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日本公認会計士協会近畿会　第55回定期総会報告

日本公認会計士協会　第55回定期総会レポート

近畿大学経営学部向け寄付講座報告

経営委員会活動（金融機関との提携に向けて）報告 

近畿財務局主催「コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ」に参加して

日本人工知能学会全国大会に参加して

「公会計講座」@大阪市立大学実施のご報告

中堅・若手会計士委員会研修会報告 

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～

公認会計士の日記念セミナー　「アバターと万博と未来社会」

奈良県代表監査委員　表敬訪問のご報告

『ライフサポーター　KAI-GO！』シリーズ第６回 

「認知症の親を介護している人の心を守る本」

ファミリービジネスについて 第１回 

『ファミリービジネスガバナンス』～ファミリービジネス研究会からの報告

第56事業年度　第3回定例役員会報告 

地区会定期総会　開催報告 

　みなと地区会

　北部大阪地区会

　阪神地区会

　豊能地区会

　京阪地区会

泉地区会　定期総会開催報告

河内地区会　総会を開催しました

ハイキング部報告

北山久恵会長活動報告

近畿会開催CPE研修会 2021年７月実績及び８月予定

重要なお知らせ　CPEの参集型研修における出欠確認方法の運用変更について

公認会計士協同組合INFORMATION

国税審判官（特定任期付職員）の募集について

会員異動 

事務局だより 

編集後記 

研修会のご案内
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谷間　　薫

今井　康好
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奥澤　　望
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公江　正典
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山上　益弘
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６．報告事項
（１）第55事業年度事業報告及び業

務に関する報告の件
　各部・各委員会の第55事業年度の
事業及び会務に関する活動状況につ
いて、適宜、各部委員会を担当する
副会長より報告が行われました。

・後藤紳太郎副会長
会員業務推進部、IT委員会、近
畿会改革推進特別委員会

・安原徹副会長
経理部、厚生部、地区会部、税
制・税務委員会、経営委員会

・廣田壽俊副会長
総務部、会報部、監査会計委員
会、組織内会計士委員会

・安井康二副会長
広報部、公会計委員会、国際委員
会、ダイバーシティ推進委員会、
中堅・若手会計士委員会

・洪　誠悟副会長
研究・CPE研修部、非営利会計委
員会、社会保障委員会

　第55回日本公認会計士協会近畿会
の定期総会が、近畿会において2021
年６月25日（金）13:30定刻より開
催されましたので、会員の皆様にそ
の概要を報告いたします。本年度
は、コロナ禍の影響を受け、昨年同
様に近畿会での開催となりました。

　司会進行は谷間薫総務部副部長が
担当し、式次第に従い実施されまし
た。

１．開会宣言
　廣田壽俊副会長による第55回定期
総会開会の宣言が行われました。

２．会長挨拶
　北山久恵会長よる第55回定期総会
開会に係る会長挨拶が行われました。

３．来賓挨拶
　株式会社大阪取引所　代表取締役

会報部 永野　麻由

日本公認会計士協会近畿会
第55回定期総会報告

社長岩永守幸様より、ご来賓挨拶を
頂戴致しました。

４．物故者に黙祷
　2020年４月１日から定期総会当日
までに逝去された会員に対し、出席
者全員による黙祷が捧げられました。

５．議長の指名及び定足数報告
　総会議事に先立ち、近畿会規約第
16条の２第１項の規定に基づき、北
山久恵会長より議長に藤原祥孝会員
が指名されました。
　また、近畿会規約24条の規定に基
づき、議事録署名人に藤原祥孝会
員、藤枝政雄会員、疋田鏡子会員が
指名されました。
　近畿会規約第21条第２項及び第３
項の規定により、藤原祥孝議長よ
り、議決権保有者3,648名に対し現
時点で出席したと看做される電子的
方法等による議決権提出による総会
出席者は1,026名であり、本日の出
席者23名を加えると1,049名となるた
め、総会開催に必要となる議決権を
有する会員および２号準会員の５分
の１以上の出席があることから、本
総会は有効に成立している旨の報告
があり、その後、総会で予定されて
いる報告・審議が開始されました。

Ⅰ．定期総会（13:30～17:00）



　各部委員会からの報告に関して出
席者から：
●「Web研修での研修資料が膨大な
場合、事前に資料を郵送していた
だきたい」との要望があり、ペー
パレス化とコスト面を考慮しつ
つ、対応を検討したいとの回答が
ありました。
●「国際メッセがオンラインで開催
されたが、海外（駐在員）の実態
把握、サポートの必要性を感じ
た。この点はどうか」との質問が
あり、現地の状況について実態を
把握し、本部と連携し対応を検討
したいとの回答がありました。
●会計士協会の組織、準拠すべき経
理ルールについて質問があり、本
部と連携し検討、必要な対応を行
いたいとの回答がありました。
●「近畿会の組織も上場会社に倣
い、最新の流れに沿って柔軟に対
応する必要があるのでは」との意
見があり、随時適切に対応すべき
であると考えている旨の回答があ
りました。

７．審議事項
　審議に先立ち、藤原祥孝議長よ
り、現時点で総会出席者は本人出席
者23名、既述の議決書提出者1,026
名との合計1,049名であり、本日の
議案は近畿会規約第23条第１項によ
り出席した会員及び２号準会員の過
半数を持って決することになってい
る旨の説明がなされました。

第１号議案　第55事業年度　財務諸
表等承認の件

　監事を代表して南方得男監事より
監査報告が行われ、業務並びに予算

の執行は近畿会規約に従い、総会並
びに役員会の決議に基づき誠実に行
われており、また、第55事業年度の
財務諸表等は本会の損益及び財産の
状況を適切に示しているものと認め
る旨の監査報告がなされました。
　その後、髙見勝文経理部長より、
第55事業年度の財務諸表等の概要に
ついてスライドを用いて、前年との
対比、予算との対比等について説明
及び報告がなされました。

　当議案に関して、出席者からは会
員厚生自家保険引当に関する質問、
また「予算策定についてはコロナを
前提とした予算とすべきでは」との
意見があり、会員厚生自家保険引当
については前期の会計処理を含めた
説明、及び予算策定については最善
の見積りがなされており差異分析を
次に活かすことが重要と考えている
との回答がなされました。
　上記の質疑応答後、藤原祥孝議長
は出席者に対し賛否に関する挙手を
求め、既述の議決書による賛成者
1,024名（反対４名）と併せ、賛成
多数により本議案が承認可決されま
した。

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

　小松野悟総務部長より、改正理由
について４つのポイントに沿って説
明がなされました。
①会費の減額、免除に関する申請手
続きに係る改正
②天災等のやむを得ない事由による
リモートでの役員会参加を出席と
する改正

③副会長の定数を「５人以内」から
「６人以内」に増やす改正
④号番号、符号の改正
　当議案に関して出席者から：
●「会費免除の申請が直接本部へな
される場合、地域会によるフィル
ター、ガバナンスが機能しないの
では」との意見があり、役員会で
も同様の意見が出たが、改正案
（12条）に「会長は」という文言
を残すことで、会員の便宜を図る
とともに事実上のフィルター機能
を残すよう配慮した旨の回答があ
りました。
●「会費免除は会員への通知前に近
畿会でのフィルターをかけていた
だきたい」との意見があり、実務
上は電子登録されるため、申請と
ほぼ同時に近畿会でも情報を見る
ことができる旨、疑問がある申請
内容であれば速やかに本部と連携
する予定である旨の回答がありま
した。
●副会長の定員増加について「増員
が必要である理由についてはより
具体的な説明が必要では」及び
「欠員が出ないようにしていただ
きたい」との意見があり、各専門
委員会があり副会長への負担がか
なり重い現状について説明があり
ました。
●改正案32条の「会長が特に必要と
認めるとき」についての質問があ
り、リモートの利便性及びリモー
トにより役員会の出席率が確実に
上がっている現状を鑑み、それぞ
れの事情を考慮して判断したいと
の回答がありました。
　上記の質疑応答後、藤原祥孝議長
は出席者に対し賛否に関する挙手を
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求め、それぞれ第2号議案に関する
既述の議決書による賛成者1,016名
（反対８名）、賛成多数により本議
案が承認可決されました。

第３号議案　近畿会役員選挙規程の
一部改正（案）承認の
件

　小松野悟総務部長より、改正理由
について以下の３つのポイントに
沿って説明がなされました。
①電子的方法による投票を可能とす
るための改正
②全国の地域会で一部事項を統一す
ることに伴う改正
③号番号、符号の改正
　当議案に関して出席者から「安全
性の面から紙面投票にすべきでは」
との意見があり、電子投票による海
外在住者の会員等の利便性の向上、
及び安全性への懸念についてはハッ
カー対策や暗号化による匿名性への
対応を進めている旨の説明がなされ
ました。
　上記の質疑応答後、藤原祥孝議長
は出席者に対し賛否に関する挙手を
求め、既述の議決書による賛成者
1,017名（反対７名）と併せ、賛成
多数により本議案が承認可決されま
した。

第４号議案　会費規程の一部改正
（案）

　小松野悟総務部長より、会費の減
額・免除に関する申請手続について
変更が行われたことに伴う改正につ
いて説明がなされました。
　当議案に関する出席者からの質疑
はなく、藤原祥孝議長は出席者に対

し賛否に関する挙手を求め、既述の
議決書による賛成者1,018名（反対
６名）と併せ、賛成多数により本議
案が承認可決されました。

第５号議案　第56事業年度　事業計
画（案）承認の件

　北山久恵会長より、第56事業年度
のスローガン・基本方針、重点施
策、各部・委員会事業計画について
概要説明がなされました。
　当議案に関して出席者から：
●冒頭の音楽（近畿会広報部プロ
デュースによる公認会計士の歌）
についての質問があり、３年前に
テレビCM用に作成されたもの
で、今回映像のみ更新しており、
知らない会員の方にも改めて周知
したい旨の説明がありました。
●公認会計士の日の広告についての
質問があり、今年は５月18日に日
経新聞で広告を実施した旨の回答
がありました。
●重点施策のうちのKAMについて
近畿会においても実態調査や事例
研究をしていただきたいとの意見
があり、近畿会として監査役協会
関西支部と共同研究中である旨、
また本部においても好事例などの
分析をしているので作業が重複し
ないように協議調整しながら、タ
イムリーに情報提供していきたい
旨の回答がありました。
　上記の質疑応答後、藤原祥孝議長
は出席者に対し賛否に関する挙手を
求め、既述の議決書による賛成者1,017
名（反対７名）と併せ、賛成多数に
より本議案が承認可決されました。

第６号議案　第56事業年度　正味財
産増減に関する予算書
（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

　髙見勝文経理部長より正味財産増
減に関する予算書（案）及び資金調
達、設備投資及び特定資産に係る予
算書（案）に関する概要説明があり
ました。
　当議案に関して出席者から「正味
財産がかなり膨らんでいるが過大徴
収ではないか、早急に対応を検討す
べきでは」という意見があり、事務
所の移転計画、及び研修体系の見直
し、研修内容の充実、ITデジタル
化への投資等の計画があるため、こ
れに剰余金を充てることを検討して
いる旨、よって剰余金については会
費の減額や還元だけではなく、会員
サービスの向上、会員に貢献できる
ような形で考えている旨の回答があ
りました。
　上記の質疑応答後、藤原祥孝議長
は出席者に対し賛否に関する挙手を
求め、既述の議決書による賛成者
1,015名（反対９名）と併せ、賛成
多数により本議案が承認可決されま
した。

８．会員褒賞報告
（１）近畿会褒賞細則第２条第１項

第一号による褒賞（永年業務
褒賞）

　公認会計士登録の期間が通算して
30年以上であり、かつ満80歳以上に
して公認会計士として近畿会の発展
に貢献された下記６名の会員に対し
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て、近畿会褒賞細則第２条第１項第
一号による褒賞を行う旨の報告が、
北山久恵会長よりありました。

　大内康正会員、北浦康弘会員、
　戸奈常光会員、三島泰明会員、
　三宅幸造会員、吉川雅偉会員

（２）近畿会褒賞細則第２条第１項
第四号による褒賞

　下記１名の会員に対して、近畿会
褒賞細則第２条第１項第四号による
褒賞を行う旨の報告が、北山久恵会
長よりありました。

　中務裕之会員 
　
　後藤紳太郎副会長より、閉会の挨
拶があり、近畿会の定期総会は、終
了しました。

　日本公認会計士協会　手塚正彦会
長より、協会本部活動の報告があり
ました。

①新型コロナウイルス感染症への対応
・2020年３月から６月までの対処
（金融庁「新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえた企業決算・
監査等への対応に係る連絡協議
会」を通じた関係者との緊密な連
携、等）
・非営利法人等の計算書類等の提出
期限の取扱い
・緊急事態解除宣言後の復興税制に
関する要望
・リモートワークへの対応
・日本監査役協会会長との共同声明
発出
・新型コロナの影響を特に受けてい
る業界への対応
・押印・書面の見直しに係る法改正
事項
②戦略目標に係る取組
・戦略目標１：公認会計士に対する
信頼の確立
　KAMの全面適用に向けた取組
（KAM早期適用事例の分析、
等）
　2019年会則変更に基づく品質管
理レビュー制度の運用
　公認会計士制度の在り方（「公
認会計士制度の在り方検討プロ
ジェクトチーム」を設置し検
討、等）
　コーポレートガバナンス・コー
ドへの対応（「コーポレートガ
バナンス・コード（改訂案）」
及び「投資家と企業の対話ガイ
ドライン（改訂案）」に対する
協会意見の提出、等）
　企業情報開示・ガバナンスへの
対応（「企業情報開示・ガバナ
ンス検討特別委員会」を設置し、

　課題の整理と方向性の検討を行
い、報告書を取りまとめ公表、
等）
　IPO支援の取組
　JICPAオンラインカンファレン
スの開催
　公認会計士のブランディング
（「公認会計士ブランディング
プロジェクトチーム」を設置し
検討、等）
　SDGsへの取組
・戦略目標２：ステークホルダーエ
ンゲージメント
　2020年度のステークホルダーコ
ミュニケーション（新型コロナ
ウイルスへの対応を中心に、政治
連盟を通じ、「自民党公認会計
士制度振興国会議員連盟」をは
じめとし、与野党問わず幅広い
コミュニケーションの実施、等）
　アニュアルレポート2021の発行
・戦略目標３：人財の確保と育成
　CPE不適切受講への対応
　2020年 公認会計士試験の結果
　2020年度修了考査実施結果
　社外役員候補者紹介システムの
運用開始

