算特別委員会
３月30日（火）15 : 00〜
５．各部・委員会との予算折衝
４月２日（金）９ : 30〜17 : 00
６．第３回予算特別委員会
４月12日（月）15 : 00〜
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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、12月の報告があった。
2020年は新型コロナウイルスに振り回された１年であった。コロナの感染拡大は私たちの生活様式を一変さ
せた。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たところである。
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）」が原則導入されており、また、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」も適用さ
れる。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る。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
ている。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ったが、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る。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る。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る。
コロナの感染拡大防止のため、残念ながら、近畿会も協会本部も新年賀詞交歓会を中止せざるを得なくなっ
た。しばらくは慎重に会務を遂行しなければならない。一方、ワクチンの開発が進むなどわずかながら明るい
兆しもある。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だろう。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ていく。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

安井

康二

（報告内容）報告者より、12月10日開催の常務理事会及び12月11日開催の理事会の報告が以下のようにあった。
【常務理事会：審議事項】
会計制度委員会からの答申に関する件
（１）IFRS財団市中協議文書「サステナビリティ報告」に対するコメントについて
（２）IASBディスカッション・ペーパー「企業結合−開示、のれん及び減損」に対する意見について
【常務理事会：協議事項】
監査基準委員会からの答申案『IFAC−国際監査・保証基準審議会（IAASB）ディスカッションペーパー
「財務諸表監査における不正と継続企業の前提」に対するコメント』に関する件
【理事会：審議事項】
会則違反が明らかな事案の懲戒手続等検討プロジェクトチームからの公開草案「会則違反が明らかな事案の
懲戒手続等の見直しについて」に関する件
【理事会：報告事項】
１．公認会計士ブランディングプロジェクトチームの設置に関する件
２．CPE制度の在り方検討プロジェクトチームの設置に関する件
３．監査実施状況調査（2019年度）に関する件
４．IFAC−総会ウェブ会議報告に関する件
５．国際評価基準審議会（IVSC）ウェブ年次総会報告に関する件
６．日本内部統制研究学会からの提言に関する件
７．2020年３月期の監査報告書記載誤りに関する調査の報告に関する件
８．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「CPE義務不履行者に対する措置」に関する件
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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、以下の報告があった。
１．相談役会の実施結果について
（日 時）2021年１月12日（月）13:30〜15:30
（場 所）近畿会研修室
（テーマ）「公認会計士業界における当面の課題について」
（出席者）相談役５名、正副会長等７名
２．「『本部会務報告会』及び『協会のガバナンスと執行の在り方に係る説明会』」の開催について
（日 時）2021年２月１日（月）13：30〜16：45
（１）本部会務報告会及び意見交換 13：30〜15：00
（２）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
（場 所）近畿会研修室（Teams併用）
（説明者）
（１）本部会務報告会：協会本部会長 手塚 正彦 氏
（２）協会のガバナンスと執行の在り方に係る説明会：本部副会長 加藤 達也 氏
（協会のガバナンスと執行の在り方検討プロジェクトチーム構成委員長）
３．定例役員会の日程等の変更について
現 在
変更後
◇３月定例役員会
18:00 〜
16:00 〜
役員懇親会
―
18:30 〜
現 在
変更後
◇４月定例役員会
４月13日（火） ４月12日（月） ※ 開催時刻に変更なし

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、2020年度第３四半期の各部・委員会の予算執行状況について報告があった。

第５号 会報部報告
（報 告 者）会報部長 山添 清昭
（報告内容）報告者より、近畿Ｃ.Ｐ.Ａ.ニュースへの寄稿依頼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、以下について報告があった。
（１）第52回中日本五会研究大会（東海会当番会）の準備進捗状況について
◇開催（配信）日：2021年３月19日（金）より配信
◇配信場所：CPE ONLINE上にて配信
◇発表時間：自由論題１時間30分、統一論題２時間〜２時間30分
◇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」（仮）
（２）CPE研修計画及び実施結果について

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。
◇大阪市不動産評価審議会委員の推薦
◇大阪府地域福祉推進審議会委員候補者の推薦
他３件
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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

小幡

寛子

（報告内容）報告者より、大阪府、大阪市、堺市、奈良県の各NPO法人担当課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12月22日（火）16:00〜17:30

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）
（１）「新型コロナウイルス対応の助成金・補助金申請、総会及び決算書の提出事務の延長手続きに
ついて」
（２）「NPO法人の公益法人等の非営利団体との統合または事業譲渡、解散に係る手続きについて」
（３）「会計士及び協会に対する行政のニーズや期待等（行政と協会との交流・接点）について」
（出席者）近畿会（非営利会計委員会NPO法人専門委員会）８名
大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
大阪市市民局総務部NPO法人担当

１名

１名

堺市市民人権局市民生活部市民協働課

１名

奈良県文化・教育・くらし創造部青少年・社会活動推進課

１名

第９号 公会計委員会報告
（報 告 者）公会計委員会副委員長

福竹

徹

（報告内容）報告者より、「地方公共団体監査実務者研修会」の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年12月12日（土）10:00〜17:30

（テーマ）「地方公共団体の監査委員監査実施上の留意点」
（１）「外郭団体の管理と監査〜決算書を中心として〜」
（２）「地方公会計の動向と監査の活用事例」
（３）「監査委員監査の実施上の留意点」、「ケーススタディ演習（グループ演習形式）」
（場

