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第52回中日本五会研究大会
◇ 配 信 日：2021年３月19日（金）より１年間
◇ 視聴方法：日本公認会計士協会 CPE ONLINE（eラーニング）
第52回中日本五会研究大会は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、従来の
集合型研修方式ではなく、協会本部が運
営するCPE ONLINEにてeラーニング配
信しております。ご視聴がまだの方は、
ぜひeラーニングでご視聴くださいます
ようお願いいたします。

【自由論題の部】
（Ａ）組織内会計士から見たコロナ禍における監査
近畿会

組織内会計士委員会
廣田

壽俊 氏、原田

貴志 氏、和田

（Ｂ）一歩進んだ包括外部監査の取組への提言
近畿会

遠藤

泰史 氏、川瀬

敬義 氏、岩﨑

香織 氏、芝野

祐二 氏

〜公共経営の深化への対応〜

尚秀 氏

（Ｃ）水道事業の持続的な経営の確保のための施策に関する調査研究
総務省自治財政局 公営企業経営室
東海会

課長補佐

小野裕一朗 氏

公会計委員会
河村

崇志 氏、伊藤

勝朗 氏、今瀬

彰夫 氏、平手

健一 氏、蓑田

浩行 氏

【統一論題の部】
激変する環境に対するIT監査の次の一手
細谷

明宏 氏（近畿会）、松若恵理子 氏（京滋会）、渡部

俊樹 氏（兵庫会）

髙島

悠輝 氏（北陸会）、大島

徹也 氏（東海会）

嘉秋 氏（東海会）、鈴木
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自 由 論 題 の 部

組織内会計士から見た
コロナ禍における監査
近畿会

組織内会計士委員会

１. 初めに
近畿会 組織内会計士委員会では、

での監査を望む監査法人との間での

ても、これまでに企業の経理担当者

意見の相違も見られました。

と監査法人のマネージャーや主査の

「組織内会計士から見たコロナ禍に

日本公認会計士協会から発表され

方を中心に人間関係を構築できてい

おける監査」との題で、パネルディ

た資料は、電子残高確認とリモート

たのですが、リモート監査になり

スカッションを行いました。コロナ

棚卸立会に関する留意事項について

マネージャーや主査に企業とのコ

ウイルスの感染拡大に伴い、企業が

ですが、現場ではどちらもうまく運

ミュニケーションが集中することに

感染防止対策としてリモートワーク

用できていない実態が分かりまし

なりました。監査法人の新人につい

を取り入れている中で、決算や監査

た。電子残高確認については、企業

ては、リモートで企業との接点が少

の現場の状況、皆が感じている課

側では得意先の了解をとるという

なくなってしまっては、新たな人間

題、今後の対応策などについて、監

ハードルの高さもあり、また、監査

関係を構築することが難しくなりま

査法人の立場の会計士と企業側の立

法人側ではなりすましのリスクに対

す。そのため、コロナ禍においても

場の組織内会計士がディスカッショ

応する為の手続きを行う必要があ

コミュニケーションをとる方法を考

ンを行うとの内容です。

り、なかなか手間がかかって使いづ

える必要があります。

らくなっています。リモート立会に

２. コロナ禍における決算や
監査の現状

ついても、実務上立会が不可能な場

４. 人材育成

合のみとされており、こちらも不正

最後、第３のテーマは、「人材育

パネルディスカッションの第１の

防止の観点から安易に実施すること

成」です。コミュニケーションがう

テーマは、「コロナ禍における決算

ができず、機会がかなり限定される

まくできていない状況が続いてしま

や監査の現状」です。決算や監査の

ことになります。企業側がリモート

うと、数年後の監査現場で様々な問

状況や、日本公認会計士協会から発

立会を要請しても、実施されなかっ

題が発生する恐れがあります。その

表されたリモート監査に関する資料

たケースもありました。ただ、近年

問題を未然に防ぐため、新人を対象

に関して議論しました。

の電子化の流れを考えますと、今

にした人材育成が重要であると皆さ

後、更に導入が進むことが期待され

ん考えておられます。実は、コロナ

ます。

禍以前からも新人の方とのコミュニ

各社とも決算や監査対応について
は、リモートと出社の併用となり、
監査法人は監査先の状況に合わせて
対応されました。その際、特に書類
の受け渡し等が課題となり、例年以

ケーションがうまくできていないと

３. リモート監査における
コミュニケーション

の実感が、企業側にあります。監査
法人勤務の新人会計士は、企業の経

上に企業側に負担がかかっていまし

続いて、第２のテーマは、「リ

理担当者とコミュニケーションをと

た。また、できるだけリモート化を

モート監査におけるコミュニケー

ることによって、企業について理解

進めたいとの企業側の要望と、対面

ション」です。リモート監査となっ

を深めたり、実態を把握したりする
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ことができており、コミュニケー

影響を受けて、会場での発表は中止

【発表者】

ション能力も磨かれてきておりまし

となり、内容を事前に録画の上、リ

全て組織内会計士委員会委員

た。つまり、監査の現場でのOJT

モートで配信することになりまし

監査人側：廣田 壽俊 氏（近畿会 副

で、会計士が育成されていました。

た。組織内会計士委員会のメンバー

会長）、和田 泰史 氏（近

しかし、その様な機会が奪われてし

は会場での発表の経験はあります

畿会 幹事）

まう現状においては、OJTの重要性

が、事前録画の経験がない為、手探

企 業 側：岩﨑 香織 氏、川瀬 敬義

には変わりはないものの、さらに監

りでの準備となりました。ただ、で

氏、芝野 祐二 氏、原田

査法人内での教育も行っていく必要

きるだけよい発表を行おうと、発表

貴志（近畿会 幹事）

がありそうです。

内容の検討やリハーサルを経て、録

（報告：原田 貴志）

画に臨みました。皆様に興味を持っ

５. 最後に
中日本五会研究大会もコロナ禍の

て頂き、また、お役に立てる内容と
なっていれば幸いです。

一歩進んだ包括外部監査の取組への提言
〜公共経営の深化への対応〜
近畿会

１. はじめに
官々接待などの社会問題を背景

遠藤

尚秀

おける具体的な包括外部監査の要点
を明らかにした。

さらに、日本公認会計士協会が、
2020年２月20日に公表した「地方公
共団体の外部監査に関するガイドラ

に、自治体外部ガバナンス強化のた
め、我が国に包括外部監査制度が導

２. 包括外部監査制度の現状

イン及びQ&A」（公会計委員会研

入され20年以上が過ぎた。その間、

まず、包括外部監査制度の実態と

究報告第26号）を参照しつつ、包括

包括外部監査制度導入団体の８割以

自治体の公共経営を巡る最近の諸制

外部監査の実施や結果の報告に関す

上の自治体で、公認会計士が包括外

度の変化について、下記のように確

る留意事項について、下記の点が説

部監査人に就任している。しかし、

認された。

明された。

の変化や「公共経営」の深化を前提

・包括外部監査制度導入の経緯

・特定の事件（テーマ）選定時の確

として、包括外部監査の実務が十分

・包括外部監査制度と監査委員監査

自治体の「公共経営」を巡る諸制度

に機能しているのかという問題意識

制度との関連

から、「行政経営・管理」から「地

・包括外部監査実施対象自治体の変

域経営」へと「公共経営」の深化を

遷と包括外部監査人就任の推移

整理しつつ、公立図書館の運営事業

・自治体の公共経営に関連して、最

の事例をもとに、二つの課題領域に

認事項とテーマ選定理由の留意点
・監査の要点の背後にある着眼点
・外部監査人補助者としての的確な
指示と組織的監査のあり方
・結果と意見の相違点

近導入された諸制度
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３. 包括外部監査の前提としての
地域における公共経営の深化

のイギリスの啓蒙主義時代の政治

が発生し、多くの先進国では景気

哲学を源泉とする。専制政治の武

低迷とインフレが同時に起こるス

各地域における「公共経営」の二

力による打倒を正当化するため

タグフレーションの状態に陥った

つの課題領域に関連して、「公共」

に、特に1789年のフランス革命の

が、ケインズ理論ではうまく説明

と「経営」の意味に区分して説明が

指導者たちが用いた。古典派経済

ができず公共事業の効果も限定的

なされた。

学の学者アダム・スミスはロック

であった。さらに、福祉国家の社

「経営」とは、規模・方針等を定

に続き、個人の利己心が意図しな

会保障が財政赤字の拡大を招いて

めて、（上手く）事業を行うことあ

い結果として社会全体に便益をも

いるとして、福祉国家的政策への

るいはその組織を指す。他方、「公

たらすという「見えざる手」の議

批判が噴出した。そこで脚光を浴

共」とは、①国・自治体が行う社会

論を展開し、政府の干渉や介入政

びたのが、シカゴ大学のフリード

全体に係ることと、②社会一般に関

策を受けない、市場における自由

マンに代表される「新自由主義

することの二つの意味を内包してい

な経済活動が必要だと説いた。

（ネオリベラリズム）」の経済学
者であった。

る。したがって、都市という「地

同時に、イギリスでは18世紀後

域」を前提とする「公共経営」に関

半から石炭利用によるエネルギー

初期の新自由主義の考えを基盤

して、①は都市部自治体の組織経営

革命や蒸気機関による動力革命と

とする公共経営は、一般に「新公

（行政経営・管理）を意味し、②は

いった産業革命が起こり、都市化

共経営（ニュー・パブリック・マ

様々な主体（自治体・民間企業・NPO・

や工業化が促進されたが、環境破

ネジメント：NPM）」と呼ばれ

市民組織） が 協 働 し 、 各 地 域 （ 都

壊や貧富の格差といった社会問題

た。アメリカのレーガン大統領や

市）の市民生活の質（QoL）を向上

がしだいに拡大し、古典派経済学

イギリスのサッチャー首相といっ

させる取組（狭義の「地域経営」）

の限界が露呈しはじめた。

た保守政権が福祉国家からの決別
を表明し、政府に民間組織の管理

に焦点があてられることとなる。
つづいて、我が国の公共経営に影

②福祉国家論（20世紀初頭以降）：

ツールを導入しつつ、社会関連支

響を及ぼした英語圏における国家

国レベルの行政経営管理の幕開け

出の削減・規制緩和・公共機能の

（政府）観の歴史的変遷と「公共経

1920年に世界大恐慌が起こり、

民営化など、市場の原理による効

営」の深化について、下記の紹介が

失業や貧困が深刻化すると、市場

率性重視の政策を次々に進めて

なされた。

よりもむしろ国家の役割が積極的

いった。

に求められ、失業対策のための公
共事業の実施や公教育制度、福祉

④政府・企業・市民社会の協働

制度、労働政策が整備されていっ

（1990年代末以降）：「地域経

夜警国家とは、国家が果たすべ

た。それまでの自由主義との対比

営」へのシフト

き役割を防衛と治安のみとして、

で「ニューリベラリズム」と呼ば

短期の効率性向上の観点から

それ以外の民間で行われる活動に

れた。当時、経済学者ケインズが

NPMの考え方は有効であったも

はなるべく干渉や規制を行わない

有名で、20世紀半ばに先進国にお

のの、サービス水準の低下や労働

とする国のあり方を意味し、行政

いて福祉国家が成立し、中央集権

環境の悪化等が顕在化した。1990

経営・管理についての意識は低

的な官僚制などの必要性が議論さ

年代にはイギリスではブレア政

かった。その思想的背景としての

れた。

権、アメリカではクリントン政権

①夜警国家論（18世紀末）：行政経
営・管理以前の時代

という中道左派の政権が誕生し

「古典的な自由主義」とは、自由
と平等な権利に基づく政治的およ
び道徳的哲学で、ジョン・ロック
やジョン・スチュアートミルなど
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③小さな政府（1980年代以降）：新
公共経営（行政経営）の時代
1970年代に入り２度の石油危機

た。その政策理念として打ち出さ
れたのが社会学者ギデンズの提唱
する「第三の道」で、行政の効率
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化を推進しつつ、政府と市民社会

・横須賀市（平成27年度）

による「包摂社会」を志向し、地

・福山市（平成29年度）

域分権が促進された。以後、組織

・いわき市（平成29年度）

視点が重視されるに至った。

・指定管理者制度（2003年施行）
【地域経営の課題例】
・計画時の行政と市民との連携

としての自治体の経営管理（行政
経営）とともに、「地域経営」の

01

2012（平成24）年に公示された

・実施時の行政と市民との連携

「図書館の設置及び運営上の望まし

・評価時の行政と市民との連携（図

い基準」（図書館法第７条の２）を

書館協議会による第三者評価）

４. 公立図書館運営事業の事例に
おける２つの課題領域

参照しつつ、公立図書館運営に関し

・広域連携

て行政経営と「地域経営」の両視点

・地域住民交流の拠点

公立図書館運営事業をテーマとし

から対処すべき主なテーマや課題に

・地域の知の拠点

た過年度包括外部監査の事例が紹介

ついて、以下のとおり分析された。

されたが、ほとんどの監査の要点

以上、自治体における公共経営の

は、行政経営の視点からの記述で

【行政経営の課題例】

変遷を理解し、「行政経営の視点」

あった。

・指標と目標設定

のみならず、「地域経営の視点」も

・業績測定と自己評価
・郡山市（平成17年度）

・図書館長のリーダーシップ

・和歌山市（平成25年度）

・司書の役割

取り入れた包括外部監査を実施する
ことの必要性が強調された。

水道事業の持続的な経営の
確保のための施策に関する
調査研究
総務省自治財政局 公営企業経営室

小野

課長補佐

公会計委員会

東海会
第52回中日本五会研究大会の自由

東海会の公会計委員会よりされまし

論題の部において、「水道事業の持

た。報告内容を、日本公認会計士協

続的な経営の確保のための施策に関

会のｅラーニング研修で受講する形

する調査研究」についての報告が、

式で、聴講しました。報告の内容を

テーマ
１． 《基調講演》水道事業経営の現状と課題

雄一朗

以下、まとめています。
報告のテーマと報告者は、以下の
ようになっていました。

報告者
総務省自治財政局 公営企業経営室
課長補佐 小野 裕一朗 氏
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テーマ