・戦略目標４：社会からのニーズの
充足
　令和４年度税制改正意見
　農業協同組合監査の現状
　政府の公共調達制度に対する提言
　公認会計士の経済・社会への多
様な貢献の紹介
　会計基礎教育ヘの取組
・戦略目標５：会務運営の生産性・
透明性
　協会財政の在り方（「財政構造
改革プロジェクトチーム」を設

REPORT01 報 告

Ⅱ．協会本部会務報告

     （17:10～17:55）
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　置し、持続可能な協会財政の在
り方を検討、等）
　協会のガバナンスと執行の在り
方（「協会のガバナンスと執行
の在り方検討プロジェクトチー
ム」を設置し、ガバナンスの全
体像を改めて俯瞰し課題・問題
点を抽出した上で、会則・規則
等の見直しを含め必要な手当て
を検討、等）
　ITに係る中期計画の策定

③JICPAビジョン・ペーパー2022の
作成
・「ビジョン・ペーパー日本公認会
計士協会の進むべき方向性」
（2007/３/１）を基に、2022年版
を作成
・2022年３月頃、公表予定

　小松野悟総務部長の司会進行によ
り、引き続き会員の声を聞く会が開
催されました。主な内容は以下の通
りです。

●「協会の会長選出方法について、
前回と同じになるのか？どのよう
に選出されているのかわかりづら
い。透明性に欠けるのでは」との
意見がありました。
●「ダイバーシティの協議会のテー
マが固定化されているように感じ
る。本部が限定的なテーマに絞る
ことで、これだけしておけばい
い、という発信にならないか、懸
念している」との意見がありまし
た。

Ⅲ．会員の声を聞く会

      （17：55～18：20）

●「受験生は大学生が増えていると
いうことであるが、社会人からの
転身の壁が高くなることで逆に単
質化するのではと懸念している」
との意見がありました。
●「近畿会でやっているCPEを全国
でも受講できるようにしていただ
きたい」との意見がありました。
　他にもブランディングについての
質疑応答など、多岐にわたる意見交
換がなされる有意義な「会員の声を
聞く会」となりました。
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・2020年４月15日　
金融庁「新型コロナウイルス
感染症の影響を踏まえた企業
決算・監査等への対応に係る
連絡協議会」への参加にあわ
せて、同日付にて会長声明を
公表。
・2020年５月１日
「独立行政法人等が提出する
財務諸表等の期限の取扱いに
ついて（要望）」を提出
・2021年２月４日
日本監査役協会会長との共同
声明「2021年３月期決算への
対応について」を発出
・その他
リモートワークに対応した提
言・留意事項の公表（リモー
トワーク対応第１号～第６
号、リモートワークを俯瞰し
た論点・課題（提言））

Ⅱ．継続的専門研修制度の不適切な
受講への対応
　eラーニングシステムによる
二重受講の再発防止策、JICPA
としての具体的な再発防止策を
発表した。

Ⅲ．戦略目標に係る取組
戦略目標１：公認会計士に対す

る信頼の確立
・「監査上の主要な検討事項
（KAM）」の円滑な導入に
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　2021年７月15日（木）に帝国ホテ
ル（東京都千代田区内幸町）本館３
階富士の間にて日本公認会計士協会
の第55回定期総会が開催されまし
た。その内容をレポートいたしま
す。皆様ご存知の通り、コロナウイ
ルス禍で感染症予防のため、会員の
来場を少人数に限らせていただき、
オンライン中継を併用する初めての
開催方法になりました。なお、文中
意見に関する記載は私見であり、ま
た私の聞き忘れ、聞き違い等により
正確性に欠ける記述があるかもしれ
ませんが、ご容赦ください。また、
公式の総会報告についてはJICPA
ニュースレターにより行われますの
で、そちらをご参照くださいますよ
うお願いいたします。
　第55回定期総会は、総務担当の北
方宏樹常務理事、茂木哲也常務理事
の２名の司会で午前10時より開催さ
れました。

　北山久恵副会長の「開会の辞」に
引き続き、手塚正彦会長のご挨拶が
ありました。

　峯岸芳幸副会長により物故会員・
準会員104名への黙祷が出席者全員
によって捧げられました。

本部常務理事 安原　徹

日本公認会計士協会第55回定期総会レポート

　手塚会長から会則第143条第１項
により、議長・副議長を任命したい
旨の提案があり、議長に小宮山満会
員、副議長に池上玄会員と尾町雅文
会員が任命され議事が開始されまし
た。

（１）報告事項
　手塚会長より会則第142条第２
項に従い、「第55事業年度　事業
及び会務報告の件」の報告が行わ
れました。なお、詳細については
総会議案書をご参照ください。
　本事業年度の特筆すべき事象と
しては次のⅠとⅡが挙げられま
す。また、Ⅲは昨年の定期総会で
掲げられた戦略目標に対する本事
業年度の取組み内容の紹介です。
Ⅰ．新型コロナウイルス感染症への
対応
　JICPAの対応方針・目的は
「前例のない危機対応下におい
て、企業関係者・会員・監査法
人関係者の生命の安全を最優先
しつつ、資本市場の信頼を確保
するために、関係行政機関及び
関係団体と緊密に連携して、企
業決算と監査の期間を十分確保
する。」ことであるとの説明が
あった。
　その他、主な対応事項は次の
とおり。

１．はじめに

２．開会の辞・会長挨拶

３．黙祷

４．議長・副議長の任命

５．議事
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　向けて2020年３月決算の監査
から早期適用。早期適用事例
（48社）の分析や適切な対処
を促す周知活動を実施した。
・株式新規上場（IPO）を取り
巻く環境に対応するため「IPO
連絡協議会」を設置、IPO監
査の新たな担い手となる中小
監査事務所、IPO支援に関わ
る独立開業公認会計士名簿を
公表した。
・企業の情報開示に対する社会
のニーズが非財務情報の開示
へと拡大していることに関連
して、「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（中間報告）」を公表
（2020年８月21日）。企業関
係者・投資家等との広範な対
話を通じて最終報告書を取り
まとめ公表（2021年６月４日）
・SDGsの取組に関連して、幅
広い分野でSDGsの達成に貢
献している公認会計士を紹介
した、会計・監査ジャーナル
別冊「～SDGsへの公認会計
士の貢献～さまざまな地域、
分野で活躍する公認会計士」
発刊
・会計基礎教育の充実に関して
は、中学校・高等学校の教育
課程において「会計情報の活
用」が取り上げられた。
戦略目標２：ステークホルダー・

エンゲージメント
　ステークホルダー・エンゲー
ジメントとは、公認会計士の活

動領域の多様化によるステーク
ホルダーの増加にともない、ス
テークホルダーと積極的に対話
を実施し、関係構築に取り組む
ことであるとの説明があった。
戦略目標３：人財の確保・育成
・ネットワーキング活動による
支援
　公認会計士社外役員ネット
ワーク、組織内会計士ネット
ワーク
・「社外役員候補者紹介システ
ム」の整備
・女性会計士の活躍促進
戦略目標４：社会からのニーズ

の充足
・税制に関する提言・要望
「税制の在り方に関する提
言」「令和３年度税制改正意
見・要望書」「緊急事態解除
宣言後の復興税制に関する要
望－税制改正意見・要望書別
冊」の公表
・公共調達の在り方に関する検
討
戦略目標５：会務運営の生産性・

透明性
・協会のガバナンスと執行の在
り方を検討するため「協会の
ガバナンスと執行の在り方検
討プロジェクトチーム」を設
置
・「基幹システム更改プロジェ
クト」の中止に係る調査及び
IT中期計画の策定

（２）審議事項
　議案の採決に当たって議決権総
数32,946個（前年32,913個）に対
して本人出席120名（前年50名）、

事前行使9,044名（前年の委任状
行使による出席者数8,904名）の
合計9,164名（前年9,954名）であ
ることが報告されました。

第１号議案　第55事業年度 財務諸
表等承認の件

　菅谷圭子常務理事により第１号議
案の説明があり、加えて会計監査人
である八重洲監査法人からの無限定
適正意見の監査報告書が提出されて
いる旨の報告がありました。その後
淺井万富監事より会計監査人の監査
の方法及び結果は相当である旨、会
務の執行及び財務については、指摘
すべき重大な事実はない旨の監査報
告があり、賛成多数により原案通り
可決されました。

第２号議案　倫理委員会有識者懇談
会設置に係る会則の一
部変更案承認の件

　茂木哲也常務理事より第2号議案
について説明があり、採決の結果、
賛成多数により原案通り可決されま
した。

第３号議案　中小監査事務所連絡協
議会設置に係る会則の
一部変更案承認の件

　茂木哲也常務理事より第３号議案
について説明があり、採決の結果、
賛成多数により原案通り可決されま
した。

第４号議案　第56事業年度 事業計
画案承認の件

　加藤達也副会長により第56事業年
度においては次の６つの重要課題を
認識し、それらの課題に対する５つ
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の戦略目標を掲げて臨むことにつき
説明があり、採決の結果、賛成多数
により原案通り可決されました。
（６つの重要課題）
１．会計監査の在り方改革（国際
的な動向も踏まえて）

２．会計基準及び監査の基準設定
との関わり

３．企業情報開示の変革への適応
４．企業活動の変化及び技術革新
への適応

５．公認会計士業務に対する社会
からのニーズの充足

６．急速な会員数の増加と会員の
多様化への適応

（５つの戦略目標）
戦略目標１：公認会計士に対する

信頼の確立
戦略目標２：ステークホールダー・

エンゲージメント
戦略目標３：人財の確保・育成

戦略目標４：社会からのニーズの
充足

戦略目標５：会務運営の生産性・
透明性

第５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

　菅谷圭子常務理事より、正味財産
増減に係る予算書案、資金調達、設
備投資及び特定資産に係る予算書案
について説明があり、採決の結果、
賛成多数により原案通り可決されま
した。

（書面での質問）
　今回の定期総会はコロナウイルス
による感染症予防のため会員の来場
を控えていただいたため、質問は事

前に書面により提出していただき、
事前に協会ホームページで回答する
方法をとりました。協会のホームペー
ジのマイページで質問と回答は掲示
してありますのでご一覧ください。

　池之上孝幸委員長より先行の経過
及び結果が報告されました。本年度
の受賞対象は久保淳司会員の著作で
した。

　受賞者を代表して深代勝美会員よ
りご挨拶を頂きました。

　柳澤義一副会長より閉会の辞が述
べられました。
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６．協会学術賞授与

７．会員表彰

８．閉会の辞
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日々行っているということを紹介い
ただきました。
　次に、公認会計士の行う「国際業
務」とはどのようなものかについて
説明いただきました。一言で国際業
務と言ってもその内容は多岐にわた
りますが、監査法人で働く公認会計
士にとっては「海外赴任」がわかり
やすい国際業務の一例と言えます。
海外赴任時の業務は主に、現地監査
チームの一員として監査に従事する
こと、クライアントと現地ファーム
とをつなぐ役割を担いながら営業活
動を行って事業拡大を目指すことの
２つがあり、どちらか一方に専念す
ることもあれば、両方に従事するこ
ともあります。酒井氏からは２年間
の米国赴任のご経験についてお話い
ただきました。赴任先では現地監査
チームの一員としての監査業務をメ
インとしていたことに加え、赴任に
向けてどのような準備をしたか、ま
た帰任後も海外赴任の経験を活かし
て広く国際業務に取り組んでいるこ
とを多くの事例を交えてご紹介いた
だきました。志村氏からは、インド
ネシア赴任中の３年間のご経験をお
話しいただきました。赴任中の志村
氏は、監査業務に従事しつつ、営業
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　2021年６月８日に、近畿大学経営
学部において川原尚子教授が開講さ
れている「国際会計Ⅰ」の授業で、
近畿会広報部として寄付講座の提供
を行いましたのでご報告いたします。
　この寄付講座は昨年度も企画され
ていたものですが、昨年は新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で中止
になったものです。今年度も緊急事
態宣言下ということで、大教室での
対面による講座提供は叶いませんで
したが、近畿会研修室からZoomで
繋ぎ、ライブ配信＋録画のオンデマ
ンド配信で実施することができまし
た。当日は73名の学生の方がライブ
受講され、その後のオンデマンド配
信の視聴も含めると、延べ167名の
学生の方に視聴いただく機会があり
ました。
　講義内容としては「公認会計士の
国際業務」をテーマに、PwCあら
た有限責任監査法人の酒井隆一パー
トナーと志村伊織マネージャーから、

広報部　副部長 富田　真史

近畿大学経営学部向け寄付講座報告

公認会計士の業務内容及び国際業務
とは何かについて、ご自身の海外赴
任の経験を踏まえてご紹介いただき
ました。

　まず、初めに、公認会計士は会計
事務所系ファーム等に所属し財務諸
表監査、税務、コンサルティング業
務等を行うことに加え、一般事業会
社に所属し組織内会計士としての
キャリアを選択することも可能であ
り、幅広く活躍できる職業であるこ
とを紹介いただきました。PwCに
限らず、グローバルネットワークを
有する会計事務所はその存在意義を
それぞれ掲げており、表現に違いは
あるものの、いずれも「社会をより
良くする」という共通の概念があり
ます。ここでいう「社会」とは、日
本のみではなく、「グローバル社
会」を意味しており、公認会計士は
より広い視点を持ってその業務を

【国際会計編】

酒井隆一 (左)

志村伊織 (右：インドネシアの民族衣装バティック

　　　　       着用にて)



公認会計士試験合格者 池尾　健太公認会計士・公認不正検査士 安福　健也

【OB体験談＆不正事例編】

計・公認会計士について少しでも興
味を持っていただけるような活動を
続けていきたいと思います。
　最後に、ご多忙の中ご登壇いただ
いた酒井氏・志村氏ならびに寄付講
座ご提供の機会を用意くださった川
原教授にこの場を借りて厚く御礼申
し上げます。

