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監査会計委員会研修会報告

2021年３月期の会計・監査上の主な
改正点と開示上の留意点
監査会計委員会

副委員長 （講師）

山添

清昭

2021年４月15日（木）午後１時30

する会計基準」等が、2018年３月

分から３時30分までの時間で、近畿

30日付けで公表されるとともに、

一方、監査に関連する改正・公表

会の監査会計委員会主催の研修会

②「時価の算定に関する会計基準」

としては、2018年７月５日付け

「2021年３月期の会計・監査上の主

等が、2019年７月４日付けで公表

「監査基準」の改訂がされ、監査報

な改正点と開示上の留意点」を行い

され、いずれも当期において早期適

告書に「監査上の主要な検討事項

ました。本セミナーは、新型コロナ

用できます。さらに、2020年３月

（KAM）」の導入がされます。さ

感染症（COVID-19）の対応で、近

31日付けで、③「収益認識に関す

らに、2020年11月６日付け「監

畿会の研修室とWebの併用での開催

る会計基準」等の改正、④「会計上

査基準」が改正され、公認会計士の

で、参加者は、会場での参加者28名

の見積りの開示に関する会計基

監査報告書に「その他の記載事項」

とWebでの参加者46名の計74名でし

準」、⑤「会計方針の開示、会計上

の区分新設や、リスク・アプローチ

た。期末の監査に向けた内容ですの

の変更及び誤謬の訂正に関する会計

の強化に向けた内容を盛り込んだ改

で、ご参考にしていただければと思

基準」がそれぞれ公表されていま

訂が行われ、2021年３月期において

います。

す。④と⑤は、当期から適用がされ

早期適用可能となっています。ま

セミナーで説明した内容を中心

ます。さらに、⑥「LIBORを参照

た、日本公認会計士協会より、

に、報告します。なお、文中の意見

する金融商品に関するヘッジ会計の

2021年１月７日付けで、会長声明

や解釈は、講師の私見によるもので

取扱い」が2020年９月29日付け

「緊急事態宣言の発令に対する声

あることを申し添えます。

で公表され、公表日以後適用すると

明」が公表されており、留意が必要

されています。また、⑦「取締役の

であります。

留意が必要です。

１．2021 年３月期の会計・監査上の
主な改正点と実務上の留意点

報酬等として株式を無償交付する取

これら、改正項目等について、実

引に関する取扱い」が2021年１月

務上の留意点について解説をしまし

本セミナーの前半では、2021年３

28日付け公表され、2021年３月１

た。以下にセミナーで説明した主な

月期の主な改正点を整理し、その内

日以後に生じた取引から適用すると

内容と、2021年３月期の実務上の主

容を説明しました。

されています。

な留意点を次頁の【図表１】に記載

2021年３月期においては、会計処

これら新基準や新取扱いは、2021

理の改正として、①「収益認識に関

年３月期に影響のあるものであり、

していますので、ご参考にしてくだ
さい。
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【図表１】2021年３月期の会計・監査上の主な改正点と実務上の留意点
テーマ

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2021年３月期の実務上の主な留意点

Ⅰ．2021年３ （１）会計基準等の改正
月期におけ

１．「収益認識に関する会計基準」等の

・収益認識会計基準が、企業会計基準より、2018年３

る会計・監

公表（企業会計基準第29号、企業

月30日付けで公表され、当期早期適用される会社

査上の主な

会計基準適用指針第30号、2018

は、特に留意が必要です。

改正点

年３月30日付け公表）
（改正内容は、下記Ⅳ.１〜５で解説）

・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首からいよいよ適用が強制されますので、
留意が必要です。

２．「時価の算定に関する会計基準」

・時価算定会計基準では、IFRS第13号「公正価値測

（以下「時価算定会計基準」とい

定」の定めを基本的にそのまま取り入れ、時価（公

う）等公表（企業会計基準第30

正価値）の定義や算定方法等を定めることとされ、

号、企業会計基準適用指針第31

時価の算定方法について、「評価技法」と「イン

号、2019年７月４日公表）

プット」を組み合わせた算定方法が定められまし

（改正内容は、下記Ⅱで解説）

た。算定された時価は、インプットのレベルによっ
て、「レベル１」から「レベル３」に分類され、レ
ベル区分別の開示（注記）が求められることになり
ます。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から適用するとされています。また、
2020年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業
年度に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用
することができるとされていますので、早期適用さ
れる会社は、留意が必要です。

３．「収益認識に関する会計基準」等の

・2018年の収益認識に関する会計基準においては、注

改正（企業会計基準第29号、

記について、2018年会計基準を早期適用する場合の

2020年３月31日改正）

必要最低限の注記のみ定め、2018年会計基準が適用

（改正内容は、下記Ⅳ．６で解説）

される時までに、注記事項の定めを検討することと
されていました「注記と開示」の部分について、今
回の改正で取扱いが定められました。
・2020年に改正した本会計基準は、2021年４月１日以
後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適
用するとされています。また、2020年４月１日以後
開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期
適用することができますので、早期適用される会社
は、留意が必要です。

４．「会計上の見積りの開示に関する会

・見積開示基準は、IAS第１号「財務諸表の開示」第

計基準」（以下「見積開示基準」と

125項の「見積りの不確実性の発生原因」の定めを参

いう）の公表（企業会計基準第31

考にしています。開示の目的は、「当年度の財務諸

号、2020年3月31日公表）

表に計上した金額が会計上の見積りによるもののう

（改正内容は、下記Ⅲで解説）

ち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク
がある項目における会計上の見積りの内容」につい
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テーマ

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

01

2021年３月期の実務上の主な留意点
て、利用者の理解に資する情報の開示とすることと
しています。したがって、何を開示対象とするか、具
体的にどこまで開示するかの点に、留意が必要です。
・本見積開示基準は、2021年３月31日以後終了する連
結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸
表及び個別財務諸表から適用するとされていますの
で、留意が必要です。

５．「会計方針の開示、会計上の変更及

・会計方針の開示等に関する会計基準の改正では、関

び誤謬の訂正に関する会計基準」の

連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用し

改正（企業会計基準第24号、

た会計処理の原則手続を重要な会計方針として開示

2020年3月31日改正）

することが求められます。関連する会計基準等が明
らかな場合は、従来の事務への影響はないと考えら
れます。
・重要な会計方針の例としては、「有価証券の評価基
準及び評価方法」や「引当金の計上基準」など、企
業会計原則注解（注１−２）の定めを引き継いでい
ます。また、会計基準等の定めが明らかであり、会
計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続
が認められていない場合には、会計方針に関する注
記を省略できるとされています。
・2020年に改正された本会計基準は、2021年３月31日
以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から
適用するとされていますので、留意が必要です。

６．「LIBORを参照する金融商品に関

・ロンドン銀行間取引金利 （London Interbank Oﬀered

するヘッジ会計の取扱い」の公表

Rate。以下「LIBOR」という。）の公表が2021年12

（実務対応報告第40号、2020年

月末をもって恒久的に停止され、LIBORを参照して

9月29日公表）

いる契約においては参照する金利指標の置換が行われ
る可能性が高まっています。LIBORは５つの主要な
通貨について公表されており、LIBORを参照する取
引は広範に行われているため、金利指標改革により多
くの取引に影響が生じる可能性があります。LIBOR
を参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ
会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかに
するために、本実務対応報告が公表されました。
・本実務対応報告は、公表日以後適用することができ
るとされています。ただし、公表日より前にヘッジ
会計の中止又は終了が行われたヘッジ関係には、第
17項を除き適用することができません。本実務対応
報告を適用するにあたっては、ヘッジ関係ごとにそ
の適用を選択することができます。
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テーマ

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2021年３月期の実務上の主な留意点

７．「取締役の報酬等として株式を無償

・2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法

交付する取引に関する取扱い」の公

律」（令和元年法律第70号。以下「改正法」とい

表（実務対応報告第41号、2021

う。）により、「会社法」第202条の２において、金

年1月28日公表）

融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引
所に上場されている株式を発行している株式会社
が、取締役等の報酬等として株式の発行等をする場
合には、金銭の払込み等を要しないことが新たに定
められました。本実務対応報告は、前項に記載した
取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しない
で株式の発行等をする場合における会計処理及び開
示を明らかにすることを目的としています。
・本実務対応報告は、改正法の施行日である2021年３
月１日以後に生じた取引から適用されます。なお、
その適用については、会計方針の変更には該当しな
いので、ご留意ください。