所）近畿会研修室

（参加者）
（１）、（２）地方公共団体監査委員事務局等16名、会員18名
（３）地方公共団体監査委員事務局等12名、会員９名

第10号 ダイバーシティ推進委員会報告
（報 告 者）ダイバーシティ推進委員会委員長

原

繭子

（報告内容）報告者より、女性会計士活躍促進協議会主催研修会（近畿会ダイバーシティ推進委員会企画）のｅ
ラーニング掲載について報告があった。
（テーマ）「Afterコロナを見据えた働き方改革とダイバーシティ推進のしくみ
〜CPA業界のワーク・ライフ・バランスを進化させるために〜」
（講

師）関口

倫紀 氏（京都大学経営大学院教授）、小野寺

和子 会員、原

繭子 会員

第11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、近畿財務局（理財部）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12月25日（金）16:00〜18:00

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）「金融（銀行）行政について」
（出席者）経営委員会10名、近畿財務局理財部４名、追手門学院大学教授１名

18941

MARCH 2021

25

第９回 定例役員会報告

第12号 中堅・若手会計士委員会報告
（報 告 者）中堅・若手会計士委員会委員長

谷間

薫

（報告内容）報告者より、中堅・若手会計士委員会研修会（一般社団法人研友会共催）の実施結果について報告が
あった。
（日

時）2020年12月16日（水）19:00〜20:00

（場

所）近畿会研修室（Teams併用）

（テーマ）「公認会計士のキャリア選択としての独立」
（参加者）61名

第13号 組織内会計士委員会報告
（報 告 者）組織内会計士委員会委員長

原田

貴志

（報告内容）報告者より、東海会組織内会計士委員会との合同研修会の実施結果について報告があった。
（日

時）2020年12月19日（土）13:30〜18:00

（場

所）Teamsによるリモート研修

（テーマ）
（１）「変わりゆく公認会計士の期待と役割〜企業等所属会計士と会計監査人との連携で企業や社会
に貢献しよう〜」
（２）「税務調査について」
（参加者）
（１）39名（組織内会計士NW登録者）
（２）19名（近畿会、東海会組織内会計士委員会委員）

2020年度

近畿会および各部／委員会行事予定

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

3.16 （火）
非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams

研修室／MicrosoftTeams

本部税務業務部会共催租税相談事例研修会

14:00〜15:40

会議室／Zoom19:00〜21:00

3.25 （木）
経営委員会

会議室／MicrosoftTeams

研修室／MicrosoftTeams

18:00〜20:00

18:30〜20:00

3.26 （金）
IT委員会 監査会計委員会共催研修会 研修室／MicrosoftTeams

公会計委員会

会議室18:30〜20:30

3.17 （水）
ダイバーシティ推進委員会 準会員会共催研修会

3.24 （水）
税制・税務委員会
IT委員会研修会

13:00〜16:00
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2020

（2021年3月15日〜2021年4月15日）

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

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 会議室／MicrosoftTeams
18:30〜20:00
3.19 （金）
第52回中日本五会研究大会 DVD研修会
3.20 （土）
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会マナーセミナー

3.27 （土）
DVD研修会
3.29 （月）
監査会計委員会研修会

研修室10:00〜16:40
研修室／MicrosoftTeams
14:00〜16:00

研修室10:00〜16:45
MicrosoftTeams
10:00〜12:00

3.22 （月）
国際委員会 大阪弁護士会共催研修会 研修室／MicrosoftTeams
13:30〜16:30
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会研修会 研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:00
社会保障委員会 医療法人専門委員会 会議室／MicrosoftTeams
18:00〜20:00

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

3.30 （火）
DVD研修会

研修室10:00〜16:40

予算特別委員会および正副会長会

会議室15:00〜18:00

4. 2 （金）
第56事業年度予算個別折衝

会議室 9:00〜18:00

4.12 （月）
予算特別委員会および正副会長会

会議室15:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

4.15 （木）
監査会計委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams
13:30〜15:30

※変更／追加／取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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北山久恵会長活動報告

Topics

新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態宣言は２月末までは続きそうです。ワクチンの接種も始まり、明るい兆しも出てき
ました。ポストコロナにおいて訪れる「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、省人化が急速に浸透
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は大きく変わっていくでしょう。近
畿会も新たな取り組みにチャレンジし変革し続けています。
①「ハロー！会計 オンライン化」：協会の社会貢献活動及び会計教育活動の一環として、小・中学生を対象として会計講座を開催
しています。コロナ禍でリアル開催ができないため、2020年９月に全国に先駆けて近畿会が第１回の「ハロー！会計オンライン」
を発信しました。オンライン開催のため全国の子供たちがチャットを使っての参加型の楽しい講座となり、講師陣の入念な準備と
臨機応変な授業運営により高評価でした。2021年２月には中級編も追加し、コンテンツ・講師陣も充実させています。今後もリア
ルとオンラインをコラボさせながら、小・中学生の会計リテラシーの向上に努めていきます。
②研修会の充実：2020年７月以降、集合研修（定員の削減、感染症拡大防止対策の徹底等）とリモート研修を組み合わせたハイブ
リッド型で、１月からの緊急事態宣言発出後はオンラインによるリモート研修で開催しています。リモートの活用により研修会の
参加者が増加しています。また研修体系の見直しを行い、公認会計士としてのスキルを磨く研修として「スキルアップ・セミ
ナー」を開催しています。コミュニケーション、プレゼンテーション、プロジェクトマネジメント、戦略、問題解決、情報収集な
ど、従来あまり扱ったことのない領域の新たな研修会であり、将来の公認会計士業界を担う中堅・若手公認会計士の人材育成を目
的として企画しています。さらに、「中国古典から学ぶ経営学」は、①戦わずして勝つ戦略（孫子）、②組織とは何か、人間とは
何か（論語、韓非子）、③混迷の時代に望まれるリーダーシップ（貞観政要）をテーマとした研修会でした。大変興味深い内容
で、冊子にして会員に配布する予定です。
ウィズコロナ、ポストコロナにおいても、会員の協会活動への参画を高め、活性化につながるような活動に取り組んでいきます。