活動を含めて赴任前に経験していな
かった業務や領域を広く経験したこ
と、また、それを通じて得た学び、
例えば、自身の専門領域以外につい
ても積極的に学ぶ姿勢が大切である
ことや異文化の人々と協働すること
の難しさについてご紹介いただきま
した。お二人のお話に共通していた
点としては、①会計は「世界の共通
言語」であり、それを通じて世界中
の人々と働く・繋がることが可能で
あり、公認会計士は非常に広がりの
ある職業であること、②会計という
共通言語をコアに、自分の成長のた
め、ひいては「社会」をより良くす
るために、様々な分野・領域に絶え
ずチャレンジしていくことが必要で
ある、ということでした。
　最後の質疑応答では、川原教授の
ファシリテートのもと、多くの学生

の皆さんから様々な質問が出されま
したが講師のお二人が丁寧に受け答
えくださいました。講義終了後に川
原教授からご共有いただいたアン
ケートも拝見しましたが、お二人の
活き活きした話しぶりや実体験に基
づく話が学生の皆さんにとっても新
鮮だったようで、この講義を通して
会計を学ぶ意義や公認会計士という
資格について多くの方に興味を持っ
ていただくことができたと思います。
　新型コロナウイルス感染症の影響
で、日本経済・世界経済は大きな打
撃を受けていますが、そのような状
況でも私たち公認会計士が行う国際
業務に対するニーズは強く、引き続
き国際的に活躍できる人材が求めら
れていると言えます。今後も広報部
ではこのような寄付講座等の機会を
通じて、多くの学生の皆さんに、会

簿記３級の勉強から再スタート、そ
の突き進んだ先が公認会計士試験合
格となったこと、将来の不安を考え
る暇もなく受かることしか念頭にな
かったことなどを伝えました。
　実務家による不正事例講義は私、
安福が担当し、経理実務担当者によ
る銀行預金の着服事件に遭遇したこ
とや、会計不正調査における不正関
与者へのヒアリング体験を、守秘義
務に細心の注意を払い、お伝えしま
した。不正は人の心の弱さゆえに発

　去る2021年６月28日、公認会計士
協会近畿会研修室にて、近畿大学簿
記論A（川原尚子教授ご担当クラ
ス）へのオンライン講義（寄付講
座）に臨みました。内容は「OBに
よる体験談と実務家による不正事
例」で、講義は地理的・時間的な垣
根を越え、当日は200名超、また、
後日の収録ビデオ視聴を含めると
300名超に上る大学生の皆さんにお
届けすることができました。

　OB体験談は2018年公認会計士試
験合格者の池尾より、会計士試験合
格体験記について、母校の後輩に向
け、講義しました。勉強好き（？）
が高じて５年の大学生活を送り、卒
業後は１年の間に職を転々とし、金
属アレルギー体質でありながら金属
加工業の会社に就職するという自己
矛盾（？）を起こすなど、「このま
までは、人生、本当にヤバイ！」と
思うに至ったこと、そして、自分の
人生の岐路に立ち返り、大学時代の

はじめに（安福より）
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やりがいや目標は人から与えられる
ものではなく自分自身で見つけるも
のであるということです。日々のど
んな仕事でも小さな目標ややりがい
を見つけながら取り込む姿勢が次の
ステップにつながることを再認識し
ました。

　後日、川原尚子教授より本講義を
受講された学生の方々が書かれた感
想文を送って頂きました。「改めて
公認会計士になりたい」と強く意識
した、自分を改めて省みてやり直す
姿勢と行動に尊敬した、社会的使命
として重たく価値のある職業である
と感じた、など、読み進めていくう
ちに、襟を正される思いがしまし
た。今回、大学生の方々との貴重な
交流の機会を頂き、関係者の皆様方
に深く感謝いたします。ありがとう
ございました。

　フレッシュな学生さんたちと有意
義な時間を共有できました。いろい
ろと質問を受けましたが、自分自身
もハッとなったのが、「会計士とし
てのやりがいは何ですか？」という
質問です。繁忙期になるとついつ
い、やりがいや目標を忘れてただた
だ目の前に置かれた仕事をこなして
しまいがちな中、改めてやりがいと
いうことを考えさせられました。そ
して考えた答えは自分たちが監査し
た有価証券報告書が世間に出ること
や、クライアントとのコミュニケー
ションなど様々ですが、それよりも

講義後の感想（池尾より）

おわりに（安福より）

REPORT 03報 告

生し、それを防止するために内部統
制があるのだということ、また、貝
のように口堅かった不正の関与者に
対してわずか10分で自白させた元検
事であった弁護士の方のヒアリング
の奥義をお話ししました。１時間半
にわたる講義終了後ランチタイムと
なってもたくさんのご質問を頂き、
「白熱教室」さながらとなりました。

安福健也：不正事例講義担当

池尾健太：OB体験談担当
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第２部（16:00～17:20）  
ゼミ生を３グループに分けてのグ
ループディスカッション
ゼミ生（金融機関）が持ち寄った
会社の具体的事例を題材
第３部（17:20～17:30）
再び全体セッション
各グループでディスカッションを
要約して報告
中小企業をめぐる問題と対応支援
の課題認識を共有

　今回のゼミは、中小企業支援のた
め地域金融機関がいかに金融仲介機
能・コンサルティング機能を発揮す
るかについて秘密保持を前提とした
ざっくばらんな討議と情報共有が目
的とされていました。
　討議事項は各ゼミ生（金融機関）
が、一人ずつ持ち寄った具体的事例
（実例を匿名で脚色したもの）を題
材としており、極めて実践的なもの
でした。
　公認会計士としても、会計・経理
に隣接する話題が多く積極的に質疑
応答することができ、大いに勉強と
なりました。ゼミ生の金融機関の
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　近畿C.P.A.ニュース７月号「地方
創生と中小企業支援シンポジウムの
報告」（安原徹副会長）でもご報告
のとおり、地方創生・中小企業支援
のため、①金融機関と中小企業の対
話、②専門士業と中小企業との対
話、③専門士業と金融機関の連携が
重要であることが、最新の金融庁の
金融行政方針において言及されてい
ます。

　これらの流れを受けて、経営委員
会では、2019年度より、近畿財務
局、大阪弁護士会、大学教授らと中
小企業の実情と課題について意見交
換を重ねてきました。2021年６月８
日開催の「地方創生と中小企業支援
シンポジウム」もその延長線上にあ
ります。

　今回「専門士業と金融機関の連
携」を前進させるため、近畿財務局
が主催し、金融機関が参加する「コ
ロナ禍における企業支援の在り方・
手法ゼミ」に、近畿財務局からの呼
びかけもあり、経営委員会から公認
会計士が参加することになりました。

経営委員会　委員長 安井　聖美

経営委員会活動 （金融機関との連携に向けて） 報告　
近畿財務局主催 「コロナ禍における企業支援の在り方・
手法ゼミ」 に参加して

第１回：４月20日（火）
　15:30～17:30　オンライン形式
第２回：５月18日（火）
　15:30～17:30　オンライン形式
第３回：６月15日（火）
　15:30～17:30　オンライン形式

　追手門学院大学経営学部（近畿財
務局アドバイザー）の水野浩児教授
がコーディネーターとなり、金融機
関（信用金庫・信用組合）の中核的
地位の行員16名がゼミ生として参加
されました。
　さらに、金融庁の日下智晴室長が
金融行政の観点からのアドバイザー
的な意見を述べられ、専門家枠とし
て公認会計士（日本公認会計士協会
近畿会経営委員会）から安井聖美他
３名、弁護士会から１名、金融支援
コンサルタント１名が参加しました。
　

第１部（15:30～16:00）　
中小企業支援をめぐる諸課題につ
いての参加型フリーディスカッ
ション

１．経緯 ２．実施日時

３．参加者

４．内容（全３回共通）

５．ゼミの参加を終えて
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方々にも公認会計士が中小企業支援
にいかなる考えや知識をもって指導
を行っているかをかなり理解しても
らえたように感じます。
　新型コロナの影響で、今回のゼミ
は全てリモート会議となりました
が、ゼミ生の名簿を参加者で共有す
ることで、今後も一定のつながりを
保つことが狙いとされました。

６．今後の対応
　今回のゼミは一旦終了しました
が、ざっくばらんな意見交換と情報
交換は大変有益であったため、今後
もメンバーを替えながら継続する予
定のようです。
　日本公認会計士協会近畿会経営委
員会からも積極的に参加したいと考
えています。多くの公認会計士がこ
のようなミーティングに参加し、外
部機関とのリレーションを築くこと

が、①公認会計士の認知度を向上さ
せ、②新たな時代を切り拓く魅力あ
る公認会計士になり、③公認会計士
の活動領域を拡大することにつなが
るからです。
　まずは、そのためのプラット
フォーム作りを経営委員会が行って
おりますので、このような活動に関
心や意欲のある会員の方は、奮って
経営委員会にご参加いただきますよ
うお待ちしております。

15AUGUST 202119119

（2021年８月17日〜2021年９月11日）

※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。

近畿会および各部・委員会行事予定2021年度

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

会議室/MicrosoftTeams

10:00〜11:30

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

13:30〜15:45

会議室16:00〜18:00

研修室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜16:00

夏季全国研修会

夏季全国研修会

夏季全国研修会

夏季全国研修会

非営利会計委員会　公益法人専門委員会

非営利会計委員会  NPO法人専門委員会

経営委員会

近畿会改革推進特別委員会

正副会長会

公会計委員会

組織内会計士委員会　社外役員専門委員会研修会

ダイバーシティ推進委員会研修会

中堅・若手会計士委員会研修会

税制・税務委員会研修会

正副会長会

定例役員会

IT委員会

ダイバーシティ推進委員会  女性会計士専門委員会研修会

8.17

8.18

8.19

8.20

8.23

8.24

8.26

8.27

9.  2

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（木）

（金）

（木）

（金）

（土）

（月）

（木）

（金）

（土）

9.  3

9.  4

9.  6

9.  9

9.10

9.11

研修室10:00〜16:40

研修室10:00〜16:40

研修室10:00〜16:40

研修室10:00〜16:40

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

会議室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

会議室18:30〜20:30

会議室16:00〜18:00

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30



学商学部からも２本発表があった。
大阪市立大学　廣瀬喜貴准教授「世
界主要都市が開示する公会計情報の
言語的特徴」、および商学部公共経
営学科 廣瀬研究室 学部生５名によ
る「有価証券報告書のテキストマイ
ニングによる柔軟な勤務形態導入企
業の分析」である。
　どちらもテキストマイニングを使
い、世界のアニュアルレポートや日
本の有価証券報告書の文章データを
分析するもので、廣瀬准教授の研究
は、地域ごとにどのような特徴があ
るのかについて実証研究を行うもの
であった。人間の目だけでは気づか
ない相関関係を発見できることはAI
の強みであると改めて感じた。ま
た、学部生がこのような大きな学会
で発表を行うことに驚きを感じると
ともに、その勇気に賞賛を送りたい。
　その他、公認会計士と直接関連す
る応用研究として、AI分析ツール
を通してＭ＆Ａの成果の定量評価を
試みるという「財務指標と社会的知
名度に基づいたM＆A評価指標の提
案と評価」（東京大学　樋口氏）と
いう発表もあった。何を持ってＭ＆
Ａが成功であったと言えるのかその
指標を開発するという発表であり、
「シナジーの獲得と実現」を測定す
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　IT委員会の活動の一環として、
日本人工知能学会の第35回全国大会
に参加し基調講演や研究発表を聴講
させていただいた。聴講内容や所感
を述べさせていただく。
　同大会は６月８日から11日の４日
間の会期で、昨年に引き続き今年も
オンライン環境で開催された。例
年、参加者数は３千人にのぼり、
500個以上の発表が15個のオンライ
ンルームで同時並行的に開催される
というかなり大規模な学会である。
オンライン開催とはいえ、参加者の
交流のためだけのルームや、スポン
サー企業専用のセミナールームなど
も用意されており、また質問は常時
チャットツールにて投稿できるなど
の工夫がなされており、オンライン
開催の弱点である“人との交流がし
にくい”という点にもできるだけ対
応できるよう工夫がなされていた。

産業技術総合研究所人工知能研究セ
ンター　野田 五十樹氏「社会と人
工知能」：
　『人工知能の研究とは、どのよう
にすれば「知能」が実現できるのか
について「新しい問」を立てること

IT委員会　委員長 細谷　明宏

日本人工知能学会全国大会に参加して

である。65年前にAI「人工知能」
という言葉が生まれて以降、「知
能」の機械的実現を目指して研究が
すすめられたが、その実現に一定の
成果はあったものの、知能とは何か
という問に対する答えを出せず、Ａ
Ｉブームの時代と冬の時代を繰り返
してきた。何が「知能」なのかは時
代とともに変わっており、これを定
義することが研究ともいえるが、間
違った方向には進んでいないと思う。
　今までは「単体」としての知能の
研究に焦点が当てられてきたが、
「他人」がいてこその「知能」であ
り社会であるとの考えの元、交通渋
滞を解消するためのオンデマンド交
通、災害時の被害を少なくするため
の減災分野での研究など、他の「知
能」とコミュニケーションをとり最
適化を目指す研究に取り組んでい
る。社会があってこそ「知能」が生
きてくるのである。』という趣旨の
元、社会とのかかわりを持つAIに
ついて、ご自身の研究事例を説明さ
れた。

　理系の学部や研究機関からの発表
だけではなく、財務会計の分野にお
けるAIの応用事例として大阪市立大

１．はじめに

２．基調講演より

３．その他の発表
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る指標を提案し、その効果を測定し
たものであった。

（１）AI研究の最終目標とその道筋
　学会に参加し、AI研究の最終
目標は、人間の知能に匹敵する知
能の実現と、人間とAIとの共生
社会を形成することであると感じ
た。
　旧来から存在している学問と
AI研究とでは、目的達成の道筋
が違うのではないかと思う。旧来
から存在している学問では、研究
の核となる部分がはっきりと定義
され、これを他に応用することで
開拓地を押し広げ、フロンティア

