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公認会計士YouTuber小山あきひろ氏×近畿会北山久恵会長
『公認会計士の未来を語る』YouTubeにて公開
広報部サポーター

青柳

敏文

１. 北山会長YouTubeデビュー！
日本公認会計士協会近畿会広報部
では、2021年３月13日に公認会計士
小山晃弘さんを近畿会にお招きし、
北山久恵近畿会会長と対談していただ
いた様子を、４月上旬よりYouTube
で公開しております。

小山さんは、2010年３月に同志社
大学経済学部を卒業され、同年に公
認会計士試験に合格し、有限責任監
査法人トーマツ大阪事務所へ入所さ

①近畿会のプロフィール

YouTuberとしてご活躍されている

②公認会計士×情報発信

小山さんでした。小山さんは公認会

③公認会計士×キャリア

計士業界の発展に貢献したいという

④公認会計士×未来

強い思いをお持ちでしたので、私か
らのオファーを非常に前向きに受け

２. 配信にいたるまでの経緯

取っていただけました。しかし我々

れました。約４年弱の勤務後退職さ

近畿会広報部の活動である『ゆる

がnoteに記載したいと思っていた内

れ、拠点を東京に移し、公認会計

広報部』は、月に２度程noteという

容は、既に同様の内容を小山さん自

士・税理士のプロフェッショナル集

ブログのような配信サイトにて、硬

身でYouTubeにてお話済みでした

団である税理士法人小山・ミカタ

いイメージのある会計士業界のイ

ので、効果的な発信方法には課題が

パートナーズを独立開業されまし

メージを少しでも覆すために、ゆる

ありました。

た。また独立会計士として働きなが

〜く、かつ、わかりやすく情報発信

その後何度かミーティングを行

ら、その傍らYouTubeに多くの動

するための記事を上げております。

い、小山さんのご提案と近畿会の要

画を掲載されており、現在登録者数

ただ、まだまだフォロワー数が少

望とを重ね合わせた結果、noteの記

４万人を超える（2021年３月現在）

なく記事を投稿しても反応が薄いの

事をメインとして出すのではなく、

超人気YouTuberです。

で、認知度を上げるために、次の記

公認会計士協会の広報活動や公認会

そんな小山さんと北山会長の対談

事では、著名な公認会計士のインタ

計士のブランディング等について小

の様子を動画で撮影し、次の４本に

ビュー記事を掲載しようと、ゆる広

山さんからご意見を頂戴し、それと

分けて、YouTubeにて配信いたし

報部ミーティングにおいて決定しま

同時に初の女性近畿会会長北山さん

ました。

した。そこで真っ先に上がったのが、

の考えるキャリアや、公認会計士の
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未来について、お二人でディスカッ

ネルのような感覚でお楽しみいただけ

うございました。本当にたくさんの

ションしている動画をYouTubeに

ますので、インターネットにて「ゆる

ことが学べました。今回の経験で得

て公開するという、当初の想定を超

広報部」と検索していただき、ぜひご

たことを、本業の監査現場でも還元

える素晴らしい企画となりました。

覧ください。過去には公認会計士の１

していきたいと思います。

日や大学生からのお悩み相談等も掲載

最後になりますが、撮影にご協力

しております（詳細は次ページのお

いただいた小山さん、北山会長、終

しらせをご覧下さい）。

始ウキウキと今回の企画を進められ
た広報部桂副部長及び近畿会広報部
の皆様、カメラマンの木ノ脇さん、

Zoom での事前打ち合わせの様子

本当にありがとうございました、こ
の場をお借りして御礼申し上げます。

対談の様子

また、小山さんのYouTubeチャ
ンネル、ゆる広報部のnote記事を気
当日の打ち合わせの様子

３. 熱量あふれる対談の様子

に入っていただけましたら、ぜひ
チャンネル登録・フォローもよろし
くお願い致します！

会長室での事後振り返りの様子

さて当日のディスカッション内容
ですが、ここで私が詳細を書くより

４. おわりに

も皆様にYouTubeにてご覧いただ

最後に私事で恐縮ですが、私は大

く方が分かりやすく、かつ小山さ

学２回生の時に公認会計士試験に合

ん、北山会長の熱い気持ちが伝わっ

格し、今年の４月から大学４回生で

てくるかと思いますので、詳細は省

す。このようなまだまだ未熟な私

略させていただきます。

に、小山さんへの出演依頼メールや

特に北山会長は、初めてのYouTube

撮影当日の総まとめ等々重要な役割

撮影ということで撮影開始直前まで

をお任せいただき、本当にありがと

小山さんより近畿会に向けて直筆サインを
頂戴しました

すごく緊張されていましたが、いざ
撮影が始まると、カメラマンさんが
Stopを出してもしゃべり続けるほ
ど、全く緊張感を感じさせず熱い思
いを語り合っておられました。
YouTubeにて、「小山あきひろ
近畿会」と検索していただきます
と、ディスカッション動画が見られ
ます。ぜひご覧ください。
なお、ゆる広報の記事でも今回の
対談内容について少し違った目線か
ら投稿しております。当日の舞台裏、
対談を終えての感想などをサブチャン
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新着記事のお知らせ

公認会計士小山あきひろ氏×北山会長対談動画の舞台裏レポートはこちらのQRコードまたは、イン
ターネットで「ゆる広報部」検索からご覧ください。
ゆる広報noteサイトでは、若手公認会計士向け、受験生向け、高校生向けそのほか公認会計士のこと
をもっとわかりやす〜く知りたい方向けのお役立ち情報が満載ですので、ぜひご覧ください。
いいね♡もよろしくお願いします！

４月３日up

３月24日up

３月10日up

夢の対談 舞台裏潜入レポート。こ

公認会計士試験と簿記の切っても切

JK（女子高生）×JK（女性公認会

こでしか見られない小山さんと北山

れない関係・・・。

計士）キャリア講座 桃山学院で高

会長のトーク裏話にほっこり⁉

校生と未来を語りあってきた話。

広報部サポーター募集
近畿会広報部では、全国に先駆けて様々な公認会計士のPR活動をしています。合言葉は「やってみなはれ」。
今回のようなYouTube動画作成、noteやTwitterでのSNS発信、大学や高校を訪問しての職業紹介・実務者講
座、小中学生向け会計授業「ハロー！会計」、社会人向け会計セミナーなどなど、大人のクラブ活動感覚で楽し
く活動しています。広報活動に参加ご希望の方は、ぜひ広報部サポーターにご登録ください。
登録をご希望の方は、QRコードよりお申し込みください。新たな仲間の参加をお待ちして
おります。※アクセス時のIDとパスワード

ID：kinki／パスワード：harukas300
近畿会

広報部一同
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国際委員会

「国際メッセオンライン」開催報告
国際委員会

委員長

富田

真史

加藤 芳之氏（公認会計士、Kato

坂本

メッセ」ですが、「国際メッセオン

Business Advisory Sdn. Bhd.）

会社アイキューブ）

ライン」という形で2021年１月20日

マレーシアにて日系企業向けに、

フィリピンに1997年から駐在。

（14時より）に、Microsoft Teamsを

進出支援から進出後の月次会計・税

2001年に現地で創業して以来、日本

利用して開催いたしましたのでご報

務処理代行や、年次税務申告・会計

企業のフィリピン進出支援のみなら

告いたします。「国際メッセ」は昨

監査等を行っている。クライアント

ず、産業振興やインフラ整備等の政

年度までに５回開催し、講義形式の

は大手から中小、製造から非製造と

策支援も行っている。関連会社であ

セッションと懇親会を行う形で会員

様々で、数十社の日系企業にサービ

る朝日ネットワークス・フィリピン

の皆さまに交流を深めていただくこ

ス提供している。日本人会計士２名

を含み、日本語担当者９名（内、資

とが恒例になっておりましたが、本

とローカルスタッフの約10名の体制

格者５名）、総勢50名体制は、日系

年度は新型コロナウイルス感染症に

で業務を行っている。1997年にビッ

事務所としてはフィリピン最大規

よる影響を考慮して、オンラインに

グ４の初代マレーシア駐在員として

模。南紀に「アイキューブ古座川ラ

よる講義形式のセッションと少人数

赴任、2007年から中堅監査法人パー

ボ」を置き、南紀の国際化にも貢献

での座談会という形式での開催とな

トナーを経て2019年10月に独立し現

している。

りました。

在に至る。

例年、年末に開催している「国際

中村

国際メッセの趣旨と概要
国際メッセは、いわゆるビッグ４

橘内

進氏（公認会計士、Asia

Alliance Partner Co., Ltd.）

直弥氏（公認会計士、株式

正英氏（公認会計士、株式

会社 FutureWorks）
東京、大阪、インドネシア、タイ

の海外ネットワークとは関係なく、

タイ、ベトナム、インドネシア、

に拠点を持ち、現地進出日系企業

主に国外で業務提供されている会員

インド、メキシコに拠点を持ち、現

（主に中堅・中小企業）向けに進出

を講師としてお招きして、業務展開

地進出日系企業（主に中堅・中小企

手続支援から進出後の月次会計税務

されている諸外国における会計・税

業）向けに進出手続支援から進出後

処理代行や年次決算税務申告・会計

務トピックや、日系企業の課題等に

の月次会計税務処理代行や年次決算

監査・法務業務等を行っている。グ

ついて情報提供いただくとともに、

税務申告・会計監査・法務業務・人

ループのシステム会社において、日

参加会員とも個別にネットワーク構

材紹介・不動産紹介・保険代理業

系企業の記帳業務の内製化を進める

築いただく場の提供を目的としてい

務・地方自治体海外拠点支援等を

ため、多言語クラウド会計システム

ます。

行っている。2004年にスタートした

を製作し、各国の税制に対応した本

今回講師として参加いただいた、

タイ事務所を中心に、現地常駐日本

格的な会計システムの販売をスター

海外で活躍されている７名の会員の

人会計士４名を含む、約300名の体

トしている。

皆さまは次の通りです。

制で現地での業務を行っている。
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野瀬 大樹氏（公認会計士、NAC

況などもご報告いただきました。今

の帰国が可能かどうかわからないこ

Nose India Private Ltd.）

回はオンライン開催ということで、現

と、懇親会の開催が難しいこと等か

インド・ニューデリーにて日系企

地からご参加される方、日本国内のオ

ら中止する声もありました。ただ、

業向けに会計税務サービスを提供す

フィス・自宅から参加される方など

開催しない理由を考えるのは簡単で

る NAC Nose India Pvt. Ltd.を自身

様々でしたが、接続トラブルも特にな

すが、それよりも「どうすれば開催

で経営。基本となる記帳・税務・給

く、前半の講義セッションについては

できるか」を委員会内で議論し、オ

与計算サービスの他、最近は財務調

無事に終えることができました。

ンラインを活用した開催にチャレン

査業務や不正調査業務、決算早期化

講義セッションの終了後は、講

支援業務など、コンサルティング業

師・参加者の皆さまをグループ分け

初めての試みで参加の皆さまには

務にも多数携わっている。

し、「座談会」ということで、講師

何かとご不便をおかけした部分もあ

の皆さんと交流を図っていただく時

りましたが、今後の開催のための気

堀切 泰孝氏 ・ 鶴田 明久氏（準

間を設けました。参加者の皆さまに

付きもたくさんあり、次回以降オン

会員、AGS Joint Stock Company）

お手間をかけないように、Microsoft

ライン開催するためのヒントも得る

ベトナムにて進出支援から現地会

Teamsの「ブレイクアウトセッ

ことができました。交流という意味

計・税務、労務、法務、人材紹介、

ション」の機能を利用して実施する

ではやはりフィジカルに従来型で開

市場調査、営業支援、総務支援、

ことにしましたが、設定に時間がか

催する方が会員の皆さまにもメリッ

M&A支援サービスをワンストップ

かってしまい、かえって混乱を招い

トがあるなと思いましたが、オンラ

にて提供中。常駐日本人専門家20名

てしまったようで、その点は少し悔

インでつなげば帰国日程の調整等で

（内、会計関連資格保有者２名）体制

やまれます。また、例年のような懇

参加が難しかった講師の方にもご参

はベトナム国内最大規模。現地スタッ

親会での交流とは違って、オンライ

加いただきやすくなると思いますの

フは250名超。日本品質のサービス

ンだったこともあり、十分にお話し

で、それぞれ上手く組み合わせるこ

で幅広い顧客をサポートしている。

いただけたかどうか運営サイドとし

とで、より会員の皆さまにとって満

ては不安が残りました。

足度の高い形で実施できるのではな
いかとも考えております。

まず安井担当副会長の開会のご挨
拶の後、ご紹介した会員の皆さま方

ジすることとしました。

最後に

この「国際メッセ」が更に有意義

に講師をご担当いただき、各国の会

国際委員会では会員の皆さまが国

なイベントとなるよう次年度以降の

計・税務等のトピックや日系企業の

際的な知見を拡げるお手伝いをすべ

開催方法についても引き続き国際委

進出状況などをお話しいただきまし

く、例年国際メッセのほかにも海外

員会メンバーで議論をしていきたく

た。お一人あたり、10分から15分程

視察ツアーなど企画運営してまいり

思いますので、少しでもご興味を

度の持ち時間ということで、合計６

ました。今年度は新型コロナウイル

持っていただける会員の皆さまに

か国約１時間に渡ってご説明いただ

ス感染症拡大の影響を受け、海外視

は、来年度の国際メッセに是非ご参

きました。また例年と異なり、新型

察ツアーの開催は断念せざるをえ

加いただきたく、宜しくお願い致し

コロナウイルス感染症の現地での状

ず、国際メッセについても講師の方々

ます。

【 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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包括外部監査人・監査委員協議会 開催報告
公会計委員会