日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

1月27日

水

10:00〜11:30

本部

1月31日

日

13:00〜17:00

ハロー！会計

2 月 1 日

月

13:30〜17:00

本部会長会務報告、協会ガバナンスに関する意見交換

日本公認会計士協会近畿会

2 月 2 日

火

13:30〜15:30

大阪商工会議所

大阪商工会議所（Web）

2 月 3 日

水

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

2 月 8 日

月

10:00〜12:00

本部

財政構造改革PT

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）

2 月 9 日

火

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

2月10日

水

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

14:00〜15:00

本部

地域会担当

2月12日

金

14:00〜17:00

令和３年税制改正

13:00〜14:40

監査基準の改訂

18:00〜19:00

中堅・中小監査法人各位との意見交換会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

19:00〜20:00

中堅・中小監査法人各位との意見交換会後のオンライン懇親会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

2月15日

月

経営会議

日本公認会計士協会（Web）
オンラインセミナー

経済政策・法務委員会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

事業計画ヒアリング

日本公認会計士協会（Web）

研修会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

研修会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

2月16日

火

12:00〜14:00

本部

公認会計士制度検討PT

日本公認会計士協会（Web）

2月17日

水

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

2月18日

木

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）

2月19日

金

10:00〜17:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web）

2月20日

土

13:00〜15:00

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

日本公認会計士協会近畿会

2月22日

月

18:30〜20:30

組織内会計士委員会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

不正事例研修会

(作成月日:2021年２月22日)
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北部大阪地区会

首長訪問＆イベント活動報告
北部大阪地区会

会長

林

紀美代

北部大阪地区会は、北摂地区（茨木

環として、公認会計士の活動を知って

からはそれぞれの地域についての話

市・高槻市・島本町）に所属する会員

いただくことを目的として、担当地域

題・要望等であっという間にいただい

及び準会員で構成されており、定期的

の首長訪問を実施しました。

た時間が過ぎていきました。

にイベントを実施することにより、勤

今年で４年目となりますが、今年は

務先や年代を超えて交流し親睦を深め

新型コロナウイルス感染症の関係で自

ています。今年度に開催された、首長

治体から「ご遠慮ください」というコ

北部大阪地区会では、毎年、懇親ゴ

訪問、懇親ゴルフ会およびファミリー

メントも覚悟していたのですが、３市

ルフ会を企画しています。今年度はコ

イベントについて、以下ご報告いたし

町とも快諾いただき、実施することが

ロナ禍での開催について検討しました

ます

できました。

が、ゴルフ場という開放的な場所です

今年は、以下の日程で面談をさせて

茨木市長、島本町長、高槻市長訪問

ので開催することにし、2020年11

いただきました。

月14日（土）に、地元高槻のベニー

11月16日（月）福岡洋一 茨木市長

カントリー倶楽部にて実施しました。

12月 ４日（金）山田紘平 島本町長

ただ、コロナ感染下でもあり、勧誘も

12月11日（金）濱田剛史 高槻市長

しなかったので、参加者は例年に比べ

面談に当たり、各市町に在住の会員

茨木市

懇親ゴルフ会

少なく９名でした。

と公会計委員会担当の安井副会長(茨木

当日は快晴、爽やかな秋空の下、紅

市)、奥谷委員長（茨木市・高槻市・島

葉にも恵まれてプレーすることができ

本町）にも同行していただきました。

ました。ラウンド後の懇親会では、コ

ご挨拶の後、近畿会及び地区会の概

ロナ感染下でもあり、順位公表を早々

要及び活動状況を説明しました。公会

に実施し解散となり、寂しい限りでし

計委員会からは、①新型コロナウイル

た。

ス感染症対応と地方公共団体が抱える
課題②パブリック分野における協会の

来年はいつものように賑やかに開催
できることを願っております。

シンポジウム、研修会の案内③行政に
おける公認会計士の主な業務について
島本町

説明をしていただきました。
高槻市は包括外部監査を通じて公認
会計士とかかわりを持っていただいて
おりますが、それ以外ではかかわりが
なく、３市町長には、公認会計士のか
かわり方について具体的にお話をさせ
ていただき興味を持っていただけたか
と思います。

高槻市

雑談では、菅総理大臣の新しい施策

ファミリーイベント
「USJへ行こう！2020」

であるデジタル庁については実現化に

2020年11月28日（土）、29日

近畿会の重点施策として掲げられて

向けていろいろ生のご意見、ハンコを

（日）の２日間にわたって、ユニバー

いる地域社会への貢献、広報活動の一

なくすことについての取り組み方、会員

サルスタジオジャパン（USJ）にて、

28
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地区会

REPORT

01

「USJへ行こう！2020」を開催しま

そのかいあってか、両

した。当イベントは、イベントの中で

日とも好天に恵まれ、寒

も人気があるので、実施する方向では

くもなく、絶好の行楽日

いましたが、コロナ感染の状況によっ

和でした。

ては中止ということも念頭にありまし

今回は、コロナ禍で入

たが、運よく開催することができまし

場制限されていることも

た。（12月だと中止となり、間一髪

あり、比較的待ち時間も

でした）。

少なく、例年に比して時

ただ、感染者数が増大傾向にあった

間を有効に使えたのでは

ので、申込された方のキャンセルも受

ないでしょうか。かくい

け付けましたが、25家族69名の方と

う私も、今回はジェット

昨年より多い参加となりました。

コースターに照準を定め

（キャンセル料を極力抑えるために、

て人気のジェットコース

私も久々にUSJを楽しみました）

ターは全て制覇しました。

今回は、切符の手配に苦労しました。

（笑）

コロナ感染対策のため、１日の入場
者数が制限されており、事前にネット

北部大阪地区会では、会

での購入、かつ、１回で購入可能枚数

員の皆様が楽しめるイベン

が５枚で、手配が遅れていたことも

トを引き続き企画いたしま

あって、申込者数のチケットが確保で

す。皆様の積極的なご参加

きないのではということから、急遽

をお待ちしています。

29日（日）に変更可能な方を募り、
チケットの確保に奔走しました。
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厚生部