を外側に拡大してきた。円の中心
から外に向かって広がっていくイ
メージである。
　一方、AI研究では、「知能」
とは何であるのかがはっきりと定
められないことから、当然と言え
ば当然であるが、目標や研究の核
となるものがはっきりとはしてい
ない状態である。様々な領域での
AI研究が深く押し進められ、そ
れぞれに着実な進展を遂げてい
る。また、周辺の領域と密接に連
携し融合しつつ新たな領域が生ま
れている。多種多様な領域で研究
が進み、皆がAI研究の最終目標
に向かって集約しつつあるのが今
のAI研究である。AI研究の最終

目標に向かっ
て円の外側か
ら 内 側 に 向
かって開拓を
進めているイ
メージである
【図１参照】。

　現在のところ、
開拓すべきフロ
ンティアとして
「AI信頼性」、
「AI公平性」、

「説明可能AI」、「AI倫理」、
「プライバシー」、「Wel l -be ing 
Computing」などが挙げられてい
る。いつの日かAIフロンティアが
ほぼ開拓され、人間に匹敵する知能
が実現する日がくるのであろうか。
その時には、人間とAIとが共生し
ている社会であってほしい。

（２）私が今後なすべきこと
　AI技術の開発者になることが
目標ではない。最低限度でよいの
で、AI技術に関する基本的な原
理や概念を理解した上で、AI技
術を利用すべきであると思う。こ
れらの理解なしに、短絡的にAI
技術を利用することでは、AIを
利用したものの「結局、何がした
いのか」を見いだすことができな
かったり、「なぜその結論になる
のか」を説明することができな
かったりすることになる。これで
は、AI技術に使われてしまう結
果となる。AI技術をうまく利用
し、今の業務に新たな付加価値を
生み出していく必要があると思う。

４．所感

【図１：AIフロンティア】

（出典：日本人工知能学会　AI Mapβ2.0　p22）
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　講義内容（レベル）についてはや
や難しかったものの、わかりやすい
内容になっており、学生にはあまり
なじみのない行政における会計の役
立ちの実際を理解してもらえたのか
なと思います。
　アンケートでは自由回答の感想も
書いてもらいました。190件ある自
由回答のすべてを紹介することはで
きませんので、今回は「テキストマ
イニング」によってアンケート結果
の全体像を紹介します。
　テキストマイニングとは、文字列
を対象としたテキストデータの分析
方法のことであり、文章を単語や文
節で区切り、単語の出現の頻度や相
関、傾向などを解析するものです。
　分析においては、統計ソフトの
KH Coderを利用し、出現パターンが
互いに似ている語（「共起関係」と
いいます）を線で結んだネットワー
クである「共起ネットワーク」を作
図しました。共起ネットワークをも
う少し説明すると、アンケート結果
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　公会計委員会では、社会に向けた
情報発信の取組の一つとして、大学
生向けに、地方自治体等のパブリッ
ク分野における会計のしくみや公認
会計士の役割について紹介する取り
組みを実施しています。
　今年度は大阪市立大学での講座依
頼を近畿会の広報部からの紹介で頂
戴し、大阪市立大学の卒業生でもあ
る私が講座を担当することになりま
した。実際の講座は、商学部の廣瀬
先生にご協力いただき、公会計講座
を実施させていただきました。

　「行政における会計の役立ち」と
いうテーマを設定し、具体的な内容
として、少子高齢化や社会環境の変
化など日本の将来に関するイントロ
ダクション、生活の周りの「パブ
リック」と公認会計士をテーマに概
要的な説明をし、その後、私のこれ
までの経験を踏まえて、公共施設等
マネジメント、地方公会計の実例な
どを紹介しました。

　新型コロナウイルスの影響によ
り、講座は全面オンラインで実施さ
れ、事前に講座を録画して配信した

公会計委員会　委員 横田　慎一

「公会計講座」＠大阪市立大学実施のご報告

ものを学生が各自閲覧するという形
式でした。収録の際は画面にひたす
ら喋っているだけですので、やや寂
しかったですが、アンケート結果を
見ると反応はおおむね良好だったか
と思います。

　アンケートは190名から回答をい
ただき、下記の結果でした。主に商
学部の学生が受講し、経済学部、法
学部、文学部の学生も受講しました。

はじめに

講座の概要

アンケート結果

良い
普通
悪い
計

講義テーマについて
157人
33人
０人
190人

83%
17%
0%
100%

わかりやすい
普通
わかりにくい
計

講師の説明について
150人
40人
０人
190人

79%
21%
0%
100%

難しい
やや難しい
普通
やや簡単
簡単
計

講義内容（レベル）について
10人
80人
97人
３人
０人
190人

５%
43%
52%
２%
０%
100%
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に登場した回数の多い語ほど大きな
円で描かれ、また、ある語と別の語
が同一の文章（アンケート回答者）
で出現する頻度が高いと「共起関
係」が強いとされ、「共起ネット
ワーク」上にキーワードのまとまり
として「Subgraph」が表示されます。

　下記の実際に作図された共起ネッ
トワークのSubgraphを見ると、03
のSubgraph（紫色の円）や05の
Subgraph（青色の円）では、公認
会計士や会計について学生が知った
様子が示されています。また、04の
Subgraph（赤色の円）では、日本

が抱える人口
減少や少子高
齢化、公共施
設やインフラ
の老朽化の問
題などへの関
心が示されま
した。さらに、
06のSubgraph
（オレンジ色
の円）では、

地方公会計や官庁会計の違いについ
ての関心が示されました。
　いずれも講座で紹介した行政にお
ける会計の役立ちについて学生が興
味をもった様子がわかり、意義のあ
るものになってもらえたのかなと思
います。

　公会計委員会では、今後も引き続
き公会計講座を実施し、行政におけ
る会計や公認会計士の役割につい
て、広くアピールしていきたいと思
います。

おわりに
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個人事務所を開設し、現在は原点で
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ライフワークで
ある決算書の図形分析ツールのGFS
（Graphic Financial Statements）の
普及に取り組んでおられます。40年
ほど前から企業を知るために決算書
を直感的に理解する方法はないかと
の考えから、決算書分析ツールの開
発・改良がライフワークとなったと
のことでした。
　GFSは、B/S（貸借対照表）、P/L
（損益計算書）、C/F（キャッシュ・
フロー計算書）のいわゆる財務３表
のそれぞれを伝統的な財務分析手法
である「収益性分析」、「成長性分
析」、「健全性分析」、「資金性分
析」と関連付け、図形イメージで企
業を理解するとともに併記されてい
る数値からより詳しく分析しようと
するものです。決算書を図形イメー
ジで理解する方法は、B/Sは戦略会
計（STRAC）から学び、P/Lは６
つの利益概念を柱状に、そしてC/F
は３つのキャッシュフロー（営業
CF、投資CF、財務CF）を増減につ
いては色で、金額については総額と
の相対的な大きさで、さらに現金等
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　中堅・若手会計士委員会は2021年
６月17日（木）にベテラン会計士で
ある戸奈常光先生を講師にお招き
し、「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～」というタイトル
で、リアルとリモートのハイブリッ
ド形式での研修会を実施いたしまし
た。ハイブリッド形式での開催で
あったものの、受講生の多くはリ
モート参加でしたので、講師の先生
（以下、『講師』とします）にはパ
ソコン操作等で大変ご不便をお掛け
いたしました。

　今回の研修会に至った経緯を少し
述べさせていただきます。講師から
上場企業の決算書分析ツールがやっ
と開発でき、テキストとして見てい
ただく形の著書も用意できるので是
非中堅・若手会計士の方に説明する
機会を作っていただけないかとの手

中堅・若手会計士委員会　委員長 谷間　薫

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～

紙をいただきました。その文面は分
析ツールのこともありますが、何よ
りも興味のある１つのことを徹底的
に追求すれば、それ相当の成果を出
すことができるということを現状の
若手会計士へ伝えたいとの熱意でし
た。中堅・若手会計士委員会委員長
である私は、委員会の中で発表して
いただきたいと思いましたが、ちょ
うどその頃新型コロナウイルスが流
行し始め、委員会自体も実施を延期
しており、リモートでの実施がやっ
とでリアルでの実施を希望しておら
れましたが、コロナの収束が見えな
いため2020年12月18日の委員会で、
リモート開催で発表していただきま
した。その発表内容から中堅・若手
会計士委員会では、多くの会員、特
に若手の会員に聴いてもらいたい内
容ということで、この度の研修会で
のご講演となった次第です。
　講師は、外資系会計事務所で10年
間、その後日本の小規模監査法人に
移り、その後の監査法人の合併等に
より、大手監査法人にて上場企業の
監査に約30年間従事されました。監
査法人退職後は、これまでの経験を
中小会社の経営改善に生かしたいと

中堅・若手会計士委員会研修会報告
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価物の期首と期末の増減を色と相対
値で表示する工夫をしたと話されて
おりました。財務分析については多
くの優れた著書がありますが、自分
が分析したい企業を分析するツール
は残念ながらほとんど無く、特に上
場企業を分析するツールがGFSで可
能となったのは、企業情報の宝庫と
もいうべきEDINETからデータを取
り出せるようになったことが賜との
ことでした。
　今回の研修は、講師の著書である
「決算書分析はこれで決まり！！企
業通信簿」を中心にご講演いただき
ました。また、研修会では事前に受
講者にGFSをダウンロードしてもら
い、実際にGFSの操作も行ってもら
いました。なお、GFSは「戸奈公認
会計士事務所」のホームページから
ダウンロードできます。
　『企業通信簿』は、分析結果を先
に記載しました伝統的な財務分析手
法ごとに総括するとともに、３ペー
ジの文書として提示する形となって

います。企業の決算書をまさに通信
簿のような形で見ることができるわ
けです。
　また、通期の決算書分析の他に四
半期決算書分析も説明されました。
四半期決算書分析は、その性格上収
益性分析や成長性分析が中心となる
ことを述べておられました。また、
決算書のEDINETへの開示が、特に
通期では企業の決算発表から２ヶ月
程遅れるのが普通のため、企業の決
算発表数値を手入力となりますが、
数分で過去の決算書データとの対比
もできるような「決算短信情報（分
析）」も説明されました。
　研修会後、講
師は著書の出版
時には日本基準
企業しか分析で
きなかったが、
その後当日配布
のIFRS企業の
日本電産(株)の
分析について、

時間の関係で説明できなかったこと
を申し訳なかったと言っておられま
した。
　研修会で改めて感じたことは、若
い時から40年も継続して研究されて
いることを知るとともに若手会計士
向きに研修会を実施いただいたこと
に大変感銘しました。現状の監査は
これからますますデジタル化が進ん
でいくことは確実です。これからの
会計士はITリテラシーを高める必
要があり、そのためには自己研鑽が
重要だと思っております。講師の先
生には貴重な講演を感謝申し上げま
す。
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進めている。ここでの究極の目標
は、「トータルチューリングテス
ト」にパスすること、すなわち、
人間と話しているのか、ロボット
と話しているのか、人間には区別
がつかない状態を達成することで
ある。
　ここ５～６年注力しているテー
マは、「自律的に対話するアンド
ロイド」であるが、その成果が
「ERICA」である。人間の意図欲
求の階層モデルを模した非常に複
雑なプログラムを組み込んでいる
ほか、音声に伴う人間らしい動作
生成を実現している。「ERICA」
は、人間と関係を構築したい、関
係性を明らかにしたいという欲求
を持ち、相手の発話をみながら、
自分の気分をシミュレーションし
て、人間らしい対話を継続するこ
とができる。また、子供らしい見
かけをもち、周囲と関わりながら
自ら学んでいくタイプのアンドロ
イドも研究中である。
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　日本公認会計士協会近畿会は、
2021年７月６日の「公認会計士の
日」記念企画として、ロボット工学
者の石黒浩先生を講師にお招きし、
「アバターと万博と未来社会」と題
して、2021年７月１日、オンライン
によるセミナーを開催しました。

　講師の石黒浩先生は、アンドロイ
ド研究の第一人者で、遠隔操作ロ
ボットや知能ロボットの研究開発に
従事され、現在、大阪大学基礎工学
研究科教授（栄誉教授）およびATR
石黒浩特別研究所客員所長（ATR
フェロー）としてご活躍をされてお
ります。そのご功績により2011年大
阪文化賞、2015年文部科学大臣表彰
およびシェイク・ムハンマド・ビ
ン・ラーシド・アール・マクトゥー
ム知識賞、2020年立石賞など、これ
まで数多くの賞を受賞されました。
また、2025年大阪・関西万博のテー
マ事業プロデューサーとして、ご専
門の知識や経験を活かし、万博の魅
力を高めるとともに、世界中にメッ
セージを発信しておられます。

広報部　副部長 今井　康好

公認会計士の日記念セミナー
「アバターと万博と未来社会」

１．ロボット研究の発展と人間理解
の観点からのその意義
　20年前、当時はSF世界の話で
あった人間型ロボットの研究を始
めたが、いつかロボット社会を創
りたいという強い思いを持ってい
る。ではなぜ人間型ロボットが必
要になるのかというと、人間は人
間を認識する脳を持っていること
から、人間にとって理想的なイン
ターフェースは人間であるからで
ある。また一方で、人間らしいロ
ボットは、人間を理解するテスト
ベッド（実証基盤）になる。例え
ば、人間の「感情」とは何か、そ
れはまだよく分かっていない。そ
こで「感情」を持つようなロボッ
トを作ることができれば、そのロ
ボットの中に「感情」の謎を解く
ヒントが見つかるかもしれない、
そういうことである。
　様々な科学技術の発展ととも
に、それを適用したロボットの開
発を進めている。私の研究では、
レストラン店員ロボットや語学教
師ロボットなどはすでに実用化さ
れているが、将来の実用化を目指
してコンサルタントロボットやコ
ンパニオンロボットなどの開発を

Ⅰ．講師ご略歴

Ⅱ．ご講演内容について
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し創造する計画であり、さらに
は、科学技術によって飛躍的に進
化する1000年後の人間像にも触れ
ていただくことになる。ぜひ万博
に期待していただきたい。