副委員長

中川

美雪

尾崎様は、みずほ銀行の公共専門

有しています。そのグループ力を使

公会計委員会では、毎年、近畿地

部である関西公共法人部に所属さ

いながら、金融の枠組みを超えた、

区で包括外部監査人・監査委員として

れ、まさに行政における金融のプロ

幅広い業務をされていることに目を

活躍される会員の皆様向けに、包括外

フェッショナルです。

見張りました。

はじめに

部監査人・監査委員協議会（以下、協

関西公共法人部では、大阪市など

ご講演の後はたくさんの質問が寄

の指定金融機関業務と自治体等に対

せられ、活発な質疑応答がなされま

この協議会では、包括外部監査や

する政策支援業務を実施されていま

した。

監査委員監査などの行政における監

す。指定金融機関業務とは、地方自

今回、尾崎様から、通常は聞くこ

査で必要な最新情報を提供したり、

治体の公金の収納、支払の事務を請

とができない民間企業側から見た公

意見交換の場を設けています。

け負うもので、そのほか公金の運

行政分野での業務について、非常に

例年は、近畿会の会議室に集合し

用、地方債の引き受け等の業務もあ

貴重なお話をお聞きすることができ

対面で行なっていましたが、今年は

ります。従来はこちらの業務が主で

ました。参加した方には、今後の包

ちょうど新型コロナウイルスの緊急

したが、金利・手数料などの環境変

括外部監査や監査委員監査等におい

事態宣言中となったため、オンライ

化もあり、現在では自治体等に対す

ても、役立つ有用な内容だったので

ンでの開催となりました。

る政策支援業務に力を入れてきている

はないかと思います。

議会という）を開催しています。

協議会は２月の初旬に開催されま

とのことでした。

した。オンラインであったにも関わ

第二部

意見交換会

らず、包括外部監査人10名、補助者

講演会ではPFIの導入や事業の民

第二部は、事前アンケートをもと

３名、監査委員７名、公会計委員会

営化支援、電子型地域振興券の導入

に作成された資料に沿って、奥谷委員

委員９名の全29名と、非常に多くの

など、具体的な取組事例についても

長の司会のもと、進められました。

方に参加いただきました。

ご紹介いただきました。このような

最初は、参加者の自己紹介も兼

事例について、断片的には見聞きし

ね、今年度の監査のテーマや重点監

たことはあるものの、そのビジネス

査項目について、一人一人発言を行

スキームを体系的に知ったのは初め

いました。普段は、なかなか他の自

第一部 講演「銀行における
自治体取引について」

てであり、非常に新鮮でした。ま

治体の外部監査や監査委員監査の状

た、みずほ銀行グループには、みず

況をタイムリーに知ることができな

第一部では、みずほ銀行 関西公共

ほ銀行のほか、みずほ証券やみずほ

いため、これだけでも非常に価値が

法人部部長 尾崎浩二様をお招きし、

総合研究所、みずほ信託銀行など多

あったと思います。

「銀行における自治体取引について」

くのグループ企業があり、それぞれ

例年は、私も公会計委員の一人と

をテーマにご講演いただきました。

が行政において豊富な知見と実績を

して参加していたのですが、今年度

以下、協議会の結果の概要につい
て報告いたします。

08

APRIL 2021

18964

報 告 REPORT

03

は奈良県の包括外部監査人を拝命し

内部統制制度の導入（都道府県及び

になる」が大半を占め、また

ていることもあり、外部監査人とし

指定都市は必須、その他の市町村は

での意見交換については、一部の方

て参加しました。

努力義務）が求められています。

から「発言のタイミングが難しい」

そこで、私も奈良県の監査の状況に

監査基準については総務省から雛形

というご意見があったものの、８割

ついてお話をさせていただきました。

が出されていますが、これをそのま

近くの方が「特に問題なかった」と

次に、「コロナ禍により包括外部

ま取り入れた団体もあれば、大きく

回答されていました。運営側として

変更した団体もあったようです。

もほっとしています。

監査・監査委員監査が受けた影響に

Web

ついて」について意見交換を行いま

また、内部統制に依拠した監査を

また事前アンケートにも記載が

した。特に影響がなかった団体もあ

行うかについては、団体により対応

あったのですが、今年度公会計委員

りましたが、コロナ対応で一定程度

は様々のようでした。

会で取組んでいる「地方自治法改正

影響のある部局は監査対象としない

内部統制制度については、地方自

よう求められたり、一時期、書面監

治体には内部統制が存在していない

査での対応となった団体もありまし

という前提で制度が導入されている

こちらについては、次年度以降、

た。中には、オンラインで事実確

節があり、これについて疑問を呈す

協議会等において分析結果をお知ら

認、最終報告をした外部監査もあっ

る声もありました。

せするなどの取組みを行っていきた

対応に関するアンケート」に対する
期待の声が寄せられていました。

たとのことで、オンライン対応が遅

最後のテーマの「包括外部監査結

れていたり、手続きの厳格化を求め

果、監査委員監査結果への措置への

る自治体が多い中で、民間企業のよ

取組み状況」については、残念なが

今回は新型コロナウイルスの影響

うな対応をされていた団体があった

ら時間が来てしまい、意見交換する

でこのようなオンラインでの協議会

ことは驚きでした。

ことができませんでした。第一部、

の開催になりましたが、講演会、意

そのあと、「包括外部監査・監査

第二部で合わせて２時間という時間

見交換会とも、非常に有意義なもの

基準・内部統制制度」に関し、意見

設定でしたが、少し時間が短かった

であったと思います。

交換を行いました。

ようです。

公会計委員会では、今後も引き続
きこのような取組みを進めて参りた

地方自治法が改正され、地方自治
体では令和２年４月１日から監査委

事後アンケートでは、今回の協議

員監査における監査基準の策定と、

会が「大いに参考になる」、「参考

2021年度

いと思います。

いと思います。

近畿会および各部・委員会行事予定 （2021年４月12日〜2021年５月10日）

4.12 （月）
予算特別委員会、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
4.20 （火）
監査事例DVD研修会

研修室13:30〜15:30

4.22 （木）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

4.26 （月）
本部会計監査人監査

会議室 9:30〜17:00

5.10 （月）
近畿会監事監査

会議室 9:00〜17:00

研修室11:00〜17:00
※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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ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

働き方セミナー「しなやかなキャリアを作る」に参加して
女性会計士専門委員会

2021年２月20日、女性会計士専門委
員会主催にて働き方・キャリアセミ

手助けしてもらうには、「自分は
何がしたいのか」を伝える

委員

渡邉

美月

ことがあるのです。チャンスが来た
ら、迷わずYes！です。

ナーを開催いたしました。今回は、日

青山さんが日

本電気株式会社グローバルファイナン

本コカ・コーラ

ス本部長の青山朝子さんをお招きし、

に入社した頃、

コンフォート

「しなやかなキャリアを作る」をテー

コカ・コーラ本

ゾーンとは、自

マにお話をいただきました。また、

社から来日した

分が心地よいと

Teamsを使用したオンラインでの開催

マネジメントと

感じる環境のこ

となりました。

会食する機会が

とで、ここを一

コンフォートゾーンから抜け出そう

あり、その場で

歩出て成長エリ

法人トーマツ勤務後、米国でMBAを取

「それで、君は何がしたいんだ？」と

アに身を置くことが大切です。これに

得、外資系証券会社の投資銀行部門を

急に聞かれて、緊張でうまく答えられ

よって、得意領域を広げ、守備範囲を

経て、2004年に日本コカ・コーラ株式

ずとても悔やんだことがあったとのこ

広げ、自らの視野を広げることで、正

会社に入社されました。東京コカ・

とです。その時に、手助けをしようと

しい意思決定ができ、さらに任せられ

コーラボトリング株式会社（現コカ・

思ってくれる人がいても「自分は何が

る仕事が広がるという正の循環に入る

コーラ ボトラーズジャパン株式会社）

したいのか」がわかっていないと手助

ことができるそうです。コンフォート

の取締役兼CFOとして、日本コカ・

けしようにもできないということに気

ゾーンから飛び出すのは勇気が要りま

コーラビジネスにおける日本人女性初

づき、そこから常に「自分は何がした

すが、ご自身が東京コカ・コーラボト

の取締役兼CFOとして活躍、グローバ

いのか、何をしたらわくわくするの

リングの取締役兼CFOを引き受けた頃

ル標準のファイナンス組織への変革に

か」を考えるようになり、それが青山

を思い返すと、準備ができていないと

も貢献されました。2020年よりNECに

さんのキャリア構築のスタートになっ

思って躊躇っているのはもったいない

てグローバル部門のCFOとして海外子

ているとのことです。

ことで、（失敗もあったそうですが）

青山さんは、公認会計士として監査

会社のファイナンス組織とそれを支え

後日談として、コカ・コーラの退職

やってみたらできるものだと実感され

るグローバルファイナンス本部を統括

時に、そのマネジメントから明かされ

たそうです。責任を重く受け止めすぎ

されています。

たのが「各国で将来育つ可能性がある

なくても大丈夫です！

若手に声をかけているが、何をしたい

パーフェクトは、目指さないで

セミナー第一部は、青山さんのキャ

のか答えられる人はほとんどいない、

リアの軌跡、外資系企業や日本企業で

さらに後日改めて答えを伝えにきたの

風邪を罹ったお嬢さんの看病を誰に

働く中でリーダーシップをどうやって

はあなたしかいなかった。あの時が

も頼らずに対処していたところ、青山

磨いてきたのか、またキャリアを構築

あったからこそ、今この話ができてい

さんご自身まで病気になり、さらに無

するうえで大切にしているルール等に

るのだ」という言葉。

理がたたってかえって病気が長引いた

ついて、エピソードを交えながらご講

必ずしも思った通りにいかないかも

ということがあったそうです。そこで

演いただきました。心を動かされる金

知れませんが、「自分は何がしたいの

『がんばりすぎると実は成果が出な

言ばかりでしたが、特に印象に残った

か」を周囲に伝えることで、誰かが手を

い』ということに気付き、そこから

フレーズをご紹介します。

差し伸べてくれたり、チャンスに繋がる

は、青山さんご自身がする必要がない
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ことは積極的にアウトソースしたり、