報告者

２． （１）「持続的な経営の確保」が求められる背景

日本公認会計士協会東海会
公会計委員会

（２）広域化
【事業者インタビュー：岩手中部水道企業団】
（３）アセットマネジメント
【事業者インタビュー：奈良県広陵町】
（４）官民連携など
【事業者インタビュー：新潟県見附市】

委員長

公認会計士

河村

崇志 氏

委員

公認会計士

伊藤

勝朗 氏

委員

公認会計士

今瀬

彰夫 氏

委員

公認会計士

平手

健一 氏

委員

公認会計士

蓑田

浩行 氏

（５）まとめ
最初に、総務省自治財政局公営企

（１）我が国の水道事業経営の現状

均職員数は給水人口の少ない団

業経営室 課長補佐 小野 裕一朗氏よ

と課題

体ほど少ない状況にあることも

り、水道事業経営の現状と課題につ

日本の人口変動や節水機器の

報告されました。我が国の水道

いて、約20分の基調講演がされまし

普及等による家庭での一人当た

事業に各種の課題があることが

た。その後、日本公認会計士協会東

りの使用水量が減少している状

報告されました。

海会の公会計委員会の委員長と各委

況にあります。有収水量は2000

員から「持続的な経営の確保」が求

年をピークに減少しているとの

改革の推進

められる背景、広域化、アセットマ

ことで、2050年頃にはピーク時

このような急激な人口減少等

ネジメント、官民連携の４つのテー

の約２／３程度まで減少する見

に伴うサービス需要の減少や施

マについての報告が、約100分され

通しであることが報告されまし

設の老朽化に伴う更新需要の増

ました。東海会の公会計委員会の報

た。また、水道事業の過去の投

大等、公営企業の経営環境が厳

告においては、東海４県の水道事業

資実績を見ると、水道普及のた

しくなる中で、将来にわたり持

者145団体へのアンケートの結果が

めに施設整備が進んだ昭和50年

続的な経営を確保していく必要

紹介されるとともに、３つの団体に

頃のピークから40年以上が経過

があるとして、経営改革の推進

インタビューされた内容についても

し、老朽化対策のために更新需

として、３つの改革が必要であ

詳細に報告がされました。

要が増大している状況にある点

るとの報告がされました。講演

も強調されていました。さら

では、これら３つの改革をそれ

１．《基調講演》水道事業経
営の現状と課題

に、事業用資産の約７割を占め

ぞれ推進中であるとして、「水

る管路については、管路経年化

道法の一部を改正する法律」の

基調講演は、総務省自治財政局の

率が年々上昇している問題点が

改正内容や「地方公共団体の経

小野氏よりの報告で、我が国の水道

あること、一方、管路更新率は

営・財務マネジメント強化事業

事業経営の現状と課題と公営企業に

低調に推移していることも報告

の創設」の内容などの説明がさ

おける更なる経営改革の推進につい

されました。また、水道事業の

れました。

ての報告でした。

職員数は年々減少しており、平

（２）公営企業における更なる経営

将来の需要予測に基づく投資試算や財源試算を行った、中長期的な経営の基本計画で

●経営戦略の策定

ある「経営戦略」の策定を推進
●公営企業会計の適用課題

経営状況（損益情報・ストック 情報等）を的確に把握できるよう、公営企業会計（複
式簿記・ 発生主義）の適用を推進
水道事業、下水道事業について 経営統合、施設の共同設置・共同利用、事務の広域的

●広域化の推進

処理など、 広域化を推進
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２．東海会、公会計委員会の報告

では、まず、水道事業の「持続

うな経営課題を抱えていること

（１）「持続的な経営の確保」が求

的な経営の確保」が求められる

が報告されました。

められる背景

背景について報告がされまし

東海会の公会計委員会の報告

た。現状の水道事業は以下のよ

水道事業の

・人口減少による需要および料金収入の減少

・災害対策・耐震化の遅れ

現状と課題

・施設・管路の老朽化に伴う更新投資の増大

・専門人材の確保等の組織体制の強化

・計画的な更新のための備えが不足

・人材不足

・多くの水道事業者が小規模で経営基盤がぜい弱
（２）広域化、アセットマネジメン

「官民連携」の３つのテーマに

容の項目について、以下の図表

ト、官民連携

ついて、取り上げ、各団体にイ

にまとめています。各報告の内

そのうえで、「広域化」、

ンタビューされた内容について

容は、研修とレジメでご確認く

報告がされました。その報告内

ださい。

「アセットマネジメント」、
●広域化

・広域化の類型

・広域化の課題

【事業者インタビュー：

・広域化の意義と期待される効果

・【事例検討】広域化、岩手中部水道企業団

岩手中部水道企業団】

・広域化のメリット、デメリット

●アセットマネジメント
【事業者インタビュー：
奈良県広陵町】

・水道事業におけるアセットマネジ ・アセットマネジメント実践上の要点
メントとは

・【事例検討】アセットマネジメント、奈良県広陵町

・アセットマネジメント実践サイクル

●官民連携など

・官民連携の推進

・先端技術の実施検討状況

【事業者インタビュー：

・官民連携の手法

・【事例検討】官民連携、新潟県見附市

新潟県見附市】

・官民連携の実施検討状況

（３）まとめ

業者において見られる傾向と、

ドバイザーの役割として公認会

最後に、本報告のまとめとし

水道事業者（自治体）に必要と

計士等の活用の側面が重要であ

て、2019年度に東海会で実施さ

される点として、以下の２つの

るとの点について、強調されて

れたアンケートの分析結果か

図を元に紹介されていましたの

いました。

ら、給水人口の規模の小さい事

で、ご参考にしてください。ア

（報告：山添清昭）
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激変する環境に対する
IT監査の次の一手
近畿会

細谷

明宏

京滋会

松若恵理子

兵庫会

渡部

俊樹

北陸会

髙島

悠輝

東海会

大島

東海会

鈴木

徹也

嘉秋

中日本五会の各IT委員会委員長

「経営者」「システム管理者」「テ

略を踏まえたシステム刷新を経

および東海会IT委員会メンバーの

レワーク勤務者」のレイヤーごと

営の最優先課題とする必要がある。

計６名で「激変する環境に対する

に検討することが有用である。

従って、今後、抜本的で大規模な

IT監査の次の一手」と題して、各

特に、業務プロセスの変更に対

システムリプレース・開発案件が

人からの発表とそれを受けてのディ

する対策では、ペーパーレス化、

増え、それにつれて開発に関する

スカッションを行いました。とは言

印鑑廃止に代表される会社側の業

システムリスクが高まると思われ

うものの、聴衆がだれもいない中、

務プロセスの変更が想定されてお

る。

参加者全員がホームタウンからweb

り、データの真正性について監査

会議システムに参加し、同システム

人側も留意する必要がある。

内でディスカッションを行うという
異例

ま た 、今 ま で 取 得 さ れ て い な
かった様々な切り口の電子データ

単に働く場所が変わっただけで

が収集され利用されるようになる

の中日本五会研究大会とな

はその意義は薄く、働き方改革や

ことから、新しい監査手法、監査

り、参加者同士お互いに面識はある

DX実現のためのテレワークへと

手続の可能性が高まると思われ

ものの、バーチャル空間でのディス

つなげることが大事である。

る。一方、データの信頼性の確保

カッションがうまくできるのか、や
や不安を覚えながらの収録となりま

が大事になり、監査人はデータ生
（２）「DX（デジタル・トランス
フォーメーション）がIT統

した。
なお、収録内容はeラーニング化
されており、CPE Onlineにて来年３
月まで視聴可能となっています。

１. 各人からの発表
（１）「テレワークがIT統制に与
える影響」
京滋会

松若

制に与える影響」
近畿会

細谷

明宏（小職）

DXの定義はまだ定まっていな

成プロセスの理解がより大事とな
る。
さらに、クラウド化が急増する
ことから、委託先管理がより重要
となる。

いが、製品やサービス、ビジネス

事業会社側としては、今後ＤＸ

モデルを変革するとともに、業務

についての経営トップの関与と意

そのものや、組織、プロセス、企

思決定がより重要となる。

業文化・風土を変革し、競争上の
恵理子 氏

テレワークの実施率は全国平均
で24.7％、テレワークを継続希望
する者は78.6％と高い。

優位性を確立するという概念を持
つものである。
日本では、既存システムが複雑

（３）「IT統制の重要性（IT投資
増加による留意点）」
兵庫会

渡部

俊樹 氏

化・ブラックボックス化してい

効率化のための投資が増え、テ

マルウェア対策、端末の紛失・

る、IT人材が不足しているなど

クノロジーの進展によるデータ量

盗難、情報の盗聴に対する対策、

の理由によりDXの実現が難しい

の増加、外注化や外部連携の増加

不正アクセスに対する対策、外部

状況にある。現状維持策を取るな

などにより、環境の変化に対応す

サービス利用に関する対策、業務

らば「2025年の崖」に陥ることに

るためのIT投資が増加している。

プロセスの変更に対する対策な

なる。

このことが新たなリスクを生んで

どを検討する必要があり、その際
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例えば、効率化投資として

視化を超えて、「洞察」を提供す

経営者：DXが経営戦略を実現す

RPAやAIを導入しても、RPAに

ることを目的としている。デー

るためのものとして位置づけら

対する理解不足、統制が未整備な

タ・アナリティクスを活用するこ

れているか、経営者が明確に実

状況であれば、誤りの発生と発見

とで監査の実効性を高めることが

現したい姿を打ち出すこと

が遅れる。AIの行った判断根拠

できる。例えば、全件検証が技術

を説明できないこともある。ま

的に可能であり、精査的な手法を

た、急速な自動化によりデータ量

取ることができる。

（３）サイバーセキュリティの重要
性が高まる中、中堅企業はど

が増加しており、そもそも大量の

データ複雑化していることか

データを利用・分析できない、導

ら、ウォークスルー的にプロセス

IPA（独立行政法人情報処理推

入目的を達成できず有効な投資と

を見ることが困難な状況となりつ

進機構）が公表している「中小企

ならないことも考えられる。急速

つあるが、結果から異常値を識別

業の情報セキュリティ対策ガイド

な業務の変化が起きており、内部

したほうが効率的であり、デー

ライン」が参考になる。

統制の見直しが適時にできない可

タ・アナリティクスはその意味で

能性もある。このようなリスクに

も有用である。

低限の対策、ポリシーをあらかじ

対するIT統制の構築の必要性が

今後への提言：

め考えておくことが必要。

高まっている。

・デジタル証拠の真正性の担保が
重要になる

（４）「サイバーセキュリティの重
要性について」
北陸会

髙島

・監査基準もデジタル化に即した
見直しが必要ではないか

悠輝 氏

・監査人はITの専門家やデータ

不正アクセス行為の認知件数は

サイエンティストと議論ができ

増加傾向にある。インターネット

る基礎的なスキルを持つ必要が

の利用が必要不可欠な社会基盤と

ある

なっていることから、サイバー空
間の脅威は増大している。

うすればよいのか？

現状を理解し、リスク把握、最

（４）データ・アナリティクスが利
用されている割合、およびＩ
Ｔツールの落とし穴（ツール
の特性の裏を書かれる）があ
るのか？
データ・アナリティクスのツー
ル利用は多くはない。広範に適用
できる局面はまだまだ多い。同じ

２. ディスカッション概要

手続ばかりを続けていると

裏

サーバ攻撃の手法は様々なタイ

東海会大島嘉秋氏がコーディネー

プがある。対策として、認証機

ターとなり、ディスカッションを

続の

能、ウイルス対策など、サイバー

行った。

化に応じて変化させる必要がある。

攻撃に対して技術的に防ぐ技術的

（１）アフターコロナにおいて、テ

対策、入退室管理、重要な情報を

レワークはもとに戻るのか、

扱っている端末に許可された者以

テレワークの進化系は何か？

今回は、事前の打合せ段階からリ

外を物理的に近づけないなどの物

緊急的にテレワークとなってい

モート環境を利用し、本番の収録も

理的対策、重要な情報を扱うにあ

る現状であるが、生産性向上、企

完全リモート状態でパネルディス

たり、適切なルールを整備して運

業価値向上につなげ、働き方改革

カッションを行うという挑戦的なも

用する人的対策などがある。異常

やDXを実現させるようにすべき

のでした。また、聴衆の反応がない

が適切に検出され、適応できるよ

である。

状態で、一人カメラに向かって話続

うな仕組を構築することが重要で
ある。

経営者として、監査人として
可能性」
東海会

鈴木

徹也 氏

データ・アナリティクスはデー
タ活用の高度化により、単なる可

完成形

はなく、環境の変

２. 参加した感想

けるのはなかなか難しいということ
（２）DXが注目を集めているが、

（５）「データ・アナリティクスの

を書かれるリスクもある。監査手

留意すべきことは？
監査人：データ生成のプロセスを
理解した上でどのデータを監査
に利用すべきかを判断する能力

も改めて感じた次第です。
対面でお話させていただける機会
があるということは大変ありがた
く、早く元通りに対面で自由に議論
できる環境に戻ってほしいものです。
（報告：細谷