　ご講演の後、限られた時間でした
が大変多くの質問がチャットで寄せ
られました。石黒先生は質問に対し
ひとつひとつ大変分かりやすく丁寧
にご回答いただきました。中には、
未来社会で人間がロボットやアバ
ターに支配されてしまうことを危惧
する意見もありましたが、石黒先生
は、人間とロボットに主従関係はな
い、これまで人間は科学技術によっ
て進化してきたし、これからも科学
技術なしでは進化できない、とご回
答されました。私は、来たる万博で
先生の描かれる未来像を体験し、皆
が明るく幸せに暮らせる社会の実現
を楽しみに待ちたいと思います。講
師の石黒浩先生にはこの場をお借り
して厚く御礼申し上げます。

REPORT 08報 告

　人と関わるロボットの原理で重
要なもののひとつは、「存在感」
である。人間は２つの方法で他者
の存在を認識している。それは
「観察に基づく認識」と「想像に
基づく認識」である。声からポジ
ティブな想像を引き出す遠隔操作
型ロボット、それが「テレノイ
ド」である。テレノイドの人形
「ハグビー」は、見た目は非常に
単純化された形態で、その頭部ポ
ケットに携帯電話をいれて、「ハ
グビー」を抱きしめながら、通話
を行うことで、ストレスホルモン
が減少する効果があることが分
かっている。「ハグビー」は老人
ホームや子供の養育の現場での活
用が見込まれている。

２．コロナ禍後の未来技術としての
アバターと大阪・関西万博での
アバターの活用

　ロボットの研究を通じて、ヒト
とは何かを知りたいと考えてい
る。私たちがコロナ禍を経験した
その後の世界で、この「ヒトとは
何か」を認識し、共有する機会
を、来たる万博で提供したい。そ
こで活用する研究成果が「アバ
ター」である。アバターの原型は、

Ⅲ．セミナーに参加して

1999年に開発した遠隔操作ロボッ
トであるが、その後の技術の発展
により、脳波による制御等を用い
て、まさに自分の体と一体に感じ
られるようなアバターの実現を目
指している。アバターは内閣府の
MOONSHOTプログラムに選定さ
れており、2050年に必要な技術と
して、「人が身体、脳、空間、時
間の制約から解放された社会を実
現する、アバター共生社会」を
テーマに研究をしている。
　私は2025年大阪・関西万博にお
いて、「いのちを拡げる」という
テーマ事業のプロデューサーを担
当している。このテーマのもと、
アバターを活用して、物理会場と
仮想会場を用意し、世界中のあら
ゆる人がそこに集まれる場を提供
したい。そこで、多様な価値観と
幸福感で発展する社会のイメージ
を共有し、「いのち」について忘
れがたい感動をもたらす展示、そ
して多様な人間の未来と多様な
「いのち」の在り方について議論
できるような展示を行いたいと考
えている。「いのちを
拡げる」こと、すなわ
ち、人間の進化は、科
学技術の発展によって
こそ手に入れることが
できるものなのであ
る。万博では、アバ
ターで働きアバターで
参加する、30～50年後
の未来のシーンを想像
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会計委員会から発刊した「自治体の
内部統制～地方自治法改正と内部統
制～」の冊子もお渡ししつつ概要を
お伝えいたしました（アンケートの
実施報告については、後日会員の皆
様にも別途ご報告予定です）。内部
統制構築のためには、一般的にはま
ずリスクを洗い出すという作業をイ
メージし、当該作業負担に対するネ
ガティブな反応もあるところです
が、リスクを洗い出す作業から、で
はなく、一定の内部統制の整備がな
されている組織においてはすでに整
備されている事務手続からどのよう
なリスクを回避できているのかを確
認したり、重複した事務手続を発見
したりする手法のほうが効率的かも
しれない、といった考え方なども紹
介させていただきました。
　さらに、業務フロー整備とDX対
応、監査委員監査におけるデータ監
査の可能性、地方自治体における保
証型監査制度導入の可能性、地方自
治体監査制度と企業監査制度との相
違点など、様々な論点についても意
見交換いたしました。内野様を中心
として、奈良県における監査委員監
査の状況、今後の監査委員監査制度
のあり方等につきご意見をお伺いす
ることができ、大変有意義な時間で
した。
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　公会計委員会では、パブリック分
野における公認会計士に対する認知
度向上のため、各地区会と連携して
首長等に表敬訪問を実施し意見交換
を実施しています。
　このたび、令和３年７月19日に奈
良県代表監査委員を訪問いたしまし
たのでご報告いたします。

　今回の訪問に至った経緯は、令和
３年４月に奈良県代表監査委員にご
就任された内野様がご就任の直前
に、前職の会計検査院局長時代に繋
がりがあった日本公認会計士協会 
手塚会長にご挨拶に見え、その関係
から、近畿会 北山会長にご紹介いた
だいたものです。今回は、北山会
長、公会計委員である石崎公認会計
士、私の３人でご訪問し、１時間に
わたり内野代表監査委員様、森田監
査委員様、井勝事務局長様と、様々
な意見交換をいたしました。大変お
忙しいご公務の合間を縫ってお時間
を頂戴することができました。
　石崎委員は偶然にも過去の会計検
査院の勤務時代に内野様と同じ部署
に所属していたご関係もあり、その
時以来の再会となり、旧交をあたた
めることもできました。

公会計委員会　委員長 奥谷　恭子

奈良県代表監査委員　表敬訪問のご報告

　まずは、日本公認会計士協会及び
近畿会の組織、活動内容について、
日本公認会計士協会の「アニュアル
レポート」や「ブロウシュア」を使
用して、北山会長からご説明しまし
た。さらに、私奥谷より公会計委員
会の活動事業を説明いたしました。
　令和２年度から適用が求められた
地方自治法改正は監査委員監査にも
大きな影響を与えています。主要な
改正事項である「内部統制評価報告
書に対する審査制度」や「内部統制
に依拠する程度を勘案した監査等の
実施」を中心に意見交換をいたしま
した。特に、内部統制評価報告書に
対する審査制度は、この令和３年夏
がまさに初年度の令和２年度審査の
実施時期であるため、全国の地方自
治体の監査委員の間では具体的にど
のような制度対応を進めるべきなの
か、悩んでおられる時期に該当してお
り、ホットトピックスとなりました。
　近畿会からは、この令和３年２月
に近畿会 公会計委員会が全国の日本
公認会計士協会の各地域会のご協力
も経て実施しました、全国自治体監
査委員事務局を対象とした「地方自
治法改正対応に関するアンケート」
の内部統制評価報告書の審査対応に
関するアンケート結果概要をご紹介
し、さらに平成31年３月に近畿会 公

はじめに

概要
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　公会計委員会では、今後も引き続
き様々な首長、監査委員等の地方自
治体のキーパーソンへの訪問を実施
し、行政における会計や公認会計士
の役割について、広くアピールして
いきます。各地区会でのご訪問に同
行させていただき、地区で活躍して
いる公認会計士のアピールととも
に、地方自治体向け業務も公認会計
士が活躍していることを伝えていき
ます。

おわりに ◆ご参考までに
　平成31年３月公会計
委員会発刊「自治体の
内部統制～地方自治法
改正と内部統制～」は
近畿会ウェブページに
データでも掲載されて
います。
https://www.jicpa-knk
.ne.jp/download/doc/2
01903_naibutousei.pdf

◆ご訪問時の写真
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『The You の書 ～わたしのおすすめの一冊～』

『コロナ対応（〇〇編）』

　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。

　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？

　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。

・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　会報部
　　　　　　　　 〒541-0056　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

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集

原稿執筆要領と問合せおよび原稿送付先
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　第６回目を迎えた、「ライフサ
ポーター KAI－GO！」。この企画
は、「介護」について家族や職場で
話題にすることが『お腹が空いたら
ご飯を食べるくらい当たり前』と思
えるような日常を目指して、会員・
準会員の皆様に話題を提供する企画
です。
 
　今回は、介護をする人自身の心が
辛くなってしまった時に読んでみた
い本をご紹介いたします。
※認知症を前提にした書籍ですが、
他の病気の介護にも応用可能です。

　「認知症の親を介護している人の
心を守る本　～疲れたとき、心が折
れそうなときのケース別対処法」
西村知香著　大和出版
（電子書籍版　PHP研究所）

　認知症専門クリニックを開業され
ている神経内科医の著者は、認知症
の患者さんの診察はもちろんですが、
家族や介護者のケアにも力を注いで
おられます。
　認知症は脳の病気で、現在の医療
では進行を緩やかにする薬はありま
すが完治できない病気と言われてい
ます。また、子育てのように日常生
活全般への手助けが必要になる一方

ダイバーシティ推進委員会　委員長 原　繭子

「認知症の親を介護している人の心を守る本」

『ライフサポーター　KAI-GO！シリーズ』 第６回

で、子育てとは異なり、「家族や介
護者の手が離れることはない」「本
人は徐々にできないことが増えてい
く」点を、家族や介護者はきちんと
理解しておく必要があると言われて
います。

　本書は、家族をはじめとする介護
者を対象にした書籍で、まず第１章
では「介護疲れ」のサインに気づく
ことの大切さを説いています。介護
は子育てと違って終わりが見えな
い、加えて認知症は現時点では完治
できない病気。だからこそまず認知
症とはどのような病気か、その進行
段階と病状について知ることが大事
と指摘しています。
　また、患者の病状が軽度であって
も、患者と同居していなくても、介
護疲れになることは当然あり得るの
で、自覚症状や周囲の声、「最近ど
うしたの？」「いつもと違うね」、
などの声に耳を傾けることは大事な
ことと強調しています。
　また、認知症ケアは効率性や生産
性とは別の世界であり、「こうなる
はず」といったこだわりは持たない
様にして、その時々の状況に合わせ
て対処することが肝要で、つまり、
真面目で何事にも一所懸命取り組も
うとする人は特に介護疲れに注意す

るように、とアドバイスしていま
す。そして、気になることがあれば
気兼ねなく、患者が認知症診察を受
けている主治医に相談することを勧
めています。
　第２章では、ケアする人の心を守
るためには「おおらかな介護」が適
切であるとし、患者のよく見られる
行動の理由を知る大切さを、11の具
体例を取り上げて解説しています。
そして、介護者にとっても患者に
とっても無理のない関係を続けるた
めに、
・いらだつことは仕方がないので自
分に寛容になること
・譲れないことを諦めず無理なこと
は引き受けない
・一息つくことに罪悪感を感じなく
ても良い
・他人を頼ること
など、具体的なアドバイスが紹介さ
れています。初めての介護で試行錯
誤している家族にとってほっとする
内容が色々書かれています。さら
に、10代から30代の介護者であるヤ
ングケアラーにも言及されており、
他の年代よりも負担を感じやすいの
で注意が必要とのことでした。
　第３章と第４章では、長く続けら
れる生活の仕組みづくり、そして他
者に頼ることでこれからを乗り切ろ

26 AUGUST 2021 19130
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　『ライフサポーターKAI-GO！スピンアウト企画』として、介護をテー
マにした研修会を９月27日（月）18時30分より近畿会研修室（オンライン
と会場のハイブリッド形式）にて開催します。
　講師の山下勝巳氏は、地域の高齢者と日常生活でつながる関係を目指し
て、羽曳野市でカフェを併設したケアプランセンターとデイサービスを経
営されているケアマネージャーの方です。同時に、所属を超えた介護職の
人々と活動するegaoプロジェクトでは「えがお戦隊介護マン」というヒー
ローショーも企画するなど、介護職の素晴らしさを紹介されています。
　研修会では介護保険法改正についてご紹介いただきます。ぜひ、ご参加ください。（P49参照）

「もはや他人事では済まされない介護の話　2021年（令和3年）介護保険法改正から未来を読み解く」
　2021年９月27日（月）18:30～20:00
　近畿会研修室　および　MicrosoftTeams（オンライン）のハイブリッド（場合によってはオンラインのみ）
　講師　株式会社山勝ライブラリ　代表取締役社長　山下　勝巳 氏

う！として、基本的な考え方や具体
的な方法を紹介されています。中で
も、持続可能なケアは患者も家族も
全員が「割りを食う」ものなので、
ケアは「ほどほどに」が大事である
ことや、時間とお金の損失はまぬが
れないので「失われるもの」を明確
にすることに加え、病状が進むにつ
れ患者自身がケアを受けていること
が認識できなくなるために、本人か
ら「ありがとう」と言われなくなる

※山下氏のケアプランセンターについては、近畿C.P.A. NEWS 12月号 P11～P12に紹介していますので、
こちらもぜひご覧下さい。

時もやってくること、いざその段階
になると家族自身も頭でわかってい
ても心でつらくなるものなので「理
想」を求めるよりも「できる範囲
で」持続可能なケアを行っていくよ
うに考えて良い、と解説しています。

　本書は認知症を前提にした介護者
の心のサポーターになってくれる書
籍といえ、今まさに当事者の方に
も、これからのために予習したいと

思う方にも役に立つ、心強い味方で
す。当事者の一人である私もこの書
籍のおかげで、やっと心を落ち着か
せることができた気がしました。
　イラスト、表やチャートのデザイ
ンが優しくてすぐ目を通せますし、
書籍はわかりやすく整理された内容
になっています。電子書籍でも出版
されていますので、気軽に手にとっ
てみてはいかがでしょうか。

記事をお読みいただきましたご感想や企画記事のご提案等をお聞かせいただければ
幸いです。どんなことでも結構ですので、ぜひご感想等お寄せください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感想はこちらから

企画
案内
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『ファミリービジネスガバナンス』 
～ファミリービジネス研究会からの報告

安原　徹

　現在、近畿会経営委員会と税制・
税務委員会では大阪弁護士会と共同
してファミリービジネス研究会を定
期的に開催しています。
　皆様ご存じのとおり、わが国企業
の大半が非上場の中小企業で、その
多くが経営者の親族によって所有さ
れ、かつ、経営されています。つま
り、日本の企業の多くはファミリー
ビジネスであるのが現実の姿です。
そこで「ファミリービジネス特有の
ガバナンスの在り方はどういうもの
なのか。上場企業で言うところの
コーポレートガバナンスとは異なる
ものなのか。」といったテーマ、さ
らに各論として事業承継、財産管
理、相続といったファミリーに必然
的に発生する問題をテーマごとに取
り上げて検討しています。

　コーポレートガバナンスとは一言
で言うと「株主利益の最大化」を目
指すものです。しかしこれをファミ
リービジネスに当てはめると大株主
である社長は「オレの利益の最大化
が企業経営のミッションだ」という
奇妙な命題になりかねません。とこ
ろがファミリー企業に特化したガバ
ナンスの在り方について我が国では
ほとんど議論されていないのが現状