観劇部 観劇会のご報告

REPORT

01

山田

拓幸

2021年第１回の観劇部観劇行事を１月

たので、シルクロードは記載を省略しま

紡ぐ日本の時代」をテーマに桐生と楊に

26日（火）に実施するとともに、１月30

す。宝塚歌劇団の公式ホームページでご

よる伊達政宗と阿国の艶のある踊り比べ

日（土）に、観劇部有志による観劇を実

覧ください。

や、桐生によるまさに唯一無二の堀部安

施したので、まとめて報告します。

１．第１回 観劇会
（１月26日 於：宝塚大劇場）
参加者25名

いずれも宝塚雪組の人材の豊富さを見
せつける圧倒されるステージでした。

兵衛が繰り広げる賑やかで痛快な「疾
走」高田馬場と、第二部はＯＳＫらしい
爽やかな幕開き、桐生が率いる大人香る
デュエットダンスからエネルギッシュな
ラインダンスとダンスのＯＳＫが挑むボ

出し物は、少し

リウッド風の群舞でした。

長いですが原文の

最後には客席との一体感の下で盛り上

まま、【宝塚歌劇

がり、宝塚とはまた違う持ち味の楽しい

雪組公演

ステージでした。

やるな

らやってみろ、運

余談ですが

命よ。『ﬀf−フォ
ルティッシモ』歓
喜に歌え！〜と、
レビューアラベスク『シルクロード〜盗賊
と宝石〜』】です。

２．観劇部 有志観劇会
（１月30日 於：大阪松竹座）
参加者６名

会員の中にもＮＨＫの朝の連ドラ「お
ちょやん」をご覧の方も多いと思います。
最近出演されている鶴亀家庭劇団の完
璧主義の女優役の「高峰ルリ子」（高峰

ベートーヴェンに望海風斗（NOZOMI

コロナの影響

FUTO）、謎の女に真彩希帆（MAAYA

もあり、出し物

ている元宝塚花組

KIHO）、ナポレオンには彩風咲奈（AYA

は、待望の桜、

の明日海りお（ASUMI RIO）さんが、２

KAZE SAKINA）という配役でした。

一年越しに開幕

月10日の放送でご自分の過去を語る場面

−

がありました。

主役の望海風斗にとっては退団公演で

レビュー

秀子と浅丘ルリ子のミックス？）を演じ
男役のトップスター

あり、いつもの盛況ぶりでしたが、コロ

『春のおどり

ナ対策として、入場時のアルコール消毒

第１部 ツクヨミ

くは存じませんが、声しぐさ共に全く宝

と検温、中休みの座席での飲食の禁止な

〜the moon〜,

塚歌劇の舞台での男役そのもので、驚き

どなかなか厳重な緊張感に満ちた公演で

第２部 Victoria！』でした。主役は桐生

ました。

した。

麻耶（キリュウ アサヤ）と楊 琳（ヤン リ

朝ドラなのに宝塚の舞台のようで、粋

ン）で、唯一無二の男役の桐生麻耶にとっ

なお計らいの監督さんだなと感じ入った

を失い絶望する天才音楽家の前に現れる

てはトップスター ラストステージであり、

次第です。皆様も是非ご覧ください。

謎の女との不思議な関係に、フランス革

この３月をもって特別専科に移籍する意味

命後の混沌の欧州を背景にナポレオンと

でのラストステージでした。こちらも相変

宝塚歌劇とＯＳＫ日本歌劇団はいずれ

の友情を織り交ぜた第九の完成に至る物

わらずの盛況でしたが、コロナ対策として

劣らぬ大阪の観劇文化です。、コロナ禍

語』でした。

は二席に一つの割合で空席を設けてあり、

の下での厳しい状況であり、今後とも応

ゆったりとした観劇でした。

援してやりたいと思う次第です。

ストーリーを簡単に述べると、『聴力

毎度のことながら、男役と女役の区別
はつくのですが、男役も女役もそれぞれ

楊さんには、以前から梨岡女史のご尽

衣装こそ違え、みんな同じお顔に見えて

力で観劇部には心安く接していただいて

しまう程度の鑑賞力の私でした。

おり、今回はありませんでしたが、観劇

ご承知のとおり、宝塚スターのお名前

後のお食事会などにも来ていただき、陽

はキラキラネームで難読であり、一方で

さんのほうから握手していただくなど宝

会員には宝塚フリークの方も少なからず

塚のスターとはまた違う持ち味の身近な

おられるので、宝塚初心者の私にとって

スターでした。以前に円卓の騎士キング

は、原稿を書くに際して老骨に鞭打って

アーサーの折に千社札をいただいたこと

いちいちお名前の読みをインターネット

もありました。

で再度確認してエネルギーを使い果たし
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ストーリーを簡単に述べると、「月が