ジャーの時代は、自らチームを引っ

に東日本大震災が起こり、会社のビ

家族の協力を得るようになったとのこ

張った経験が大きな糧となりまし

ジネス自体が非常に厳しい状況に

とです。これが今の仕事にも活かされ

た。経営者としての現在は、意思決

なって、苦しい日々が続きました。

ているようで、全てのことを自らやら

定の局面で「決めきること」が最も

でも、足掻いていれば解決の糸口が

なくてはいけないという考え方を改

重要だと感じています。

見つかると信じて仕事に臨んでいま
した。足掻きながらも一歩一歩進ん

め、自分ができないことをはっきり意
識することで、周囲を頼ることができ

仕事への意欲の源とは？

でいると、ふと振り返ってみると意

るようになったとのこと。青山さんの

（北山さん）クライアントのために何

外と山を登れていることに気づく、

しなやかなリーダーシップは、このよ

ができるか？を考えることがやりが

というのがモチベーション回復の契

うな働く母の経験から培っていること

いでしたし、様々な事象にぶつかっ

機になっていました。

が多いようです。

てチャレンジすることにワクワクし

みなさん、がんばらないでください！

ていました。経験することそのもの
が、仕事からの贈り物だったと感じ

続いて第二部として、日本公認会計

ます。

士協会近畿会の北山久恵会長を交えた

（青山さん）意思決定をする時に学び

座談会形式で、参加者からの質問にも

があると考えていて、その学びの時

お答えいただきました。質疑応答の一

間が楽しいと感じます。現職では、

部をご紹介します。

日本の良質な技術が世界に勝負する
時、その実現とサポートを担ってい

最後に

キャリアの様々な局面で、目指して
きたものは？

ることにもやりがいを感じます。ま

私が青山さんの経歴を初めてお聞き

た、自分のチームのカルチャー変革

した際は、いわゆるバリバリなキャリ

（北山さん）20代では、監査法人で主

も試みているところですが、その種

アウーマンという先入観をもってし

にシニアとして、当時担当していた

が芽吹く様子を見るのを、少年のよ

まっていたのですが、実際にお会いし

クライアントやチームの上司からの

うな気持ちで楽しんでいます。

て、とても柔らかい雰囲気をお持ち

厳しい要求に応える経験が今のタフ

で、しなやかな強さのある方だという

マネジャーとして自分の味方を作っ

心が折れてしまう時、マインドの
切替え方は？

ていく時期でした。40代は会計ビック

（北山さん）自分の力不足を感じるこ

ントがあると思います。また、セミ

バンを始めとした難しい環境を乗り

とはあります。例えばシニア時代は

ナーを通じて、青山さん、北山さんか

越え、パートナーとしてクライアン

IPO支援業務にも従事していました

らの言葉に優しく背中を押してもらっ

トとより強い信頼関係を築いていき

が、そこでは会社の理解が足りずに

ているような気持ちになりました。貴

ました。50代はより大きな責任を取る

インチャージとして関係者をグリッ

重なお話をいただき、ありがとうござ

立場になった一方、社外では女性経

プしきれなかったという辛い経験も

いました。

営者との横のつながりを得ました。

ありました。「その辛い経験を次に

現在は協会活動の他、社外役員、大

活かす」と考えるようにしていま

学講師を通じて、自分が得たものを

す。

な精神力を養ったと思います。30代は

お返ししたいと考えています。
（青山さん）年代というより会社の中

印象に変わりました。そのしなやかさ
に、いきいきとしたキャリア構築のヒ

（青山さん）私も落ち込むことはあり
ますが、一晩寝れば忘れられること

でのポジションで視点が変わってい

が多いです。最近ハーバード大学教

きました。スタッフの頃は特にス

授から学んだ幸福心理学でも、やは

ピードに拘り、効率性の面で強みを

り寝るのが一番だと言われていま

発揮していたと思います。事業会社

す。過去の経験で言うと、コカ・

へ転職してからのプレイングマネー

コーラでのSAPシステムの導入時期

18967

APRIL 2021

11

報告

REPORT

05

関西地区三会共催 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

「不正・不祥事事例検証」セミナー 開催報告
おいだ

組織内会計士委員会

社外役員専門委員会

【主な著書】

１. はじめに
２月22日（月）18:30〜20:30

副委員長

種田

ゆみこ

ような不正・不祥事に正しく対処する

組織内

内部監査実務ハンドブック（中央経

会計士委員会社外役員専門委員会で

済社）/不正リスク対応実践ガイド

は、講師に不正関連のコンサルやセミ

（中央経済社）

といった参加者の立場により不正に対

ナーを多数行っている株式会社エスプ

内部統制報告制度実務詳解（商事法

して心がける視点の違いをご説明され

ラス 代表取締役の

務）

ました。

さちえ先生（公認

会計士、公認不正検査士）をお招き

その他「経営財務」「旬刊経理情

し、「不正・不祥事事例検証」をテー

報」など雑誌寄稿多数

マに、近畿会研修室からTeamsによる

ための内部統制の方針の決定

講義の構成としては、
１．不正・不祥事を知る

先生のお名前は、本部の組織内会

リモート研修会を開催しました。

・経営者として：不正予防早期発見の

２．不祥事予防のガイドライン

計士協議会や他の地域会の研修講師と

３．不正・不祥事の事例検証

してもよく拝見していたので、偶然お

４．不正調査の現場から

会いできた瞬間に「近畿会でも是非研

⇒不正・不祥事を知り、自分で考

認会計士、公認不正検査士

修を実施して欲しいです！」とお願い

えて正しく対処する

【略歴】

して、ご快諾頂きました。さらにセミ

２. 講師の略歴等
さちえ（つじさちえ）先生

公

1996年監査法人トーマツ（現有限

ナーの少し前には、日本経済新聞（２

責任監査法人トーマツ）に入所。会

月２日朝刊）の「経理の甘さ就く、博

計監査業務に従事後、2005年内部統

報堂DY系架空発注、営業優位も背景

制関連のコンサルティング部門に転

か」という記事に、

先生のお名前と

ここでは、最初に「不正・不祥事

属。J-SOX導入、決算早期化、内部

コメントも掲載されるタイムリーさに

は組織の病気」ゆえ、何より予防が

監査、不正会計関連のコンサルティ

期待値が高まりました。

大切で、早期発見のためのツール・

ング業務を実施。2015年６月に退職
し、株式会社エスプラスを設立。不

という流れでした。
１．不正・不祥事を知る

指標をもち、定期的な人間ドック

３. 講義内容

（会社全体を広く深くチェック）を

正調査、内部統制、内部監査、コン

今回の講義では、公認会計士の様々

し、大病には手術しかない（第三

プライアンス関連のコンサルティン

な立場や会計不正に限らない幅広い不

者・外部による検証）と強調されま

グ業務の他、官公庁、監査法人、各

正を対象としていることから、最初に

した。不正は、「動機」「機会」

団体への企業不正関連のセミナー、

「それぞれの立場における不正との関

「姿勢正当化」の３つの要素が揃う

企業向けのインハウスセミナー講師

わり」として、

と起きやすいという不正のトライア

を年間数十本実施している。

・会計監査人として：不正予防の助言

ングル（三角形）が広く知られてい

日本公認不正検査士協会（ACFEJ

機能の発揮、会計不正の早期発見 等

ます。不正への対処法として、指名

APAN）理事、上場会社社外役員、独

・組織内会計士として：不正予防・早

報酬委員会をいち早く導入して「ガ

立行政法人リスクアドバイザー、日本
CFO協会主任研究員等様々な役職を務
める。
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・取締役・監査役として（社外役員含

企業でも、コンプライアンス教育を

む）：経営者や会社の存続を左右する

毎年実施している企業でも不正や不
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祥事が起こるというのは、本来の趣

事ワースト10

2020年版」から、

根本的な原因の解明、②第三者委員

旨が忘れられて形式だけ真似しても

「聖域の存在〜あの人（あの部署）

会を設置する場合における独立性・

逆効果で、形だけ同じことをしても

は仕方がない〜」、「優秀な現場依

中立性・専門性の確保、③実効性の

うまくいかない、他社事例を学びに

存の限界」、「不適切な収益計

高い再発防止策の策定と迅速な実

して「自分事」にすることが大事と

上」、「内部統制の穴」といった切

行、④迅速かつ的確な情報開示を挙

いうことでした。

り口で、具体的な事例をいくつか検

げられました。

証を頂きました。その中で、先述し
２．不祥事予防のガイドライン

た日経にコメントが掲載された広告

４. 終わりに

企業の不祥事はその社会的影響の広

会社の請求書不正（架空発注・割増

我々公認会計士は、「不正」という

がりに加え、当該企業の社会的評価

発注）の事例にも言及され、なるほ

と、どうしてもすぐに「会計不正」を

を下げ、業績に悪影響を及ぼし、株

どそういうことだったのか！と理解

思い浮かべますが、社外役員などの立

価の下落を相俟って企業価値を毀損

できました。

場で会社経営に関与するときには、経
営陣の一員として、会計不正に限らず

し、さらに上場会社の間で不祥事が
頻発するような資本市場は、CGが機

４．不正調査の現場から

会社の存続を左右するような幅広い不

能してない市場とみなされ、その信

会計不正早期発見のためには、不

正・不祥事に正しく対処する必要があ

頼を失う。ということで、日本取引

正がある場合は「典型的な兆候」が

るので、今回の研修で、最近の不正・

所自主規制法人は2016年２月に「上

出ているはず！ということで、「典

不祥事事例に挙げられた他社の不祥事

場会社における不祥事対応のプリン

型的な兆候」の会社の説明について

を他山の石として皆様が関与する会社

シプル」を策定し、実際に不祥事に

本当に合理的かどうか、すなわち、

の経営に役立てて頂けたらと思います。

直面した上場企業の速やかな信頼回

褄があっているか、これまでヒア

復と確かな企業価値の再生に向けた

リングしてきたことと不整合はない

今回、当初は近畿会でのリアルとリ

指針として公表。しかし、不祥事が

か（内部統制等）、感覚と一致して

モートとの併用とし、わかりやすいお

頻発（特定の企業に起こる特別のも

いるか、会社のルールを逸脱してな

話で有名な

のではない）し、不祥事発生そのも

いか等を意識して仮説を検証するこ

こっそり企んでいましたが、緊急事態

のを予防する取り組みが上場会社の

とが大事です。不正・不祥事を発見

宣言が延長されたためリモートオン

間で実効性をもって進められる必要

したら、誰にいつ共有するかも不

リーとなり、企画者としてはかなり残

性があるということで、2018年３月

正・不祥事の性質がどのようなもの

念でした。

に事前対応としての不祥事予防の取

かに分けて検討することが必要で、

ことで、また近畿会でのリアルでの講

組に資するものとして、「上場会社

監査人との信頼関係を築くために普

演に呼んでくださいと暖かいお言葉を

における不祥事予防のプリンシプ

段からのコミュニケーションや協議

頂きました。このような時に来阪して

ル」を公表されています。これら

の姿勢が大事ということです。会計

ご講演頂いた

を、原則１：実を伴った実体把握、

監査人の関心は会計数値への影響・

でご参加頂いた多数の皆様に厚く御礼

原則２：使命感に裏付けられた職責

内部統制への影響ゆえ、タイミング

を申し上げます。

の全う、原則３：双方向のコミュニ

としては、予備調査終了

ケーション、原則４：不正の目の察

時から社内調査実施中の

知と機敏な対処、原則５：グループ

ある程度事実確認が終

全体を貫く、原則６：サプライ

わって正確な情報を伝え

チェーンを展望した責任感といった

ることができるまでの間

それぞれについて説明頂きました。

くらい、すなわち、大体

先生との直接の対話も

先生は関西ご出身という

先生及び今回リモート

仮説の大枠ができてから
３．不正・不祥事の事例検証

が良いのではないかとい

不正が大事になる要因として、

うことです。まとめとし

「無関心」「見て見ぬふり」が大き

て、不祥事対応のプリン

な不祥事に繋がるということです。

シプル（原理・原則）と

ここでは、「経営倫 理 士 協 会 不 祥

いうことで、①不祥事の
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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

「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」開催報告
女性会計士専門委員会

副委員長

吉川

和美

女性会

新人から役

参加者のマナーとしては、「反応は

計士専門委員会では、オンラインなら

員まで幅広

大げさにうなずく」、「普段以上には

ではのビジネスマナーをテーマとした

い対象に実

きはきと話す」、「話を長くしないで

セミナーを３月20日（土）10時〜12時

施されてい

簡潔に話す」、といったマナーを教え

に開催しました。

ます。研修

ていただきました。オンラインで聞い

ダイバーシティ推進委員会

昨今リモートでのやりとりが増えて

経験は3000

ている間にはついつい気を抜いてしま

いますが、リモートにおけるコミュニ

回を超え、

うこともありがちですが、ふとしたと

ケーション上のマナーは発展途上で

国際博覧会

す。思うようにうまく伝わらない、相

アテンダント・クルーの教育にも携

ているときの表情にも気を配る必要が

手の気持ちが読めないといった悩みか

わってこられました。

あります。

オンラインでも、笑顔で！

ころで相手に見えることもあり、聞い

ら、オンライン会議で映る背景はどう

先生には、過去数年にわたり、女性

セミナー内では表情のトレーニング

するのかといった点まで、課題を感じ

会計士専門委員会のビジネスマナーセ

もありました。「ウィスキー」の発声

ている人が多くいます。小さな画面の

ミナーをご担当いただき、名刺の受渡

で口角をあげて５秒間そのままにする

中の印象や伝え方を少し良くするだけ

からお食事のマナーまでわかりやすい

と口角があがるのだそうです。確かに

でも会計士としての信頼感も上がり、

セミナーは毎回大変好評です。今回も

気を抜いていたなと思って画面にうつ

ビジネスがスムーズに進む可能性が高

大変お忙しい中お引き受けいただきま

る自分の表情などを見ていると、結構

まるかもしれない。このような背景か

した。

緊張しました。

ら時流にあっていたためか、土曜日の
午前中という時間帯にも拘わらず、43

今回のセミナーも大変有用だったの

となるとついつい画面オフにしてし

名と多くの方にご参加いただきまし

ですが、まずはテキストが充実してい

まうのですが、そうなると今度は自分

た。なお今回は補習生の方も対象とさ

ることがすばらしかったです。オンラ

の声のみでのコミュニケーションとな

せていただきました。

インでは伝わる情報が限られる可能性

るので、「声」と「滑舌」が重要に

があることを予測し、あらかじめ読め

なってきます。声と滑舌に自信があ

お話をお聞きしたのは、株式会社ク

ばわかるテキスト（ミーティングであ

る、と胸を張って言える会計士は少な

ラスアプレシエ代表取締役の田中桂子

れば会議で話すことがわかるようなア

いのではないでしょうか。毎回思うの

先生です。

ジェンダ）を事前に準備しておくこと

ですが、田中先生のお話は本当に聞き

が重要なポイントというのを体現され

取りやすいですし、声もよく響きま

ていました。

す。きっとそれも日常の心がけなので

田中先生はビジネススキルや接遇マ
ナー、チームビルディング研修、エグ
ゼクティブのためのスピーチ指導等を
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す、結論を先に話す）こと