19011

MAY 2021

明宏）

11

報告

REPORT

02

ダイバーシティ推進委員会 準会員会共催研修会報告

「関西のベンチャーで働くCPA」

準会員会

村上

昌志

2020年度、ダイバーシティ推進委員会と準会員会は３回シリーズで「関西のベンチャーで働くCPA」と題し、研修会
を実施しました。その第２回と第３回の報告をいたします。
※第１回は2020年10月号で報告しています。

第２回 2020年11月28日（土） 「会計×テクノロジーの先端を知る」
国見 英嗣 氏（株式会社ナレッジラボ 代表取締役CEO、公認会計士）
近畿会会員の公

事をしながら独学でプログラミング

ドグループにジョインし、事業を加

認会計士である国

を学習し、ツールを開発していきま

速させていくことになりました。し

見さんは、有限責

した。しばらくはその状況が続き、

かし、事業はまだまだ成長途上だそ

任監査法人トーマ

試行錯誤してようやくツールの作成

うです。今後の時代の変化の加速に

ツで会計監査やコ

に成功しました。その後、コードを

対してついていくのではなく、むし

ンサルティング業

かける専門家の雇用に成功し、事業

ろ引っ張っていく。そういう姿勢を

務に従事した後、デロイトトーマツ

の成長速度が加速していきました。

感じ取ることができ、感銘を受けま

ファイナンシャルアドバイザリー合

国見さんは人材雇用に成功した理由

した。

同会社でM&Aや事業再生業務を多

として、「プログラミングの知識が

数経験され、2013年に株式会社ナ

身に付いたことによって、どういう

公認会計士としてできる仕事と言

レッジラボを創業し、代表取締役に

技術をもった人をどのように採用す

えば会計監査が一般的ですが、経営

就任されました。その後M&Aによ

ればいいか鮮明になったから」と

者のポジションに立つ可能性も秘め

り、2018年７月にマネーフォワードグ

おっしゃっていました。

ていることを実感しました。監査法
人での会計監査は、顧客の全体を見

ループにジョインされました。
事業が軌道に乗り始めた頃、株式

ることができる仕事です。そのた

株式会社ナレッジラボは、コンサ

会社マネーフォワードと仕事をする

め、顧客が何に困っていて、会計士

ルティングと財務とITを組み合わ

機会があったそうです。その後も何

として何ができるのか。そういった

せて、経営インフラを提供している

度かビジネスを共にする機会があ

情報が入るからこそ、「起業のため

会社であり、今回のテーマである

り、あるときにプレゼンテーション

のヒント」が多い環境であるという

「会計×テクノロジー」の先端を行

を求められる機会がありました。国

ことを改めて知ることができまし

く企業の一つです。しかし、創業当

見さんによると、「どうやらM&Aを

た。最後に、この度の講演をしてく

初はエンジニアはおらず、いい人材

考えているのかな？」という雰囲気

ださった国見さん、そして参加いた

もなかなか見つけることができませ

を感じとれたそうです。その察しの通

だいた皆様、誠にありがとうござい

んでした。そのため、国見さんが仕

りＭ＆Ａが行われ、マネーフォワー

ました。
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第３回 2021年３月17日（水） 「コロナ禍におけるベンチャー概況と経営者支援の魅力」
松本 修平 氏（有限責任監査法人トーマツ）
松本さんは、

た。その後、大検に合格して関西学

あと、公認会計士としてベン

2018年９月に有限

院大学に入学されました。そこでも

チャー起業へのサポートは何ができ

責任監査法人トー

やはり事業をし、卒業までに５事業

るかというテーマについてお話いた

マツに入社され、

を創業され、まさに起業のスペシャ

だきました。そこでは、経営者が何

大阪市スタート

リストです。

に困っているかを意識して探して、

アップ起業支援プ

掘り下げていくと答えが見つかると

ログラムのシードアクセラレーショ

ここで印象に残っているのは、

いうものでした。監査業務ではクラ

ンプログラムリーダー等を担当され

「学生起業」という点です。一般的

イアントの全体像を見てリスク評価

ました。また、並行して関西学院大

に、起業となると早くても40歳くら

をし、それに応じた監査手続きをし

学などにて「戦略的学生起業論」

いまでは経験を積んでからという思

ていくので、クライアントの困りご

「松本起業ゼミ」の講師としても活

考になるかと思います。銀行の創業

とを探すにはうってつけの環境だと

動されています。今回は、ベン

融資でも若いと厳しく見られること

思います。そのため、公認会計士こ

チャー支援業務を通して公認会計士

もありますが、松本さんはそれより

そ起業に向いているのではないかと

と協働する機会が多い松本さんに、

遥かに若い小学校４年生で起業をさ

思いました。

ベンチャー支援の魅力と公認会計士

れています。松本さんによると、

がベンチャーに携わる可能性につい

「学生こそ起業するにはいい環境で

最後に、この度講師をしてくだ

てお話いただきました。

ある」そうです。学生で起業をする

さった松本さん。貴重なお話をして

ことによって、早い段階から低リス

いただき、ありがとうございまし

松本さんは起業についてアドバイ

クで経営を経験することができます

た。また、オンラインセミナーに参

スをする仕事をされていますが、ご

し、最近は学生起業家をサポートす

加いただいた皆様、ありがとうござ

本人の起業ストーリーもすごいで

る体制が少しずつ整ってきていま

いました。今後ともどうぞよろしく

す。松本さんは、小学校４年生の頃

す。それを考えると、将来起業をし

お願い致します。

から起業をされました。また、中学

たいのであれば、将来まで待たなく

校卒業後には、高校に行かずに投資

てもいいのではないかという考えも

家・起業家として活動されていまし

生まれてきます。

【 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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国際委員会 第３回IFRSセミナー報告
PwCあらた有限責任監査法人

萩原

早紀 ・ 住友

理恵

テップ２は顧客との契約に含まれ

②本人か代理人かの区分：企業

2021年３月５日に、IFRSセミ

る、履行義務の識別です。履行義

が特定された財またはサービスを

ナー第３回「IFRS学び直し講座

務とは、顧客に財またはサービス

顧客に提供するにあたり、第三者

IFRS第15号「顧客との契約から生

を移転するという、顧客との契約

を関与させる場合には、企業が本

じる収益」、「連結」、IFRS第８

における約束を意味しており、収

人であるか代理人であるか判断す

号「セグメント情報」」が開催され

益認識の会計単位となります。ス

る必要があります。企業が代理人

ました。以下では、本研修の骨子を

テップ３では、顧客との契約に基

である場合には、収益を純額で、

ご紹介いたします。

づいて、取引価格を算定します。

すなわち受領した手数料に相当す

取引価格は、第三者を代理して回

る金額で認識することになります。

２. IFRS第15号「顧客との契約
から生じる収益」

収する金額を除き、財又はサービ

③契約コスト：IFRS第15号に

スと交換に企業が権利を得ると見

おいて新たに資産化が要求されて

（１）IFRS第15号の概要

込んでいる対価の金額を意味しま

おり、契約獲得の増分コストと契

IFRS第15号では、収益認識の

す。ステップ４では、顧客の契約

約履行コストがあります。

中心となる原則を、「顧客への財

に基づいて、ステップ３で算定し

またはサービスの移転を描写する

た取引価格を、履行義務に配分す

IFRS第15号は、財務諸表の利

ように、その財またはサービスと

ることになります。ステップ５は

用者が収益の内容、金額、タイミ

交換に企業が権利を得ると見込ん

最後のステップであり、財または

ング、不確実性、および関連する

でいる対価を反映する金額で収益

サービスが顧客に移転される時点

キャッシュ・フローの理解に資す

を認識しなければならない。」と

で（または移転されるにつれ

ることを目的にして、多くの開示

しています。企業は、他のIFRS

て）、顧客がその財またはサービ

を要求しています。企業は、基準

の範囲に含まれる契約を除く、顧

スの支配を獲得して収益を認識し

の要求に従って定性的および定量

客とのすべての契約をIFRS第15

ます。企業は、財またはサービス

的情報を開示する必要があります。

号に基づいて取り扱わなければな

の支配が、一定の期間にわたって

りません。

移転されるか、一時点で移転され

３. 連結

るかを契約開始時に決定する必要

（１）子会社

１. はじめに

（２）５ステップモデルの適用
（１）で述べた中心となる原則

があります。

（４）開示の拡充

IFRSにおける子会社とは他の

に従って収益を認識するために、

（３）適用上の諸問題（個別論点）

企業に支配されている企業とされ

IFRS第15号では５ステップモデ

①ライセンス：知的財産のライ

ており、「支配力基準」が採用さ

ルを適用することとしています。

センスが契約におけるその他の財

れています。支配には①投資先に

ステップ１は、顧客との契約の

またはサービスから区別できる場

対する「パワー」を有しているこ

識別です。契約とは、強制可能な

合には、ライセンス契約の性質に

と、②投資先への関与により生じ

権利および義務を生じさせる複数

応じて会計処理することになりま

る「変動リターン」を有している

の当事者間の合意を指します。ス

す。

こと、③その「変動リターンに影

14

MAY 2021

19014

報 告 REPORT

03

響を与えるようにパワーを行使す

保有している場合は、明確な反証

配当などの分配を通じて経済的便

る能力」を有していることの３つ

がないかぎり、重要な影響力を有

益を受けることになりますので、

の要素が必要です。普通株式等に

していると推定されます。また、

関連会社と同様に持分法を適用す

付与された議決権の行使によって

議決権20％未満の所有の場合で

ることとなります。

支配される場合で、他の意思決定

も、重要な影響力を有する事実が

に関する取り決め等がない単純な

明確に立証されれば、関連会社と

ケースでは他に反証がない限り、

なることがあります。そして、関

セグメント情報は、IFRS第８号

議決権の過半数保有者が支配して

連会社と判定された場合には、原

「事業セグメント」で定められてお

いると判定されます。一方、議決

則として持分法により会計処理す

り、日本基準とほとんど差異はあり

権によらない複雑なケースでは詳

ることになります。

ません。I F R S 第８号では事業セグ

細な検討をする必要があります。

（３）共同支配の取り決め

４. セグメント

メント情報の区分は、日常的に経営

例えば特別目的事業体のように、

共同支配の取り決めの考え方

者が利用している内部報告管理資料

議決権があまり重要でない事業体

は、IFRS第11号で定められてお

に基づく「マネジメント・アプロー

の場合、契約上の取決めによって

ります。共同支配の定義は「複数

チ」が採用されています。事業セグ

当事者の力関係を自由に定めるこ

の当事者が共同支配を有する取り

メントのうち売上高・利益・資産の

とができるので、誰が投資先を支

決め」であり、複数の当事者が

いずれかがすべての事業セグメント

配しているかを判断するために、

「契約上の取り決め」によって拘

合計の10%以上である等の量的基準

投資先の目的及び設計を検討する

束されていることが必要とされて

を満たす報告セグメントについて

ことが、非常に重要となります。

います。

は、純損益、資産及び負債に関する

（２）関連会社

共同支配の取り決めは、共同支

情報等の開示が求められます。

関連会社については、IAS第28

配事業と共同支配企業に分類され

号で定められており、「投資者が

ます。共同支配事業者は、取り決

重要な影響力を有している企業」

めに関する資産に対する権利及び

３月期末決算直前の開催となりま

とされています。また、重要な影

負債に対する義務を直接保有して

したが、本研修で取り上げた各基準

響力とは、「投資先の財務及び営

いるため、共同支配事業に対する

を振り返る機会となりましたら幸甚

業の方針決定に参加するパワーで

持分を直接保有しているかのよう

です。当日は研修室またはリモート

あるが、当該方針に対する支配又

に会計処理をします。一方、共同

により受講いただきありがとうござ

は共同支配ではないもの」と定義

支配投資企業は、出資者として取

いました。

されています。議決権を20％以上

決めに対する意思決定に関与し、

５. おわりに
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一般向け会計セミナー実施報告

大阪市立総合生涯学習センター共催「公認会計士と学ぶ“会計”基礎のきそ」
近畿会広報部

副部長

松井

義継

近畿会広報部では大阪市立総合生

ンで配信するという新たな試みを実

涯学習センターとコラボし、一般向

施しました。平日夜の無料会計講座

け会計基礎セミナーを定期的に開催

は募集開始と同時にほぼ定員に達

させていただいています。昨年度は

し、当日は老若男女、女子高生から

新型コロナの影響もあり中止となり

営業職、リタイアされた方までたく

ましたが、本年度は２年ぶりに開催

さんの方にご聴講いただきました。

することができました。本セミナー
は広報活動の一環として、広く一般
向けに公認会計士を目指す方の増
加、会計に慣れ親しんでいただく機
会の提供、公認会計士の認知度の向
上などを目的とした取り組みです。
開催概要