（３）監査基準等の改正
１．「監査基準」の改訂と「監査上の主

・金融庁から、2018年７月５日付け、「監査基準」の

要な検討事項（ＫＡＭ）」の導入

改訂が公表され、公認会計士の監査報告書に「監査上

（2018年7月5日公表）

の主要な検討事項（Key Audit Matters: KAM）」

（改正内容は、下記Ⅳで解説）

（以下、「KAM」という。）の記載が新たに設けら
れるとともに、監査報告書の記載内容の明確化や充
実を図る観点からの改訂が行われました。
・これら改正のうち、KAMについては、2021年３月期
に係る財務諸表の監査から適用するとされています
ので、留意が必要です。

２．「監査基準」の改訂（2020年11
月6日公表）

・金融庁より、2020年11月６日付け、「監査基準」の
改訂が公表され、公認会計士の監査報告書に「その
他の記載内容」の区分新設や、リスク・アプローチ
の強化に向けた内容を盛り込んだ改訂が行われまし
た。
・「その他の記載内容」の区分新設については、2022
年３月決算に係る財務諸表の監査から適用されま
す。ただし、2021年３月決算に係る財務諸表の監査
から適用することを妨げない（早期適用可）とされ
ています。
また、リスク・アプローチの強化については、2023
年３月決算に係る財務諸表の監査から適用するとさ
れています。ただし、それ以前の決算に係る財務諸
表の監査から適用することを妨げない（早期適用
可）とされています。
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テーマ

01

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）

2021年３月期の実務上の主な留意点

３．日本公認会計士協会より会長声明

・日本公認会計士協会より、2021年１月７日付け、会

「緊急事態宣言の発令に対する声

長声明「緊急事態宣言の発令に対する声明」が公表

明」公表（2021年1月7日公表）

され、当協会は会員・準会員に対し、政府及び地方
自治体の要請に従った適切な行動を取るよう要請す
るとされています。
・監査に携わる会員・準会員には、進行年度の監査の実
施に当たって、これまでのコロナ禍における監査の経
験を活かすとともに、被監査会社と適時・適切にコ
ミュニケーションをとって、業務の継続に努めるよう
お願いしますとされています。また、監査の品質を維
持するために、昨年、当協会が公表した「新型コロナ
ウイルス感染症に関連する監査上の留意事項」及びリ
モートワーク下での監査業務に関する留意事項を活用
するようお願いしますとされています。

Ⅱ．「時価の算
定に関する
会計基準」

１．新基準の概要
・時価が「出口価格」であるとことが
明確にされた

・時価算定に関する会計基準の開発にあたっての基本
的な方針として、国内外の企業間における財務諸表
の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号

の内容と適

・評価技法とインプットを用いた算定

「公正価値測定」の定めを基本的にすべて取り入れ

用上の留意

・適用時期について

ることとなりました。

点

・時価算定会計基準では、時価の算定方法として、
「評価技法とインプットを組み合わせて算出する」
とされ、「時価のレベル別に内訳等を開示」するこ
とが求められます。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から適用するとされています。また、
2020年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業
年度に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用
することができるとされていますので、早期適用さ
れる会社は、留意が必要です。

Ⅲ．「会計上の
見積りの開

１．新基準公表のねらい
２．本会計基準の概要

・新基準では、「当年度の財務諸表に計上した額が会
計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表

示に関する

・開発にあたっての基本的な方針

に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別す

会計基準」

・会計上の見積りの開示目的

る」とされています。識別した結果、「重要な会計

について

・開示する項目の識別

上の見積り」の注記が求められます。

・注記事項

・2020年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業

・個別財務諸表における取扱い

年度に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用

・適用時期及び経過措置

することができるとされていますので、早期適用さ
れる会社は、留意が必要です。
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テーマ
Ⅳ．「収益認識
に関する会
計基準」の

研修の内容
（主な基準等の改正点に下線を記載）
１．新基準公表のねらい
２．収益認識会計基準の基本的な方針に
ついて

内容と適用

・連結財務諸表に関する方針

上の留意点

・個別財務諸表に関する方針
３．原則的な取扱い
・収益認識の５段階のステップ

Ⅴ．会社計算規
則の改正に
ついて

2021年３月期の実務上の主な留意点
・新基準では、財務諸表間の比較可能性の観点から、
IFRS第15号の基本的な原則を基本的にすべて取り入
れるとされており、また、適用上の課題に対応する
ために、代替的な取扱いが公表されています。
・2020年3月31日で、収益認識基準が改正され、「注記
と開示」の部分の取扱いが明確にされました。ま
た、収益の認識の「表示」についても、その「科

４．代替的取扱い

目」、「金融要素の影響の区分の要否」、「契約資

５．収益認識会計基準の実務への影響

産と債権」等の取扱いが定められたので、留意が必

６．2020年改正の内容

要です。

１．「収益を理解するための基礎情報」
等を注記

・法務省は、2020年８月12日付けで、「会社計算規則
の一部を改正する省令」（令和２年法務省令第45

①収益認識に関する注記

号）を公布し、同日から施行されています。今回の

②重要な会計方針に係る事項に関する

主な改正内容は、企業会計基準委員会が改正した

注記

「収益認識に関する会計基準」や、「会計上の見積

③会計上の見積りに関する注記

りの開示に関する会計基準」等に対応するもので、

２．改正後の会社計算規則の注記

「収益認識に関する注記」のほか、「会計上の見積
りに関する注記」等が追加されました。
・会社計算書類規則に基づく「連結注記表」、「個別
注記表」の記載に留意が必要です。

Ⅳ．「監査基
準」の改訂

１．監査基準の改訂のねらい
２．KAMについて

・KAMとは、「当年度の財務諸表の監査の過程で、監
査役等と協議した事項のうち、職業専門家として当

の内容と適

（１）KAMとは何か

該監査において特に重要であると判断した事項をい

用上の留意

（２）KAMの決定プロセス

う」とされていますので、KAM導入によりこれまで

点について

（３）監査報告書のＫＡＭについて記

以上に監査役等と監査人との連携が重要となるもの

載すべき事項
３．KAM以外の監査報告書の記載事項
の見直し

と考えられます。
・2019年７月18日付けで、監査基準委員会報告書第６
号「監査報告書に係るＱ＆Ａ」が公表されています。

４．適用時期について

新しい監査報告書の実務の定着を支援する報告書で

５．KAMの早期適用の事例を確認

すので、監査報告書の改訂やKAMの取扱いについ
て、迷われた際には、参考にされる必要があります。

Ⅶ．監査役等と
監査人との
連携につい

１．共同研究報告の改正のねらい
２．「期末監査時」と「随時」の連携の
ポイント

て

・日本公認会計士協会と日本監査役協会は、2021年４
月14日、「監査役等と監査人との連携に関する共同
研究報告」の改正を公表しました。
・監査上の主要な検討事項（KAM）の導入などに対応
するもので、年間を通じて監査役等・監査人との間
のより密接なコミュニケーションが求められること
などが記載されています。
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ので、ご参考にしてください。

り、下記「有価証券報告書の作成・

（１）金融庁：有価証券報告書の作

提出に際しての留意すべき事項及び

本セミナーの後半では、2021年３月

成・提出に際しての留意事項

有価証券報告書レビューの実施につ

期の有価証券報告書の開示上の留意点

及び有価証券報告書レビュー

いて（令和３年度）」が公表されて

について、説明しました。主な改正点

の実施について（令和３年度）

います。

２．2021 年３月期の有価証券報告書
の開示上の留意点

と改正内容について、まとめています

2021年４月８日付けで、金融庁よ

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項及び有価証券報告書レビューの実施について（令和３年度）
１．有価証券報

令和３年３月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は

告書の作

以下のとおりです。

成・提出に

（１）新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項

際しての留

令和３年３月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。

意すべき事

●「会計上の見積りの開示に関する会計基準」

項について

●「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正
（２）有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
●令和２年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙１
のとおりです。

２．有価証券報

令和３年３月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施

告書レビュー

します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社

の実施につ

についても、別途審査を実施します。（別紙２参照）

いて
（１）法令改正
関係審査

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」及び「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂
正に関する会計基準」の改正について、記載内容を審査します。
このため、有価証券報告書提出会社は、別添の「調査票」に回答していただき、有価証券報告書
の提出とあわせて、所管の財務局等にご提出ください。
なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。

（２）重点テー
マ審査

今回（令和３年３月期以降）の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所
管の財務局等から別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
●新型コロナウイルス感染症に関する開示
●IFRS15「顧客との契約から生じる収益」（※）
（※）主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象