ションスキルであり、ダイバーシティ

や、相手に上手に想いを伝え

推進の観点からも重要な示唆を頂いた

るための一言プラスなどはと

ように思いました。

ても実践的なtipsでした。

最後にセミナー内容を簡潔にまとめ

例えば「おはようございま

てご挨拶いただいた安井副会長、セミ

す」「はい」のみでなく、そ

ナー中ずっとにこやかにうなずきつつ

のあと一言、「おはようござ

メモをとって聞いておられた北山会長

います。今日は良いお天気で

のご様子もお手本にすべきマナーであ

すね」「はい、承ります」

り、みなさまの受講態度からも大変勉
強になるセミナーでした。

グ「ア・エ・イ・ウ・エ・オ・ア・

と、一言加えるだけでもマナー上手と

オ・・・」、滑舌トレーニング「この

いえそうです。また、質問をする際に

また、当日のネットワーク環境整備

竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけ

も、「はーい質問があります！」とい

から、スピーカーの背景に写るパネル

たかったから竹立てかけたのです」

うのではなく、「少し流れとは違うか

のセットまで、近畿会事務局のみなさ

「どじょうにょろにょろ、みにょろ

もしれませんが、一点質問してもよろ

んに完璧にご対応いただいたのもとて

にょろ・・・」が始まり、容赦なく、

しいでしょうか」「ひとつ前に戻るの

もありがたかったです。（休日出勤で

女性会計士専門委員長の宮口さん、広

ですがよろしいでしょうか」といった

のご対応、ありがとうございました。）

報の桂さんに指名が・・・・。

聞き方はとてもスマートだと思いまし

今回の研修により、受講者の皆様が

お二方とも、突然の指名にも拘わら

た。

とるにあたり、少しでもヒントが得ら

ずとても上手にクリアされていました
が、横でやっていた私などは空回って
もごもごしてしまい、課題を感じました。

オンラインでのコミュニケーションを

今回のセミナーでは、受講者として

れたのであれば大変うれしく思います。

だけではなく、ミーティングのホスト
側としても留意すべき事項が多数あり

ダイバーシティ推進委員会 女性会計

印象的なお話としては、「話の下手

ました。オンラインになるとなかなか

士専門委員会では、今後も会員・準会

な人の特徴は？」というものがありま

意見を言いにくくなってしまう参加者

員の皆様を対象とした研修会を企画し

した。

へ発言をうながす雰囲気づくりは重要

ております。多数の皆様のご参加をお

「途中で話が脱線してしまう（要す

です。また、言いにくいことでも、

待ちしております。

るに、本題と関係ない話が長い）」な

「●●はできません」、とネガティブ

どは、誰しもが思い当たることかもし

に話すのではなく、「代わりに○○で

れません。また、「語彙力がない（話

あればできるのですが」、といった肯

の引き出しがない）」「話の内容が整

定的な表現を用いるように注意するな

理できていない」「知っている情報を

ど、相手への思い

すべて伝えようとする」などは、耳の

やりによって不要

痛いご指摘でした。オンラインでは特

な摩擦は避けられ

に話の上手い下手が際立ってしまいま

る可能性がありま

すので、注意すべきポイントと考えら

す。これらのこと

れ、事前に話の内容を整理する「準

は、オンラインな

備」の必要性を痛感しました。

らでは、というだ
けではなく、様々

その他にも、情報が制限されるから

な立場や状況にあ

こそ、話をはじめるときにはそのあと

る相手を思いやっ

の流れを示す（ポイントは３つありま

てのコミュニケー
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『ライフサポーター KAI-GO！シリーズ』第５回

「認知症になった認知症専門医のお話」
精神科医 長谷川和夫医師のご著書より
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

第５回目を迎えた「ライフサポー

心理士が認知機能を測定する検査の

認知症介護研究・研修東京センター

ター KAI−GO！」。この企画は、

最も代表的な検査ツールとして用い

（認知症介護の指導者を養成する研

「介護」について、家族や職場で話

られています。

修施設）の初代所長も務められまし

題にすることが『朝起きたら顔を洗

この頃の時代背景としてエポック

た。現在は、認知症介護研究・研修

うくらい当たり前』と思えるような

メイキング的な出来事があります。

東京センター名誉センター長、聖マ

日常を目指して、会員・準会員の皆

有吉佐和子氏による小説「恍惚の

リアンナ医科大学名誉教授でいらっ

様に話題を提供する企画です。

人」が世に発表されたのは、その２

しゃいます。

年前の1972年でした。この小説が、
今回はある精神科のお医者様が書

まだ人々にはよく理解されていな

認知症について、診察にも研究に

かった認知症（当時は「痴呆」「呆

も取り組んでこられた長谷川先生

け」と呼ばれていました）のことを

は、認知症のことを「暮らしの障

「ボクはやっと認知症のことが

描いた社会派小説として日本中に大

害」と表現され、その障壁を取り除

わかった

〜自らも認知症に

きな反響を巻き起こしたことから

く知恵や工夫が周囲の人間や社会に

なった専門医が、日本人に伝え

も、この当時の人々の意識は認知症

求められるのだ、と提言し、「パー

たい遺言」

を知るどころか、口にすることすら

ソン・センタード・ケア（その人中

長谷川和夫、猪能律子 著

憚られるような時代と言っても過言

心のケア）」を普及されました。

（株式会社KADOKAWA）

ではないでしょう。

かれた本をご紹介いたします。

精神科医の長谷川和夫先生と聞いて
「ピン！」とくる方は、「介護」につ

その一例として、介護保険ができ

つまり、長谷川先生の医師として

る以前から勤務する大学病院の中に

の活動は、それくらい先進的な取り

自らデイケア施設を作り、ご本人だ

組みをなさっていたと言えます。

けではなく家族に対してもケアを実
践されていたことは、先生の熱心さ

いて関心の高い方かもしれません。

が伝わってくる活動です。

長谷川和夫先生は『認知症』のこ

長谷川先生のプロフィールをご紹

とがその昔『痴呆』と呼ばれていた

介します。1929年愛知県に生まれ、

時代の、そのまた以前の時代に精神

1953年東京慈恵会医科大学をご卒

その他にも、長谷川先生のご功績

科医としてのキャリアをスタートさ

業。その後、米国留学、慈恵医大、

は数しれず、思いつくものだけ取り

れ、1974年に「長谷川式簡易知能評

東京都老人総合研究所を経て、聖マ

上げても

価スケール」（以下、長谷川式ス

リアンナ医科大学教授の時に、前述

・1989年、日本で初開催の、国際老齢

ケール）を開発・公表した方です。

の長谷川スケールを公表されます。

精神医学会を同大会長として開催

この長谷川式スケールは、今も臨床

そして、聖マリアンナ医大理事長、

・2004年、「痴呆」から「認知症」
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へ呼称を変更した厚生労働省の検

進国。「認知症施策推進総合戦略

態なのかを当事者として説明するこ

討会の委員

（新オレンジプラン）」によれば、

とを選択された、今の長谷川先生だ

2025年には日本の高齢者（65歳以

からこそ可能な大事なお仕事、と

上）の約５人に１人、全部で約700

思っておられるように感じました。

万人が認知症になると推計され、こ

中でも、文面のあちこちに目にする

れは年々増加しています。

「人の役に立ちたい」という長谷川

（参考）2012年の認知症高齢者の人

先生の言葉は、認知症とは関係な

数（推計）：約７人に１人、全部で

く、人間として生きる目的や生きる

462万人

喜びを表しているのだろうと私には

・抗認知症薬アリセプト臨床試験の
治験統括医師
・認知症を描いた絵本「大丈夫だよ
僕のおばあちゃん」の作者
日本で介護保険法が制定されたの
が2000年（平成12年）ですから、今

感じられました。

の認知症に対する医療や制度がある
のも長谷川先生の存在が大きいと言

それくらいもう珍しくなくなって
きた脳の病気である認知症ですが、

長谷川先生は、認知症になっても

高齢化が進めば誰もが認知症になる

なお人々の前でお話をする機会には

そして、2017年10月、88歳の時に長

可能性があるにもかかわらず、偏見

できる限り臨んでおられるとのこと

谷川先生ご自身が認知症になられ、

や蔑みはまだまだ見受けられる状況

ですが、別の書籍によれば昨年2020

それを自ら進んで公表されました。

にあります。

年からは有料老人ホームにご夫婦で

えます。

おそらく、長谷川先生がカミング

入居されているようです。私は、長

アウトした理由には、ご自身の社会

谷川先生のことを知るにつれ、患者

元アメリカ大統領のロナルド・レー

における課題認識があったのではな

や家族、社会のために、そして医療

ガン

いかと思います。患者本人は昨日ま

面からだけでなく人々の意識の変化

元イギリス首相のマーガレット・

でと違うまったく別人になってしま

のためにご尽力されたことに感銘を

サッチャー

うわけではないこと、認知症の人は

受けました。視点を変えれば、長谷

が有名です。他にも大勢いらっしゃ

悲しく苦しくもどかしい思いを抱え

川先生はダイバーシティ＆インク

るはずですが、ご本人やご家族のお

て毎日を生きていること、認知症の

ルージョンを自ら実践された方とも

考えにより公表されていないケース

人への接し方を一人一人知っておい

言えます。私の「ライフサポーター

もあると推測します。

て欲しいこと、認知症を理解して支

KAIーGO！」の企画も、人々の意

える存在やその仕組みが絶対に必要

識の変化を目指して取り組んでいま

なこと、などなど・・・。

す。この著書を拝読して、長谷川先

晩年に認知症になった著名人には、

認知症の最大の危険因子は「加
齢」、つまり、認知症は誰にでも起
こりうる病気なのです。
中でも、日本は世界でも高齢化先

このような課題を解消へと導くた

生の存在が一気に近くなりました、

めに、ご自身がカミングアウトし

これから長谷川先生の存在を励みに

て、認知症になったらどのような状

させていただきたいと思います。

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
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大阪府知事所轄の学校における補助金の会計処理について
非営利会計委員会 学校法人専門委員会

専門委員長

舩越

啓仁

学校法人会計では、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支計算書において、補助金を「経常費等補助金」と「施
設設備補助金」とに区別して表示する必要があります。「経常費等補助金」とは、補助金のうち、施設設備補助金を除
いたものをいい、「施設設備補助金」とは、施設設備の拡充等のための補助金をいいます。
活動区分資金収支計算書

事業活動収支計算書

経常費等補助金

「教育活動による資金収支」に計上する。

「教育活動収支」に計上する。

施設設備補助金

「施設整備等活動による資金収支」に計上する。

「特別収支」に計上する。

本件について、大阪府教育庁私学課から情報提供がありましたので、本稿にてお知らせいたします。大阪府知事所轄
の学校の監査を実施する際にはご留意ください。

幼稚園等を対象とした補助金
（○印は新制度園も補助対象になる場合あり）

高等学校等を対象とした補助金
補助金名称

№

区分

№

補助金名称

区分

1

経常費補助金

経常費等

1

経常費補助金

経常費等

2

授業料支援補助金

経常費等

②

特別支援教育費

経常費等

3

授業料減免事業補助金

経常費等

③

キンダーカウンセラー

経常費等

4

就学支援金

経常費等

4

預かり保育

経常費等

5

就学支援金事務費交付金

経常費等

5

教育支援体制整備（移行支援）

経常費等

6

学び直し支援金

経常費等

⑥

教育支援体制整備（ICT支援）

経常費等

7

教育振興補助金

経常費等

⑦

教育支援体制整備（緊急環境整備） 経常費等

8

耐震化緊急対策事業費補助金

施設設備

⑧

教育支援体制整備（研修支援）

経常費等

9

奨学のための給付金

経常費等

⑨

認定こども園施設整備

施設設備

10

施設高機能化整備費

施設設備

⑩

安心こども基金事業

施設設備

11

ICT教育設備整備推進事業費

施設設備

⑪

私立学校施設整備

施設設備

12

理科教育設備整備費等補助金

施設設備

⑫

耐震化緊急対策事業

施設設備

13

情報機器整備費補助金

施設設備
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PAIB-Picks

〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
このお知らせは東京会会報誌（３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