社会人３種の神器といえば…語

担当した講師の声

第１回 2021年３月10日（水）

学・IT・会計。でも、数字が苦手

第１回

19：00〜21：00

…、簿記を勉強したことがないから

なる会計の話」

「ニュースが100倍面白くなる

会計なんて…。

桂

会計の話」

そこで、会計のプロである公認会

【オンライン配信】

計士が会計の基礎を簡単解説！

３/11（木）〜３/17（水）
講師 桂 真理子、森村 照私

真理子講師：いやー、何度やっ
てもセミナーは楽しいですね！受
講者の方から終了後に「よくわ

決算書分析のポイントやニュース

かった」とか「面白かった」とか

が100倍面白くなる会計の話で、ビ

「桂先生のファンになりました」

ジネスセンスを磨きましょう！

とか言われるとやめられません

第２回 2021年３月17日（水）
19：00〜21：00

「ニュースが100倍面白く

（笑）。今回は会計漫才に挑戦
というメッセージとともに、大阪

し、大スベリしましたが、相方を

「仕事で役立つ！決算書分析の

市立総合生涯学習センターで広く一

演じてくださった森村さんに感謝

ポイント」

般に募集をかけました。

です。

【オンライン配信】

16

本年度は新型コロナ対策として、

森村

照私講師：アンケートをみる

３/18（木）〜３/24（水）

会場での受講人数を30名限定とした

と、意外に私のささやくようなぼ

講師

上で、オンラインでの受講も受け付

やきがよかったようです。桂さん

け、講義内容を録画し後日オンライ

が入念にお考えいただいたストー

横手

MAY 2021
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リーに乗せるぼやきトークは案外

交えつつ、普段とは違った目線か

斬新だったのかもしれません。録

らの決算書の読み方についてお伝

開催後の受講者アンケートではた

画を視聴した妻からは「つぶやき

えしました。初めは静かだった受

くさんのコメントをいただき、励み

照私（てるき）やな」というコメ

講者の皆様でしたが、クイズには

になりました。何よりも、こうした

ントでした。

声を出してお答えいただく方もお

講座を積み重ねることによって、多

り、楽しく解説できました。

くの皆様が会計を身近に感じ、公認

第２回

さいごに

松井 義継講師：会計の知識をお持ち

会計士に親しみをもっていただき、

でない受講生も多数いらっしゃっ

認知度向上につながればいいなと

たので、決算書全体をイメージし

思っています。

やすいような講義を心掛けまし

最後になりましたが、企画から当

た。通常業務が忙しい中、講師役

日の運営まで共催いただきました大

を快く引き受けてくださった横手

阪市立総合生涯学習センターの皆様

さんには感謝です。

には、この場を借りて厚く御礼申し

「仕事で役立つ！決算書分

上げます。有難うございました。

析のポイント」
横手

望講師：前半は、そもそも決

算書ってなんだろう？という疑問
にこたえるべく、財務三表の意味
や、BS、PLの読み方を解説し、
後半には、各会社のBS、PLから
業種や販売戦略を見抜くクイズを

2021年度

近畿会および各部・委員会行事予定 （2021年５月14日〜2021年６月５日）

5.14 （金）
経営委員会

会議室18:00〜20:00

6. 3 （木）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

5.18 （火）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

6. 5 （土）
監査会計委員会研修会

研修室13:00〜17:30

定例役員会

研修室18:00〜20:00

5.20 （木）
近畿会改革推進特別委員会

会議室18:30〜20:30
※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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地元大和高田で公認会計士をPR！
広報部

これまで行ってきた奈良県の大和高田市での広報活動をご紹介します。
2015年１月

ハロー！会計

大和高田市立磐園小学校

2015年12月

ハロー！会計

大和高田市立中央公民館

2016年11月

制度説明会

大和高田市立高田商業高等学校

2018年１月

制度説明会

大和高田市立高田商業高等学校

2018年２月

ハロー！会計

大和高田市立図書館

2018年６月

進路ガイダンス

大和高田市立高田商業高等学校

2018年７月

ハロー！会計

大和高田市立図書館

2019年１月

制度説明会

大和高田市立高田商業高等学校

2019年６月

進路ガイダンス

大和高田市立高田商業高等学校

2019年７月

ハロー！会計

大和高田市立図書館

2020年１月

制度説明会

大和高田市立高田商業高等学校

2021年３月

制度説明会

大和高田市立高田商業高等学校

サポーター

坪田

亮介

開催できました。地域貢献と母校へ
の恩返しができたことに誇りを感じ
ました。
※全員マスク着用の上、間隔を十分
に保って実施しております。

今回は同校卒業生３名で伺い、協
会のコンテンツだけでなく、より生
徒から身近な存在の私達だからこそ

DVD：転校生は公認会計士

伝えられる高田商業向けのオリジナ

で制度説明会を開催しましたのでご

https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduct

ルコンテンツも交えて説明会を行い

報告いたします。

ion/contents/tenkousei̲dvd/

ました。

今回は、３月に高田商業高等学校

日

時：2021年３月16日（火）
10時〜11時

対

象：１年生200人

参加者：高田商業高等学校卒業生
坪田

亮介

忌部

澪

安徳

倫江

特に今年は「高校生が公認会計士
に興味を持つきっかけづくり」とい

スケジュール：11時〜11時25分

うテーマを掲げ、より公認会計士と

DVD上映
例年と異なりコロナ禍にもかかわ

いう職業に対するイメージを膨らま

説明会

らず、ありがたくも高田商業高等学

せてもらえるような話も織り交ぜな

11時50分〜12時

校からご要望いただいたため、広報

がら進行しました。

質疑応答・締めのあ

部内でも十分検討し感染症対策に十

いさつ

分配慮した上で今年も無事説明会を

11時25分〜11時50分

18
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認知度を上げる余地がまだまだある

ここで、今回の制度説明会に参加

あり、その説明会のおかげで公認

ため、まずは公認会計士という職業

してくれた若手の広報サポーター２

会計士を知り、そして目指すきっ

を知ってもらい、公認会計士の魅力

名のコメントを紹介します。

かけにもなりました。そんな説明
会に私が参加し、後輩達に公認会

を存分に伝えて、興味を持ってもら
うことに努めました。将来の選択肢
の１つになるきっかけづくりができ

【忌部

澪さん】

この制度説明会をここ数年実施

計士を知る機会を作れていること
を嬉しく思います。

している成果なのか、「高田商業

今回一緒に参加した先輩方が説

高校から公認会計士を目指したい

明会に向けて準備する姿を一番身

後半の質疑応答も活発に進みまし

という生徒が増えてきている」と

近に見てきて、後輩達のために将

た。実際に公認会計士を目指したい

教頭先生から嬉しいお言葉をいた

来の選択肢を作っていくその姿に

という生徒からの質問もありまし

だきました。

強く感銘を受けました。次は私も

たのではないかと思います。

た。高校生のうちにできることを尋

私自身、高校生の時に公認会計

ねられ商業高校生が公認会計士を目

士を目指すと決め勉強を始めまし

指す上で既に簿記に触れ、会計の基

たが、高校生のうちに実際に公認

礎を学べている点や実際に公認会計

会計士に会うことができずモチ

最後に…これからの活動について

士として働く上で必須のスキルであ

ベーションの維持に困りました。

大和高田での広報活動も早くも５

るExcelの知識を学べる点など、商業

そんな同じような悩みを持った後

年以上が過ぎましたが、地元での広

高校ならではの優位性を伝えること

輩達の背中を押すことができるこ

報活動を続けてきて少しずつ手ごた

ができました。これから公認会計士

の活動に誇りを感じています。

えを感じてきています。

を目指してくれる後輩が１人でも多
く現れてくれることを願っています。

もっと率先して素敵なアイデアを
出せるように頑張ります！

また、制度説明会まで公認会計

また、母校から少しずつ公認会計

士のことをよく知らなかった後輩

士を目指してくれる後輩が増えてき

達に対しても、将来の選択肢の１

たことも非常に嬉しく思います。

つとして、公認会計士の存在を伝

今後も継続的に広報活動を通じて

えることの意義を改めて強く感じ

公認会計士の魅力を多くの方にどん

ました。

どん伝えていき、業界や地域を盛り
上げていきたいです。

【安徳

倫江さん】

私は高校時代に公認会計士の人
達から実際に説明を受けたことが

19019
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中堅・若手会計士委員会

キャリアデザイン・ワークショップ2020（第４回）
『監査法人でのキャリア』
中堅・若手会計士委員会
講

副委員長

中野

誠亮

師

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あらた有限責任監査法人
マネジャー

2020年度のキャリアデザイン・
ワークショップ第４回を３月16日

鏑木

大督 氏

有限責任 あずさ監査法人
シニア

という今となっては笑い話でも
当時は…。

（火）に開催しました。今回は大手
監査法人から４名の方を講師にお招

杉本

奈穂 氏

有限責任監査法人トーマツ
スタッフ

（３）監査法人以外のキャリアを考
えたことは？
●マネジャーになる直前までは独

（２）成長したと思える経験

立開業も考えていたが、たまた

きし、『監査法人でのキャリア』を

●スタッフ２年目で初めてトピッ

ま初度監査の案件があり、新し

テーマにパネルディスカッション形

ク対応（匿名組合）の会計処理

い経験をしてから辞めてもいい

式で１時間半の講義を実施しました。

を任され、契約書や監査六法を

のでは？との上司を言葉を受け

ちょうど１週間前に近畿実務補習

必死に見ながらゼロベースで調

て、名古屋から大阪に転勤して

所の入所式が行われたこともあり、

書を作成した。とても大変だっ

今に至る。監査法人に所属して

会計士人生をスタートしたばかりの

たがやりがいも大きかった。

いるからこそできる仕事、多く

新補習生にも多数出席いただき、近

●シニア初年度で初度監査のイン

の仲間からの刺激もあり、今で

畿会研修室・MicrosoftTeamsを合

チャージを担当した。一から監

は監査法人にいることが当たり

わせた出席者は94名となりました。

査計画、監査手続、調書構成等

前の生活に。たまに独立開業を

を検討する必要があり、最初は

している諸先輩の話を聞くと楽

大変だったが、自ら考えて進め

しそうだな、とは思う。どの選

ていける面もあり、精神的には

択肢を選ぶかどうかはその時の

充実していた。

自分の職場や家庭の状況による

担当した講師の声
（１）失敗談
●初往査の残高確認での失敗談。
往復ハガキの表と裏を間違える

20
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務は選択肢の一つとして魅力的

などの選択もできるため、柔軟

の同時達成。クライアントから

なものだと思う。

な働き方ができるところに魅力

見たプロフェッショナルとして

を感じている。

それができていることに付加価

●マネジャー昇格前あたりから漠
然と他のキャリアも考え始めた

●男女平等に機会を与えていただ

し、パートナーとなった今でも

けるため、男女差を感じること

常に頭の中で他のキャリアを考

はない。

えている自分がいる。今のとこ
ろは監査法人の中でモチベー
ションを持ちながら働くことが

値があると思う。
●日々アンテナを張り、会計や監
査だけ詳しい人にならないよう
に心がけている。世の中で起

（６）若いころにやっておいたほう
がいいこと

こっている事象（不正や訂正事
案など）も時間がある限り記事

出来ており、他のキャリアを選

●ありきたりではあるが、やはり

や開示内容を確認して、クライ

択する状況にはないが、いつで

一番は英語。子どもが産まれる

アントに聞かれた時に専門家と

も外部で働くことができるよう

前に休業してでも語学留学をし

しての自分の意見を言えるよう

に、専門家としての知識やスキ

て英語漬けの環境を作るべき

に心掛けている。

ルを向上するよう努めている。

だったと思っている。
●多様な経験という意味では、海

研修会に参加して

（４）監査法人に入ってよかったこと

外駐在や外部機関への出向など

身近な存在のスタッフから大先輩

●以前は一般事業会社に勤めてい

監査法人内で経験できるキャリ

のパートナーまで、監査法人の枠を

たが、部長級と話をする機会は

アにトライしてもよかったので

越え、多種多様な意見を聞ける貴重

ほとんどなかった。若い年次か

はと思う。

な機会だったかと思います。特に当

ら上場企業の部長や役員と話し

今から振り返ると貴重な経験を

日は新補習生の方の出席が多かった

をする機会があり、そのような

積む機会を逸したと感じている。

こともあり、新人の今後の会計士人

方々の考え方やコミュニケー
ションスキルはとても参考にな
る。

生に向けたメッセージも多数発信い
（７）プロフェッショナルとして心
掛けていること

●多くの専門家に囲まれ、組織的

●知識とコミュニケーションのバ

に最新情報をキャッチアップで

ランス。どちらにも偏らないよ

き、同僚からも経験談や知識を

う日々勉強中。

いつでも気軽に聞ける点は組織

●先を見越したタスクマネジメン

に所属するメリットだと思う。

ト。監査は年間スケジュールが

ただきました。ご登壇いただいた４
名の方々には、この場をお借りし
て、改めてお礼申し上げます。
この研修が一人でも多くの若手会
計士の方々のキャリアデザインに寄
与することを願っております。

決められており、監査報告書日
（５）女性会計士

から逆算でスケ

●一般事業会社と比べてみても、

ジューリングする

監査法人では結婚、出産など

必要がある。ス

様々なライフイベントを経験後

タッフ時代からこ

も復帰できる環境が整備されて

のスキルを磨いて

おり、復帰後ばりばり働くこと

ほしい。

も可能と感じる。一方でワーク

●対クライアントに

ライフバランスをより重視した

おける、３S「信

いのであれば時短勤務や非常勤

頼・尊敬・親近感」
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大阪弁護士会共催 国際委員会研修会開催報告