現役時代の明日海りおさんの舞台をよ

皆様の観劇部へのご入会をお待ちして
おります。

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

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

会社法計算書類の実務 第13版

2021年 株主総会質疑応答集財務政策

これって経費になりますか？

裁判例からみる保険税務

PwCあらた有限責任監査法人 編
中央経済社 刊
定価5,600円＋税

太田 達也 著
ロギカ書房 刊
定価3,600円＋税

福島 宏和 著
税務経理協会 刊
定価1,500円＋税

酒井 克彦 編著・監修
一般財団法人 大蔵財務協会 刊
定価3,200円＋税

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

（送料別）

本書は、会社法計算書類の
作成方法や会社法の計算関係
の最新実務についてできるだ
け平易な解説を意図して初版
が発刊されました。その後、
会社法制度の見直しへの対
応、実務を通じて蓄積された
情報や最新の開示例を織り込
み、これまでの改訂を重ねて
第13版の刊行となります。

本書は、株主総会における
「財務政策」に関連した想定
質問を多数掲載したものであ
り、取締役や監査役等が株主
総会に臨むにあたって、財務
政策に関連する質問に対する
回答を組み立てる上で、参考
となるように意図して執筆さ
れたものであります。

本書では、①領収書・レ
シートを切り口とした経費に
関する疑問、②確定申告の全
体で損をしないために（得す
るために）知っておきたいこ
と、③開業、消費税の納税義
務、法人化という節目に関す
る考え方を書いてあります。

本書では、「第1部 生命保
険編」、「第2部 損害保険
編」として、それぞれの保険の
仕組みや性質、用語等の基礎的
知識を整理した上で、課税上の
取扱いを解説するとともに、関
連する裁判例を取り上げ、その
裁判例から学ぶべき実務上の留
意点等についてコメントを加え
ています。

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」の印字が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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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2021年2月実績及び3月予定
間

分野

2 月 1 日 13:30〜16:45 倫理等

2 月 2 日 13:30〜17:00 会

計

組
環

織
境

10:00〜11:40

13:00〜14:40 倫理等
2 月 3 日

研修会テーマ
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
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）
「最近の社会福祉法人の会計基準改定」ほか
①最近の社会福祉法人の会計基準改定及び社会福祉法
人特有の会計処理
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
春季全国研修会
「不動産登記の実務」
春季全国研修会
「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− 」

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

3

3

講

師

手塚正彦氏（本部会長）、加藤達也氏（本部

（MS Teams） 副会長）

宮内威氏（本部社会福祉法人専門委員会委
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）
リモート

古田辰美氏（法務省民事局民事第二課
務専門官兼法規係長）

法

樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

2
リモート

（MS Teams） 大森一幸氏
（みのり監査法人理事長）、篠塚

10:00〜11:40 税

務

春季全国研修会
「令和３年度 税制改正大綱の解説」

2 月 4 日

仁彰氏（同法人パートナー）、片岡平太氏
（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）

2

吉田昌司氏（財務省主税局総務課企画官）

2

春季全国研修会
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正
について（その１）」

2

御園生豪洋氏（本部監査基準委員会 OI
（Other Information）起草委員会起草委
員長）、清水健太郎氏（本部監査基準委員会
（MS Teams）
会計上の見積り起草委員会起草委員長）

2

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）

リモート

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正

について（その２）」
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〜企業経営
の定石と活用方法〜」
（後半）
春季全国研修会
10:00〜11:40 倫理等
「公認会計士業務における情報セキュリティ 」

2

春季全国研修会
「監査提言集の解説」

13:00〜14:40 監

査

15:00〜16:00 監

（金融機関に係る改善勧告事項
査 「監査の品質管理の実務

事例の説明）」
関西地区三会共催研修会（経営委員会）
2 月 8 日 14:00〜16:30 スキル 「中国古典に学ぶ経営学 第３回
混迷の時代に望まれるリーダーシップ（『貞観政要』など）」
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
2 月 1 2 日 14:00〜17:00 税 務
「令和３年税制改正」

2
不正
事例

1

3

査 「監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改正

2 月 2 0 日 13:00〜15:00 スキル

2 月 2 2 日 18:30〜20:30 監

査

2 月 2 6 日 18:30〜20:30 スキル

3 月 5 日 13:30〜16:30 会

計

3 月 8 日 18:30〜20:30 スキル
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リモート

湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教

（MS Teams） 授）

小畑良晴氏（一般社団法人日本経済団体連
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
リモート
員長）、清水健太郎氏（本部監査基準委員会
（MS Teams） 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）
（MS Teams） 合会

2

について」
関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会
女性会計士専門委員会）
「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 社外
役員専門委員会）
「不正事例研究」
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「プロジェクトマネジメント研修①〜プロジェクトの
定義〜」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー（第３回）〜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」〜」
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「プロジェクトマネジメント研修②〜スケジュール作
成・リスクとコストのマネジメント〜」

中村剛氏（株式会社グロービス講師）

リモート

3

地域会合同研修会（監査会計委員会）
2 月 1 5 日 13:00〜14:40 監

リモート
（Zoom）

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
リモート
長）、廣田壽俊氏（本部監査・規律審査会副
（MS Teams） 審査会長）
檜垣寛氏（本部品質管理委員会レビュー
アー）、金谷朋侑氏（本部品質管理委員会レ
ビューアー）

2

春季全国研修会
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リモート

2

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 月 5 日

開催方法

2

リモート

リモート

2

青山朝子氏（公認会計士、日本電気株式会

（MS Teams） 社グローバルファイナンス本部長）

辻 さちえ氏（公認会計士、公認不正検査

（MS Teams） 士、
株式会社エスプラス代表取締役）

不正
事例

2

3

2

リモート
（Zoom）

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

研修室参集・ 萩原早紀氏
（PwCあらた有限責任監査法
リモート
人）
、
住友理恵氏
（PwCあらた有限責任監
（MS Teams）
査法人）
併用
リモート
（Zoom）