PAIB（組織内会計士）にも迫る、コロナウイルス対応の波

委員長

原田

貴志

応）ではなくテックタッチ（技術での対応）で業務を遂行す

PAIBが所属する企業は、伝統的大企業から新興ベン

るという大きな流れはもともとあったものであり、それを加

チャー企業まで多岐にわたる。当協議会の構成員も同様で、

速させているだけではないかと思う。クラウド会計が実装す

会議の際に他社との情報交換を行うことがよくあるが、向き

る情報技術（API連携・ビッグデータ活用・光学的文字認識

合う対象は同じコロナ禍であっても、その対応には想像以上

等）は、経理処理・確認・承認のどのプロセスを取ってみて

に差があるのが現状であろう。

も、そもそもオフィスという場所を必要としない。

私自身はネット旅行代理店の経営管理部長として、コロナ
前後で立場は変わらず職務を行っている。Go To Travelの運
営状況やコロナウイルスの感染状況等の劇的に動く変数に臨

デジタルトランスフォーメーション（DX）
推進下でのPAIBの活躍領域

機応変に対応する忙しない日々を送っているものの、With

クラウド会計のような一連の業務のテクノロジー化はDX

コロナ時代への適応という意味では一歩先を進んでいるよう

と呼ばれているが、会計分野のFinTechに限らず、人事であ

に感じる。うまく適応できた要因は、PAIBとして歩んでき

ればHRTech、法務であればLegalTech、など我々PAIBが

た私のキャリアとも無関係ではないと考える。

かかわる業務領域の各所でDXが起きていると感じている。
そうなると、われわれPAIBの業務領域は減るのではない

PAIBに見える「会計」

かと思われがちだが、テックタッチが増加することで空いた

PAIBである私にとって、「会計」とは「三次元の複雑怪奇

時間をヒューマンタッチに投じることができるのだから、本

な経済事象を二次元の定量数値を用いた財務諸表へと次数を

来時間を投じるべき「基準と実務の隙間に落ちるような事象

落とすためのツール」である。新卒から一貫して財務諸表作

の職業的専門家としての判断」や「事業計画や事業展開に関

成側に身を置く私は、監査側に比べ三次元にいる時間がどう

する経営者との対話」に十分な時間を振り向けられることと

しても長くなるため、特に強くそう感じるのかもしれない。

なり、しかも場所に縛られずに行うことも可能になるのであ

コロナ禍で実務対応する中で、当初は一時的な「悲劇」で

るから、むしろ歓迎すべき流れであろうと考える。

あったコロナも、もはや三次元の経済事象に多大な影響を与

DXの流れには適応していくしかない。Beforeコロナ時代の

える「リスク」として実社会に織り込まれつつあり、With

固定観念はアンラーニング（学習棄却）する他ないのだ。コロ

コロナの前提で会計というツールを使いこなす以外の道は塞

ナ禍はそれを浮き彫りにしたと、１人のPAIBとして感じる。

がれてしまっていると強く感じる。

コロナ禍が加速させる変化

ネットワーク構築もDX！？
PAIBオンライン新年交流会開催！

そもそも、国際化の進展・技術の革新・労働力の減少等の

去る2021年１月18日に、当協議会初の試みとして、

環境変化を背景にして、大量の三次元の経済事象をさばいて

例年は実開催で行ってきた新年交流会を、オンラインに

いく必要性は年々高まっていたのである。そこで、有効性を

て開催しました。参加者が十分なコミュニケーションの

損なわずに効率的に次数を落とす手法として、もともと会計

時間を取れるように、テーマごとのグループディスカッ

業界には、従来型のアナログ記帳から、オンプレ型のソフト

ションを行ったり、パネルディスカッションを企画した

ウェア使用を経て、クラウドベースのサービスへ移行する流

りと、オンラインでもできる工夫・オンラインならでは

れがあり、所属先の会社では2017年にクラウド会計を導入

の工夫を凝らしました。

していた。当然ながらコロナ禍を予測はしていなかったもの

総勢70名を超える方の参加を頂き、盛会のうちに幕を

の、十分運用実績が積み上がったタイミングでコロナ禍を迎

閉じました。今回の特徴としては、実開催だと参加が難

えたため、ZoomやSlackなどのコミュニケーションツール

しい海外勤務の方・地方会所属の方の参加があり、ま

の進化の恩恵もあり、結果としてWithコロナ時代に違和感な

た、業務多忙な方や少しだけ興味があった方の参加も多

く適応できたと考える。

く見受けられ、オンラインならではのポジティブな変化

コロナ禍が迫るのは、本質的な変化ではない。論理的な変

を感じました。

換で経理処理できるものは、ヒューマンタッチ（人力での対
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はじめに

認識されています︒タイ人もその点に大変自信を

日間の隔離︑隔離期間中の

持っています︒入国に際しては︑事前のＰＣＲ検

査による陰性証明︑

月末に一時的に感染が拡大し︑２０２１年１

時までの営

は圧倒的であり︑例えば︑タイ国内における日本

タイ国の製造業における日本企業のプレゼンス

３．タイ国における日本・日本人

しゃいます︒

染が緩和されているメリットを挙げる方もいらっ

ん︒また︑バンコク名物である交通渋滞や大気汚

底にはあり︑大幅な治安悪化は起こっていませ

ンライ精神︵気にしない︑大丈夫︶がタイ人の根

ない﹂﹁困れば田舎に帰れば良い﹂というマイペ

率が１００％を超えており︑﹁食うことには困ら

イメージでしょうか︶︒しかしながら︑食料自給

しています︵大阪の心斎橋・道頓堀と同じような

ようですが︑今はデパートも飲食店もひっそりと

り︑コロナ前は至る所に中国人がひしめいていた

イは日本と同様︑中国人の人気観光地の１つであ

や飲食業は壊滅的なダメージを受けています︒タ

超の観光客が訪れる観光立国であるタイの観光業

界的に有名な観光地を持ち︑年間４︐０００万人

また︑バンコク︑プーケット︑アユタヤ等︑世

時点ではほぼ正常に戻っています︒

閉鎖︑学校の休校等︶が実施されましたが︑３月

業︑店内飲酒禁止︑集会の禁止︑パブ・クラブの

月よりプチロックダウン︵飲食店は

年

んでいると噂されていますが︒︒︒︶︒２０２０

陸続きのミャンマーから不正入国者がコロナを運

複数回のＰＣＲ検査が強制されています︵一方で

14

皆さん︒サワディーカップ︒ＥＹ新日本有限責
月から現地に

任監査法人大阪事務所からＥＹ タイに駐在して
いる中尾と申します︒２０２０年
赴任し︑現在７か月経過しています︒皆様にとっ
年間も紹介されてこな

てビジネス出張・旅行等で比較的身近な国である
タイが︑このコーナーで
かった奇跡に感謝しながら︑タイという国を紹介
させていただきます︒

倍︑人口は６︐６４

タイ国の概要及び近況
１．タイ国の概要
タイ国の国土は日本の約
１万人︵２０１８年︶︑言語はタイ語となりま
す︒タイ人は日本人同様︑英語が比較的苦手な人
種と言われていますが︑日系企業や会計事務所で
働くタイ人は英語で問題なくコミュニケーション
できます︵ＥＹでも入社時に英語の試験が課され
ています︶︒現在︑日本のニュースでも報じられ
ているとおり︑反政府や王政改革を求めるデモが
バンコク市内で頻繁に開催されています︒ただ︑
日本人居住区から少し離れた地域での開催が多い
ため︑実際のところ身に危険が及ぶ経験をされた
日本人は多くないと思われます︒なお︑タイ国王
について日本でも色々と報道されていますが︑王
室に対する悪口は﹁不敬罪﹂の対象となり︑最悪
の場合︑逮捕されますのでタイ国内での発言には
十分にご注意ください︒
２．コロナ対応

12

剛志
中尾

タイ編

10

タイ国はコロナ対策に成功した国の１つとして
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CONTRIBUTION
寄稿

01

翔る！ニッポンの公認会計士

は女性であり︑監査チームの全員が女性で構成さ

女性割合が高い︵肌感覚的には会計士の８割程度

野の産業を支えるべく数多くの日本人駐在員︑現

れることも珍しくありません︶︒②マネージャー

％を超えています︒幅広い裾

地在住の日本人が存在し︑バンコク内だけでも６

以上が現場に行く機会が少ない︵現場作業者とレ

前はＡＳＥＡＮ周辺国の駐在者が連休時に買い出

に必要なほぼ全てのものが手に入るため︑コロナ

の日本人が住んでいます︒ここでは日本人の生活

を含め︑完全にフリーデスクになっていますが︑

ん︶︒④日本のＥＹオフィスは現在︑パートナー

ンバーと電車や地下鉄に乗ることはまずありませ

されています︶︒③移動は基本的に車︵チームメ

日間から徐々に緩和され︑
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車販売のシェアは

万人弱の日本人が住んでいます︒特にスクンビッ

ビュアー・マネジメントとの交渉者が明確に区分

しのために訪れることもあったと聞いています︒

と幸いです︒

が︑タイへお越しの際は是非︑お声掛け頂けます

るようです︶︒まだまだ入国の壁は低くないです

の隔離も可能となっています︵１人でゴルフをす

者は７日に短縮される予定です︒またゴルフ場で

２０２１年４月からはワクチンパスポートの保有

隔離期間も従前の

みながら︑業務に励んでまいりたいと思います︒

いない面もありますが︑現在の特殊な環境を楽し

め︑タイに駐在している恩恵を十分に享受できて

コロナ禍で国外出国がままならない状況のた

最後に

うです︶︒

︵特に変更になるという話も今のところ︑ないよ

は個室︑マネージャーは個別の机を与えられます

タイのＥＹオフィスは昔の日本同様︑パートナー

拠点としての地位を確立していますが︑所得の上
昇に伴い︑その生産優位性が失われつつあり︑中
所得国の罠に陥っていると指摘されることも多く
なっています︒タイ国政府はそれを打破すべく︑
ＥＶやバイオ等の新分野・高付加価値分野への投
資を促進する政策を打ち出しています︒日本企業
においても現在はコロナ禍で積極的な設備投資を
控えられている企業が多いですが︑労働集約型か
ら設備投資による自動化への変更・ＤＸの導入
等︑タイ国の事業拠点の在り方を見直す機会に差
し掛かっていると言われています︒

駐在員の仕事
タイ国では日本国の会計士が直接現地の監査業
務に携わることは法律で禁止されているため︑
ジャパンデスクとして監査︑税務︑アドバイザ
リーの現地ナショナルスタッフの業務をサポート
する役割を担っています︒タイの監査現場や職場
で気付いた日本との違いを簡単に紹介します︒①

14

タイ国はその立地を生かし︑ＡＳＥＡＮの製造

４．タイ国のビジネス環境

トエリアは東京

区と揶揄する人がいるほど多く

バンコクの夕方の渋滞
バンコク空港での入国チェック
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日 時：2021年２月９日（火）18時〜20時10分
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：41名（オンライン参加22名含む）※役員数43名

審

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）第56事業年度の事業計画（案）について下記のとおり説明があった。
第56事業年度

事業計画（案）

〜イノベーションにより公認会計士の未来を切り拓き、社会からの期待に応える〜
Ⅰ．基本方針
監査・会計プロフェッションとしてイノベーションにより、監査及び会計に対する社会からの信頼を確
立するとともに、新たな時代に必要とされる会計人材の育成と活躍支援を行い、公認会計士という職業の
魅力を高め、これからの公認会計士業界の未来を切り拓く。
Ⅱ．重点施策
１．監査の品質の維持向上を目指した監査業務の調査研究と情報発信
（１）テクノロジーの進化が監査に与える影響を含め、これからの監査の在り方について調査研究し提
言を行う。
（２）監査の透明性向上のための対応（監査上の主要な検討事項及び不正事例等）について調査研究を
行い、情報発信する。
（３）監査実務の実態調査（監査期間・時間・報酬等）を行い、情報発信する。
２．公認会計士の活動領域の拡大に対応する会員への支援を通じた地域への貢献
（１）地方公共団体、非営利法人（特に社会福祉法人、医療法人）の会計・監査の発展・充実に向けて
の調査研究・活動を通じて、会員の業務遂行を支援するとともに地域社会への浸透を図る。
（２）税務、コンサルティング、中小企業支援、海外関係業務等、会員の業務遂行を支援するとともに
地域経済の活性化を図る。
３．多様な価値観を持つ優秀な人材が活躍できる魅力ある業界にするためのイノベーションの推進
（１）ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
監査法人、個人、組織内会計士、社外役員、女性、若手・中堅等、組織横断的に「働き方」並
びに「働きがい」及び「多様なキャリアパス」等の取組みを情報共有し、公認会計士業界全体に
提言を行う。
（２）近畿会の会務改革の推進
会務運営、情報発信、厚生行事及び財政等の近畿会の在り方について検討し、会務改革を進め、
会員の協会活動への参画・利用の促進や会員相互間の活発な交流等の協会活動の活性化を図る。
４．新たな時代を切り拓く、魅力ある公認会計士の人材育成
研修体系及び研修方法を見直し、監査・会計プロフェッションの人材育成のため、監査・会計スキ
ルのみならず、それらに関わるコンサルティング能力を高めるための勉強会やセミナーを開催する。
５．公認会計士の認知度向上のための広報活動と優秀な人材の確保
地域会として担うべき広報活動を効果的に行い、公認会計士に対する社会の認知度を高め、これか
らの優秀な人材を確保する。
６．協会本部との適切な連携
協会本部の動向や最新情報の提供を通じて会員の業務遂行の支援を行うとともに、必要に応じて協
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う。
この提案については、審議の結果、原案通り承認された。
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第２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。
１．会員２名及び準会員２名について、診断書（写）を添付の上、疾病の為の会費免除の申請があった。近畿
会会費規程第７条第１項第二号に該当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説
明があり、審議の結果承認された。
２．会員６名及び準会員１名について、勤務先への休暇届（写）を添付の上、出産・育児の為の会費免除の申
請があった。近畿会会費規程第７条第１項第三号に該当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を
免除したいとの説明があり、審議の結果承認された。