（３）情報等活
用審査

上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案
して審査します。
（参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口（ディスクロージャー・ホットライン）

＊別紙１、２、調査票は、本資料には添付していません。金融庁の HP でご確認ください。
（２）2021年３月期の有価証券報告
書の主な改正点

機構公表の「有価証券報告書の作成

正点」にまとめていますので、ご確

要領（2021年３月期提出用）」を参

認ください。

2021年３月期の有価証券報告書の

考に、次頁【図表２】「2021年３月

主な改正点について、財務会計基準

期における有価証券報告書の主な改
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【図表２】「2021年３月期における有価証券報告書の主な改正点」
項

目

主な改正内容

有価証券報告書の該当項目

１．
「 規制改革実

●2020年12月23日付改正府令（令和２年内閣府令第

施計画」等

75号）が公表されたことに伴い、有価証券報告書の

・確認書

を踏まえた

表紙、確認書、内部統制報告書について、紙面で提出

・内部統制報告書

所定の改正

する場合の押印の廃止等の改正がされました。

・表紙（有価証券報告書）

２．「会社法の

●「会社法の一部を改正する法律」等の施行等に伴う改

一部を改正

正により、2021年２月３日付改正府令（令和３年内

・主要な経営指標等の推移

する法律」

閣府令第５号）が公表され、有価証券報告書の以下の

・経営上の重要な契約等

等の施行等

項目が改正されていますので、留意が必要です。

・自己株式の取得等の状況

に伴う改正

（有価証券報告書の前半部分）

・コーポレート・ガバナンスの概要
・監査の状況
・役員の報酬等

３．収益認識に

●2020年３月31日に改正企業会計基準第29号「収益

関する会計

認識に関する会計基準」等が公表され、2021年３月

（連結財務諸表）

処理及び開

期に「収益認識に関する会計基準」等を早期適用する

・連結貸借対照表

示に関する

場合の取り扱いとして、以下の記載が見直されていま

・連結損益計算書

事項

す。

・連結財務諸表作成のための基本とな

・経理の状況の冒頭記載

る重要な事項
・会計方針の変更等
・連結貸借対照表関係
・連結損益計算書関係
・金融商品関係
・収益認識関係
・セグメント情報等
（財務諸表）
・貸借対照表
・損益計算書
・重要な会計方針
・会計方針の変更等
・収益認識関係
４．会計上の見

＊2020年３月31日に企業会計基準第31号「会計上の

（連結財務諸表：注記）

積りの開示

見積りの開示に関する会計基準」が公表されたことに

・重要な会計上の見積り

に関する事

伴い、以下の事項が改正されています。

・表示方法の変更

項

（財務諸表：注記）
・重要な会計上の見積り
・表示方法の変更

５．会計方針の

＊2020年３月31日に改正企業会計基準第24号「会計

開示に関す

方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

る事項

計基準」が公表されたことに伴い、以下の事項が改正
されています。

（連結財務諸表：注記）
・連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項
・会計方針の変更等
・追加情報
（財務諸表：注記）
・重要な会計方針
・追加情報
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項

目

主な改正内容

６．LIBORを

＊2020年９月29日に実務対応報告第40号「LIBOR

参照する金

を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が

融商品に関

公表されたことに伴い、以下の事項が改正されていま

するヘッジ

す。

01

有価証券報告書の該当項目
（連結財務諸表：注記）
・連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項

会計の取扱
いに関する
事項
７．取締役の報

＊2021年１月28日に実務対応報告第41号「取締役の

（連結財務諸表）

酬等として

報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱

・連結貸借対照表

株式を無償

い」等が公表されたことに伴い、以下の事項が改正さ

「新株引受権」の科目が追加された。

交付する取

れています。

・連結株主資本等変動計算書

引に関する

「新株引受権」の科目が追加された。

取扱いに関

（連結財務諸表：注記）

する事項

・ストック・オプション等関係
・1 株当たり情報
（財務諸表）
・貸借対照表
・株主資本等変動計算書

８．新型コロナ

＊2021年２月10日に第451回企業会計基準委員会

（連結財務諸表：注記）

ウイルス感

（2021年２月９日開催）議事概要「会計上の見積り

・重要な会計上の見積り

染症の影響

を行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え

・追加情報

に係る開示

方」（2021年２月10日最終更新）が公表されたこ

（財務諸表：注記）

に関する事

とに伴い、以下の事項が変更されています。

・重要な会計上の見積り

項

・追加情報

９．監査報告書

＊2019年６月27日及び2020年３月17日に監査・保

・独立監査人の監査報告書（連結）

に関する事

証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」

・独立監査人の監査報告書（個別）

項

等が改正されたことに伴い、以下の事項が改正されて
います。

おわりに

有価証券報告書の開示面の改正もこ

ろいろと受けることが考えられま

2021年３月期の会計・監査上の改

れら会計基準の改正や会社法の改正

す。また、監査の局面では、「監査

正点は、上記に示していますように

を受けた項目を中心に対応が求めら

基準」の改訂に伴い、KAMの記載

多くあります。また、適用上の留意

れます。さらに、2021年３月期は、

や「監査報告書」の記載事項の見直

点も多岐にわたります。とくに、

新型コロナウイルス感染症の影響を

しなどの対応を通じて、監査役等と

2021年３月期では、「収益認識に関

踏まえた企業決算・監査及び株主総

のより一層の連携も求められます。

する会計基準」の早期適用や「会計

会への対応が重要となります。

以上の観点から、これら会計・監査

上の見積りの開示に関する会計基

これら改正点等の対応について、

準」などに留意が必要です。また、

適用上の相談をクライアントからい

上の改正点に対する理解をより深め
ておくことが重要になると考えます。
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ＤＸ広報みどころ紹介
広報部

これから語る活動の内容は、全て

YouTube動画

副部長

桂

真理子

もそこそこ賛否両論あるのですが、

私の頭の中の事、じゃなくて、この

まずは、YouTubeダイジェスト

昭和のメロディーラインの中毒性た

１年間、近畿会広報部が行ってきた

版。４月に人気公認会計士

るや半端ない。一度聴いたら、歌え

広報活動のDX推進と、今後のみど

YouTuber小山あきひろさんのサイト

ちゃうくらいの歌ですので、会員の

ころのご紹介です。

に北山会長との対談をアップし、ご

皆様ぜひお聴き頂いて、どうぞ、う

去年の今頃はコロナ禍で対面での

覧いただいた方も多いかと思いま

るさいくらいの声量で何度もこの歌

広報活動が一切途絶え、大学や高校

す。４本×12、3分。小一時間は長

を歌ってください。歌詞に公認会計

の制度説明会のキャンセル連絡が来

いわ！って方向けにもきっと気に

士の魂、込めてます。

るたびに、個人的に胸が痛む日々が

入ってもらえると思うな、ダイジェ

続いておりました。

スト版、ということで、こちら近畿

けれど発想を180度転換して広報

会YouTubeサイトにアップしてお

活動をDXに切替え、noteやtwitter

ります。ぜひご覧ください。「公認

によるSNS発信「ゆる広報」を皮切

会計士の魅力を語る」内容を低予算

りに、ハロー！会計をオンラインで

ながらも内容ぎっしりコンパクトな

配信し、ついには北山会長と小山さ

12分にまとめております。

んの対談でYouTubeにも進出して

そして、この近畿会YouTubeサ

まいりました。その度に、公認会計

イトでもうひとつ存在感を放ってい

士協会本部に「全国初です！」と報

るのが、公認会計士の歌。タイトル

告し、近畿会の魁力を見せたるわ、

は「未来のために、今」です。これ

と鼻息荒く乗り込んだものです。

は２年程前、近畿会がTVCMを放

くだらないなと笑ったんなら掴み

送した際に作成したBGMですが、

はそれで万事OK！なので、本題の

この度背景をリニューアルして再

DX広報、これからのみどころを紹

アップしました。メロディーライン

介いたします。

が昭和な感じで、若者からは低評価
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さらに、今回一番のみどころがオ
ンライン制度説明会の実施です。

摂南大学オンライン制度説明会

近畿大学オンデマンド制度説明会
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５/25の摂南大学、６/下旬の近畿
大学、６/18の関西大学とオンライ