です。そこで米国のノースウェスタ
ン大学ケロッグスクールのJohn 
Ward教授とそのグループの著作を
いくつも取り寄せ、その一部の邦訳
を作成し（Ward教授の文献は大半
が未邦訳）、これを研究会メンバー
に配布して議論を重ねています。
　米国のファミリービジネスのガバ
ナンスというと、金銭的に割り切っ
たいわば即物的な関係を連想される
方も多いと思われますが、これら米
国のテキストを見ると、日本以上に
ウェットで、人間関係や血のつなが
り（Bloodline）を重視し、義理人情
に訴える側面が多いのが特徴です。
また、米国の教科書にありがちなよ
うに「ここまで書くか？」と思うく
らい、細かく手取り足取り解説され
ています（「行間を
読む」といった発想
は皆無）。
　そんなことで、今
月から数回にわたり、
米国のファミリービ
ジネス関連の著作の
概要を紹介します。
そして内容にご興味
をお持ちの方はぜひ
ファミリービジネス
研究会に顔を出して
頂ければ幸甚です。

　まずは研究会で最初に作成した
Ward & Aronoff、『Family Business 
Governance』（1996）からご紹介
します。同書の冒頭ではファミリー
ビジネス関連の著作ではおなじみの
スルーサークルモデルについて書か
れます。
　ファミリービジネスにおいては、
一般的な株式会社のような所有と経
営の分離を想定するのは適切ではあ
りません。ファミリービジネスは、
家族（family）、所有（ownership）、
そしてビジネス（business）の3つ
の要素から構成されており、これら
が重なり合い、作用しあい、依存し
あっている構造となっています。こ
れは次のようなスリー・サークル・
モデルで示されます

１．ファミリービジネスに

　　対するガバナンス

図表　ファミリービジネスに関連するガバナンスの領域

ファミリー ビジネス

オーナーシップ

健康、財産、継続性、参加
コミュニティーでの役割
コミュニケーション
教育、価値観、目標

事業運営、ファイナンス
従業員、サプライヤーと

顧客との関係

現金化、資本の割当
後継者確保
戦略の方向性
経営成績

ファミリービシネスについて 第１回
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　このような構造のため、ファミ
リー企業のガバナンスは一般のコー
ポレートガバナンスとは大きく異
なっています。ファミリーのメン
バーが複数のサークルに割り当てら
れ、各人が複数の役割を兼ねている
ことが原因です。
　そこでビジネスに対するコーポ
レートガバナンスとファミリーに対
するファミリーガバナンスの二つが
求められます。さらに、ビジネスと
ファミリーの共生関係を維持し、発
展し続けるためには、コーポレート
ガバナンスとファミリーガバナンス
を並行して推進することが必要とさ
れています。この点はわれわれ日本
人には馴染みがない論点です。
　つまりリーダーは①ビジネスにス
ポットを当てファミリーの利益を顧
慮しないというビジネスファースト
の立場と②ファミリーの争いを避け
ファミリーの和を確保するよう妥協
を重ねるべきというファミリー
ファーストの立場の双方を活かすこ
とが必要となります。しかしなが
ら、ここには決定的な解決策はあり
ません。そこでリーダー任せにする
のではなく、ガバナンス機能を果た
しうる人材を採用するべきとされま
す。つまり、２つのガバナンスを同
時並行的に実現するため、ガバナン
スの主体として、他社でCEO等の
経験があるindependent Board of 
Director（会社から独立した社外取
締役）を採用し、ビジネスに対する
アドバイスをもらうとともに、ファ
ミリーに対してもアドバイスや対立
の解決に貢献してもらおうという発
想です。
　もっとも、この議論をそのまま日
本のファミリービジネスに持ち込む
ことはできません。日本の中小企業
で社外取締役を採用する例はごく稀
だからです。そこで弁護士や会計士
といった顧問専門士業が経営者に寄
り添い、見まもることによって２つ

のガバナンス機能を果たすことが求
められます。

　ファミリービジネスにおいてファ
ミリーとビジネスの調整をさらに難
しくする要因の一つは、それぞれが
進化していく点です。Ward教授は
この進化を創業者段階、兄弟パート
ナーシップ段階（創業者の子供やそ
の兄弟が参加する段階）、従兄弟連
合段階（主に第三世代以降で従兄弟
や共同事業者が参画する段階）と名
付け、それぞれの特徴を解説されま
す。
（１）創業者段階
　ファミリービジネスはオーナー
経営者としての役割と執行を担う
取締役の役割を兼ねた起業家のも
とで開始されます。創業者段階、
すなわち一人の専制的なオーナー
が存在する段階ではガバナンスは
通常あまり問題となりません。こ
の段階では創業者がファミリーの
なかで中心的な役割を担ってお
り、家族関係は創業者やビジネス
を通じて構築された人脈にとどま
るからです。
（２）兄弟パートナーシップ段階

（第二世代）
 事業が成功し規模が拡大してい
くにつれ、創業者の子供やその兄
弟などが参加します。さらにメン
バーの結婚、出産、就職、引退と
いったライフサイクルの分岐点に
おいてファミリーメンバーの関係
性が変化します。なかでも創業者
から次世代に経営が承継される時
点で親族の間で新たな関係が生ま
れます。こうして創業者の子供た
ちがビジネスに入ってリーダー
シップの役割を担い始めるとガバ
ナンスの構造と機能を明確にする
必要が生じてきます。
 つまり、創業世代のオーナー経営

者は専制的な支配をすることが許
されますが、次世代は子供たちを
始めとする複数の人間が議決権を
もって経営に携わることが多いと
いいます。このような後継者チー
ムは多くの場合子供世代の兄弟姉
妹から構成されるので、Ward教
授は「兄弟パートナーシップ」と
呼んでいます。これは実際には権
力の寡占状態ないし共有状態であ
り、チーム内の同意を得て意思決
定が行われます。かかる意思決定
方法により、専制体制よりもより
創造的な判断を導き出される可能
性も出てきますが、一方でコンセ
ンサスが得られず手詰まり状態に
陥ることもありえます。意見の食
い違いによって一部のメンバーが
事業から脱退したり、事業の買戻
しを行わねばならない場合もある
でしょう。これは長年の家族関係
を壊すだけではなく、会社の事業
に致命的な損失を与えることにも
なりかねません。
（３）従兄弟・共同事業者段階（第

三世代以降）
 さらにビジネスが発展し専門分
化が進んでくると姻族関係者を含
め兄弟以外の親戚からの役員参加
や高度な技能を持った役員やファ
ミリー出身ではない取締役の登用
が必要になってきます。この段階
になるとファミリーメンバーや姻
戚の数が増加し、家族関係とビジ
ネスとのつながりが希薄になって
きます。こうして創業者と同じ時
期にビジネスで苦労を共にした
り、ビジネスの現場に近いところ
で育ったメンバーが少なくなる
と、心理的なオーナーシップであ
る感情的なつながりが弱まってし
まいます。
　このように世代交代が続くと、
オーナーシップは多くのオーナー
家に分散されてゆき、これらの広
範囲の三代目、四代目オーナーた

２．ファミリーの進化と

　　ビジネスの進化
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４．日本のファミリービジネス

　　 の将来像

ちは従兄弟同士であることが多い
ので、Ward教授は「従兄弟・共
同経営者段階」と名付けていま
す。この場合、遠い親戚にあたる
従兄弟同士が連合して意思決定に
当たることになります。その際、
絶対的な権力を持つ者が存在せ
ず、多くのオーナーがいるために
全員一致のコンセンサスに基づく
緊密な関係を保つことは困難で
す。そこである段階からは過半数
または圧倒的な多数による多数決
原理という民主的な意思決定プロ
セスが採用されるようになるで
しょう。このような意思決定手法
により、大胆な決断をする際に多
数の同意を得ることが難しくな
り、無難な決定に落ち着きやすい
というマイナスの側面が現れてき
ます。その結果、起業家精神が失
われるという点も指摘されます。

　このようにファミリーとビジネス

は常に変化します。しかも、ファミ
リーとビジネスの関心事はそもそも
両立しえない場合が多いものです。
ファミリーの側ではファミリーメン
バーに対する気遣いや思いやりと
いった情の世界が重視される一方、
ビジネスの世界は理（＝おカネ、利
益の最大化）が優先されるので、そ
もそも相容れない要素から成り立っ
ているからです。
　その結果、ファミリービジネスに
おいては、ファミリーを組織化してそ
の価値観、ビジョン、戦略等を共有す
るとともに、ビジネスにおいてもファ
ミリーの経営戦略等から外れないよう
にしながら事業として成功するよう導
かなければならなりません。
　このようにファミリービジネスは
個人事業とも大企業とも異なる統治
形態・発展過程をへるため、Ward教
授はファミリーとビジネスの間の調
整役として「会社から独立した外部
のディレクターが参加するボード
（取締役会）」を重視するのです。
　しかしながら、先に簡単に述べた

とおり、この調整機能をそのまま日
本のファミリー企業に持ち込むこと
はできないでしょう。日本では他社
のCEO経験者が非上場ファミリー
ビジネスの社外取締役に就任すると
いう文化がないからです。そこで、
法律顧問、会計顧問、税務顧問とし
て創業時からビジネスに長く関与し
会社と苦楽を共にしてきた専門家
は、①創業家ファミリーから信頼を
得てその方針・ビジョン等を熟知し
ており、同時にファミリー間の人間
関係にも精通していること、②他社
の成功・失敗事例についての知識が
豊富であること、③他社のOBはし
ばしば自身の出身母体の業務手法に
固執し柔軟な対応が難しいこともあ
りうることから、ファミリービジネ
スにおける調整役としてふさわしい
と考えられます。これは決して専門
士業の職域拡大を主張するものでは
なく、ファミリービジネスを育てる
ためには欠かせないと考えるが故の
結論です。

　米国のファミリービジネスに関す
る研究書によると、米国ではファミ
リービジネス経営に外部者の視点を
取り入れることの重要性が広く認識
されているようです。これに対し、
日本ではいまだに小規模な家族経営
を続けることを経営の方針とし、新

しい風を拒絶する小規模事業者が多
く存在します。また日本では、この
ような姿に対して「こだわりの」
「一徹な」経営者として称賛する向
きがあるのも事実です。しかしこの
ような経営組織体では将来大きな成
長を期待できないことは明らかです。
　生産性を高め、企業を成長に導く
ためにはWard教授が主張するよう

な外部の視点を取り入れる工夫も必
要だと思います。
　次回はAronoff教授による『Family 
Business Succession』を取り上げ、
世代交代・事業承継における日米の
考え方の相違についてご説明する予
定です。

３．ファミリーのガバナンスとビジネス

　　  のガバナンス並びに両者の調整

ステージⅠ
創業者段階
ステージⅡ
兄弟パートナー
シップ段階

ステージⅢ
従兄弟連合段階

両者の調整機構
日常的な会話
合同ミーティング
日常的会話
合同会議
統治委員会

統治委員会

ビジネス側の機構
社外の取締役を含むボードの顧問会議
（カウンシル）
過半数の社外ディレクターと選ばれた
ファミリーから構成されたボード

ボード⇒子会社ボード、ジュニアボード

ファミリー側の機構
核家族内の非公式ファミリーミー
ティング
ファミリーミーティング（ファミ
リーメンバー。配偶者も参加）
ファミリーカウンシル
タスクフォース
ファミリー⇒ファミリー集会⇒株主
委員会
ファミリーカウンシル

（注１）Ward & Aronoff はファミリーガバナンスの構造の進化を次のようにまとめている。

（Ward & Aronoff,『Family Business Governance』,76 頁）
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（提　案　者）総務部長　小松野　悟
（提案内容）提案者より、以下の２件について説明があり、審議の結果承認された。
１．近畿会褒賞細則第２条第１項第一号に該当する下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細則第３条により表
彰状及び記念品を定期総会において贈呈する。

記
大内　康正　　北浦　康弘　　戸奈　常光　　三島　泰明　　三宅　幸造　　吉川　雅偉

計６名（順不同、敬称略）
２．近畿会褒賞細則第２条第１項第四号に該当する下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細則第３条により感
謝状及び記念品を定期総会において贈呈する。

記
中務　裕之（相談役10年）

（敬称略）

（提　案　者）総務部長　小松野　悟
（提案内容）提案者より、協会本部の常置委員会連絡委員について、下記の通り推薦したいとの説明があり、審議
の結果承認された。

記
会計制度委員会 連絡委員　　植村　達生　（監査会計委員会副委員長）
※現任の吉岡　礼 連絡委員の地域会異動による退任に伴う推薦

（提　案　者）総務部長　小松野　悟
（提案内容）提案者より、業務運営細則について、以下の理由により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）地域会が主体となって実施している「ハロー！会計」について、従来、協会本部広報委員会において所

掌してきたが、2021年度から会計基礎教育推進会議の所掌となった。
　　　　近畿会においても「ハロー！会計」を通じて、会計基礎教育の普及に努めてきたが、今後も会計基礎

教育の一層の充実に向けて、広報部が中心的な役割を果たしていくことを明示するため、改正を行うこ
ととする。

（２）協会「規定の表記に関する内規」が制定され、号番号及び号を細分する際の符号を次の通り改めたた
め、近畿会においても同様に改正を行うこととする。

日　時：2021年６月24日（木）18時～20時
場　所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：39名（オンライン参加21名含む） ※役員数43名

第１号議案   会員の褒賞について

第56事業年度 第３回 定例役員会報告

審　議　事　項

第２号議案   協会本部　常置委員会連絡委員の推薦について

第３号議案   業務運営細則の一部改正（案）について

号番号
号の細分化符号

  改正後
  （１）（２）（３）・・・
　ア 　イ　 ウ ・・・

改正前
一　二　三　・・・
イ　ロ　ハ　・・・



（提　案　者）総務部長　小松野　悟
（提案内容）提案者より、2021年度の年間行事予定について、別紙資料「近畿会年間行事予定表（案）」のとおり予
定しているとの説明があり、協議に入った。
　この件については、特段意見もなく協議を終了した。