第３号議案 会費減額の特例について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員１名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付の上、公務員（行政機関に勤務）の為、会費減額
の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ロに該当するため、近畿会規約第13条により会費を
減額（近畿会会費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。
２．会員３名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付の上、一般事業会社に勤務の為、会費減額の特例
の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ハに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額
（近畿会会費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。
３．会員１名について、申述書を添付の上、公認会計士としての業務に従事しない為、会費減額の特例の申請
があった。会費規程第８条第１項第一号ヘに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会
会費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

第４号議案 日本公認会計士協会近畿会規約及び会費規程の一部改正案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）日本公認会計士協会「会費免除等に関する細則」が改正されたことに伴い、近畿会規約及び会費規程
の一部を改正するとの説明があった。
（１）日本公認会計士協会近畿会規約
会費規程の変更に伴う改正
（２）会費規程
会費の徴収猶予、減額又は免除の申請方法変更に伴う改正
この提案については、様々な意見があり、一旦取り下げとし再度次回役員会にて、あらためて審議すること
となった。

第５号議案 日本公認会計士協会近畿会規約
（報 告 者）総務部長

小松野

育児・介護休業規程の一部改正案について

悟

（報告内容）「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正されたことに伴
い、育児・介護規程の一部を改正するものであるとの説明があり、審議の結果承認された。

報

告

事

項

第１号 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
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た。新年賀詞交歓会も、近畿
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会、本部共に取りやめとなった。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る。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っている。役員会や研修会も出席率が上がっているとの見方もある（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組みができている。皆さんにも「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いる。良い機会となれば幸いである。
１月12日、近畿会相談役と情報交換をおこない、現在の近畿会の取組みについて説明し評価いただいた。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いた。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。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

増田

明彦

（報告内容）報告者より、１月14日開催の常務理事会及び１月15日開催の理事会報告があった。
■会長報告
１．コロナ禍の経験を踏まえた企業決算・監査に関する重要課題
２．ポストコロナにおける経済構造の転換・好循環への貢献
■常務理事会審議事項
１．監査基準委員会からの答申に関する件
（１）『監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」等の改正』及び「公開草案に対するコメン
トの概要及び対応」について
（２）『監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関する監査人の責任」等の改正』及び「公開草
案に対するコメントの概要及び対応」について
（３）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ついて
■常務理事会報告事項
１．「令和３年度税制改正大綱に関する会長コメント」の公表に関する件
■理事会審議事項
１．総務委員会からの意見具申「実務補習所運営細則一部変更」に関する件
■理事会報告事項
１．監査・保証実務委員会からの総会草案『監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書
の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」』に関する件
２．CPE義務不履行者に対する辞退勧告の措置について

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．第82回中日本地域会連合会議（近畿会当番会）の実施結果について
（日

時）2021年１月23日（土）9:30〜11:30

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（議

題）「協会直近の動向、中日本五会への期待・要望について」、「新型コロナウイルス感染下での

（出

席）近畿会７名、本部１名、東海会８名、北陸会３名、京滋会５名、兵庫会５名

会務活動について」
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』」の実施報告について
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所）オンライン開催（Teams利用）
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第４号 広報部報告
（報 告 者）広報部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士制度説明会（キャリア講座）の実施結果について
（学校名）桃山学院高等学校
（日

時）①2020年12月16日（水）11:10〜12:10
②2021年１月15日（金）11:10〜12:10

（参加者）①高校１年生・２年生

17名参加

②高校１年生・２年生

10名参加

２．「ハロー！会計オンライン」（Zoom利用）の実施結果について
①（日

時）2021年１月31日（日）
初級編

小学校４年生・５年生対象

13:00〜14:00

中級編

小学校５年生・６年生対象

15:30〜16:30

（参加者）初級編
②（日

105名

中級編

59名

時）2021年２月７日（日）
中級編

小学校５年生・６年生対象

13:00〜14:00

初級編

小学校４年生・５年生対象

15:30〜16:30

（参加者）初級編

56名

中級編

57名

第５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（１年間）
◇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
◇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」
２．CPE研修計画及び実施結果について

第６号 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。
大阪府

大阪府財産評価審査会委員の推薦

大阪市

新公会計制度における会計相談サポート業務にかかる公認会計士の推薦

第７号 監査会計委員会報告
（報 告 者）監査会計委員会委員長

柴原

啓司

（報告内容）第269回企業財務研究会（京滋会当番会）の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年１月25日（月）10：00〜12：00

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（テーマ）「記述情報の開示」
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第８号 社会保障委員会報告
（報 告 者）社会保障委員会委員長

纐纈

和雅

（報告内容）報告者より、「社会福祉法人向け研修会」の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年２月２日（火）13:30〜17:00

（場

所）阪急グランドビル（オンライン開催（Teams利用））
（テーマ）「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

第９号 国際委員会報告
（報 告 者）国際委員会委員長

富田

真史

（報告内容）報告者より、「国際メッセオンライン」の実施結果について報告があった。
（日

（場

時）2021年１月20日（水）

14:00〜17:00

第１部：プレゼンテーション

14:00〜15:45

第２部：国別座談会

16:00〜17:00

所）オンライン開催（Teams利用）

（参加者）国際業務提供（説明）会員等７名、会員21名

第10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、三会協働支援プロジェクト（近畿会、日本弁理士会関西会、大阪弁護士会主催）「大学
生応援セミナー」の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年２月４日（木）16:30〜18:00

（テーマ）「各士業の仕事紹介」
（出席者）オンライン開催（Zoom利用）

第11号 IT委員会報告
（報 告 者）IT委員会委員長

細谷

明宏

（報告内容）報告者より、情報システムコントロール協会（ISACA）大阪支部との共催研修会の実施結果について
報告があった。
（日

時）2021年１月13日（水）18:30〜20:30

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（テーマ）「会計データ収集の標準化・ISO化について」

26

APRIL 2021

18982

定例役員会報告

第55事業年度 第11回
場

日 時：2021年３月11日（木）16時〜18時
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：38名（オンライン参加15名含む）※役員数43名

審

議

事

項

第１号議案 会費免除について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．提案者より、会員２名について、疾病の為の会費免除の申請があった。会費規程第７条第１項第二号に該
当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果、原案どおり
承認された。
２．提案者より、会員等６名について、出産・育児の為の会費免除の申請があった。会費規程第７条第１項第
三号に該当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果、原
案どおり承認された。

第２号議案 会費減額の特例について
（提 案 者）経理部長

髙見

勝文

（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員３名について、一般事業会社勤務の為の会費減額の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一
号ハに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会費の半額に減額）したいとの説明が
あり、審議の結果、原案どおり承認された。
２．会員１名について、非居住者の為の会費減額の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号二に該
当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会費の半額に減額）したいとの説明があり、審
議の結果、原案どおり承認された。
３．会員１名について、会社経営者の為の会費減額の特例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ホに
該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会費の半額に減額）したいのと説明があり、
審議の結果、提案どおり承認された。

第３号議案 日本公認会計士協会近畿会規約及び会費規程の一部改正案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）日本公認会計士協会「会費免除等に関する細則」が改正されたことに伴い、近畿会規約及び会費規程
の一部を改正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。
（１）日本公認会計士協会近畿会規約
会費規程の変更に伴う改正
（２）会費規程
会費の徴収猶予、減額又は免除の申請方法変更に伴う改正
なお、近畿会規約及び会費規程の改正については、第55回定期総会に上程する予定である。

第４号議案 事務局職員の永年勤続表彰について
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）近畿会事務局の次の職員について、永年勤続に該当するため日本公認会計士協会近畿会就業規程第37
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条第四号により表彰することとし、第38条により賞状の授与並びに記念品を贈呈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。
記
（表彰者）
古岡

典子

（勤続年数）
20年

報

（記念品額）
７万円相当品

告

事

（採用年月日）
2000年５月１日

項

第１号 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
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月末までは続く見込みである。ワクチンの接種も始
まり、明るい兆しも出てきている。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、オンライン化及び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あろう。近畿会も新たな取り組みにチャレンジ
し変革を続けている。
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る。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「ハロー！会計オンライン」を発信した。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あっ
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る。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く。
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
催している。リモートの活用により研修会の参加者が増加している。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」を開催している。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、問題解決及び情報収集など、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る。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あった。大変興味深い内容で、冊子にして会員に配布する予定である。
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
取り組んでいく所存である。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、２月18日開催の常務理事会及び２月19日開催の理事会について報告があった。
【常務理事会：審議事項】
１．監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等
の改正について
２．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辞退勧告の措置」に関する件
【理事会：会長報告】
１．押印・書面の見直しに係る法改正事項
２．2020年公認会計士試験の結果
【理事会：審議事項】
１．倫理委員会からの論点整理「倫理規則の体系及び構成等の見直しに関する論点の整理」に関する件
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２．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「継続的専門研修制度における履修結果の申告期限の延長」
に関する件
【理事会：報告事項】
１．協会IT中期計画の方向性に関する件
２．本部予算執行状況に関する件
３．企業会計審議会監査部会の会議報告に関する件
４．IFAC−国際監査・保証基準審議会（IAASB）会議報告に関する件
５．IFRS財団−IFRS諮問会議（IFRS−AC）会議報告に関する件

第３号 総務部報告
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．中堅・中小監査法人との意見交換会の実施結果について
（日

時）2021年２月15日（月）18:00〜19:30

（場

所）オンライン会議（Teams利用）

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等について（ウイズコロナでの研修等を含む）」
（出

席）中堅・中小監査法人（９法人：９名）、正副会長等７名

２．大手監査法人との意見交換会の実施結果について
（日

時）2021年２月24日（水）18:00〜20:00

（場

所）オンライン会議（Teams利用）

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等について（ウイズコロナでの研修等を含む）」
（出席者）大手監査法人大阪事務所長等９名、正副会長等７名
３．令和２年公認会計士試験論文式試験の合格発表について

第４号 広報部報告
（報 告 者）担当副会長

安井

康二

（報告内容）報告者より、令和２年度大阪市立総合生涯学習センターとの連携講座「公認会計士と学ぶ

会計

基

礎のきそ」の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年３月10日（水）19:00〜21:00

（場

所）大阪市立総合生涯学習センター研修室

（テーマ）「ニュースが100倍面白くなる会計の話」
（参加者）会場30名（先着順）※後日オンライン動画配信予定（50名）
（講

師）桂

真理子広報副部長、森村

照私広報部員

第５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）について
◇開催（配信）日：2021年３月19日（金）より配信（１年間）
◇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
◇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」
（２）CPE研修計画及び実施結果について
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第６号 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。
◇大阪府ESCO提案審査会委員候補者の推薦
◇岸和田市指定管理者審査委員会委員の推薦
他３件

第７号 監査会計委員会報告
（報 告 者）監査会計委員会委員長

柴原

啓司

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

時）2021年３月８日（月）14:00〜16:00

（場

所）近畿会会議室〈オンライン併用（Teams利用）〉

（テーマ）「①監査報酬に関するアンケート調査

②日本公認会計士協会

監査基準委員会研究資料第１号

「『監査上の主要な検討事項』の早期適用事例分析レポート」の内容サマリー説明と質疑応答
トラスコ中山におけるKAM対応の状況」
（出席者）日本監査役協会関西支部14名、近畿会10名、京滋会３名、兵庫会４名
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③