「海外の不正調査」について
国際委員会

はじめに

副委員長

今井

康好

般公衆に開示され、会計監査の状

調査対象となった場合に、当該人

国際委員会は、2021年３月22日

況についても触れられる。過去か

物を懇意にしている日本人は調査

（月）に大阪弁護士会と共催で、

ら発生していた不正の場合、比較

を妨害する可能性があるので、当

「海外の不正調査」をテーマに研修

年度も含めると、過去６年分の遡

該日本人への情報提供を控える必

会を開催しました。近畿会研修室で

及訂正が必要となる。調査期日

要がある。また、組織図にはな

のご参加のほか、リモートでも多数

は、有価証券報告書等の提出期限

い、社内のコミュニケーション

の会計士・弁護士の方が参加されま

を考慮せざるを得ないため、迅速

ルートを把握することは有効であ

した。本研修では、不正の一般的な

な対応が必要であり、当然ながら

る。さらに、現地人対日本人の敵

話を含め、海外の調査のケースでの

監査と足並みをそろえることが非

対的な構図にならないように細心

実務上の留意点や事例等について、

常に重要である。調査手続には、

の注意を払う必要がある。

講師の藤田大介氏（公認会計士、株

本件調査と件外調査（他にないの

式会社KPMG FAS フォレンジック

かどうかの確認）があり、件外調

メールレビューは、指示命令系

サービス部門ディレクター）および

査の範囲をどのように設計するか

統を把握することも目的の一つで

森仁司氏（弁護士、協和綜合法律事

により、手続の範囲は大きく影響

あり、この観点を含んで、対象者

務所）より、海外の不正調査の豊富

を受ける。

の重要度を検討する。重要度に応

なご経験をもとに、それぞれのご専

②新興国における不正事例

④デジタルフォレンジック

じて、データの保全、メールレ

門分野からの講義をいただきまし

ビッドプロセスの偽装は海外で

ビュー、携帯電話のスクリーン

た。以下、その内容をご報告いたし

は大きな不正の原因になってい

ショット、ファイルレビューの範

ます。

る。また、トンネル会社（親族の

囲を決定する。地域特有の調査手

会社等）の介在による不正は中国

法や、作法があるので、海外チー

Ⅰ．第一部「新興国における
不正調査実施の留意事項」
（藤田大介氏）

で多い。中国では、そもそも在庫

ムとの手続のすり合わせは重要で

や預金が存在していなかった、ビ

ある。例えば、中国では、国外に

ジネスの実態がなかった、という

情報を持ち出すことが禁じられて

①不正調査概要

ケースが見受けられる。

いるので、調査手法検討の際に

調査体制には、社内調査、外部

③新興国での不正調査実施上の留意点

者を加えた社内調査および第三者

調査対象者が、会社の業務遂行

委員会があるが、いずれにするか

上、キーとなる人物であるのであ

は、説明責任や難易度の観点から

れば、事実確認は調査対象者に対

検討すべきである。委員会調査で

し徹底して秘密裡に行う必要があ

は、多くの場合、調査報告書が一

る。現地人トップマネジメントが

22
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Ⅱ．第二部「中国現地法人に
おける事例を中心に」
（森仁司氏）

から、法律事務所のスタッフを通

ある。対応策としては、あらかじ

訳に使うことを推奨している。行

め就業規則に協力義務等を規定し

政調査で得られた供述調書は、刑

ておくことがある。

①中国当局による現地調査への対応

事事件に移行した場合、刑事事件

中国における商業賄賂とは、不

の証拠にもなるため、慎重な対応

適切な子会社管理のために、本

正競争行為を意味し、民間人、民

が必要である。当局への出頭を求

社主導で定期的なコンプライアン

間企業間の公平な競争を妨げる行

められた場合、任意出頭には応じ

スチェックを行うことが効果的で

為を規制し、市場における公平な

るべきである。事実上身体拘束に

ある。現地の事情に精通した弁護

競争秩序の維持を図る目的で不正

近い状況が長時間続く場合もある

士や会計士等の第三者を起用した

競争防止法が存在する。不正競争

から、会社に残された者への引継

内部検査の実施が望ましい。子会

防止法違反に関しては、工商行政

ぎが重要である。いずれにせよ、

社の統制の中では、特に、適切な

管理局が行政調査を行う権限を有

内部通報制度等を活用して、自ら

ビッドプロセスおよび適切な人事

しており、この当局調査の端緒の

早期に問題を把握し、当局に入ら

ローテーションが行われているか

６割程度は告発（取引先、同業他

れないようにすることが肝要であ

が特に重要である。

社、従業員・元従業員）である。

る。

当局は銀行へ取引内容の照会を行

②現地法人内部調査の勘所

③最後に

おわりに

い、すべての取引情報を入手する

内部通報によって、現地法人社

昨今、上場会社において、グルー

権限があり、そのような情報を基

内での商業賄賂を疑われる行為が

プ監査上重要性は高くないとされて

礎として予備調査を行うが、予備

発覚した場合に、当局から調査対

いた子会社、特に中国や新興国にあ

調査が始まると基本的には立件さ

象とされ処罰される前に、会社と

る子会社において不正が発見され、

れる。現地法人が当局から商業賄

して現場の状況をいかに把握し、

その企業の業績やレピュテーション

賂調査の対象とされてしまった場

社内調査を行うべきか。勘所は、

に大きな影響を与えている事例が多

合に、会社としてどのように対応

①組織的に秘密裡に（本社主導

く見受けられるところです。多くの

すべきか。当局は必ず２名以上で

で、かつメンバーを絞る）、②不

会計士にとって業務遂行上、過去に

予告なしにやってくる。任意調査

正を疑われている者を情報から離

経験した、あるいは、これから遭遇

であるが、調査及び証拠収集には

す（自宅待機、PC・携帯電話の

する可能性のあるテーマであると考

積極的に協力する義務がある。ま

回収）、③関係者（違法行為に関

えられる中、実務において非常に参

た、情状にも影響することから丁

与しているが本丸ではない人物）

考となる、そして臨場感のある有意

寧に対応すべきである。日本人が

の取り込み、④誓約書を提出させ

義な講義をいただきました。

供述調書を取られる際は、普段

る、である。落とし穴としては、

講師の藤田氏及び森氏にはこの場

使っている通訳は使わない方がい

私物の携帯電話やUSBの中にある

をお借りして厚く御礼申し上げます。

い。調査を受けていることが社内

データを、本人の同意なく提供さ

でばれてしまう可能性があること

せるのは制度上難しいという点が
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社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 出前研修会Ａ、Ｂ日程

『社会福祉法人会計入門』開催報告
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 委員長

澤田

義実

この出前研修会は一昨年に企画し

はＡ日程（４月２日（金）が第１

まずは、平成28年３月に行われた

まして、社会福祉法人向け研修会の

回）とＢ日程（４月７日（水）が第

社会福祉法の改正に伴う社会福祉法

開催案内に「出前研修会の案内」を

１回）とも数件の応募がありまし

人制度の改革について、ガバナンス

付けましたが、応募は全くなく、ま

た。「内部統制の実務」は、Ｃ日程

問題を最近話題になっている全日本

た、各所轄庁（府及び市町村）が開

（４月２日スタート）とＤ日程（４

私立幼稚園連合会の使途不明金を例

催する研修会への講師派遣を申し込

月６日スタート）を用意しました

に挙げ、説明を始められました。次

んでおりましたが、昨年はコロナ禍

が、Ｃ日程は不成立で、Ｄ日程に８

に会計処理の根拠について、続いて

のため、各所轄庁での研修会も行わ

件の参加がありました。

計算書類の種類と話を進めていきま

れることなく、いずれの研修会も実

「社会福祉法人会計入門」はＡ日

した。最後に会計ソフトの仕組みと

程、Ｂ日程とも、受講者の皆様と

社会福祉法人に特有な会計処理につ

そこで、昨年度は研修内容の希望

メールにて、第２回、第３回の日程

いて説明が行われました。いずれも

について、社会福祉法人及び所轄庁

を決めて行きます。「内部統制の実

実務に裏打ちされた、通常の解説書

に対し、アンケート調査を行いまし

務」は、個別に２回目の日程を決め

にない有意義な内容でありました。

た。結果として、希望の多かった会

る方式です。

施されませんでした。

初学者を対象として、受講しやす

計基準の改正事項、税務及び議事録

くしていただきましたが、一度聞い

の作り方と登記手続きについて、今

今回は、「社会福祉法人会計入

ただけでは、完全に理解することは

年の２月に研修会を行いました。主

門」講座についてのご説明と結果等

難しい方もおられます。リモートで

にリモート参加でしたが、近年にな

のご報告をいたします。

受講された方も、途中で仕事が入っ

い多人数のご参加でした。コロナ禍

て中断された可能性もあります。原

での会計処理、税務処理及び議事録

「社会福祉法人会計入門」講座（Ａ

稿を書こうと別の作業をしながら聞

作成などの対応についても、講師の

日程、Ｂ日程とも）

いていた筆者は、優しいママの声を

先生方にご協力頂き、講演内容に加

第１回：社会福祉法人会計の基礎

子守歌にして、眠ってしまいました。

えて頂きました。

第２回：社会福祉法人会計の実例等

アンケートの中で、希望の多かっ

第３回：社会福祉法人の財務分析と

た項目を上の研修会の開催案内に加
えました。会場での研修会に馴染ま

社会福祉充実計画
講

師：日本公認会計士協会

ない初学者向けの「社会福祉法人会

社会保障委員会 社会福祉法

計入門」と法人ごとの対応が必要な

人専門委員会

「内部統制の実務」を募集しました

委員

ところ、「社会福祉法人会計入門」
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リモート研修会で、双方向の利点

視聴期間と対象者を限定しての公開

上を声高に叫ぶのではなく、ママさ

はあったのですが、その場での質問

は、受講者にとっても便利ですし、

ん会計士など女性の活躍の姿を広く

はありませんでした。そこで、臨機

受講者を増やそうとする企画者側に

示して、女性会計士の活躍の場を増

応変に、後日のメールでの質問をも

とってもより良い方向かと思いま

やすことも必要かと思います。

可とされましたところは、さすがに

す。

講演を多くこなされているようでし
た。

今後は、リモート受講中心で

優しいママさんの声を子守歌にし

YouTubeでの動画配信を併用する

て寝てしまったお詫びに一言申し上

形で研修会を行いたく、さらに進ん

げます。

このようなときに、YouTubeで

で、講演内容を絞ってのオンデマン

バッハの「アベ・マリア」などの

の動画配信は、都合の良いときに必

ド型での研修会も専門委員会として

クラシックの名演奏は快適な眠りを

要部分だけ、聞くことが出来ます。

進めていきたいと思います。

誘い、睡眠は記憶の整理に役立つも

最初からYouTubeでの受講を希望

のであります。

の方は、好きなときに好きなように

ところで、演者は著名なママさん

視聴できます。「基礎」というの

会計士ですが、これから会計士を目

は、研修を進め、理解が深まったと

指そうとする女性の方にも目標とな

ころで、再度、見直すとより理解が

り、活躍の場としての会計士業界を

深まるものと思います。

目指す学生を増やす一助となります

コロナ禍により、会場での研修会

ことを強く希望するものであります。

や法人様へお伺いしての出前研修会

また、我が国は先進国の中で、女

は出来なくなりましたが、リモート

性の地位が最も低い国のようです

受講も一般的になり、YouTubeでの

が、協会としては研修会での地位向
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近畿実務補習所2020年期生入所式
近畿実務補習所運営委員会

委員長

中尾

志都

令和３年３月10日、近畿実務補習

えをお話し

所2020年期生の入所式を執り行いま

いただきま

した。令和２年公認会計士試験にお

した。次に

きましては、全国で1,335名が合格

近畿財務局

を果たし、近畿実務補習所に233名

理財部長の

が入所いたしました。今年の入所式

樽川様より

はコロナの影響によりリアル開催が

未来の公認

叶わず、近畿会研修室からのオンラ

会計士とし

イン配信となりました。

ての期待を

答辞として、2020年期入所生代表

入所式には、ご来賓の方々を始め

込めたご祝

として田中満里奈さんが、入所式ご

近畿会各地区会長のみなさま、近畿

辞をいただ

臨席の皆様へのお礼と実務補習に真

実務補習所関係者のみなさまに近畿

きました。

摯に取り組む決意を述べました。皆

会研修室にお越しいただき、2020年

また日本公

様の期待に応え、一生懸命に実務補

期生の実務補習のスタートを祝福い

認会計士協

習に取り組み立派な公認会計士にな

ただきました。ありがとうございま

会会長手塚

るとの意気込みが感じられ、ご臨席

した。

正彦様より

の皆様より盛大な拍手が送られまし

来賓には、財務省近畿財務局理財

ビデオレターにて、プロフェッショ

た。最後は谷間薫副委員長の閉会の

部長 樽川流様、同理財部次長 橋本

ンとしての心構えと激励のお言葉を

辞をもって、入所式を無事に終了す

博紀様、同理財第１課長 藤居功様、

いただきました。

ることができました。

強く印象に残りました。

日本公認会計士協会常務理事 鶴田光

続いて修了生の表彰式に移りまし

入所式で補習生のみなさんにお会

夫様、同常務理事 後藤紳太郎様、一

た。考査部門では銀賞として宮口拓

いできなかったのは非常に残念です

般財団法人会計教育研修機構専務理

さん、土井翔太さん、西本英明さ

が、コロナ禍においても補習生に

事・事務局長 新井武広様にご臨席賜

ん、出席部門では皆勤賞として志倉

とって記念すべきスタートになるよ

りました。また、日本公認会計士協

毅保さんが、高濱所長より優秀表彰

うにとの思いでオンライン入所式を

会近畿会会長 北山久恵様、同京滋会

を受けました。代表として、銀賞を

開催いたしました。補習生のみなさ

会長 中野雄介様、同兵庫会会長 宮

受賞した宮口さんから2020年期生

んには、いただいたメッセージを心

田勇人様にもご臨席いただきました。

へ、ご自身がこれまでどの様に物事

に留め、今後の実務補習に臨んでほ

入所式は細谷明宏副委員長の司会

にチャレンジし、ご自身を高める努

しいと思います。

により、委員長の中尾の開会の辞と

力をして来られたかについて、熱い

例年であれば入所式に続き関西地

ともに開始しました。最初に近畿実

メッセージが送られました。宮口さ

区三会共催で合格者祝賀会が開催さ

務補習所高濱滋所長より、全国で最

んからいただいたメッセージは、

れるのですが、コロナの影響により

初に開所した歴史ある近畿実務補習

「少しだけ無理をする」。弛まぬ努

見送られました。祝賀会に代わり、

所の66期生としての補習所での心構

力をすることの大切さを改めて感じ、

関西地区三会から補習生のみなさん
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に、合格記念品として三会会長から