どの公認会計士の魅力はざっと何万
キロあるんだろう？って思いました。

ン＆オンデマンドを駆使して行いま
した＆行います。ここで、卒業生の

02

以上がDX広報のご紹介です。こ
れらをご覧になって公認会計士の広
報活動に興味が湧いた方、これから

公認会計士の日記念セミナー

生まれる名場面を一緒に味わいま

公認会計士が職業の魅力や試験勉強

また、７/

のポイントなどを伝えるシーンが今

１には「アバ

回のみどころなんです。

ターと万博と

最後に、いつも広報活動を推進し

リアル開催しかしてなかった頃

未来社会」と

てくださる近畿会北山会長はじめ役

は、制度説明会終わりに登壇者のと

題し、ロボッ

員の皆様、広報部の皆様、外部の協

ころへ学生や悩める受験生が個人的

ト工学専門の

力者の皆様、制度説明会や動画メッ

な話を直接聞きに来る時間外の10分

石黒浩大阪大

セージに快く登壇してくださった若

が大事だなんて思ってたりもして、

学教授によるオンライン講演も予定

手会計士の皆様、広報部員・サポー

オンライン開催なんて質が落ちるわ

しております。DXのその先の未来

ターの仲間たち、そして裏方でいつ

と決めつけてたのですが、それは幻

社会とはどんな景色なのでしょう

も支えてくださる事務局山部さんに

覚でした。大いなる思い違いを覆す

か？私も聴講するのが非常に楽しみ

この場を借りて御礼申し上げます。

瞬間がオンライン開催にはあふれて

です。お申込は近畿会HPより先着

これからも広報活動を続けましょ

いました。匿名で質疑応答ができる

順受付となっておりますので、ご興

う、この資格に魅力ある限り♪

ので、学生は聞きたいことをじゃん

味ある方はお早めにどうぞ！

しょう。広報サポーターの登録をお
待ちしております。

じゃん聞いてくるから質疑応答は盛
り上がるし、先輩からの動画メッ
セージには学生や教授からの感謝の
言葉が直接届くし、もうびっくり感

広報部サポーター登録をご希望の方は、こちら

激。オンラインでも伝えきれないほ

会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です
会費のお支払は、毎回の振込みが要らず振込手数料も不要な「預金口座自動振替制度」が便利です。
是非ご利用いただきますようお願い申し上げます。
お申し込みは、前期会費請求（４月分から９月分）については２月末までに、後期会費請求（10月分から
３月分）については８月末までにお願いします。

<連絡先：本部経理グループ（普通会費・地域会会費に関する問合せ窓口）
>
TEL：0570-666-855、E-mail：support@sec.jicpa.or.jp

19057

JUNE 2021

13

報告

REPORT

03

JICPA本部 CPE ONLINE e-Learning研修会 リリースの報告

「Afterコロナを見据えた働き方改革とダイバーシティ推進のしくみ
～CPA業界のワーク・ライフ・バランスを進化させるために～」
ダイバーシティ推進委員会

委員長

原

繭子

この度、ダイバーシティ推進委員会が企画した研修会が、JICPA本部CPE ONLINEのe−Learning研修会として収録、
リリースされたことをご報告いたします。
この研修会は、女性会計士活躍促進協議会主催研修カリキュラムの一環として行われたため、近畿会の研修会掲示板や
近畿C.P.A.ニュースの研修会案内ページでのお知らせができていませんでした。この場をお借りして、ご紹介いたします。

研修会の概要
１．タ イ ト ル

「Afterコロナを見据えた働き方改革とダイバーシティ推進のしくみ
〜CPA業界のワーク・ライフ・バランスを進化させるために〜」

２．目的と内容
■研修概要：
新型コロナの感染拡大・緊急事態宣言により、生活や働き方の形が大きく変化した。
Afterコロナの時代を見据えて、これからのダイバーシティ＆インクルージョンはどのような仕組みで進ん
でいくのか。また当業界はどのように変化していくのか。ダイバーシティ研究者による解説と、近畿会ダイ
バーシティ推進委員会が継続的に取り組む会員向けワーク・ライフ・バランス意識調査から考察する。
■構

成：

第１部

関口教授による基調講演

第２部

関口教授とダイバーシティ推進委員会メンバーとのディスカッション

３．講

師

関口

倫紀

京都大学経営大学院教授

小野寺和子

近畿会ダイバーシティ推進委員会副委員長

原

近畿会ダイバーシティ推進委員会委員長

繭子

４．CPE単位

２単位（CPEコード

５．教材コード

E060790

その他：組織環境

6999）

企画から撮影・CPE ONLINE リリースまで、企画者による裏話
実は当該研修会を行う話は2018年

せた研修にするという目標にどう対

ンラインで仕事を進めるといった、

から存在しており、2020年度に

応すべきか考えていたところ、世界

新しい働き方や生活様式が世界中で

（やっと）実現しました。全国研究

的なコロナウイルス感染拡大が起こ

急激に進んでいきました。これは、

大会での発表をバージョンアップさ

り、世の中がどんどん在宅勤務やオ

研修会を企画した2018年には想定も
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していなかった、大きな出来事で

口教授と当委員会の意見交換をディ

に言い聞かせて第２部の収録をス

す。私自身もこの状況に直面する一

スカッション形式で行うことにし、

タートさせたのでした。

人として、自宅で一人で仕事の繰り

この中で、当委員会が実施した

収録が終わったときは、登壇中う

返しの日々に試行錯誤していました

「ワーク・ライフ・バランスとキャ

まくできなかったことばかり頭に浮

が、その一方で、今後の組織マネジ

リアのアンケート調査」の考察をご紹

かんできましたが、ふと顔を見上げ

メントには今まで以上に一人一人の

介しました。

ると、関口教授も小野寺副委員長も
いつも以上に満面の笑顔で、その表

特性や置かれた状況を理解し対応す
収録に先立ち登壇者３名で打ち合

情をみてホッとした気持ちになり、

わせした時に、「第２部ではアドリ

高い目標だったけれどもやってよ

そんな頃、ダイバーシティマネジ

ブ入れましょう」という関口教授の

かったと心の底から思いました。

メントの研究家である関口教授か

ご提案をいただいた瞬間は今も忘れ

JICPAの正面玄関にて３人で記念撮

ら、①産業革命以前に遡って、近代

られません。ここでいうアドリブと

影して会場を後にしました。

の時代背景の変化と企業における働

は、話す内容を全て予め決めておく

収録が済んだら終わり！ではな

き方や組織マネジメントの傾向の移

よりも、当日一人一人が議論の展開

く、映像が仕上がってリリースまで

り変わりのありさま、そして②ダイ

にあわせて臨機応変に発言する、そ

の間に映像の最終チェックを行いま

バーシティの学術面から考察した、

れにより話に臨場感が生まれて、新

す。ちょうど仕事が忙しい時だった

今後の働き方や組織マネジメントの

しい発見につながる、という意味で

ので本部事務局への報告までに時間

あり方をお聞きしたところ、事業会

す。私は「その方がいいですね！」

がかかりましたが、本部での最終手

社、監査法人、地方自治体、そして

と即座にお答えしたのですが、その

続を経て、2020年12月25日クリスマ

個人事業主という、異なる立場で働

一方で・・・進行役である私には、

スの日に晴れてリリースとなりまし

いてきた私にとって、共感ポイント

時間通りに終わらせるファシリの発

た。

がたくさんありました。また、③働

揮に加え自分も議論に入ってアドリ

企画からリリースまで携わって、

く人間ひとりひとりの個性ある能力

ブで発言するという、複数かつ多様

e-Learningが作り出されるのに、多

をそれぞれ発揮している状態をつく

なダイバーシティな課題もいただく

くの方々の手を経てリリースに至る

り出す活動、すなわち「ダイバーシ

結果になり、ヒヤヒヤしながら収録

ことをこの身をもって知りました、

ティ&インクルージョン」が実現で

に臨むことになりました。

ここに関係者の皆様に厚くお礼申し

ることが必要になると、日に日に強
く感じていました。

上げます。このようにたくさんの汗と

きるかどうかで組織の成果が変わっ

熱い思いで出来上がった近畿会ダイ

てくる、そのキーワードの一つに

収録は2020年８月、市ヶ谷の本部

「公平性＝フェアネス（fairness）」

にて。現場に行くと「一発撮りでお

バーシティ推進委員会のe-Learning、

があるというご見解については、こ

願いします」と言われました。多少

一人でも多くの会員の皆様にご視聴

れから仕事も生活もしっかり楽しみ

言い間違いをしてもそのまま最後ま

いただければ幸いです。

たい一人として気持ちが奮い立ちま

で進めてください、そして時間通り

した。

に終了してください（編集には費用

ぜひこの内容を会員の皆さんにご

が発生するため）、とのことで、現

紹介したいと思い、関口教授に基調

場についてからさらに緊張しまし

講演をお願いしました。

た。先に登板した関口教授は、当然

そしてその基調講演を受けて、コ

のことながらピタッと定刻通りに基

ロナ禍の今、今後CPA業界での働

調講演を終えられました。第２部進

き方及び組織マネジメントをどのよ

行役の私は緊張マックスでしたが、

うに変化させていくかについて、関

とにかくここから前に進もうと自分

収録終了後の３人の表情に注目！
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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Ｄ日程