2020年度

北山久恵会長活動報告

Topics

やわらかな春の日ざしが心地よく感じられる季節になりました。この１年はウィズ・コロナの年でしたが、ワクチンの接種が始ま
り、またオリンピックの聖火リレーもスタートし、明るい兆しも出てきました。
①３月10日、近畿実務補習所の入所式が近畿会研修室でオンラインにより開催されました。コロナ禍での苦しい受験勉強を乗り切っ
て公認会計士試験に合格した新入生に敬服いたします。輝かしい未来と無限の可能性を信じて、チャレンジを続けていただきたい
と思います。また、我々は、若い人をしっかり育て、魅力的な業界にしていかないといけないと思いました。
②コロナ禍においてリモート会議等がビジネスコミュニケーションの新しい形態となっていますが、情報を的確に伝えることの難し
さを日々実感しています。田中桂子先生による「リモート、ウエブ会議等におけるマナーセミナー」では、表情の豊かさ、わかり
やすい話し方、上手な聴き方等のテクニックの話も充実していましたが、「オンラインであっても人を大切に思う気持ちがマナー
につながる」という最後のメッセージは改めて「人へのおもいやり」が重要だと気づかされました。
③公認会計士の魅力を伝え、認知度を向上させるための広報活動として、若い会員・準会員の提案で、SNSｰnoteによる「ゆる広報」
さらにYouTubeによる発信という新たな取り組みを行っています。若い会員・受験生に人気の公認会計士YouTuberとの対談に私
もチャレンジしました。残念ながら、撮影が②のマナーセミナーの受講前だったので、「ダメなパターン」ばかりですが、是非、
ご視聴してください。
近畿会も新たな取り組みに挑戦しています。皆様も３月決算会社の期末監査の繁忙期を迎えますが、健康にご留意の上、ご精進ください。

日

付

曜日

2月24日

水

2月25日

木

3 月 1 日

月

3 月 2 日

3 月 3 日

火

水

3 月 7 日

日

3 月 8 日

月

3 月 9 日

火

3月10日

水

3月11日

木

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜11:30

本部

17:00〜20:00

大手監査法人との意見交換会

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

16:00〜17:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（近畿会会長） 日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

17:00〜18:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（埼玉会会長） 日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

10:00〜12:00

SDGs取り組みに関する意見交換会

13:00〜18:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（中国会・千葉会・京滋会会長） 日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

18:30〜20:30

ダイバーシティ推進委員会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

10:00〜12:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

13:00〜14:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（東海会会長） 日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

18:30〜20:30

広報部

10:00〜10:30

全国準会員会幹事会

10:00〜11:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（北部九州会会長） 日本公認会計士協会（オンライン）

14:00〜16:00

監査役協会関西支部との共同研究会

日本公認会計士協会近畿会

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会（オンライン）

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

18:00〜19:00

近畿実務補習所

10:00〜12:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（北海道会・沖縄会会長） 日本公認会計士協会（オンライン）

14:00〜16:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:00

役員情報交換会

大阪迎賓館
日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（オンライン）

経営会議

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

日本公認会計士協会近畿会
挨拶

2020年期生入所式

日本公認会計士協会（オンライン）

日本公認会計士協会近畿会

3月13日

土

11:00〜16:00

広報部

3月16日

火

10:00〜12:00

本部会長と地域会会長との意見交換会（四国会・南九州会会長） 日本公認会計士協会（オンライン）

3月17日

水

10:00〜12:00

本部

3月19日

金

9:３0〜11:30

3月20日

土

10:00〜12:00

女性会計士専門委員会 ビジネスマナーセミナー

日本公認会計士協会近畿会

3月22日

月

13:00〜14:00

大阪取引所 山道裕己社長および岩永守幸次期社長ご挨拶

日本公認会計士協会近畿会

16:30〜17:00

会計教育研修機構理事会事前説明

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

3月25日

木

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会

14:30〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会

小山あきひろ氏との対談撮影
経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

本部会長と地域会会長との意見交換会（北陸会・東京会会長） 日本公認会計士協会（オンライン）

※本部会長と地域会会長との意見交換会に、本部地域会担当副会長として出席し、各地域会の現状と課題認識を共有しました。
(作成月日:2021年３月25日)
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REPORT

01

ハイキング部報告
中山寺観梅ハイキング（参加者：会員15名、非会員３名、計18名）
菅原

２月の最終日、晴天、９時30分に阪急中山観音駅集
合の後、中山寺・梅林・奥の院・清荒神清澄寺と、標

義男

厄除けの神、奥の院の参拝を済ませて皆さん集合写真
におさまりました。

高差300m程の登り・下りの行程を元気に歩いてきま
した。
コロナ禍マスク着
用で、まずは駅から
すぐの中山寺拝観で
す。立派な山門をく
ぐると、さすが安産
の観音様、本堂と五

中山寺

重塔の間に妊婦さん
のためのエスカレー
ターが見えました。

奥の院を出て少し下ると、なだらかな傾斜で全面芝

中山寺は聖徳太子創

生（今は枯草）の広々とした「やすらぎ広場」に出ま

建の日本初の観音霊

した。大型犬が飼い主の投げるボールを追いかけ、そ

場と伝わっているそ

して咥えて戻って大はしゃぎ、見ているこちらも楽し

うで、西国三十三所

中山寺 梅

くなります。他に１グループがいるだけの広場は三密

の第二十四番札所です。また、真言宗十八本山の一つ

を避けてそれぞれ持参の弁当を食べるのに最適の場所

でもあります。

でした。ここで企画の鈴木会員から手作りのコロッケ

本堂参拝後左に折れて少し進むと梅林になります。
公園広場からその脇のこんもりとした小山に梅の花が
７−９分咲き、いい感じでした。思い思いに散策しま
した。

が一つ一つラップで包まれて配られ、その味の良さに
感激。さらにデザートも。ごちそうさまでした。
食後の腹ごなしは、広場からの山道を清荒神清澄寺
まで下ります。清荒神

梅林を出ると中山寺奥の院への山道が始まります。

清澄寺は平安時代初期

朝方の寒さを忘れさせるような穏やかな陽気の中、汗

に宇多天皇の勅願寺と

をかきながら皆さん快調に登りました。登りの中間地

して創建され、また鎮

点に東屋がありここで小休止、見晴らしのとても良い

守神として三宝荒神社

ところです。残りの登りでもう一汗かいて奥の院に到

も建立されたそうで

着。予定より１

す。現在は真言宗十八

時間以上早い11

本山の一つであり、また荒神さんと呼ばれ火の神、台

時を少し回った

所の神として信仰を集めています。予定より１時間半

時間でした。こ

ほど早い13時頃に清荒神清澄寺に到着、ここで解散と

こで大休止。

なりました。本堂にお参りをして、清荒神駅までの長

奥の院は中山寺

い参道で大好きな焼き栗など買って家路につきました。

開創の地とされ、1578年荒木村重の乱で焼失するまで
はこの地に大伽藍があったと伝わっているそうです。
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行き届いた企画からご案内までお世話になり本当に
有難うございました。

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

外資系企業の税務Q&A

事例からみるKAMのポイントと実務解説

遺産分割実務マニュアル 第４版

役員退職給与を巡る諸問題 増補改訂版

中田 幸康 著
中央経済社 刊
定価3,520円（税込）

竹村 純也 著
同文館出版 刊
定価5,280円（税込）

衛藤 政憲 著
一般財団法人 大蔵財務協会 刊
定価3,300円（税込）

組合員特価

組合員特価

東京弁護士会法友全期会相続実
務研究会 編
ぎょうせい 刊
定価4,730円（税込）

（送料別）

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

組合員特価

実際に受けた質問を基にし
た84のＱ＆Ａで、外資系企業
特有の税務の考え方や基礎知
識が身につく。源泉税から法
人税、地方税、間接税（消費
税、欧州付加価値税）までを
解説。

監査報告書におけるKAM
（監査上の主要な検討事項）
の事例解説集。44社のKAM
を分析し、KAMの選定・協
議・記載のポイントを解説。
監査・開示関係者の実務に役
立つ必携の書。

（送料別）

定価より15％引き

豊富な裁判例の紹介にとど
まらず、事件を処理する際の
心構えやノウハウを示すなど
実務の取扱いについても分か
りやすく解説しており、実用
性の高い一冊です。

組合員特価

定価より15％引き

本書では、役員退職給与課
税制度について、多くの審査
請求事案・裁判事案を交えな
がら、素朴な疑問からやや細
かな点に至るまで、Q&A形式
で解説する。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

ゴールドカード

一般カード

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

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2021年3月実績
間

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

関西地区三会共催研修会（国際委員会）
3 月 5 日 13:30〜16:30 会

計

「IFRSセミナー（第３回）〜IFRS学び直し講座

3

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）

開催方法

講

師

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

2

3 月 8 日 18:30〜20:30 スキル 「プロジェクトマネジメント研修②〜スケジュール

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

（Zoom）

作成・リスクとコストのマネジメント〜」
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

医療法

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

査 人専門委員会）

「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
13:00〜16:00 会

学校
3

計 法人専門委員会）

「令和２年度 学校法人会計・監査における留意事項」

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
3月16日

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

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

18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020
（第４回）

「監査法人でのキャリア」」

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）

リモート
2

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

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

（Zoom）

者とのコミュニケーション〜」
3 月 1 7 日 18:30〜20:00

コンサル
ティング

ダイバーシティ推進委員会・準会員会共催研修会
2

「コロナ禍におけるベンチャー概況と経営者支援の
魅力」

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

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

2

査 「一歩進んだ包括外部監査の取組み−公共経営の深

遠藤尚秀氏（近畿会）

化への対応−」
3月19日

13:00〜14:30 監

査

第52回中日本五会研究大会DVD研修会（自由論題）

2

近畿会組織内会計士委員会

研修室参集

「コロナ禍における監査」

細谷明宏氏（近畿会）、松若恵理子氏（京滋
14:45〜16:45 監

査

第52回中日本五会研究大会DVD研修会（統一論題）

会）、渡部俊樹氏（兵庫会）、髙島悠輝氏（北

2

「激変する環境に対応するIT監査の次の一手」

陸会）、大島嘉秋氏（東海会）、鈴木徹也氏
（東海会）

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員
3 月 2 0 日 10:00〜12:00 スキル

会

リモート

女性会計士専門委員会）

2

「リモート、ウエブ会議等における、分かりやすい伝

（MS Teams）

大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）

藤田大介氏（公認会計士、株式会社KPMG
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、協和総合法律
併用

コンサル 「海外の不正調査について
ティング ①新興国における不正調査実施の留意事項

事務所）

②中国現地法人における事例を中心に」
3月22日

関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会
18:30〜20:30 会

計

金志煥氏（近畿会非営利会計委員会NPO

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）
併用
介氏（近畿会非営利会計委員会NPO法人

法人専門委員会）
「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」

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
14:00〜15:40 税

務 員会）

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

2

「貸倒損失等に係る税務上の留意点」

3月24日
18:30〜20:30

組

織

環

境

関西地区三会・ISACA大阪支部共催研修会（IT委員会）
2

「「最新ICT動向」〜新しいビジネスを創り出すICT
の可能性〜」
関西地区三会共催研修会（IT委員会/監査会計委員会）

3 月 2 6 日 18:00〜20:00 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」
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表取締役、人材コンサルタント、講師、カ
ラーアナリスト）

え方と好印象を持たれるマナー・表現術」

13:30〜16:30

田中桂子氏（株式会社クラスアプレシエ代

2

近畿会会議室参集・
リモート
（Zoom）
併用

林 雄 代 氏（ Y o u 工 房 代 表

ITイノベー

ションクリエイター）

研修室参集・
筏井大祐氏（本部IT委員会デジタルトラ
リモート
（MS Teams）
スト対応専門委員長）
併用

実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

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

開催方法

講

師

DVD研修会
10:00〜11:40 倫理等

「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〜職業倫理を価値向上につなげる〜」
（2020年9月8日開催

3月27日

2

本部研修会）

DVD研修会
13:00〜14:40 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

2

研修室参集

本部研修会）

DVD研修会
15:00〜16:40 監

査

「公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防
（2020年10月23日

3 月 2 9 日 14:00〜16:00 監

査

2

止策−不正の芽の察知と機敏な対処として−」

不正
事例

本部秋季全国研修会）

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

研修室参集・
リモート
（MS Teams） 近畿会監査会計委員会
併用

2

「最近の不正事例分析と監査上の留意点」

不正
事例

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」

2

（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
（2020年12月４日

3月30日

2

社の永続的価値創造を支える不正対策を考える〜」

研修室参集

不正
事例

本部冬季全国研修会）

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

2

等を踏まえて−」
（2020年10月21日

本部秋季全国研修会）

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」

大阪弁護士
会館参集・
リモート
（Zoom）
併用

2

（会場：大阪弁護士会館）

2021年度
実施月日

時

AOSデータ株式会社講師

近畿会開催CPE研修会 2021年4月予定
間

分野

研修会テーマ

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

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）
4 月 1 5 日 13:30〜15:30 会

計 「2021年3月期の会計・監査上の主な改正点と開示

2

上の留意点」
11:00〜12:00 倫理等
4 月 2 0 日 13:00〜14:30 監

査

14:50〜17:00 監

査

関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」企業会計・監査
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計