の活躍の場が広がっている状況の

したら、ライブ講義を復活させ、補

のメッセージを添えた図書カードを

中、将来的には様々な分野での活躍

習生のみなさんに先輩会計士である

お贈りいただきました。祝賀会で公

が期待されます。実務補習所では幅

講師の先生方のお姿を見ていただ

認会計士の先輩方と交流できる機会

広い知識の習得ができるよう、また

き、また先生方との交流を通じて、

が持てずに残念ですが、補習生には

時代の変化に適切に対応できる様、

公認会計士としての将来像を思い描

三会主催の研修等への参加を呼びか

継続してカリキュラム、教材、考査

き、成長の糧にしてもらいたいと思

け、先輩方との交流の機会を得ても

等の見直しを実施しています。ま

います。

らいたいと考えております。

た、コロナの影響により、昨年来、
ライブ講義や宿泊研修の中止を余儀

近畿実務補習所の運営におきまし

なくされております。講義をeラー

ては、運営委員及び専門委員のみな

ニングで提供するとともに、コロナ

さまを始め、関西地区三会の会員の

の状況によってはディスカッション

みなさまに多大なるご協力をいただ

やゼミナールもオンラインで開催し

いております。この場をお借りしま

ています。暫くはこの様な状況が継

して御礼申し上げます。

続すると思いますが、状況により臨

今後とも引き続き、変わらぬご支

2020年期生の就職先につきまして

機応変に対応し、補習生に価値のあ

援とご協力をいただきますよう、よ

は、昨年に引き続きその多くが監査

る学びの場を提供していけるよう取

ろしくお願いいたします。

法人となっていますが、公認会計士

り組む所存です。コロナが収まりま
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第270回企業財務研究会報告
財務省近畿財務局
日

時：令和３年４月９日（金） 10:00〜12:00

場

所：オンライン

参加者：（近畿会）廣田壽俊副会長

テーマ：・企業財務研究会の在り方等について
・監査報告書等に係る訂正報告書の提出状況等について

報告内容
１．企業財務研究会の在り方等につ
いて
（１）研究会のこれまでの経緯及
び位置付けについて
「企業財務研究会の在り

（兵庫会）宮田勇人会長

他３名

（京滋会）中野雄介会長

他６名

（財務局）藤澤一洋統括証券監査官

・発表時間は１時間30分と

めには対面方式によるほう

し、その後30分程度は意見

が良い。

交換とする。財務局は必要

・遠隔地からの参加、傍聴の

・開催時期・頻度については、

Web併用があってもよい。

３会で検討のうえ、次回の
企業財務研究会（R３.９.

②テーマ選定・開催時期・頻度
について

足の経緯、これまでの歩み

・テーマの選定はこれまで通
り担当会が決定

１）で改めて相談。
２．監査報告書等に係る訂正報告書
の提出状況等について

続いて、当研究会の位置

・開催頻度は、各会が年１回

近畿財務局 竹内証券監査官、浅野

付けについては、「企業財

担当することとなる年３回

証券監査官より、令和２年度におけ

務に関し、近畿財務局と公

がよい。

る有価証券報告書における監査報告

認会計士の情報交換及び意

・開催時期については、４月

書等の訂正内容について実際の事例

見交換の場及び企業財務に

担当は業務的に繁忙期にあ

に基づいて分析・報告が行われた。

関する研究発表の場とし、

たるため厳しいとの意見が

結論や結果等を求める場で

あったほか、４月開催の方

はなく、自由闊達に意見交

法や時期の見直しが必要で

換ができる場」という認識

はとの意見もあった。

を参加者間で共有した。
（２）議題と主な意見

さいごに
新型コロナウイルス感染拡大の影
響により、前回に引き続きWeb開催
となりましたが、参加者の皆様には

③今後の実施方法及び検討課題

予定時間を超過するほど活発に議論

・開催方法については、原則、

を行えたこと、また、各会事務局の

対面方式での開催。（ただ

皆様には参加者の調整や情報共有等

ン）について

し、コロナ禍が落ち着くま

についてご対応いただき、ありがと

・研究会は結論を求める堅い

ではWeb方式）

うございました。

①開催方法（対面又はオンライ

場ではなく、自由闊達に意

28

に応じ発言する。

み行いたい者については

査官より企業財務研究会発
について説明を行った。

他９名

見を言い合える場。そのた

方等について」については、
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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８回 夫婦会議を始めてみた（後編）
ダイバーシティ推進委員会

前回に引き続き、今回も夫婦会議
のお話です。皆様は夫婦会議、もし

副委員長

竹中

陽介

間で会議をされたことがある方は少

同社より発行されている、夫婦会議

ないように思います。

をスムーズに行うためのツールであ

くは家族会議ってされたことがあり

る「世帯経営ノート」を用いて実際

ますでしょうか？例えば家や車を買

前回の記事でもご紹介しました

に夫婦会議を体験してみました。今

うときや、子供の進路について等、

Logista株式会社（以下、「同社」

回は、世帯経営ノートに記載の10

家族における重要なトピックについ

といいます）は、より良い未来のた

テーマの中から「自由時間」という

ては、家族間で話し合われることも

めに夫婦間で対話を重ねることが重

テーマを選び夫婦会議を行いました

多いでしょう。しかし、例えば家族

要、と「夫婦会議」の重要性を提唱

ので、同ノートの内容に沿って、会

の将来のビジョンのようなふわっと

されています。

議の結果について簡単にご紹介した

した話や、家事の具体的な分担等の

夫婦会議がどのようなものかは前

細やかな話を夫婦間、もしくは家族

回の記事で触れましたので、今回は

いと思います。

【「自由時間」に対する価値観チェック】
Q１. あなたにとって「自由時間」とは？
私
一人で自分の好きなことをする時間、もしくは子供

妻
一人で自分の好きなことをする時間

のことを気にせず夫婦で自由に出かけられる時間
Q２. 「自由時間が欲しい」と感じるのはどんなとき？
私

妻

仕事が忙しいとき。

常に。

週末に家庭の用事や子供のイベントが重なり、自分

いつも家庭でやることがたくさんあり、仮に一人の

のやりたいことができないとき。

時間があっても普段できない家事に充てている。

Q３. 丸一日「自由時間」があったらどこで、誰と、何をしたい？
私
夫婦二人で映画や食事に出かけたい。

妻
一人で撮り溜めたビデオ・映画を見たい。
喫茶店で読書をしたい。
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【Step１「今どうなっている？」】
私

妻

一人の時間は、通勤時間や家族が寝静まった後など

まだ自由時間は取れていないが、子供が小さかった

割と取れている。

頃よりはだいぶマシ。

妻と二人の時間はしばらく取れていない。

以前は子供を寝かしつけるまでのタイムリミットの
中、２倍速で動いていた。
今は以前できなかった細やかな家事ができている分
の満足感はある。

【Step２「理想の状態は？」】
共

通

家族みんなが平等に自由時間を持つことが理想。
妻に負担が偏っているため、家族間でやるべきことを共有し、家族全員で分担する必要がある。（小３の息
子はだいぶ戦力になってきたため、幼稚園年長の娘がもう少し大きくなれば実現可能か）

【Step３「さて、どうする？」】
共

通

・家事を中心にやるべきことを洗い出し、それぞれ家族間で分担する。
・作業の段取りや優先順位も意識し、不要な作業をやっていないか点検する。
・日々やる作業と週末にやる作業とを分ける。
・対応する時間を決める（週末のこの時間はみんなで家のことをやる、とか）。
・大きすぎる変化を求めず、少しずつ変えていく。
いかがでしたでしょうか。私は普

当に時間を確保しております。

話すテーマを明確にし、相手の話を

段からある程度一人の時間が確保で

このように、自由時間を確保でき

最後まで聞き、相手を決して否定せ

きているため、現状にもぼちぼち満

るかどうかは、実際に時間があるか

ず、反対意見を言うときはちゃんと

足しており、できれば夫婦の時間も

どうかだけでなく、個人の性格にも

理由を伝えることが大事だと思いま

取れればと思っている一方、妻は一

大きく左右されることに今回初めて

す。

人の自由な時間が取れていないた

気付きました。これは、夫婦会議と

め、まずは時間を確保したいと思っ

いう今回の場を設けなければお互い

ていることがわかりました。

なかなか気付けなかったことです

また、妻は基本的にまじめでサボ
ることが苦手ですので、やるべきこ

し、これぞ夫婦会議の真骨頂なのか
もしれませんね。

とが終わるまでは自由時間を取らな
いタイプですが、私は隙あらばサボ

最後に、夫婦会議を行う際の注意

るタイプ（笑）ですので、よほど仕

点ですが、お互い忙しく限られた時

事が忙しい場合を除き、普段から適

間だからこそ「時間厳守」で行い、

なんとか前回の冒頭コメントを回
収できたところで、今回は筆を置か
せて頂きたいと思います。本稿をお
読みいただき、うちもぜひ一度夫婦
会議や家族会議をやってみたい！と
思う方がいらっしゃれば幸いです。
（参考サイト）・Logista株式会社HP
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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観劇部 劇団四季観劇会の報告
武田

観劇部の第２回観劇会が2021年３月21日（日）に
開催されました。

宗久

び、ドナの若かりし頃のバンド仲間２人の女、ター
ニャ、ロージー。

京都劇場での劇団四季ミュージカル「マンマ・ミー
ア」の観劇会です。

ソフィは、スカイとの結婚式で父親とバージンロー
ドを歩きたいと思い父親候補の３人を母に無断で招待

今回の観劇会には30名（会員の同行者含む）と多く
の方が参加されました。

するが、３人とも自分が父親と名乗り、決まらず結局
母親にエスコートしてもらい、式を挙げる。が、なん
と母親のドナも今でも惹かれているサムと結婚式を挙
げることになるというストーリー。この間には、結婚
式前夜と当日でのソフィとスカイとの父親のことなど
の会話の場面、ドナと３人の男とが昔話する場面やド
ナとターニャ、ロージーが昔の歌手時代に戻る場面な
どを歌と踊りで演ずるという物語。
音楽は、1970年代に一世風靡し、今も人気のある
「ABBA」のDancing Queen（ダンシング・クイー
ン）、I Have A Dream（夢があるから）、Honey,
Honey（ハニー、ハニー）などのヒット曲であり、観
客を楽しませるとともに笑顔にさせてくれる舞台でし

コロナ禍の開催でしたので、当然、検温、手指消
毒、マスク着用などの感染防止対策が取られ、また、

た。観客は何度もカーテンコールを要求し、出演者の
演技を称えていました。

最前列から４列目までを空席にしていました。客席は
１階席では８割程度埋まっていたと思います。日曜日

観劇終了後には、恒例となっているお茶会は今回も

ということもありますが、さすが人気のある劇団四季

コロナの影響で中止でしたが、私にとっては、コロナ

の公演だと感じました。

禍の中で劇場に出かけるということは、この1年控え
てきましたが、観劇で久しぶりに楽しい時間を過ごせ

ご存知だと思いますが、「マンマ・ミーア」は、

ました。

「（イタリア語）mamma mia!」で、原義は「私のお
母さん」ですが、
God

なんてこった

、英語の

oh my

に相当するとのことです。

この劇は、場所はギリシアのエーゲ海に浮かぶ美し
い小島。主な出演者はそこで小さなホテルを営むシン
グルマザーのドナ、20歳の娘のソフィ、その恋人スカ
イ、ドナの昔の恋人３人の男、サム、ビル、ハリー及
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日 時：2021年４月12日（月）18時〜20時20分
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：34名（オンライン参加19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．「会費免除会員一覧」に記載の会員１名について、診断書（写）を添付の上、病気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．「会費免除会員一覧」に記載の会員３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。
３．「会費免除会員一覧」に記載の会員１名について、診断書（写し）及び申述書を添付の上、介護の為の会
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、「会費免除会員一覧」に記載の会員３名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付
の上、一般事業会社等に勤務の為、会費減額の特例の申請があった。近畿会会費規程第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 日本公認会計士協会近畿会規約の一部改正（案）について
（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

（提案内容）日本公認会計士協会近畿会規約について、下記の規定を一部改正したいとの説明があり、審議の結果
承認された。
（１）近畿会役員の定数に係る規定
（２）近畿会役員会への出席に係る規定

第４号議案 近畿会役員選挙規程の一部改正（案）について
（報 告 者）担当副会長

廣田

壽俊

（報告内容）近畿会役員選挙規程について、下記の規定を一部改正したいとの説明があり、審議の結果承認された。
（１）投票方法に係る規定
（２）選挙執行スケジュールに係る規定

協

議

事

項

第１号 第56事業年度の事業計画案及び予算書案について
（提 案 者）会
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（提案内容）提案者より、第56事業年度の事業計画（「スローガン」及び「基本方針」並びに「重点施策」）につ
いては、2021年２月開催定例役員会にてご了承いただいたところであるが、その事業計画案に基づいて、各
部、各委員会より提出いただいた事業計画案と予算要求書を取りまとめさせていただくとの説明があり、活発
な意見交換がなされた。