『内部統制の実務』
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会 委員長

この出前研修会は一昨年に企画し
まして、社会福祉法人向け研修会の

澤田

義実

事業」につきましても、準備を進め

ロセスについて、事例の紹介があり

ている状況です。

ました。最後に内部統制の作り方、

開催案内に「出前研修会の案内」を

見直しに当たってのポイントをまと

付けましたが、応募は全くなく、ま

今回は、「内部統制の実務」講座

た、各所轄庁（府及び市町村）が開

についてのご説明と結果等のご報告

催する研修会への講師派遣を申し込

をいたします。

んでおりましたが、昨年はコロナ禍

めの説明としてあり、概論及び理論
的説明が終了しました。
その場での質問がなく、第２回目

のため、各所轄庁での研修会も行わ

「内部統制の実務」講座（D日程）

の個別の法人ごとの研修会について

れることなく、いずれの出前研修会

第１回：「社会福祉法人の内部統制

も参加希望がなかったので、反応の

とその実務の勘所基礎編」

ほどは、よく分からないのですが、

第２回：内部統制の実務（６月以降

一つは、日程を一方的に決められる

そこで、アンケート調査を行い、

に各法人ごとに開催予定で

ことを嫌うところがあるのではない

希望の多かった項目を集合研修会の

ありましたが、ご希望がな

か？受講者側の事情を知られたくな

開催案内に加えました。会場での研

く、中止となりました。）

いという心理が働くのではないか？

も実施されませんでした。

師：日本公認会計士協会

といったことが想像出来ます。これ

会福祉法人会計入門」と法人ごとの

社会保障委員会

らの反省を踏まえて、日程、内容、

対応が必要な「内部統制の実務」を

社会福祉法人専門委員会

方法について、検討して参りたいと

募集しましたところ、「社会福祉法

委員

存じます。

修会に馴染まない初学者向けの「社

講

岡田

健司 氏

人会計入門」はＡ日程（４月２日
（金）が第１回）とＢ日程（４月７

とある監査法人の研修会の資料を

コロナ禍により、会場での研修会

日（水）が第１回）とも数件の応募

基に講演が行われました。内部統制の

や法人様へお伺いしての出前研修会

がありました。「内部統制の実務」

概念と具体例を会社、社会福祉法人さ

は出来なくなりましたが、リモート

は、Ｃ日程（４月２日スタート）と

らに地方公共団体の内部統制につきま

受講も一般的になり、YouTubeで

Ｄ日程（４月６日スタート）を用意

しても詳細に解説を頂きました。

の期間と対象者を限定しての公開

しましたが、Ｃ日程は不成立で、Ｄ
日程に８件の参加がありました。

は、受講者にとっても便利ですし、
次に、社会福祉法人に多い、内部
統制の未整備な状況事例について、

受講者を増やそうとする企画者側に
とっても進めたい方向かと思います。

「社会福祉法人会計入門」はＡ日

業務マニュアルの未整備、証憑管理

程、Ｂ日程とも開催されて、第２

体制の未整備固定資産管理体制の未

今後は、リモート受講中心で

回、第３回は、合同での開催となっ

整備、その他の注意点の説明が詳細

YouTubeを併用する形で研修会を

ていまして、５月には、完結の予定

に行われました。

行いたく、講師の皆様にご協力をお

です。これらの開催の経験と反省か

願いをいたしますとともに、さらに

ら、出前研修会を進めて参る予定で

さらに不正の発生の防止のために

進んで、講演内容を絞ってのオンデ

す。また、一部の法人からのご要望

注意したい点として、購入プロセ

マンド型での研修会も専門委員会と

のありました「社会福祉法人の収益

ス、現金管理プロセス及び人件費プ

して進めていきたいと思います。
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内田百閒文学賞
報告者

近畿会の元事務局職員松岡利江氏（現在は近畿会

松山

治幸

私もこの作品を読みました。先の戦争時、心がしめ

松本勝幸会員の配偶者）、岡山県主催の第15回内田

つけられる出来事が多々あり、そのようなものに接す

百閒（うちだひゃっけん）文学賞にて優秀賞を受賞さ

るたび、「戦争は悲しいものでしかない」「二度とす

れました。作品名は、「岡山駅から」です。４月27日

べきことでない」という思いがこみ上げてきます。こ

に岡山県立美術館ホールにて表彰式が行われました。

の作品においても、満州へ渡りつらい思いをした一人
の若者が戦争の被害者として帰国できなかった。岡山
駅で見送られ、その後の満州での消息が重なり目頭が
熱くなったものです。
近畿会事務局で長年勤めた松
岡さんが、このような文学賞を
受賞されたことを会員の皆様に
お知らせします。
＊「第15回岡山県内田百閒文
学賞受賞作品集」は株式会社
作品社より発刊されていま
す。書店等で購入できます。

松岡受賞者の言葉（表彰式パンフレットより一部抜粋）
昨年「ジャパンレッド発祥の地」として日本遺産に認定された備中吹屋（岡山県高梁市成羽町）。そ
の弁柄と銅山の村に住んでいた母の従兄は、終戦の３か月前に「満蒙開拓青少年義勇兵」として、15
歳で満州に渡りましたが、帰国することができずに今も大陸の地で眠っています。
また、戦時中に岡山市内で暮らしていた伯母が語った岡山大空襲の惨状は、強烈な印象を私の心に残
しました。
この２つのことを何とか書きたいと思い『岡山駅から』が出来ました。作品を読んでくださった方々
の心の中で、若くして遠い異国で命を落とした青年がいつまでも生き続けていてくれれば嬉しいです。
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ゴルフ部開催報告
古田

賢司

日 時：令和３年４月６日（火）／ 場 所：宝塚ゴルフ倶楽部 ／ 参加者：20名 ／ 天 候：晴
今年４月の近畿CPAゴルフ会は６日に開催されまし

小黒会員からは、バンカーから抜け出せない私に、

た。その結果を週末にまとめていたのですが、ちょう

「クラブをたててボールを叩くように。寝かせる必要

どよいタイミングで原稿を書きかえなければならない

はないですよ。」とアドバイスを下さいまして、その

重大ニュースがありました。

とおりにすると簡単に脱出できました。この他にも、

そうです、ゴルファーであれば誰もが憧れる世界最

「傾斜のきついラフはトラブルショットと考えてUTで

高峰のトーナメントであるマスターズで、松山英樹選

はなくアイアンがいいかも」、「パットは右手のグ

手が日本人として初めて優勝する快挙を達成したので

リップを少し固定しては」など、数々の有益なアドバ

す。実況席の中嶋常幸プロ、宮里優作プロ、小笠原ア

イスをいただき、バックナインのスコアが改善し大き

ナまでもが感極まって涙がとまらず、しばらく沈黙状

な収穫がありました。これを糧に研鑽を積み生まれ変

態となる異例の解説でした。私も連夜の観戦による寝

わりたいと思います。

不足のせいか、目から汗が止まらず…。

このように小黒会員には大変ご面倒をおかけしたの

ツアー屈指のショットメーカーである松山選手です

ですが、そのようなご負担はまるで関係ないかのよう

が、最近はパットが（トッププロの中では）今一つの

に、会員のショット・パットは冴えわたっており、ド

ようでした。しかし、今回のマスターズでは勝負所で

ラコンとニアピンを独り占めしつつ、ただ一人80台を

難しい距離のバーディパットを次々と沈め、少し無粋

マークして優勝されました。小黒会員、おめでとうご

ですが、まさしくパット・イズ・マネーを体現してく

ざいます。そして、ありがとうございました。

れました。
松山選手、お疲れ様でした。私たちも期末監査を乗
り切れる勇気をいただきました。
さて、前置きが長くなりましたが、ゴルフ部の結果
を報告いたします。
令和３年４月６日、暖かな天候に恵まれ、宝塚ゴル
フ倶楽部新コースにて、第307回近畿CPAゴルフ会が
開催されました。
宝塚ゴルフ倶楽部は、1926年に開設された歴史の
あるゴルフ場です。（ちなみにマスターズ・トーナメ
ントは1934年から開催です。）今回は新免和久会員