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

実施月日

時

間

分野

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会
3 月 1 5 日 16:00〜17:30 監

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

医療法人

査 専門委員会）

3

師

研修室参集・
舩越啓仁氏（近畿会非営利会計委員会学校
リモート
（MS Teams） 法人専門委員長）
併用

三戸康嗣氏（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

中堅・若手会計士委員会研修会
（第４回）
「監
3 月 1 6 日 18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020
査法人でのキャリア」」

研修室参集・
限責任監査法人マネージャー）、鏑木大督
リモート
2 （MS Teams）
氏（有限責任 あずさ監査法人シニア）、杉
併用

本奈穂氏（有限責任監査法人トーマツス
タッフ）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:30〜20:30 スキル 「プロジェクトマネジメント研修③〜進捗管理・関係者

2

とのコミュニケーション〜」
3 月 1 7 日 18:30〜20:00

講

研修室参集・
中村一氏（本部非営利会計委員会医療法人
リモート
（MS Teams） 専門委員会専門委員）
併用

2

「医療法人監査における留意事項」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 学校法
13:00〜16:00 会 計 人専門委員会）
「令和２年度 学校法人会計・監査における留意事項」

開催方法

コンサル ダイバーシティ推進委員会・準会員会共催研修会
ティング 「コロナ禍におけるベンチャー概況と経営者支援の魅力」

2

リモート
（Zoom）

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

研修室参集・ 松本修平氏
（有限責任監査法人トーマツ未
リモート
来事業戦略室、
情報経営イノベーション専
（MS Teams）
門職大学客員講師）
併用

第52回中日本五会研究大会DVD研修会（自由論題）
10:30〜12:00 監

査 「一歩進んだ包括外部監査の取組み−公共経営の深化

2

第52回中日本五会研究大会DVD研修会（統一論題）
14:45〜16:45 監 査
「激変する環境に対応するIT監査の次の一手」

藤田大介氏（公認会計士、株式会社KPMG

律事務所）
金 志煥氏（近畿会非営利会計委員会NPO
、濵田善彦氏（近畿会非営
研修室参集・ 法人専門委員長）
リモート
2
利会計委員会NPO法人専門委員）、大松祐
（MS Teams）
介氏（近畿会非営利会計委員会NPO法人
併用
専門委員）

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委

3 月 2 6 日 18:00〜20:00

10:00〜11:40

3 月 2 7 日 13:00〜14:40

15:00〜16:40

3 月 2 9 日 14:00〜16:00 監

査

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
（MS Teams）
ラーアナリスト）
リモート

研修室参集・
FASフォレンジックサービス部門ディレ
リモート
3
（MS Teams） クター）
、森 仁司氏（弁護士、協和総合法
併用

務 員会）

「貸倒損失等に係る税務上の留意点」
関西地区三会共催研修会（IT委員会／監査会計委員会）
監 査 「リモートワーク環境下における電子的情報の真正性
担保の仕組みについて」
DVD研修会
「組織内会計士・社外役員会計士の職業倫理がますます
倫理等
強化へ〜職業倫理を価値向上につなげる〜」
（2020年９月８日開催 本部研修会）
DVD研修会
税 務 「パンデミック下の企業経営と税務対応」
（2020年10月28日開催 本部研修会）
DVD研修会
「公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止
監 査
策−不正の芽の察知と機敏な対処として−」
（2020年10月23日 本部秋季全国研修会）

近畿会組織内会計士委員会
細谷明宏氏（近畿会）、松若恵利子氏（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）

2

関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 NPO法
人専門委員会）
18:30〜20:30 会 計
「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」

3 月 2 4 日 14:00〜15:40 税

研修室参集

2

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会
女性会計士専門委員会）
3 月 2 0 日 10:00〜12:00 スキル
「リモート、ウェブ会議等における、分かりやすい伝え
方と好印象を持たれるマナー・表現術」
大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）
コンサル 「海外の不正調査について
13:30〜16:30
ティング ①新興国における不正調査実施の留意事項
②中国現地法人における事例を中心に」
3月22日

遠藤尚秀氏（近畿会）

2

への対応−」
第52回中日本五会研究大会DVD研修会（自由論題）
13:00〜14:30 監 査
「コロナ禍における監査」
3月19日

2

2

研修室参集・
リモート
須田勝氏（本部租税相談員（法人税担当））
（MS Teams）
併用
研修室参集・
筏井大祐氏（本部IT委員会デジタルトラス
リモート
（MS Teams） ト対応専門委員長）
併用

2

研修室参集

2

2
不正
事例

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
「最近の不正事例分析と監査上の留意点」

2
不正
事例

研修室参集・
リモート
近畿会監査会計委員会メンバー
（MS Teams）
併用

本部税務業務部会共催DVD研修会
10:00〜11:40 税

務 「会計・税務業務のIT化への対応と未来」

（2020年11月２日本部税務業務部会研修会（第74回））
DVD研修会
13:00〜14:40 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〜」
3月30日
DVD研修会
15:00〜16:40 倫理等 「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例等
を踏まえて−」
大阪弁護士会共催研修会（IT委員会）
18:00〜20:00 監 査 「デジタル・フォレンジック実務研修」
（会場：大阪弁護士会館）