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。
この１年はウィズ・コロナの年であったが、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、明るい兆しも出ている。
３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ただただ敬服するばかりである。
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。
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っている。
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るが、情報を的確
に伝えることの難しさを日々実感している。３月20日に実施した、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た。
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
（note）による「ゆる広報部」さらにYouTubeによる発信という新たな取り組みを行っている。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てみたが、残念ながら、撮影日が３月20日の
マナーセミナーの受講前だったので、「ダメなパターン」ばかりとなったが、是非、ご視聴願いたい。
近畿会も新たな取り組みに挑戦している。皆様も３月決算会社の期末監査の繁忙期を迎えられるが、健康に
ご留意の上、ご精進いただきたい。

第２号 理事会報告
（報 告 者）常務理事

安井

康二

（報告内容）報告者より、３月25日開催の常務理事会及び３月26日開催の理事会報告があった。
■会長報告
１．金融庁主催 監査法人との意見交換会
２．会長声明「継続的専門研修の適切な受講について（要請）」の公表
■常務理事会審議事項
１．公共調達の在り方に関するプロジェクトチームからの報告「公共調達の課題と方向性」に関する件
２．租税調査会からの答申『租税調査会研究報告「租税に関する国際的情報交換制度〜その全体像と動
向」』に関する件
３．法規・制度委員会からの答申『法規・制度委員会研究報告第１号「監査及びレビュー等の契約書の作成
例」の改正』に関する件
■常務理事会報告事項
１．Relationship Management Database（RMDB）の運用開始に関する件
■理事会審議事項
１．第56事業年度「正味財産増減に係る予算書」及び「資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書」
（第１次案）に関する件
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■理事会報告事項
１．IFAC加盟各団体の専務理事戦略フォーラム報告に関する件
２．公認会計士制度の在り方の検討状況に関する件

第３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、以下の報告があった。
１．「ゆる広報部企画『北山会長と公認会計士YouTuber小山あきひろ氏との対談』」と公開について
（日

時）2021年３月13日（土）13:00〜16:00

（場

所）近畿会会議室

（テーマ）「夢の対談！公認会計士の未来を語る！」
（公

開）対談内容は、４回分の動画へ編集し、先に小山あきひろ氏YouTubeにて公開済み（公開日：
2021年４月３日、４日、10日、11日）
今後、近畿会のYouTubeでもダイジェスト版を公開予定

２．公認会計士の日セミナー（外部向け）について
（日

時）2021年７月１日（木）14:00〜16:00

（場

所）近畿会研修室とオンライン併用での開催予定

（講

師）石黒

浩氏

大阪大学基礎工学研究科教授（栄誉教授）

ATR石黒浩特別研究所客員所長（ATRフェロー）
（テーマ）アバターと万博と未来社会

第４号 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

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

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、CPE研修計画及び実施結果について報告があった。

第５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

2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会監事の推薦

大阪市

ESCO事業提案評価会議委員の推薦

他３件

第６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、第270回企業財務研究会（近畿財務局当番会）の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年４月９日（金）10:00〜12:00

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（テーマ）「企業財務研究会の在り方について」、「監査報告書等に係る訂正報告書の提出状況等について」
（出席者）近畿会７名、京滋会７名、兵庫会４名、近畿財務局10名
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第７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、社会福祉法人及び所轄庁（市）向け出前研修会の実施について報告があった。
（１）「社会福祉法人会計入門」編
（日

時）2021年４月２日（金）、７日（木）13:30〜15:00

（場

所）オンライン開催《teams利用》）

（テーマ）「社会福祉法人会計の仕組み、決算、計算書類」
※希望があった場合には、後日、録画映像をデータで提供
（出席者）４月２日

社会福祉法人・所轄庁（市）計５名

４月７日

社会福祉法人・所轄庁（市）計７名

（２）「内部統制の実務」
（日

時）2021年４月６日（火）13:30〜15:00

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（テーマ）「内部統制の概略、小規模法人の問題点、収入、支出の内部統制など」
（出席者）社会福祉法人・所轄庁（市）計11名

第８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、大阪弁護士会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３月22日（月）13:30〜16:30

（場

所）近畿会研修室（オンライン併用<Teams利用>）

（テーマ）「海外の不正調査について（①新興国における不正調査実施時の留意事項、②中国現地法人におけ
る事例を中心に）
（出席者）会員等37名、弁護士11名

第９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、以下について報告があった。
１．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
（日

時）2021年３月24日（水）19:00〜21:00

（場

所）近畿会研修室（オンライン併用<Teams利用>）

（テーマ）「『最新ICT動向』〜新しいビジネスを創り出すICTの可能性〜」
（出席者）会員15名、ISACA会員64名
２．大阪弁護士会との共催研修会の実施結果について
（日

時）2021年３月30日（火）18:00〜20:00

（場

所）大阪弁護士会館（オンライン併用<Zoom利用>）

（テーマ）「デジタル・フォレンジック実務研修」
（出席者）会員34名、大阪弁護士会会員22名

第10号 近畿実務補習所運営委員会報告
（報 告 者）近畿実務補習所運営委員会副委員長

谷間

薫

（報告内容）報告者より、実務補習所入所状況について報告があった。
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2021年度

北山久恵会長活動報告

Topics

会長任期の最終年度を迎えました。現在、第56事業年度の事業計画案と予算案を作成しており、３年間の総括をできるような活動
をしていきたいと考えています。しかしながら、４月25日から新型コロナウィルスの感染拡大防止のため３回目の緊急事態宣言が発
令されました。この１年もウィズ・コロナでの活動となりそうですが、この時だから取り組めるような新たなチャレンジをしていき
たいと思います。
①６月５日「監査の質に対する規制」研修会（鳥羽至英教授基調講演）、６月８日「地方創生・中小企業支援」シンポジウム（大阪
弁護士会、近畿財務局との共催）、７月１日「公認会計士の日」のセミナー（石黒浩氏講演−アバターと万博と未来社会−）の開
催を予定しており、コロナ感染状況をみてオンラインによる開催の方向で検討しています。６月25日開催の近畿会定期総会後の記
念交流会は中止せざるを得ないと判断しましたが、後日、会員間の交流の場を設定したいと考えています。
②JICPＡカンファレンス（収録）は４月13日、17日にオンラインで配信され、「品格ある活発な資本市場の形成への貢献」をテーマ
に、公認会計士の使命と各界からの期待に関して充実したディスカッションが行われました。eラーニング化されますので、是
非、受講してください。
③本部正副会長の合宿で●公認会計士制度・監査制度の将来●本部と地域会との関係の在り方●公認会計士会館の将来●公認会計士
業界の人材確保と育成の在り方●公認会計士及びJICPAのブランディング●税務業務と公認会計士の関係の在り方等をディスカッ
ションし、「ビジョンペーパー2022」を作成することになりました。2007年ビジョン・ペーパーを参考として、2030年を展望して、
公認会計士協会のミッション・ビジョン・バリューを提示し、環境認識・JICPAが直面するリスクと機会・戦略領域・目標設定・具
体的施策をより分かりやすく整理します。現在実行中の施策を含む実行すべき施策について目的・具体的内容・実行時期を明記す
るとともに、次期役員が引き継ぎやすい明瞭な内容とし、次の執行部の中期ビジョン策定に資するものを目指します。案がまとま
りましたら報告いたしますので、皆様のご意見を頂きたくよろしくお願いいたします。

日

付

曜日

時

間

所

本部

理事会

日本公認会計士協会（オンライン）

15:30〜17:00

本部

理事懇談会

日本公認会計士協会（オンライン）

金

3月27日

土

9:00〜18:00

3月28日

日

9:00〜14:30

3月29日

月
火

場

10:00〜15:30

3月26日

3月30日

会務の内容

本部正副会長合宿

KKRホテル東京

16:00〜17:00

本部会長と地域会会長との情報交換（兵庫会会長）

日本公認会計士協会（オンライン）

13:00〜15:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

15:00〜16:00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜12:00

本部

日本公認会計士協会

15:30〜17:00

会計教育研修機構理事会

大手町フィナンシャルタワー

13:00〜14:30

実務補習所運営に関する情報交換

日本公認会計士協会（オンライン）

第56事業年度予算個別折衝

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:30

近畿会業務改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

財政構造改革PT

経営会議

3月31日

水

4 月 1 日

木

4 月 2 日

金

4 月 6 日

火

13:30〜15:30

総務打合せ会

日本公認会計士協会（オンライン）

4 月 7 日

水

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会

14:00〜15:00

本部

地域会担当

15:00〜16:00

予算特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

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

17:00〜19:00

本部

公認会計士制度PT

日本公認会計士協会（オンライン）

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

13:00〜15:00

本部

大手監査法人代表者との情報交換

日本公認会計士協会（オンライン）

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（オンライン）

14:30〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（オンライン）

4月12日

月

9:30〜17:30

打ち合わせ

日本公認会計士協会（オンライン）

4月13日

火

4月14日

水

4月15日

木

4月16日

金

10:00〜17:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（オンライン）

4月17日

土

16:00〜20:00

本部

JICPAカンファレンス

日本公認会計士協会（オンライン）

4月20日

火

13:30〜15:30

本部

相談役会との情報交換

日本公認会計士協会（オンライン）

4月21日

水

10:00〜1130

本部

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

4月22日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会
(作成月日:2021年４月23日)
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

家庭の金銭学

シャム・サンダー 著
徳賀芳弘・山地秀俊 監訳
株式会社税務経理協会 刊
定価2,970円（税込）

リック・イーデルマン［原著］
方波見 寧［日本版編著］
一般社団法人 金融財政事情研
究会 刊
定価3,300円（税込）

大久保 和孝 著
第一法規株式会社 刊
定価2,420円（税込）

組合員特価

組合員特価

（送料別）

（送料別）

組合員特価

（送料別）

本書は、会計基準と社会規範
を多面的・多角的に解き明か
し、「より良い財務報告とは何
か？」という会計研究コミュニ
ティの関心をいくつかのより大
きな会計問題へとシフトしよう
と試みた書籍である。

（送料別）

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

延べ120万人に及ぶ顧客に、
ブレないアドバイスを提供し
てきた米国を代表する独立系
ファイナンシャル・プラン
ナーの名著『The Truth About
Money』に、日本の諸制度へ
の適用とコロナ危機下での活
用法を付加した、一家に一冊
の お金の常備薬 。

コンプライアンスリスクに対する
リテラシーの高い組織をつくる

信託の全景〜法務・税務・活用〜

財務報告の再検討

定価より15％引き

企業不祥事を予防したい経
営者・管理職・コンプライア
ンス部門を対象にリスクが多
様化するこれからの時代の不
祥事予防策として有効である
「組織のコンプライアンスリ
スクへのリテラシーを高める
方法」について解説。

安井 和彦・増渕 実 共著
税務研究会 出版局 刊
定価3,300円（税込）
定価より15％引き

信託税制での分類も数多く
あり、課税関係が複雑になって
いることから、信託の取扱いに
は細心の注意が必要です。本書
は、信託に関する取扱いを税務
の視点で、体系的・網羅的に解
説をしています。

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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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

3,630

34

3,664

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

30

783

計

合計

826

4,490

（2021年３月31日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
柿内

３月23日付

彩

入会者
西田

３月23日付

和子 （会

員）

延原

祐輔 （会

会員名簿記載事項の変更

員）

３月２日〜24日

【事務所】
小窪

慎吾 （会

員）

土井

貴達 （会

員）

吉田

由佳 （会

員）

矢倉

幸裕 （会

員）

秋山

誠

（会

員）

篠藤

敦子 （会

員）

金子

雅彦 （会

員）

田中

秀樹 （会

員）

佐川

輝

（会

員）

飯田

みのり（四号準会員）

島村

修平 （会

員）

岩井

萌

（四号準会員）

【自宅】
安岐

厚輝 （会

員）

篠原

孝之 （会

員）

金井

吉光 （会

員）

柴田

年和 （会

員）

鎌田

拓

（会

員）

金海

景彬 （会

員）

中谷

浩一 （会

員）

駒井

信哉 （会

員）

牧野

和子 （会

員）

中尾

裕磨 （会

員）

大石

景子 （会

員）

檜垣

秀治 （会

員）

鬼塚

彩香 （会

員）

下口

玄佳 （四号準会員）

鬼塚

渉

（会

員）

金海

由季絵（四号準会員）

木下

昌久 （会

員）

竹内

敬太 （四号準会員）

矢野

佑樹 （会

員）

増南

津与志（会

員）

吉田

徹

（会

員）

三宅

大佳 （会

員）

中村

哲也 （会

員）

柿内

彩

（四号準会員）

転入者

３月４日〜25日

土井

志菜 （会

員） 東 京 会 よ り

藤田

咲

（会

員） 東 京 会 よ り

山本

高宏 （会

員） 京 滋 会 よ り

土方

玲子 （会

員） 兵 庫 会 よ り

雨河

竜夫 （会

員） 東 京 会 よ り

田中

佐久真（会

員） 京 滋 会 よ り

中村

貴之 （会

員） 四 国 会 よ り

大崎

力示 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

九鬼

祐哉 （四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

３月４日〜25日

北岡

健太郎（会

員） 兵

中村

亮太 （会

員） 神 奈 川 県 会 へ

野口

敦司 （会

員） 東

京

会

へ

古村

貴史 （会

員） 中

国

会

へ

野村

洋平 （会

員） 東

京

会

へ

原

卓朗 （会

員） 東

京

会

へ

本出

一正 （会

員） 兵

庫

会

へ

汲田

健一 （会

員） 東

京

会

へ

原田

絵理 （会

員） 京

滋

会

へ

増田

享弘 （会

員） 東

京

会

へ

三木

創太 （四号準会員） 東

京

会

へ

旭

裕一 （四号準会員） 東

京

会

へ

庫

会

へ

退会者
中島

綾子 （会

員） ３ 月 2 3 日 付

事務局だより
【弔事】
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・会員 平田 育也氏
2021年３月24日ご逝去
・会員 黒崎 宏氏
2021年４月22日ご逝去
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満81歳
満68歳