次回

NAME

OUT

IN

小黒 敬三

42

43

85

10.0

山田 拓幸

49

56

105

30.0

又井美香子

50

56

106

30.0

西谷 俊治

結果はいつもながら絶望的でした。同じ組でご一緒さ

51

46

97

19.0

上村 恭一

44

53

97

18.0

せていただいた小黒敬三会員、杉本光伸会員、岡澤智

ドラコン

小黒敬三、又井美香子、西谷俊治 ×２、新免和久、美馬和実

会員には本当にご迷惑をおかけしたのですが、温かく

ニアピン

小黒敬三 ×３、小川泰彦 ×２、上村恭一、村上圭二

のご紹介で開催されました。
新コースはバンカーやクリークが多く配置され、戦
略性の高いコースです。私は滅多に伺うことのない
コースに期待一杯で意気揚々と乗り込んだのですが、

お声かけをいただき、何とかホールアウトできました。
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GROSS HDCP NET REMARK HDCP

75.0 優勝
75.0 ２位
76.0 ３位
78.0 ４位

8
27
29

79.0 ５位

ベストグロス 小黒敬三
バーディ

新免和久、小黒敬三、吉田豊道、岡澤智、杉本光伸、竹内雅樹

2021年度

北山久恵会長活動報告

Topics

新型コロナウイルス感染もワクチン接種がスタートしましたが、変異株の感染拡大の可能性もあり、なかなか収束の兆しは
見えません。関西では例年より３週間も早く梅雨入り宣言がなされました。自粛生活と雨で鬱陶しい毎日ですが、我々を取り
囲む環境は刻々と変化しています。
2021年４月、コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂案が公表され意見募集されていま
す。コロナ禍を契機とした環境変化の下で、新たな成長を実現するには各企業が課題を認識し変化を先取りすることが求めら
れており、ガバナンスの諸問題に対してもスピード感をもって取り組むことが重要であると指摘されています。公認会計士
も、外部監査人、社外取締役・監査役、組織内会計士という多様な立場からガバナンスを支え、持続的な価値創造に貢献する
ことが期待されています。JICPAも５月に企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会「企業情報開示に関する有用性と信頼性
の向上に向けた論点の検討〜開示とガバナンスの連動による持続的価値創造サイクルの実現に向けて〜」を公表しました。非
財務情報開示の重要性は増しており、企業情報開示やコーポレートガバナンスに関して、公認会計士の役割はますます拡大し
ています。これら公認会計士を取り巻く環境の変化に対応していくために、公認会計士制度、求められる資質、研修制度等の
改革にスピード感をもって取り組むことが重要です。現在、ＪICPA本部において、「公認会計士制度の在り方」「公認会計士
を取り巻く環境と求められる資質・能力」「CPE制度の在り方」等についてPTで取りまとめを行っています。近畿会のメン
バーからも意見具申するとともに、近畿会の活動にも積極的に取り込んでいきたいと考えます。
６月25日の近畿会定期総会は近畿会研修室で開催するとともにオンラインで中継します。多くの方に参加頂ければと思いま
す。また、７月１日の「公認会計士の日記念セミナー」はロボット工学者の石黒浩氏を講師にお招きして「アバターと万博と未
来社会」について語っていただきます。オンライン配信（YouTube ライブを予定）しますので、皆様も是非ご視聴ください。
さらに、研究・CPE研修部が「スキルアップセミナー」を企画し、全体スケジュールを近畿C.P.A.ニュースの５月号に掲載して
います。順次、申込受付中です。新たな時代を切り拓く人材育成の一貫としての研修です。ご関心のある方は参加してみてくだ
さい。未来を見据えて、近畿会の「先駆けの精神」で新たな取組みにチャレンジしていきます。
日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

4月26日

月

13:30〜15:30

本部

会務運営諮問会議との情報交換

日本公認会計士協会（オンライン）

4月27日

火

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）

4月28日

水

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

4月30日

金

13:00〜14:00

本部

専務との意見交換

日本公認会計士協会（オンライン）

15:00〜17:00

本部

財政構造改革PT

日本公認会計士協会（オンライン）

5月10日

月

10:00〜17:00

近畿会

5月11日

火

14:00〜15:00

本部

地域会担当打合せ

日本公認会計士協会（オンライン）

5月12日

水

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

5月13日

木

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）

5月14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）

5月15日

土

16:00〜18:00

近畿会

5月18日

火

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

5月19日

水

10:00〜12:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

5月20日

木

18:30〜20:30

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

5月24日

月

15:00〜17:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

期末監事監査

監査の質に対する規制研修会 打合せ

経営会議

財政構造改革PT

日本公認会計士協会近畿会（オンライン）

オンライン

(作成月日:2021年５月24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

社会を変える
インパクト投資

2021年 株主総会質疑応答集
財務政策

解けばしくみがわかる 入門
社会福祉法人の会計・税務Q&A

非営利団体における組織変更の
手続と税務

北川哲雄・加藤 晃 監訳
同文舘出版 刊
定価5,280円（税込）

太田 達也 著
ロギカ書房 刊
定価3,960円（税込）

・本郷 税理士法人 編著
ぎょうせい 刊
定価2,860円（税込）

岡部 正義 著
清文社 刊
定価2,750円（税込）

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

（送料別）

財務的リターンのみならず、
課題解決への影響（インパク
ト）を与え、社会的リターンも
求める新たなマネーフローを多
角的な視点で解説した良書を翻
訳・出版！

「財務政策」に関連205事
例の質疑応答を掲載していま
す。2021年版では、新型コ
ロナ感染症に関する質疑応
答・監査報告書に記載される
ことになったKAM関連の質疑
応答を多数盛り込んでいます。

社会福祉法人に携わるすべ
ての人に！
これから会計の勉強を始める
方、もう一度学びなおしたい
方にもおススメの会計がわか
る「入口」の本！

本書は、非営利団体の会計・
税務・申請手続等を専門とする
著者が、組織変更の際に必要と
なる手続・要件のポイントを
ケース別にまとめた一冊です。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。
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ゴールドカード

一般カード

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

2021年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2021年6月予定
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

開催方法

講

師

原 崇氏（近畿財務局 理財部 金融監督
シンポジウム（経営委員会）
6 月 8 日 15:00〜17:30

官）、川上尚貴氏（財務省（OB）元内閣官房

コンサル 「地方創生・中小企業支援」
ティング 共催：近畿財務局、
大阪弁護士会、近畿弁護士会連合

2

Zoom

会（予定）

地方創生総括官補、東日本旅客鉄道（株）顧
問）、水野浩児氏（追手門学院大学経営学部
長、同教授）、安井聖美氏（公認会計士）、上
田憲氏（弁護士）

6 月 1 7 日 18:30〜20:00

コンサル
ティング

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

2

が開発した分析ツールを用いて〜」

研修室参集・
リモート
戸奈常光氏（公認会計士・税理士）
（MS Teams）
併用

4 研修室参集・
リモート併用

6 月 2 5 日 13:30〜17:30 倫理等 第55回近畿会定期総会

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
6月26日

9:30〜12:30 スキル 「人・組織を動かすための戦略的プロセス〜上司・部

3

Zoom

李

哲海氏（株式会社グロービス講師）

2

Zoom

小川智子氏（株式会社グロービス講師）

下・他部門・顧客を巻き込むスキル〜」
（前半）
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
6 月 3 0 日 18:30〜20:30 スキル 「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〜」
（前半）

2021年度

近畿会および各部・委員会行事予定 （2021年６月15日〜2021年７月14日）

6.15 （火）
近畿会改革推進特別委員会

会議室18:30〜20:30

6.26 （土）
研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

Zoom 9:30〜12:30

6.16 （水）
非営利会計委員会 ＮＰＯ法人専門委員会

会議室18:30〜20:30

6.30 （水）
研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

Zoom18:30〜20:30

みなと地区会 定期総会

研修室18:30〜20:00

6.17 （木）
中堅・若手会計士委員会研修会

研修室／MicrosoftTeams
18:30〜20:00

7. 1 （木）
公認会計士の日 記念セミナー

オンライン14:00〜16:00

7. 6 （火）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
13:30〜16:30

6.18 （金）
経営委員会

研修室18:00〜20:00

正副会長会

会議室16:00〜18:00

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

7.10 （土）
研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

Zoom 9:30〜12:30

6.21 （月）
北部大阪地区会 定期総会
6.22 （火）
阪神地区会 定期総会
6.24 （木）
定例役員会
6.25 （金）
近畿会 第55回定期総会

会議室18:00〜20:00
会議室18:00〜20:00
研修室18:00〜20:00

7.11 （日）
広報部 オンラインハロー！会計

研修室 9:00〜17:00

7.13 （火）
近畿会改革推進特別委員会

会議室18:30〜20:30

7.14 （水）
研究・CPE研修部 スキルアップセミナー

Zoom18:30〜20:30

研修室／オンライン13:30〜17:30
※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。

【 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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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,630