2

2

研修室参集

不正
事例

2

2

大阪弁護士
会館参集・
リモート
（Zoom）
併用

AOSデータ株式会社講師
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CPE協議会からのお知らせ
■2020年度の申告期限の延長について
CPE協議会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応として、次の措置を決定しましたのでお知ら
せいたします。
2020年度のCPEの申告期限を１か月延長し、2021年５月15日とします（法定監査業務従事に関する報告の期
限も同様）。
なお、2020年度の履修期間は、2021年３月31日までであり、変更はありません。
eラーニングの受講及びCPE指定記事の購読、自己学習等の実施は同日までに終了してください。

■リモート研修やeラーニングにおいて付与される単位の注意点について
リモート研修会（MicrosoftTeams等を利用し会場と異なる場所で受講する研修会）やｅラーニングのCPE単位
は、他団体主催の場合、付与される単位数が１時間１単位とは異なりますので、以下の点にご注意ください。今年
度は、感染症拡大の影響により、他団体のリモート研修やｅラーニングを受講されたケースも多いと思います。ご
自身の取得単位をご確認の上、余裕を持った履修計画をお立てください。
【２時間１単位となるケース（自己学習扱い）】
●税理士会や AICPA 等の他団体主催のリモート研修は、従来どおり自己学習（２時間１単位）として申告して
ください。（但し、他団体主催のリモート研修であっても事前に CPE 認定を受けた研修会は、集合研修とし
て単位が付与されますので主催者からの案内をご確認ください。）
●税理士会や AICPA 等の他団体のｅラーニング及びマルチメディア研修も、従来どおり自己学習（２時間１単
位）として申告してください。
【１時間１単位となるケース（集合研修扱い）】
●従来の集合型研修と同様に、日本公認会計士協会（地域会、地区会を含む）及び会員事務所や会員有志による
有志主催研修会、事前にCPE認定承認された他団体が主催のリモート研修は、１時間で１単位が付与されます
（管理者が単位申告しますので、会員ご自身によるCPE単位申告はできません。）。
なお、詳細は、CPEONLINEに掲載している下記をご確認ください
・「リモート研修の取扱いについて」に関するＱ＆Ａ
（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/info/2020/061901.pdf）
・自己学習の申告上の注意点
（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/cpa_site/cpe_letter/2020/202002_028-029.pdf）
お問い合わせ

日本公認会計士協会

総務本部

研修グループ

TEL：03-3515-1126
MAIL：kenshuu@sec.jicpa.or.jp
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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

【事務所・自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,635

34

3,669

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

786

計

合計

828

4,497

（2021年１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）

入会者
山崎

１月25日付

優樹 （会

１月７日〜28日

【事務所】
大塩

佑

（会

員）

富田

鉄平 （会

員）

松下

洋之 （会

員）

藪内

秀和 （会

員）

新井

和輝 （会

員）

近藤

剛

坂口

建太 （会

員）

（四号準会員）

【自宅】
伊藤

絢子 （会

員）

青井

卓郎 （会

員）

牛島

多恵子（会

員）

須藤

英美子（会

員）

陰地

弘和 （会

員）

田栗

良平 （会

員）

小池

絢子 （会

員）

富永

絢加 （会

員）

菅原

亮平 （会

員）

渕本

昌孝 （会

員）

田中

知幸 （会

員）

図所

広将 （一号準会員）

橋爪

貴耶 （会

員）

川﨑

純佳 （四号準会員）

深森

雅史 （会

員）

清水

崇弘 （四号準会員）

堀

亜己子（会

員）

桝田

香代子（四号準会員）

山田

健二 （会

員）

吉川

泰志 （四号準会員）
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康弘 （会

員）

髙木

将雄 （会

員）

森田

晋次 （会

転入者

員）

１月15日

金

保仁 （会

員） 東 京 会 よ り

志賀

弘基 （会

員） 京 滋 会 よ り

中田

明

（会

員） 四 国 会 よ り

森本

鉄平 （会

員） 東 京 会 よ り

吉野

征宏 （会

員） 東 京 会 よ り

転出者

員）

会員名簿記載事項の変更
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宇野

１月７日〜28日

伊藤

純貴 （会

員） 京

滋

会

へ

小柴

学司 （会

員） 兵

庫

会

へ

重村

剛史 （会

員） 東

京

会

へ

遠藤

大樹 （会

員） 兵

庫

会

へ

小﨑

翔太 （会

員） 東

京

会

へ

高乗

大貴 （会

員） 東

京

会

へ

新井

夕貴 （四号準会員） 京

滋

会

へ

森

耀

（四号準会員） 東

京

会

へ

田中

保行 （四号準会員） 京

滋

会

へ

山本

晃佑 （四号準会員） 東

京

会

へ

藤本

健太朗（四号準会員） 兵

庫

会

へ

退会者
森井

信

（会

員） 1 2 月 7 日 付

死

松井

優太 （会

員） 1 月 2 5 日 付

業

亡
務

廃

止

事務局だより
【弔事】 ・会員

辻村 啓氏のご尊父 嘉男様
2021年１月24日ご逝去 満77歳
・会員 吉野 征宏氏のご尊父 爲人様
2021年２月14日ご逝去 満85歳
・会員 山上 益弘氏のご尊父 晋作様
2021年２月14日ご逝去 満93歳

・会員 矢本 博三氏のご母堂 花子様
2021年２月20日ご逝去 満95歳
・会員 宇山 哲雄氏（兵庫会）
2020年12月25日ご逝去 満89歳

【寄贈図書】
■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
2020年版 第３四半期提出用
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
寒さもだいぶ和らいでまいりまし