（報　告　者）会長　北山　久恵
（報告内容）
１．報告者より、５月及び６月の報告があった。
【５月報告】
　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種がスタートしているが、変異株の感染拡大の可能性もあり、
収束の兆しは見えていない。関西では例年より３週間も早く梅雨入り宣言があり、自粛生活と雨で鬱陶し
い毎日となるが、我々を取り囲む環境は刻々と変化している。
　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
意見募集されている。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る。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る。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る。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ある。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おり、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ている。
　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するので、多くの方にご
参加いただきたい。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」についてご講演いただく。オンライン配信（YouTube ライブ
を予定）するので、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月号に掲載している。新たな時代を切り拓く人材育成
の一貫としての研修となっている。順次、申込受付中なので、ご関心のある方は参加ください。
【６月報告】
　コロナ禍で、「幸福とは何か、生きがいとは何か、何のために働くのか」を考えさせられる。SDGｓ
（持続可能な開発目標）とともに、『ウェルビーイング（Well-being）経営』という言葉をよく聞く。従
業員の多様な働く目的と持続可能な組織の成長を整合させるマネジメントとも定義されることもある。従
業員サイドの価値（ワーク・ライフ・バランス、自己成長、満足な報酬、やりがいのある仕事、自分の居
場所など）と経営サイドの価値（ビジョン・戦略の実現、企業業績の向上、リテンション、社員の主体性
の発揮など）の両方から「はたらく人の幸せ」を目指す。これはまさしくダイバーシティ＆インクルー
ジョン経営の目指すところと同じである。リモートワーク、オンライン会議などテクノロジーが進化し効

第３回 定例役員会報告

第１号議案   2021年度年間行事予定案について

協　議　事　項

報　告　事　項

第１号   会長報告
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率化が進む中で「分断」が生まれてしまう。テレワークは出社に比べて、役割認識（自分ごと）や自己裁
量（マイペース）などの幸せ因子が増加するが、オーバーワークなどの不幸せ因子が増加している、特に
20代の若手では、疎外感（ひとりぼっち）、自己抑圧（自分なんて）、協働不全（職場ばらばら）などの
不幸せ因子が増加しているとの調査結果がある。便利さと豊かさが必ずしも比例しない時代のなかで、分
断を乗り越えて共鳴する仲間と集いながら夢を実現していくことが、人が豊かに生きていくうえで重要で
はないだろうか。仕事の上でも、協会活動においても、テクノロジーが進化しても、分断せずに人が豊か
に生きられる社会をつくること、集合して対面しながらのコミュニケーション、意見交換、会員交流、懇
親会等が重要であると再認識した。一人ひとりが自らを愛し、他者を愛し、そして社会に貢献する。「幸
せ（Well-being）」の実現でもあるのでしょう。
　近畿会の第55回定期総会も終了し、任期３年の最終年度がスタートしている。コロナ禍の制約された下
で、各部・委員会は創意工夫しながら会務活動を行ってきており、第55事業年度の事業計画は概ね達成で
きたと評価している。ワクチン接種も本格的に始まりやっと明るい兆しも見えてきたところである。対面
での会合、集合セミナーや大規模イベントも再開できるのではと期待している。コロナ禍により一気に進
んだ、リモート化・オンライン化、コロナで発見できた新たなワーク・ライフ・スタイルを取り入れなが
ら、効果的・効率的な会務活動に取り組むとともに、会員の交流の場を慎重に増やしていきたいと考えて
いる。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たい。

２．第55事業年度事業活動結果に関する評価についての報告があった。

１．（報　告　者）理事　洪　誠悟
　　（報告内容）５月13日開催の常務理事会及び５月14日開催の理事会報告

■理事会　会長報告
１．会長動静
　　・金融庁との意見交換

IAASBにおけるISQM1、ISQM2及びISA220（改訂）の公表を受けて、日本における品質管理マネ
ジメント基準の改正、報酬依存度等の改正について議論

　　・押印・書面の見直しに係る法改正事項
監査報告書への押印廃止、監査報告書の電子化容認

■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．コーポレートガバナンス・コード改訂対応プロジェクトチームからの意見具申『東京証券取引所の
「コーポレートガバナンス・コード（改訂案）」及び金融庁の「投資家と企業の対話ガイドライン
（改定案）」に対する意見』に関する件

２．監査・保証実務委員会からの再公開草案『監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券
報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」』に関する件

■理事会審議事項
１．企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会からの報告「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実現に向けて～」
に関する件

２．（報　告　者）理事　安井　康二
　　（報告内容）６月10日開催の常務理事会及び６月11日開催の理事会報告

■理事会　会長報告
１．自主規制モニター会議の開催
　・継続的専門研修制度における不適切事案への対応
２．アニュアルレポート2021の発行

第３回 定例役員会報告

第２号   理事会報告
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■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．監査・保証実務委員会からの答申『「公認会計士法施行規則（案）」、「財務諸表等の監査証明に
関する内閣府令（案）」及び「財務計算に関する内閣府令（案）」に対する意見』に関する件

■理事会審議事項
１．持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会からの報告『「SDGs宣言」の策定及び
協会のSDGs貢献に向けた持続的な検討体制の在り方に関する提言』に関する件

（報　告　者）総務部長　小松野　悟
（報告内容）報告者より、以下の報告があった
１．近畿会役員の退任について
　下記役員について、近畿会から北陸会へ転出することとなる。ついては、近畿会規約第31条第1項第一
号により、近畿会役員を退任することとなる。

　　　　　　　　　　（退任予定日）　　（役員氏名）  　　（異動先地域会）
　　　　　　　　　　2021年６月30日　　　吉岡　礼　　　　　 　北陸会

　２．近畿会事務職員の退職について
　　　　　　　　　　　　　川崎　隼也（退職予定日：2021年６月30日）

（報　告　者）広報部長　宮口　亜希
（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士制度説明会の実施結果について
　（１）摂南大学

（日　時）2021年５月28日（金）13:20～14:00
（場　所）オンライン開催（Teams利用）
（参加者）経営学部 ２回生等：170名

　（２）関西大学
（日　時）2021年６月18日（水）13:00～14:00
（場　所）オンライン（Zoom利用）
（参加者）商学部 １回生等：95名

２．公認会計士の日記念セミナーの開催について
（日　時）2021年７月１日（木）14:00～16:00
（テーマ）「アバターと万博と未来社会」
（講演者）石黒　浩 氏

（大阪大学基礎工学研究所教授<栄誉教授>、ART石黒浩特別研究所　客員所長<ART
フェロー>）

（開催方法）オンライン開催（先着500名、YouTubeライブ）

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３回 定例役員会報告

第３号   総務部報告

第４号   広報部報告

第５号   研究・CPE研修部報告
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第３回 定例役員会報告

（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　　大阪市固定資産評価審査委員会委員の推薦
東大阪市　指定管理予定候補者選定委員の推薦
他12件

（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。
　　（日　時）2021年５月25日（月）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 計算書類の分析などについて」
　　　　　　　　※希望があった場合には、録画映像をYouTubeにて配信
　　（参加者）社会福祉法人２法人
　　（配信先）大阪市、松原市、奈良県生駒郡三郷町

（報　告　者）経営委員会委員長　安井　聖美
（報告内容）報告者より、近畿財務局・大阪弁護士会共催「地方創生・中小企業支援シンポジウム」の実施結果に
ついて報告があった。

　　（日　時）2021年６月８日（日）15:00～17:00
　　（テーマ）「金融機関と専門家にできる中小企業支援とは」
　　（場　所）オンライン開催（Zoom利用）
　　（参加者）会員・準会員124名、弁護士13名、一般他73名

第６号   会員業務推進部報告

第７号   社会保障委員会報告

第８号   経営委員会報告
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地区会定期総会 開催報告

　みなと地区会の定期総会は、緊急事態宣言下ということもあり、昨年に引き続き近畿会の会議室で開催となりました。

　今回の総会では、リモート参加も可能としたため、オンラインでも参加していただき、コロナ禍における今後の地区

会の活動について、意見交換を行いました。ケータリングサービスを利用したオンライン懇親会の開催やオンラインで

のビンゴ大会の開催等、今後の活動に参考になる意見を多くいただくことができました。

　本定期総会をもって、私は２年間務めた会長を退任し、加藤毅氏が新たに会長に就任されました。昨年度は新型コロ

ナウイルスの影響により、なかなか思うように活動ができず残念でしたが、今後も新会長のもと、みなと地区会の活性

化に取り組んでいきたいと思います。

　みなと地区会の皆様、２年間どうもありがとうございました。

　今年度の定期総会も新型コロナウイルスの影響により、近畿会研修室にて2021年6月22日（火）に開催いたしました。

　一昨年まで阪神地区会の定期総会は、少し贅沢な食事会と合わせて開催していたのですが、会員の皆様の安全を優先

し、今回も定期総会のみの開催となりました。

　開催の案内をしつつも出席の見合わせをお願いするという状況で、参加者も数名程度と寂しいものとなりました。

　ただワクチン接種も進んできており、終息に向けての明るい兆しもみられるように感じております。もう暫く辛抱し収

束した際には、また食事会を中心としたイベントを企画したいと思います。

　次回皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

みなと地区会

阪神地区会

みなと地区会　前会長　奥澤　望

阪神地区会　会長　公江　正典

2021
06.16
開 催

2021
06.22
開 催

　コロナ感染の収束が見られない中、蔓延防止期間中で、北部大阪地区会の総会は、昨年に引き続き、近畿会の会議室で

の開催となりました。

　参加者は９名と寂しい限りでした。ただ、今回は出席者の皆様にささやかなお弁当を用意させていただきました。

　2020年度の事業報告の後、2021年度の事業計画と収支予算案の承認決議を無事終了しました。

　2021年度も従来通りの事業計画を予定しております。

　2020年度は総会後の懇親会、２月開催のグルメの会は開催できずに残念でした。2021年度も総会後の懇親会は中止

となりましたが、グルメの会はぜひとも開催できればと願っております。

北部大阪地区会 北部大阪地区会　会長　林　紀美代
2021
06.21
開 催
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　例年は、ホテルモントレ大阪にて三地区合同で賑やかな定期総会ですが、今年は残念ながら、オンラインのみの定期総

会となってしまいました。しかしながら、定期総会に出席していただいた会員のみなさまからは、豊能地区会の活動につ

いて、十分に感染症対策をしたうえで前向きに活動していこうとのご意見をいただきましたので、やり方を工夫しなが

ら、豊能地区会の皆様に満足していただける企画を実施していく所存であります。

豊能地区会 豊能地区会　会長　織田　三津雄
2021
07.06
開 催

出席者：10名 ／ 決議内容：2021年度事業計画と収支予算案

　京阪地区会では、昨年同様、近畿会の会議室をお借りし、定期総会を開催致しました。

　会議室の十分な広さと、事務局から、デスク上のアクリル板をお借りできましたので、会員同士の密な状況は避けられ

ると判断し、「豪華仕出し弁当」を、ネット注文にて用意し、参加者で頂くことにしました。宅配食サービスは、コロナ

禍で利用する方々が爆発的に増え、街中でも配達員の方々を見ない日は無く、もはや社会インフラにまで登りつめた感が

あります。

　さて、昨年は、緊急事態宣言等の影響で、ゴルフ懇親会を除き、イベン

トを開催することができませんでした。会長として、出席されるアクティ

ビスト（モノ言う地区会員？）の方々から色々な提案がくるかも…と身構

えておりましたが、「豪華仕出し弁当」のお陰もあり、決議も無事承認さ

れ、終始会話も盛り上がって進行することができました。

　なお、次回の企画は「10月23日（土）の懇親ゴルフ」です。正式な募

集案内は後日しますが、奮ってご参加ください。

京阪地区会 京阪地区会　会長　千葉　一史
2021
07.08
開 催
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定期総会開催報告
泉地区会　田仲　十夢

泉地区会

　今年度の泉地区会の企画運営を担当しております田
仲 十夢と申します。
　今回、令和3年6月に実施いたしました泉地区会の定
期総会及び懇親会の様子についてご報告いたします。

　令和3年6月29日（火）、19時から、近畿会の廣田 
壽俊副会長、北川 廣基地区会部副部長にもご出席いた
だき、総勢18名の皆さまとともに、Teams会議にて
泉地区会の第20回定期総会を開催いたしました。今回
は新型コロナウイルス感染症対策のため、泉地区会初
となる完全オンラインでの開催となりました。

　林 由佳会長より2020年度の事業及び決算の報告を
させていただくとともに、2021年度の事業計画、収
支予算関係につきましても全員異議なくご承認いただ
きました。
　開会時には、司会の私を含め皆さま緊張した面持ち
であったものの、時折Teamsの『拍手機能』なども活
用しながら、滞りなく閉会まで進行いたしました。
 

　2020年度の地区会事業を振り返ってみますと、12
月に開催を予定しておりましたユニバーサル・スタジ
オ・ジャパンでのイベントは、同月大阪府より発令さ
れた外出自粛要請の影響で中止となりましたが、9月
の泉ヶ丘カントリークラブでの泉地区会親睦ゴルフ
会、11月の四季盛農園でのミカン狩り及びいずみふれ

あい農の里での親睦バーベキューと、いずれも成功裡
に終えることができましたこと、ご参加、ご協力をい
ただきました皆さまに改めて御礼申し上げます。

　総会後は、こちらも泉地区会初となる完全オンライ
ンでの懇親会の開催となりました。
　パソコン画面越しの乾杯のご発声に始まり、班ごと
に分かれての交流会を実施いたしました。

 

　皆さまオンラインでの懇親会にすっかり慣れっこで
あり、どの班でも話が弾んでいたようです。事前に皆
さまのご自宅に郵送いたしましたお弁当にも舌鼓を打
ちながら、和
気藹々とした
時間をお過ご
しいただけた
のではないか
と思います。

　2021年度においては、ワクチンの流行に伴い新型
コロナウイルス感染症が徐々に収束していくことと思
いますが、引き続きwithコロナの状況下でも会員の皆
さまにご満足いただけるイベントを企画・開催したい
と考えておりますので、これからも地区会活動に奮っ
てご参加いただけますようお願い申し上げます。
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総会を開催しました
河内地区会　会長　西村　智子