35

3,665

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

30

921

計

合計

964

4,629

（2021年４月30日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
藤野

泰生

小谷

藍

４月23日付
竹本

入会者

剛

４月23日付

杉園

麻呂人（四号準会員）

平山

紗也 （四号準会員）

杉山

英里奈（四号準会員）

廣田

柚香 （四号準会員）

隅山

雄貴 （四号準会員）

深津

千晶 （四号準会員）

妹尾

康平 （四号準会員）

福山

宏輝 （四号準会員）

妹尾

直樹 （四号準会員）

藤井

利佳子（四号準会員）

宋和

綾水 （四号準会員）

藤川

雅記 （四号準会員）

高田

幸太郎（四号準会員）

古川

なつみ（四号準会員）

高橋

正法 （四号準会員）

古田

豪

高山

歓喜 （四号準会員）

北條

香成 （四号準会員）

忠政

杏佳 （四号準会員）

星野

健太 （四号準会員）

建石

修佑 （四号準会員）

洞口

瑠実子（四号準会員）

立岡

忍夫 （四号準会員）

堀川

雄介 （四号準会員）

田中

楓

（四号準会員）

堀部

陽子 （四号準会員）

田中

哲志郎（四号準会員）

本田

晟

田中

美紀 （四号準会員）

前波

佑未子（四号準会員）

谷

絵梨奈（四号準会員）

松島

勇人 （四号準会員）

（四号準会員）

（四号準会員）

谷

健介 （四号準会員）

松田

海渡 （四号準会員）

池田

佳弘 （会

員）

狼谷

真帆 （四号準会員）

谷口

直生 （四号準会員）

丸井

理央 （四号準会員）

吉野

友和 （会

員）

川上

勇也 （四号準会員）

塚越

爽子 （四号準会員）

水谷

亮太 （四号準会員）

浅田

安希子（四号準会員）

川本

穂香 （四号準会員）

月山

未麻 （四号準会員）

道越

一樹 （四号準会員）

東

良尭 （四号準会員）

瓦野

里佳子（四号準会員）

山

大夢 （四号準会員）

三原

海斗 （四号準会員）

阿部

陽

岸

優太 （四号準会員）

出野

菜々絵（四号準会員）

宮下

侑也 （四号準会員）

有末

瑞希 （四号準会員）

岸村

佳浩 （四号準会員）

土橋

歩美 （四号準会員）

村上

樹翔 （四号準会員）

池田

基伸 （四号準会員）

木田

耀生 （四号準会員）

友國

紀香 （四号準会員）

本島

仁乃 （四号準会員）

池本

怜央 （四号準会員）

北井

千遥 （四号準会員）

長嶋

佑紀 （四号準会員）

森

健太 （四号準会員）

石井

えり （四号準会員）

衣川

慶昭 （四号準会員）

中谷

浩哉 （四号準会員）

森田

龍斗 （四号準会員）

伊藤

憲次 （四号準会員）

木村

未来 （四号準会員）

中西

一輝 （四号準会員）

八木

裕都 （四号準会員）

今掛

翔太 （四号準会員）

木谷

海斗 （四号準会員）

中野

知紘 （四号準会員）

栁川

夏奈江（四号準会員）

井本

悠輝 （四号準会員）

京井

正太 （四号準会員）

中野

翼

（四号準会員）

山岡

亮太 （四号準会員）

岩橋

宏典 （四号準会員）

玉

宰徳 （四号準会員）

永野

隆丞 （四号準会員）

山下

光輝 （四号準会員）

上田

雅幸 （四号準会員）

楠原

琢斗 （四号準会員）

永松

大輝 （四号準会員）

山田

有里子（四号準会員）

植田

遼平 （四号準会員）

久場

陽多 （四号準会員）

西田

知代 （四号準会員）

山根

幸一郎（四号準会員）

榎本

宗一郎（四号準会員）

久保田

宇 （四号準会員）

二ノ宮

渓 （四号準会員）

弓達

友貴 （四号準会員）

尾池

芙雪 （四号準会員）

久保田

裕介（四号準会員）

乃一

理沙 （四号準会員）

吉池

里紗 （四号準会員）

大岡

裕平 （四号準会員）

小北

純次 （四号準会員）

乘貞

恭之 （四号準会員）

吉田

豊祐 （四号準会員）

大谷

陸人 （四号準会員）

小城

翔

（四号準会員）

橋本

匡人 （四号準会員）

吉永

真里亜（四号準会員）

大西

浩之 （四号準会員）

近藤

理貴 （四号準会員）

羽尻

智彦 （四号準会員）

吉野

光

大野

綾子 （四号準会員）

近藤

涼太 （四号準会員）

長谷川

幸平（四号準会員）

吉延

世羅 （四号準会員）

大山

菜摘 （四号準会員）

阪本

翼

（四号準会員）

長谷川

智也（四号準会員）

吉村

誠

奥井

彩花 （四号準会員）

澤田

信子 （四号準会員）

長谷川

雅子（四号準会員）

和田

卓也 （四号準会員）

奥野

佑樹 （四号準会員）

重政

凌

畑中

千里 （四号準会員）

和中

克行 （四号準会員）

尾関

渉

（四号準会員）

柴田

悠里 （四号準会員）

林

将真 （四号準会員）

小原

由花 （四号準会員）

嶋田

花恋 （四号準会員）

林

慎太郎（四号準会員）

加計

孝倫 （四号準会員）

清水

友広 （四号準会員）

原田

朋幸 （四号準会員）

笠原

健太 （四号準会員）

正樂

早紀 （四号準会員）

東本

智将 （四号準会員）

杉下

茉衣 （四号準会員）

平賀

大貴 （四号準会員）

（四号準会員）

勝間田

修一（四号準会員）
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（四号準会員）

（四号準会員）
（四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

４月２日〜28日

【事務所】

転入者

４月５日〜27日

田村

税

（会

員） 東 京 会 よ り

玲雄 （会

員） 東 京 会 よ り

植田

史恵 （会

員）

長束

正義 （会

員）

前野

栗栖

正倫 （会

員）

鳴滝

裕寛 （会

員）

森

隆史 （会

員） 東 京 会 よ り

一輝 （会

員） 東 京 会 よ り

通子 （会

員） 東 京 会 よ り

佐藤

亮介 （会

員）

西野

将規 （会

員）

阿部

菅沼

成晃 （会

員）

藤岡

寛

（会

員）

土井

西

育良 （会

員）

吉田

健吾 （会

員）

吉田

卓浩 （会

員）

吉田

貴史 （会

員）

小川

真由美（会

員）

北本

啓

木村

圭吾 （会

員）

森本

正之 （四号準会員）

芦立

祐嗣 （会

員） 京

滋

会

へ

小山

真左人（会

員）

馬場

結佳子（四号準会員）

内田

昌男 （会

員） 京

滋

会

へ

竹下

泰俊 （会

員） 東

京

会

へ

西岡

修平 （会

員） 東

京

会

へ

あかね（四号準会員）

城内

将

（会

員） 京

滋

会

へ

将吾 （会

員） 東

京

会

へ

（四号準会員）

【自宅】
大西

令子 （会

員）

青地

転出者

４月５日〜28日

篠田

康弘 （会

員）

土手

翔悟 （四号準会員）

奥山

谷田

健一 （会

員）

岩田

智也 （四号準会員）

中村

文彦 （会

員） 東

京

会

へ

知彬 （四号準会員） 東

京

会

へ

陽太 （四号準会員） 東

京

会

へ

西園

舞

（会

員）

大松

希予志（四号準会員）

寶

房内

亮介 （会

員）

北尾

有佳里（四号準会員）

山本

鎌田

雄貴 （会

員）

藤田

雅史 （四号準会員）

柳本

高志 （会

員）

魚川

貴枝 （四号準会員）

米田

隆将 （会

員）

中村

康平 （四号準会員）

川元

祐輝 （会

員）

野澤

直樹 （四号準会員）

泰松

弘

（会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

栗山

幸春 （会

員）

長谷川

友喜（四号準会員）

伴林

映子 （会

員） ４ 月 2 3 日 付

業

務

廃

止

本

紘司 （会

員）

平松

花香 （四号準会員）

木村

理生 （四号準会員） ４ 月 1 3 日 付

退

今西

知磨 （四号準会員）

村田

翔吾 （四号準会員）

岡本

典和 （四号準会員）

吉積

愛結 （四号準会員）

退会者

監査法人の変更
オリエント監査法人

【事務所・自宅】
後藤

えみか（会

員）

山迫

陽子 （会

員）

木地

秀斗 （会

員）

尾方

貴光 （会

員）

木村

研悟 （会

員）

島

克仁 （会

員）

島田

清香 （会

員）

松森

翼

会

ファイブ監査法人

大阪事務所

２月８日付

廃

止

３月１日付

新

設

（四号準会員）
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事務局だより
【弔事】

・会員 海原 旦氏（京滋会）
2021年５月６日ご逝去 満86歳

【寄贈図書】

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

今年は全国的に例年よりかなり早い梅

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

雨入りとなりました︒大阪でも平均より

③経営・財務に関するコンサルティング

３週間も早い梅雨入りだそうです︒監査

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

法人勤務のため︑毎年５月︵この原稿を

②株式上場支援業務

書いているまさに今週︶は繁忙期のひと

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