たが皆さまいかがお過ごしでしょう

か︒早いもので新型コロナウイルス

感染症による外出自粛等が始まり約

１年が経過しました︒この１年間は

２度の緊急事態宣言の期間もあり︑

皆さまにとっても今まで経験した事

のない日常生活をすごされているの

ではないでしょうか︒２月に新型コ

ロナワクチンの医療従事者への先行

接種もはじまり︑４月から高齢者へ

のワクチン接種も始まろうとしてい

ます︒新型コロナウイルス感染症が

終息し︑制限のない日常生活が送れ

るように早く戻ってほしいもので

す︒

さて︑今月号では︑会報部による

取材記事の掲載が難しい中︑会長報

告の他︑公会計委員会︑社会福祉法

人専門委員会︑広報部︑経営委員

会︑ダイバーシティ推進委員会︑Ｉ

Ｔ委員会︑中堅・若手会計士委員会

等の皆様から︑部・委員会の活動報

告を寄稿頂いています︒また﹁ゆる

広報部﹂の紹介記事も掲載していま

髙見勝文︶

すので︑是非︑ご一読の程よろしく

お願い致します︒

︵会報部

仰星監査法人

大阪事務所

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）
業 務 内 容

①法定監査
②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング

応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上

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

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
会員各位におかれましては、コロナ禍にあってご苦労も多いことと拝察いたします。
さて、新型コロナウイルス禍で在宅での勤務を始めとして働き方が大きく変わっている方が多くいらっしゃることと存じます。
そこで、近畿会会報部では、このコロナ禍の中で皆さまが受けられた影響、苦労話やこんな時だからこそ気づいたこと等、
未曾有の事態の中での経験や気づきをご紹介いただきたく、原稿を募集させていただくことといたしました。
ぜひ、ご寄稿いただけますようお願い申し上げます。
また、引き続き『The Youの書〜わたしのおすすめの一冊〜』も募集しております。心に残った一冊をご紹介いただくコー
ナーです。あなたの心に残る思いでの一冊、人生を変えた一冊、幸せになれた一冊などをご紹介ください。ぜひ多くの人に読
んでもらいたい！この本に影響を受けた！という本の感想、おすすめポイントなどお寄せください。会計士の座右の銘の書に
はどんな本がでてくるでしょう？仕事、趣味、ジャンルは問いません。
こちらもぜひご寄稿いただけますようお願いいたします。

『緊急！コロナ対応（〜編）』
執筆要領
掲載号：随時掲載
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000字程度（紙面１〜２ページ）

『The You の書 〜わたしのおすすめの一冊〜』
執筆要領
掲載号：随時掲載
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000字程度／本の表紙画像もあわせてお送りください。

原稿送付、その他お問い合わせ等連絡先
（E-Mailの場合）r.ando@sec.jicpa.or.jp
（郵 送 の 場 合）日本公認会計士協会近畿会
〒541-0056

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

TEL：06-6271-0400
（ FAXの場 合 ）06-6271-0415
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会報部
クラボウアネックスビル２階

研修会のご案内（2021年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、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。
関西地区三会共催研修会
2021年３月24日(水) 14:00〜15:40

本部税務業務部会共催
税 務

研修コード 履修単位

租税相談事例研修会

研修室参集

貸倒損失等に係る税務上の留意点

企

画 税制・税務委員会

講

師 本部租税相談員

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

須田

4101

Online
（Teams）

２

勝 氏（法人税）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

本部の租税相談員をお招きして、租税相談事例研修会開催致します。
1月に予定していた研修会の延期分です。

2021年３月26日(金) 18:00〜20:00

研修コード 履修単位

IT委員会／監査会計委員会共催研修会
監 査

研修室参集

リモートワーク環境下における電子的情報の真正性担保の仕組みについて

企

画 IT委員会／監査会計委員会

講

師 日本公認会計士協会IT委員会デジタルトラスト対応専門委員長

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

定

筏井

3002

Online
（Teams）

２

大祐 氏

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

昨今、働き方改革、新型コロナウイルスの感染拡大等によって、リモートワークの一般化が進んでいます。協会本部では、印鑑廃止の傾
向に代表されるような企業側の業務プロセス・内部統制の変革への対応を進めるとともに、電子的監査証拠の利用促進、残高確認電子化
といった監査業務の変革を進めています。本研修では、３月期末決算を控え会員の皆様の関心が高いと思われるリモートワーク環境下で
の電子的情報の真正性担保の仕組みについて取り上げます。
講師には、協会本部ＩＴ委員会にてデジタルトラスト対応専門委員長を務められる 筏井 大祐 氏をお迎えし、先日公表された「リモート
ワーク対応第３号 PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」の内容について、電子署名のサンプル等を用いてわか
りやすく解説いただきます。

2021年３月29日(月) 14:00〜16:00

研修コード 履修単位

監査会計委員会研修会
不正事例研究

研修室参集

最近の不正事例分析と監査上の留意点

企

画 監査会計委員会

講

師 監査会計委員会メンバー

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

定

Online
（Teams）

3192

２

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

研修会では、直近１年間に改善状況報告書が提出された不正事例のうち特徴的な事例について、不正が発覚した経緯や不正の手口、不正
の要因などの不正事例の概要について、報告を行います。また、改善状況報告書の記載内容から読み取れる範囲内で、監査上着目すべき
点や未然防止に観点から留意すべき点等について、監査会計委員会メンバーが報告を行います。
訂正とお詫び
２月号（VOL.740）の研修会のご案内の一部に誤りがございました。お詫び申し上げ、下記のように訂正いたします。
2021年３月17日（水） 準会員会主催ダイバーシティ推進委員会研修会 講師肩書き
誤）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
正）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
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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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