・会員 長瀬 耕治氏のご尊父 祐策様
2021年３月31日ご逝去 満76歳

業

務

廃

止

【寄贈図書】
■会計監査六法 2021年版
金融会計監査六法 2021年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
共
編 日本公認会計士協会／企業会計基準委員会
発
行 日本公認会計士協会出版局
■非営利法人会計監査六法 2021年版
学校法人会計監査六法 2021年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

■有価証券報告書の作成要領（2021年3月期提出用)
寄 贈 者 公益財団法人 財務会計基準機構
編集・発行 公益財団法人 財務会計基準機構
■有価証券報告書記載例基本編（連結あり）2021年版
有価証券報告書記載例基本編（連結なし）2021年版
有価証券報告書記載例留意事項編 2021年版
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
■ケネディを殺した男
寄 贈 者 伊藤裕幸
著
者 ロジャー・ストーン
翻
訳 伊藤裕幸
発
行 株式会社幻冬舎

■監査実務指針集 五訂版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

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。

日本公認会計士協会近畿会

第55回定期総会開催のお知らせ
開催日時

2021年６月25日（金）

第55回定期総会

午後１時30分〜午後４時30分

協会本部会務報告

午後４時30分〜午後５時30分

会員の声を聞く会

午後５時30分〜午後６時

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予定を変更する場合があります。
開催場所

日本公認会計士協会近畿会

研修室

※当日、会場の模様をオンラインによるライブ配信を予定しています。
当日は、適切な感染予防策を講じた上での開催としますが、集団感染予防において「三密」を避けること
が有効な手段とされていることから、ご来場は極力お控えいただき、事前の議決権行使をお願い申し上げま
す。また、「記念交流会」は開催致しません。

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い
近畿会第55回定期総会から電子的方法（インターネット）による議決権の行使が始まります。また、近畿会では、研
修会、厚生行事及び地区会行事等の開催案内について、リアルタイムでメール配信を行っております。協会・近畿会か
らの各種情報等を受信いただくために、会員メールアドレス（メールの転送設定を含む）のご確認をあらためてお願い
します。
なお、現在の登録状況の確認・設定は、協会ウェブサイトの会員マイページから可能です。会員マイページを閲覧す
るためには、ＩＤ及びパスワードが必要となりますので、こちらにつきましてもご確認をお願いします。
ご不明な点がございましたら、【日本公認会計士協会 会員登録グループ】までお問合せください。

TEL：03-3515-1122

E-Mail：kaiin@jicpa.or.jp
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編集後記

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

中日本五会研究大会は２年連続での完全オンライン開催となりまし

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

た︒発表テーマも︑コロナ禍やＩＴなど激動する環境をテーマにした

③経営・財務に関するコンサルティング

ものが多く︑大きな禍による価値観の転換がいままさに進行していま

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

す︒監査をはじめ︑仕事も日常生活も大きく変化し︑繰り返される波

②株式上場支援業務

と対応に︑もう﹁以前と同じ﹂には戻らないことを感じます︒

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

中日本五会研究大会では︑発表される研究内容そのものにも興味
はあり︑大変勉強になるのですが︑当日久しぶりにお会いする
方々︑特に近畿会以外の方々と情報交換をしたり旧交を温めたりと
いった研究発表以外の時間がとても楽しみでした︒研究発表にして
も︑休憩時間に発表後の講師の先生を見つけて︑挙手して質問する
ほどではないけれど …
といった疑問や意見などをお話して意外な気
付きをいただいたり︑会場に集まった人たちのちょっとした立ち話
から新たな企画が生まれたりと︑正規の時間以外の時間がとっても
有用だったのだなということを実感しています︒研究発表はオンラ
インでも支障なく開催され︑勉強できました︒でもこうした見えな
い貴重なものが失われていることへのフォローはなく︑喪失感があ
るばかり︒非常勤講師をしている大学でも︑オンデマンドで動画授
業は作成し︑履歴で学生が動画を見たことは表示され︑レポート返
信を見れば学習成果は判断できます︒ちゃんと授業はできています
が︑授業終わりに﹁授業と関係ないちょっとした質問﹂を聞くこと
もなく︑学生同士のディスカッションや︑授業の前後にかわす日々
のたわいない雑談から生まれるであろう貴重な経験が失われている

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

大阪事務所

仰星監査法人

2

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

査

「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計
14:50〜17:00 監

のではないかと︑案じています︒対面授業で大学に来ていても︑離

梨岡英理子︶

上の留意点」

研修室参集
2

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

査

「最近の照会事項」企業会計・監査
4 月 2 0 日 13:00〜14:30 監

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

1

「最近の照会事項」倫理
11:00〜12:00 倫理等

れてぽつぽつ座る学生は︑とても静かです︒
突然のコロナ禍から１年︑目に見える部分の代替はある程度の形
になってきたように思います︒しかしながら見えない部分は失われ
ていくばかり︒次は︑見えない部分の代替についても考えていくス
テージなのかなと思います︒コロナと戦いつつ新しい時代を創らな
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

19040

MAY 2021

40

ければならないのです︒でも代替はきっともう芽生えているでしょ
う︒本誌もその一つでありたいです︒

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

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
2

計 「2021年3月期の会計・監査上の主な改正点と開示
4 月 1 5 日 13:30〜15:30 会

師
講
単位

開催方法
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

研修会テーマ
分野
間
時
実施月日

近畿会開催CPE研修会 2021年4月実績
2021年度

研究・CPE 研修部

2021 年度
スキルアップセミナー概要
研究・CPE研修部では、新たな時代を切り拓く魅力ある公認会計士人材の育成の一環として、中堅・若手公認会計士
をターゲットにした、業務に役立つコンサルティング力を高めるための研修を開催しております。
今年度は、「戦略立案・構想」、「情報収集分析」、「問題解決」、「コミュニケーション」、「プロジェクトマネ
ジメント」をテーマにセミナーの開催を企画しておりますので、ご興味のある方はご参加ください。なお、スキルアッ
プセミナーは、知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、20
人前後の定員を設けております。
各セミナーの詳細や申込み方法は、改めてご案内いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

（スキルアップセミナー概要）
開催時期（予定）
戦略
立案・構想

情報収集

開催時間

実施形態

プログラム

2021年８月

３時間×２回

未定

ビジネスモデルとアカウンティング

2021年９月

３時間×２回

未定

ファイナンス

2021年11月

３時間×２回

未定

アカウンティングと意思決定

2022年２月、３月

２時間×２回

未定

経営戦略

2021年６月、７月

２時間×２回

Zoom

テクノベート・ストラテジー

分析

検
2021年12月、

問題解決

コミュニ
ケーション

討

未定

経営視点の問題解決

2022年２月

３時間×２回

未定

クリティカルシンキング

2021年６月、７月

３時間×２回

Zoom

パワーと影響力

2021年９月、10月

３時間×２回

未定

ファシリテーション

2021年12月

３時間×２回

未定

リーダーシップ

プロジェクト
マネジメント

検

討

備考

（株）グロービス

（株）グロービス

前年度
実 施
前年度
実 施

中

２時間×２回

2022年１月

実施業者

（株）グロービス

（株）グロービス

前年度
実 施

前年度
実 施

中

※現時点での予定のため、変更する場合があります。

（注意事項）
・（株）グロービスのセミナーは、いずれも学習内容を前編・後編と分けており、両日参加を前提とします。
・（株）グロービスのセミナーは、各回受講前の事前学習を前提として進めていきます。
・受講が確定しましたら、必ずご出席ください。受講申込みをキャンセルされる場合は、ご連絡をお願いいたし
ます。ご連絡なくキャンセルされた場合、今後のスキルアップセミナーへのお申込みをお断りする場合があり
ます。
・ディスカッションを交えた参加型の研修のため、各回定員を設けています。定員を超えたお申込みがあった場
合、受講動機を記載された方を優先して受付けさせていただきます。
・セミナー終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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研修会のご案内（2021年６月〜７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６月５日(土) 13:00〜17:30

監 査 『監査の質に対する規制』に関する研修会
企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

3002

４

画 監査会計委員会

鳥羽至英 氏、近畿会会長 北山久恵 氏、慶應義塾大学 永見 尊 氏、
一橋大学 福川裕徳 氏、本部主任研究員 関川 正 氏、近畿会副会長 安井康二 氏、
監査会計委員長 柴原啓司 氏、
司会・進行 甲南大学 内藤 文雄 氏
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
講

師 国際教養大学

昨年２月、鳥羽至英教授科研研究会（以下、研究会という）との共催にて『財務諸表監査の質を巡る規制のあり方研究会』を開催し、我
が国の監査規制やプロフェッション教育の現状について熱い議論が交わされました。その後、研究会の成果を『監査の質に対する規制〜
監査プロフェッションVS行政機関〜』として纏められ、12月に国元書房より出版されています。当研修会では、研究会の問題意識およ
び同書の内容に基づき、我々公認会計士がどのように考え行動すべきかについて、研究会メンバーと実務家が議論を深め、今後の研究や
制度のあり方等について考察します。

2021年７月３日(土) 14:00〜15:30

これからの時代に求められるCPAの在り方 第１回（全４回）
企

画 京滋会

講

師 松本

研修コード 履修単位
Online
京都経済センター
（Teams）
参集

5001

２

経営委員会・税制税務委員会
直人 氏（フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長）
会 場 京都経済センター６階 ６−Ｃ + Microsoft Teams
定 員 京都経済センター：70人
新型コロナウイルスの影響によって、今までの価値観や人やビジネスにおける状況は大きく変わりつつあります。また、風の時代と称さ
れるように個人の生き方や働き方が大きく見直され、CPA業界においても変化が求められています。そこで、今年度は様々な業界で活
躍されている方を講師としてお招きし、全４回に分けて開催を予定し、各分野のこれからの在り方や価値観を学と共に、CPAに求めら
れる能力や在り方についてお話頂きます。
※この研修会は京滋会主催研修会のため、研修会に関する問い合わせは京滋会事務局までお願いいたします。
電話番号：075-211-5061

2021年７月６日(火) 14:00〜16:00

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

「資本市場の期待するダイバーシティと現実」
企

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 岩田

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6101

２

宜子 氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 代表取締役）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

コーポレートガバナンス・コードの改訂案が発表されました。今回の特徴は、プライム市場創設をにらんだガバナンスの深化とサスティ
ナビリティへの意識をもつよう促していることです。これを踏まえて、本講義では、
・前首相の発言から見る日本での女性役員が進まない背景
・なぜダイバーシティが必要と資本市場を考えるのか
・期待される女性役員
・先行する金融機関出身の社外取締役
等をお話し、資本市場の期待するダイバーシティと現実、また、すでに見えてきた問題点を指摘したいと思います。
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近畿会主催研修会
2021年６月17日(木) 18:30〜20:00

研修コード 履修単位

中堅・若手会計士委員会研修会

若手会計士のための決算書分析
〜ベテラン会計士が開発した分析ツールを用いて〜
企

画 中堅・若手会計士委員会

講

師 戸奈

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修室参集

Online
（Teams）

5001

２

常光 氏（公認会計士・税理士）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

若手会計士の多くは監査法人に所属し、上場企業等の監査を実施しているかと思います。多くの方は自分が担当する勘定科目を中心に監
査を行っており、被監査会社全体を見て監査を実施することはなかなか難しいことかと思います。そこで、決算書の図形分析ツール
（GFS）の普及に取り組んでおられる戸奈常光先生をお招きし、具体的なツールを用いた研修を行ってもらい、全体を見る目を養って
いただけたらと思います。
（講師紹介）
外資系会計事務所で10年間、その後、大手監査法人で30年間上場企業の監査に従事。退職後、個人事務所を開設。個人事務所を後継者
に承継し、原点であるスモールビジネスの会計・税務・ITに特化するとともに決算書の図形分析ツールの普及に取り組む。システム監査
技術者、ITコーディネータ。

2021年６月26日(土)・７月10日（土）
両日ともに9:30〜12:30（15分前にログイン）

スキルアップセミナー

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

人・組織を動かすための戦略的プロセス
〜上司・部下・他部門・顧客を巻き込むスキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 李

会

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

定

員 25人

哲海 氏（株式会社グロービス講師）
※定員を超えたお申込みがあった場合、受講動機を記載された方を優先してお申込みを受付けさせていただきます。

9201

各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：5月21
日（金）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

当研修は、公式権限や合理的判断に基づく指示といったものだけでなく、感情的・本能的な人間の反応（行動）のメカニズムを踏まえた
働きかけにより、周囲の人を巻き込むスキルを強化することを目指します。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講前の事前学習を前提として
進めて行きます。

2021年６月30日(水)・７月14日（水）
両日ともに18:30〜20:30（15分前にログイン）

スキルアップセミナー

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

テクノベート時代に起きる企業戦略の変化
〜顧客ビジネスの未来を共創する〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 小川

会

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

定

員 25人

智子 氏（株式会社グロービス講師）
※定員を超えたお申込みがあった場合、このセミナーを初めて受講される方、受講動機を記載された方を優先して
お申込みを受付けさせていただきます。

9101

各２

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：5月21
日（金）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

当研修は、経営視点で競争戦略を考え抜き、ストラテジック・マインドを醸成することをコンセプトとしています。VUCA時代の環境変
化によって、企業のビジネスモデルや提供価値にどんな変化が起きるのか、ディスカッションを通して経営環境分析や戦略立案を行うた
めの基本概念や主要論点を基礎から体系的に押さえることを目的とします。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講前の事前学習を前提として
進めて行きます。
※昨年9月に実施した研修と同内容です。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

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