山目を越えてふた山目終盤戦です︒もう
梅雨かぁ︑今年はえらく早いなぁと思い
つつ︑いずれにせよ今は外には出られな
いし︑いっそコロナと梅雨が一気に７月
くらいにパッと去ってくれたらいいのに
な︑と切に願います︒コロナ禍という条
件下でのリモート監査によるこの３月末
決算は２巡目︒１年前にはまさかこんな
に長引いているとは想像していませんで
したが︑さすがに２巡目というべきで
しょうか︒監査する側︑受ける側︑１年
前よりもスムースな気がしています︒こ
んなに長引いてしまった以上︑この機に
効率化できたことや発見できたことは
﹁良し﹂として︑今後に役立てていきた
いと思います︒

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

さて︑本誌６月号には︑タイムリーな
トピックとして︑監査会計委員会﹁期末
決算対策﹂報告が掲載されています︒
繁忙期を越えてホッとされている方︑

永野麻由︶

またそうでない方もちょっと一息つい
て︑ぜひお楽しみください♪
︵会報部

19068

JUNE 2021

24

①法定監査

業 務 内 容

大阪事務所

仰星監査法人

■監査業務の法的考察
寄 贈 者 日本公認会計士協会
著
者 弥永真生
発
行 日本公認会計士協会出版局
■甲南経済学論集第61巻１・２号、61巻３・４号
寄 贈 者 甲南大学経済学会
発
行 甲南大学経済学会

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

編集後記

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
近畿会会報部では会員の皆さまからの原稿を募集しております。
近畿C.P.A.ニュースでは会員の皆さまに自由にご寄稿いただける「リレー随筆」のページを設けています。趣味、
こだわり、仕事の話などジャンルは問いません。
また、引き続き下記のご寄稿も受け付けていますので、是非、ご寄稿いただけますようお願いいたします。

『The You の書 〜わたしのおすすめの一冊〜』
心に残った一冊をご紹介いただくコーナーです。心に残る思い出の一冊、人生を変えた一冊、幸せにされた一冊など、ぜひ多くの方に読んで
もらいたい！この本に影響を受けた！という「おすすめの一冊」をご紹介ください。会計士の座右の銘の書にはどんな本が出てくるでしょう？

『コロナ対応（〇〇編）』
いまだ収束しない新型コロナウイルス。このコロナ禍で皆さまが受けられた影響、苦労話やこのコロナ禍でこその気づき等、未曾有の事態の
中での経験等をご紹介ください。

原稿執筆要領と問合せおよび原稿送付先
・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：2000〜2500字程度（紙面１〜２ページ）
・その他：掲載の画像等がありましたら、あわせてお送りください。
【原稿送付先、問合せ先】
（E-Mailの場合） r.ando@sec.jicpa.orjp
（郵 送 の 場 合）日本公認会計士協会近畿会
〒541-0056

会報部

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

クラボウアネックスビル２階

（F A X の 場 合）（06）6271−0415

SNS広報

新着記事のお知らせ

今月は「公認会計士〇人に聞きました」シリーズを展開しています。近畿会広報部に寄せられる質問か
ら代表的なものをピックアップして公認会計士のリアルな声をお伝えするこの企画、この後、第５弾ま
で予定しております。お楽しみに♪
ゆる広報noteサイトでは公認会計士に関する楽しい情報が満載ですので、ぜひ周りの受験生にもおす
すめください。いいね♡もよろしくお願いします！

４月20日up

５月１日up

５月19日up

「何きっかけで何歳の時に目指した

最近の合格者の声を集めました。短答

「しんどいとき」には表に出にくい本

の？」広報部の枠を超えて、現役公認

式or論文式前で頑張ってる受験生に届

音がポロポロ。先輩たちのリアルな回

会計士に取ったアンケート結果です。

け〜‼

答にJ1の皆さんも「これってあるあ
るなんだ〜」ってホッとするかも。

19069

JUNE 2021

25

研修会のご案内（2021年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。

公認会計士の日記念セミナー
2021年７月１日(木) 14:00〜16:00

研修コード 履修単位

公認会計士の日記念セミナー

Online Live
（YouTube）

アバターと万博と未来社会
企

6399

２

※ライブ配信のみ

画 広報部

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））
会 場 YouTubeライブ
講

師 石黒

テレワークが定着しアバター（自分の分身のキャラクター）利用が進んでいくこれからの社会。2025年の大阪・関西万博においても、
多くの人がアバターを利用して参加すると期待されます。ロボット研究の第一人者でもある石黒浩氏が描く「アバターと万博と未来社
会」を一足早くのぞいてみませんか。

近畿会主催研修会
2021年７月27日(火) 18:30〜20:30

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

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

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 パネリスト

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6199

２

大西

寛文 氏（NCS&A株式会社社外監査役、元積水化学工業株式会社社外監査役、
株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション社外取締役、
前日本公認会計士協会本部社外役員協議会副議長、元近畿会会長）
原
繭子 氏（株式会社PALTAC社外監査役、近畿会ダイバーシティ推進委員会委員長）
コーディネーター
藤枝 政雄 氏（NCホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)、
株式会社アサヒペン社外取締役(現任)、 （株）TBグループ社外取締役、
近畿会社外役員専門委員会委員長）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
社外役員の経験豊富なコーディネーターが、大企業と中堅企業、男性と女性、監査法人のパートナー経験者とそれ以外、監査法人定年退
職者と50代以下での独立開業者、ベテラン社外役員と新人社外役員といったバックグランドの違うパネリストの２人から、中堅若手か
らベテラン会計士まで、参考になる話を伺います。
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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）
１．第55回定期総会

午後１時30分〜午後４時20分

＜報告事項＞

第55事業年度事業及び業務に関する報告の件

＜審議事項＞

第１号議案

第55事業年度財務諸表等承認の件

第２号議案

日本公認会計士協会近畿会規約の一部改正（案）承認の件

第３号議案

近畿会役員選挙規程の一部改正（案）承認の件

第４号議案

会費規程の一部改正（案）承認の件

第５号議案

第56事業年度事業計画（案）承認の件

第６号議案

第56事業年度「正味財産増減に係る予算書（案）」及び「資金調
達、設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

２．協会本部会務報告

午後４時30分〜午後５時30分

３．会員の声を聞く会

午後５時30分〜午後６時

※「記念交流会」は開催いたしません。
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行います。
CPE単位

定期総会：３単位、会務報告：１単位
※定期総会開始時と終了時にCPEカードによる出席確認・登録を行います。両方の登録がある場合
のみ、単位を付与することといたします。早退・遅刻等により登録ができなかった場合は単位の
付与はできません。また、「協会本部会務報告」及び各ライブ配信による視聴も同様の対応とい
たします。

当日は、適切な新型コロナウイルス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、ライブ配信での視聴をお願い申
し上げます。また、会員、２号準会員の皆様におかれましては、事前の議決権行使をお願い申し上げます。
なお、定期総会の詳細につきましては、別途、郵送させていただいておりますので、ご確認いただけますよう
お願いいたします。

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）による議決権行使の利用が始まります。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いたします。
なお、現在の登録状況の確認・設定は、日本公認会計士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、会員マイページの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いたします。
ご不明な点がございましたら、【日本公認会計士協会

TEL：03−3515−1122

会員登録グループ】までお問合せください。

E-Mail：kaiin@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。
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