開催方法

講

師

研修室参集・
山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員
リモート
（MS Teams） 長）
併用

1

2

研修室参集

2
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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

履修結果の申告にあたっての
留意事項について
2020年度のCPEの申告期限を新型コロナウイルス対応のため１ヶ月延長し、2021年５月15日としておりますが、自
己学習を含むすべての申告に当たっては、研修概要等の記載に不備がないよう、十分にご注意ください。(履修期間は
2021年３月31日までで変更はありません。)
CPE協議会では、申告内容をチェックしており、申告内容の不備や単位取得の要件を満たしていないなど、申告が不
適切と判断された場合には、申告のあった履修の結果を修正する（取消す）旨のご連絡をいたします。特に、履修期間
である本年３月31日を経過した後に、申告が修正された場合には、2020年度の義務達成要件を満たせず、義務不履行
となる場合があります。

○2021年４月１日~５月15日の申告につきまして
2021年４月１日〜５月15日につきましては、2020年度及び2021年度の申告期間に当たります。履修した日にちに
基づき、正しい申告をお願いいたします。
(電子申告において、誤った年度を選択して申告した場合、本来履修した年度とは異なる年度で単位が登録されます。
ご注意ください。)

○申告期限間近のFAX申告につきまして
申告期限間近において、例年多くの申告をいただいております。
ご申告内容に誤りがある場合、又は確認を必要とする場合には、受付ができません。申告内容につき確認が生じた場
合、再度の提出をお願いしており、申告期限に間に合わない可能性がございますので、早めのご申告をお願いいたし
ます。

○eラーニングの申告期限につきまして
eラーニング教材での2020年度の履修結果の申告(視聴の完了)は、2021年３月31日が期限ですのでご注意ください。
2020年度中に申告を完了していない場合、2020年度の単位にはなりません。

《ご注意ください》
2020年度の「法定監査業務に従事する会員に該当するか」のご報告期限は2021年５月15日※です。
※本年に限り報告期限を延長します。履修期間は、2020年４月１日から2021年３月31日までで変更ありません。
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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（2020年度は新型コロナウイルス対応のため１ケ月延長し、５月15日まで））。
なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従事した場合は、従事する会員
に該当します。
年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
CPEの研修免除申請が承認された会員は、当報告は不要です。
法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされる会員
は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の
履修及び申告が必須となり、前記単位を取得できなかった場合は、CPE義務不履行となり措置の対象となります。
報告の方法は単位申告の方法（電子申告またはFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告い
ただけますようお願いいたします。

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

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

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

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

【電子申告会員の報告方法】
当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。
上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される
画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）
※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。
【FAX申告会員の報告方法】
次ページの「法定監査従事状況報告書」を印刷していただき、記入・押印の上、FAXでお知らせください。
＜記入事項＞

記入日・氏名・研修登録番号・電話番号・FAX番号・従事状況の

＜ご提出FAX番号＞ 03-6867-0984

【問合せ先】研修グループ

Tel：03-3515-1126 ／ E-mail : kenshuu@sec.jicpa.or.jp
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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(再通知)
リモート研修会（Microsoft Teams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、税
理士会及びAICPA等の他団体主催の場合、付与される単位数が１時間１単位とは異なりますので、ご注意ください。主
催団体・研修方法ごとの申告方法は下図のとおりです。

集合研修については、1時間1単位（1時間以上の研修で1時間未満の端数が生じた場合は、30分以上は切り上げ、30
分未満は切り捨て）で計算しますが、自己学習については、２時間１単位（２時間未満は０単位）となります。
特に、太枠斜線部分については、本部主催や会員事務所主催などのリモート研修が集合研修となるのと異なり、リ
モート研修が自己学習となり、２時間１単位となりますので、ご注意ください。なお、会員事務所が主催する研修で
あっても、認定を受けた研修システムによらない研修は、自己学習として電子申告又はFAX申告が必要となります。
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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

3,632

34

3,666

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

30

784

計

合計

827

4,493

（2021年２月28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）

会員名簿記載事項の変更

２月２日〜19日

【事務所】
北村

吉孝 （会

員）

佐々木

小窪

慎吾 （会

員）

金馬

直紀 （会

員）

中村

健太郎（会

森木

里見

良子 （会

員）

渡邊

大真 （会

員）

坪田

亮介 （会

員）

掛谷

純子 （会

員）

転入者

２月10日〜18日

河野

勇輝 （会

員） 東 京 会 よ り

近藤

雅浩 （会

員） 東 京 会 よ り

武田

雄治 （会

員） 東 京 会 よ り

中野

信介 （会

員） 東 京 会 よ り

吉識

健一郎（会

員） 東 京 会 よ り

桒野

陽太 （会

員） 兵 庫 会 よ り

転出者

２月９日〜18日

洋平（会

員）

竹治

直也 （会

員）

大西

健一 （会

員） 兵

庫

会

へ

坪田

沙織 （会

員）

齊藤

啓太 （会

員） 中

国

会

へ

員）

中村

亮太 （会

員）

髙橋

秀一 （会

員） 東

京

会

へ

直人 （会

員）

山本

邦人 （会

員）

宮脇

亮平 （会

員） 東

京

会

へ

湯口

哲也 （会

員）

尼﨑

裕子 （四号準会員）

吉岡

伸晃 （会

員） 東

京

会

へ

城戸

俊明 （会

員）

田窪

克至 （会

員） 兵

庫

会

へ

深見

英二 （会

員） 東

京

会

へ

坂下

龍

（四号準会員） 中

国

会

へ

福本

健廣 （四号準会員） 東

京

会

へ

【自宅】
井上

益光 （会

員）

村上

圭二 （会

員）

髙見

亮

（会

員）

北口

正幸 （会

員）

田中

孝之 （会

員）

箕山

敦彦 （会

員）

図所

愛子 （会

員）

安福

健也 （会

員）

中尾

剛志 （会

員）

山敷

一成 （四号準会員）

東

拓也 （会

員）

中川

知毅 （四号準会員）

眞岩

研徳 （会

員）

魚川

貴枝 （四号準会員）

増田

光敏 （会

員）

前川

陽子 （四号準会員）

宮村

広昭 （会

員）

退会者
當麻

一郎 （会

員） ５ 月 1 7 日 付

死

亡

布柴

雄一郎（会

員） １ 月 ４ 日 付

死

亡

中川

平八郎（会

員） １ 月 2 1 日 付

死

見鳥

信吉 （会

員） ２ 月 2 6 日 付

業

務

廃

止

藪内

秀和 （会

員） ２ 月 2 6 日 付

業

務

廃

止

事務局だより
【慶事】・準会員

廣田

【弔事】・会員

忠宣

髙野 文雄氏
2021年３月20日ご逝去

満67歳

・会員 西田 順一氏のご尊父 馨様
2021年２月24日ご逝去 満85歳
・会員 岡本 善英氏のご母堂 初子様
2021年２月28日ご逝去 満97歳
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・会員 石原 佳和氏のご尊父 正之様
2021年３月９日ご逝去 満84歳
・会員 天野 晴代氏のご尊父 悟様
2021年３月13日ご逝去 満81歳
・会員 桑田 隆之氏（兵庫会）
2021年２月20日ご逝去 満59歳

亡

【寄贈図書】

■現代社会と会計 第15号
寄 贈 者 関西大学大学院会計研究科
編集・発行 関西大学大学院会計研究科

■youのたっくす、meになるカンケイ？
〜あなたの税金、身になる会計！〜
寄 贈 者 荻窪輝明
著
者 荻窪輝明
発
行 税務研究会出版局

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。

■AFTERMATH 金融クライシスから財産を守る７つ
の秘策
寄 贈 者 伊藤裕幸
著
者 ジェームズ・リッカーズ
翻
訳 伊藤裕幸
発
行 株式会社幻冬舎

〒541‐0052
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突然ですが︑皆様はＹｏｕＴｕｂｅをご覧になりま

お問合せ先

すでしょうか︒ＹｏｕＴｕｂｅとは︑言わずとも知れ

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。

たＧｏｏｇｌｅ社が運営する世界最大の動画共有サー

応 募 方 法

ビスであり︑誰でも簡単に動画データを投稿し︑Ｗｅ

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

ｂサイト上で公開・視聴することが可能です︒最近で

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

はＹｏｕＴｕｂｅも立派なビジネスとなっており︑動
画投稿による広告収入で生計を立てている︑いわゆる
ＹｏｕＴｕｂｅｒが子供の人気職業ランキングの上位
に挙がるほどの大人気ぶりとなっています︒
我が家でも︑自慢のネット対応ＴＶでよくＹｏｕＴｕ
ｂｅを見るのですが︑最近では子供がＴＶの操作方法を
マスターし︑勝手に動画を見てしまうので困ったもので
す︒まあ︑子供たちがＴＶに集中してくれるおかげでこ
ちらも好きなことをできるので︑あまり文句も言えない
のですが ︒
…ちなみに我が家でのお気に入りチャンネル
は︑娘が子供向けチャンネル︵人形劇に声を当てたも
の︶︑妻が韓流男性アイドルグループのＰＶ︑私と息子
がもっぱらゲーム実況動画です︵笑︶︒
さて︑この４月号では︑公認会計士ＹｏｕＴｕｂｅ
ｒとして人気を博する小山あきひろ氏と我らが近畿会
北山会長との対談動画を紹介した︑広報部による記事
が掲載されています︒私も小山氏の動画を拝見したこ

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

とがあるのですが︑会計士業界の裏側や独立会計士と
してのご自身の生活ぶりなどを赤裸々に配信されてお
り︑会計士ってどんな職業だろう︑と疑問に思われて
いる方にとって非常に興味深い動画が多いように感じま
した︒今回の記事では動画配信に至るまでの経緯や︑対
談の裏側について記載されていますので︑皆様是非動画
竹中陽介︶

と合わせてお楽しみいただけますと幸いです︒
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

大阪事務所

仰星監査法人

■会計プロフェッション 第16号
寄 贈 者 青山学院大学大学院会計プロフェッション
研究科
発
行 青山学院大学大学院会計プロフェッション
研究学会/会計プロフェッション研究センター
■緊急事業承継ガイドブック 社長が突然死んだら
寄 贈 者 伊勢田篤史
著
者 伊勢田篤史
発
行 株式会社税務経理協会

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

研修会のご案内（2021年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、研修会が中止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DVD研修会
2021年４月20日(火) 11:00〜17:00
（①11:00〜12:00 ②13:00〜14:30 ③14:50〜15:50 ④16:00〜17:00）

①職業倫理

②③④監査

研修コード 履修単位
研修室参集

監査事例DVD研修会「最近の照会事項」

画 研究・CPE研修部

講

師 日本公認会計士協会

会

場 近畿会研修室

業務本部

1

②3101

2

③3101

①倫理 ②企業会計・監査 ③学校法人会計 ④非営利法人会計
企

①1001

④3101

2

調査・相談グループ担当者
定 員 研修室各60人（リモート配信なし）

2021年3月末に本部で収録された監査事例研修会の録画DVDによる研修会を開催します。この研修会はCPE ONLINEでeラーニング配信
されますので、是非そちらもご利用ください（４月中旬eラーニング配信開始予定）。なお、重複受講の場合、単位は付与されません。

会費の減額・免除の申請手続きに関するご案内
協会から既にご案内させていただいておりますとおり、本事業年度（2021年４月）から普通会費・近畿会会費の減額・
免除の申請手続きが変わりました。
協会会費規則、近畿会会費規程に掲げる会費の減額又は免除の要件に該当する方は、減額又は免除の適用を受けようと
する事業年度の４月から８月末日（消印有効）までに申請手続きを行ってください。
なお、９月１日以降に発生した事由により会費の減額又は免除の申請を行う場合は、事由が発生した月の翌月末日まで
に申請手続きを行ってください。

（申請先）〒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

公認会計士会館

経理グループ

なお、今後は、書面郵送による申請のほか、協会ウェブサイト：会員マイページから電子申請ができるように準備を進
めております。
その他詳細につきましては、JICPAニュースレター４月号及び協会ウェブサイト：会員マイページをご確認ください。
また、普通会費・地域会会費に関するお問い合わせは、以下の窓口にご連絡ください。

TEL：0570−666−855 ／ E−MAIL：support@sec.jicpa.or.jp
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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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