河内地区会

　令和３年７月17日（土）の昼間に河内地区会の総会
を開催しました。大阪府下は、まん延防止等重点措置
の期間であったため、お弁当とノンアルコールドリン
クで、ごく短時間の80分間での開催とさせていただき
ました。会場は、去年と同じく地元の東大阪にある創
業71年の料亭「若葉」
さん。若葉さんでは積極
的に感染防止対策に取り
組んでおられ、すでに感
染防止認証ゴールドス
テッカーを取得されてい
ました（令和３年７月
16日現在大阪府下で申
請中35,258件、取得済
1,898件）。お店による
と、空気清浄機やサー
キュレーター、CO2濃度
測定器等の設備投資のため、結構、お金がかかったと
のこと。通常50人くらい座れる広間に密にならないよ
うたった12人での利用にさせていただき、透明のアク
リル板も完備。もちろん、お店に入ると同時に体温測
定、手指消毒もさせていただきました。
　総会そのものは短時間で終了し、メインは、今年の
行事の相談です。各行事の幹事さんから、今年の計画
について説明してもらいました。ゴルフ・旅行・ワイ
ンイベントと毎年３つの行事を継続的に実施していま
す。去年は、ゴルフと旅行は、感染が抑えられている
期間になんとか開催できましたが、ワインイベントだ
けは開催の数日前に大阪府全域に不要不急の外出自粛
を呼びかける「医療非常事態宣言」が発出されたので
直前キャンセルとなり、会場である（株）河内ワイン
さんをはじめとする多くの関係者様に多大なるご迷惑
をおかけしてしまいました。今年は、開催方法を変更
してでも、予定どおりすべてのイベントを開催できる

よう工夫をします。皆さん、ご参加のほど、どうぞ宜
しくお願いします。
　さて、若葉さんですが、６月下旬にTVで紹介され
ています。料亭というと、大阪市内のビジネス街の近
くにあり、夜な夜な政財界の偉い人が集うというイ
メージですが、何故、東大阪の布施に料亭があるの
か？という内容でした。TVによると東大阪は中小企
業の町なので、中小企業の社長が利用するから、とい
う理由でした。料亭というと和食がメインですが、若
葉さんは、社長が工場勤務の若い従業員を連れてくる
こともあり、若いお客様のために考案されたビーフシ
チューが名物になっているということでした。TVの
効果で、連日、ビーフシチューの問い合わせが多いら
しく、今回は女将さんがお弁当にビーフシチューを特
別に付けてくだ
さいました。パ
イ包みになって
いて、大変美味
しかったです。
　今年初めて若
葉さんでの総会
に来た会員からは、「地元に、こんな料亭があるなん
て知らなかった」、「電車から看板だけ見えていて、
ずっと気になっていたけれども、初めて来れて良かっ
た」と、大変好評でした。



ハイキング部報告REPORT
厚生部

01

山上　益弘

浄瑠璃寺と岩船寺の石仏巡りハイキング（参加者：会員9名、非会員3名、計12名）

　白山神社の境内で、昼食を取っていた時、「山上

君、感想文書いてえや」と鈴木会員に言われ、ハイキ

ング初参加の私が、今回の文章を書くこととなりまし

た。ハイキング部には、たびたび参加を促されていま

したが、中学と高校時代に所属クラブや行事等で、登

山やハイキングは、十分堪能しましたので、今まで参

加しておりませんでした。しかし今回は、岩船寺から

浄瑠璃寺を回る御寺巡りで、本格的なハイキングでは

ないと聞き初めて参加しました。

　令和３年６月27日午前９時30分頃にJR加茂駅に集

合し、まずは岩船寺を目指して山路を歩き始めまし

た。参加者は12名

で、皆さん各々の

ペースで歩きまし

た。当日は、お天気

が心配でしたが、雨

が降ることもなく、

曇り空でちょうど良

かったです。ただ事

前情報と違い、がっ

ちりな距離(約14

㎞？)のハイキング

であったため、寺巡

りと聞いてハイキン

グ用の靴をはいてこ

なかったことを少々

悔みました。山路を

歩くと所々に石仏が

あり、それが良いア

クセントになってい

たと思います。昼前

に岩船寺に到着しま

した。紫陽花で有名

なお寺とのことで、

結構多くの方が拝観

に来られていました。

境内では、紫陽花が多く大変綺麗でした。

　岩船寺を出

発したら、冒

頭の昼食とな

りました。昼

食後、白山神

社を出発し、

山路を歩いて

浄瑠璃寺を目指しました。笑い仏や首切り地蔵などの

石仏をみて浄瑠璃寺に到着、集合写真は浄瑠璃寺の苑

池の前です。私は今回が3回目の拝観のため、境内で

参加者の皆さんとついはしゃいでしまい、寺の住職に

注意されてしまいました(反省)。九体の阿弥陀仏が祀

られている本堂を拝観しましたが、何と100年に一度

の修理のため真ん中の3体がおられず、中央の仏は、

光背のみが修理から戻ってきていた状態でした。手前

の説明書きには「この状態を拝めるのは、この後は

100年後です」と書かれていました。なるほどと感心

しましたが、初めての方は、フルバージョンで観た

かったとの声が上がっていました。浄瑠璃寺を出て、

大門磨崖仏を遠くから眺め、鈴木会員宅でゴールとな

りました。鈴木会員のお宅で、少し遅めのティータイ

ムとなり、鈴木会員のお手製コロッケをいただきまし

た。大変美味しかったです。鈴木会員、奥様、ありが

とうございました。

石仏

岩船寺

浄瑠璃寺
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　史上初めて延期された東京オリンピックが始まりました。大会は、新型コロナウイルスの感染の再拡大により緊急事態宣言
下で、開会式や多くの会場が無観客で行われ、オリンピック開催に対し国民から厳しい視線も向けられる中で異例な形での開
始となりました。「オリンピック・パラリンピックは、世界中の人々の心をひとつにする力があり、新型コロナという大きな
困難に直面している今だからこそ、世界がひとつになれること、全人類の努力と英知によって、難局を乗り越えていけること
を東京から発信する意義がある」と言われています。テレビ観戦となりますが、日本選手の活躍により様々なドラマがあり、
感動を与えてくれることでしょう。

　大阪では、2025年大阪・関西万博に向けて本格的に始動しています。関西経済の活性化とともに、大阪の魅力を全世界に発
信できる絶好の機会です。７月１日の公認会計士の日のセミナーで石黒浩先生にご講演いただきましたが、リアルとバーチャ
ルの融合した、多様な価値観と幸福感で発展する未来社会を体感できるのではと楽しみにしています。

　公認会計士協会も近畿会そして本部の定期総会も終え、最終年度の活動が始まっています。７月26日は本部の公認会計士ブ
ランディングPTの取組状況に関する説明会がリアル・オンラインのハイブリッドで開催されました。今後、公認会計士制度
PT、財政構造改革PT、資質検討PT、ビジョンペーパー2022の策定等の説明会が続きます。近畿会も、近畿会改革推進特別委
員会における検討事項について説明する機会を設定します。近畿会の皆様の積極的な意見をお聞かせいただきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。

木

金

火

水

木

金

土

月

月

火

月

火

水

木

金

土

月

火

水

月

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
オンライン
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会（オンライン）
帝国ホテル
日本公認会計士協会
オンライン
奈良県庁
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会（オンライン）
日本公認会計士協会近畿会

定例役員会
正副会長会
第55回定期総会、協会本部会務報告会、会員の声を聞く会
財務省近畿財務局　理財部部長異動ご挨拶
本部　経営会議
女性会計士専門委員会　セミナー事前打合せ
公認会計士の日記念セミナー （石黒浩氏）
会計・監査ジャーナル記事インタビュー
日本監査研究学会　理事会、西日本部会
本部　会務運営諮問会議との情報交換
本部　準大手監査法人代表者との情報交換
本部　総務打ち合わせ
組織内会計士委員会  社外役員専門委員会研修会（岩田宜子氏）
正副会長会
本部　経営会議
本部　大手監査法人代表者との情報交換
本部　相談役との情報交換
本部　公認会計士制度PT
近畿会改革推進特別委員会
本部　経営会議
本部　第55回定期総会、会員の声を聞く会
鳥羽教授・内藤教授と手塚会長との情報交換
日本監査研究学会　東日本部会
奈良県代表監査委員との情報交換
本部　常務理事会
本部　理事会
財務省近畿財務局　理財部部長就任ご挨拶
本部　経営会議
本部　ブランディングに関する説明会

(作成月日:2021年７月26日)

6月24日

6月25日

6月29日

6月30日

7 月 1 日

7 月 2 日

7 月 3 日

7 月 5 日

7 月 6 日

7 月 7 日

7月12日

7月13日

7月14日

7月15日

7月16日

7月17日

7月19日

7月20日

7月21日

7月26日

Topics北山久恵会長活動報告2021年度

18:00～20:00

11:00～13:00

13:30～18:20

14:00～14:30

10:00～12:00

18:00～20:00

14:00～16:00

16:00～18:00

10:00～17:00

10:00～12:00

13:30～15:30

13:30～15:00

15:00～16:00

16:00～18:00

10:00～11:30

11:30～13:30

14:00～16:00

10:00～12:00

18:30～20:30

10:00～12:00

13:00～16:00

16:00～18:00

13:00～18:00

10:00～12:00

10:00～12:30

13:30～17:00

  9:30～10:00

10:00～11:30

10:00～11:30
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近畿会開催CPE研修会 2021年7月実績及び8月予定2021年度

公認会計士の日記念セミナー（広報部）

「アバターと万博と未来社会」

関西地区三会共催研修会（京滋会）

「これからの時代に求められるCPAの在り方　第１

回（全４回）」

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会　社

外役員専門委員会）

「資本市場の期待するダイバーシティと現実」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「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〜」（後半）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「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〜」（後半）

第55回本部定期総会

（会場：帝国ホテル）

公認会計士ブランディングプロジェクトの取組状況に

関する説明会

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会　社

外役員専門委員会）

「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」

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

「CPE制度の概要」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「財務分析を通じた経営課題の仮説構築〜顧客のビ

ジネスモデルと会計〜」（前半）

夏季全国研修会

「2020年度の品質管理レビューの結果と2021年度

の品質管理レビューの方針」

夏季全国研修会

「監査の品質管理の実務（事例解説集による改善勧告

事項事例の説明）」

夏季全国研修会

「不正対応における指導的機能再考」

夏季全国研修会

「クロスボーダーM&Aの最新実務の現場と公認会計

士に求められる役割」

夏季全国研修会

「監査提言集の解説」

夏季全国研修会

「国の公会計の取組みについて（2021年版）」

夏季全国研修会

「「報酬」及び「非保証業務」に関するIESBA（国際会

計士倫理基準審議会）倫理規程の改正について」

夏季全国研修会

「非営利組織の会計の共通化を目指して〜モデル会

計基準（総論）〜」

夏季全国研修会

「コロナ禍に立ち向かう公認会計士のための労務コ

ンプライアンス最新実務」

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））

松本直人氏（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）

岩田宜子氏（ジェイ・ユーラス・アイアール

株式会社代表取締役）

李哲海氏（株式会社グロービス講師）

小川智子氏（株式会社グロービス講師）

新井達哉氏（本部常務理事）

パネリスト：大西寛文氏（元近畿会会長）、

原繭子氏（近畿会ダイバーシティ推進委員

長）

コーディネーター：藤枝政雄氏（近畿会組

織内会計士委員会社外役員専門委員長）

山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）

東樹敏明氏（株式会社グロービス講師）

松田玲子氏（本部品質管理委員会主席レ

ビューアー）

栗田渉氏（本部品質管理委員会副主席レ

ビューアー）、髙瀬靖史氏（本部品質管理委

員会副主席レビューアー）

田中智徳氏（中部大学経営情報学部経営総

合学科准教授）

森幹晴氏（東京国際法律事務所代表パート

ナー弁護士）、山田広毅氏（東京国際法律事

務所代表パートナー弁護士）

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会

長）、廣田壽俊氏（本部監査・規律審査会副

審査会長）

桑野希信氏（財務省主計局法規課公会計室

課長補佐）

山田雅弘氏（本部倫理委員会副委員長）

松前江里子氏（本部テクニカルディレク

ター（非営利担当））

佐藤広一氏（HRプラス社会保険労務士法

人代表社員、特定社会保険労務士）

MS Teams

Zoom

Zoom

Zoom

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

組 織

環 境

コンサル

ティング

組 織

環 境

スキル

スキル

倫理等

倫理等

組 織

環 境

倫理等

コンサル

ティング

監 査

監 査

監 査

コンサル

ティング

監 査

会 計

倫理等

会 計

組 織

環 境

7 月 1 日

7 月 3 日

7 月 6 日

7 月 1 0 日

7 月 1 4 日

7 月 1 5 日

7 月 2 6 日

7 月 2 7 日

8 月 5 日

8 月 7 日

8 月 1 7 日

8 月 1 8 日

8 月 1 9 日

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 開催方法 講　師職業

倫理
税務 その他

監査の品質
及び不正リ
スク対応

単位

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

帝国ホテル
参集・リモート

併用

京都経済センター
参集・リモート

（MS Teams）
併用

14:00〜16:00

14:00〜15:30

14:00〜16:00

 9:30〜12:30

18:30〜20:30

13:00〜16:00

10:00〜11:30

18:30〜20:30

13:00〜14:30

  9:30〜12:30

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

不正
事例

不正
事例
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夏季全国研修会

「現在の税制上の課題と今後の展望〜令和4年度税

制改正意見書の解説〜」

夏季全国研修会

「指摘事例を踏まえた仕訳テストのポイント」

夏季全国研修会

「令和３年度税制改正の解説（仮題）」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「財務分析を通じた経営課題の仮説構築〜顧客のビ

ジネスモデルと会計〜」（後半）

関西地区三会共催研修会（京滋会）

「これからの時代に求められるCPAの在り方　第２

回（全４回）」

成澤信彦氏（公認会計士）

大山昌一氏（公認会計士）

財務省担当官

東樹敏明氏（株式会社グロービス講師）

椙山泰生氏（京都大学名誉教授）

Zoom

2

3

2

2

2

税 務

監 査

税 務

コンサル

ティング

コンサル

ティング

8 月 2 0 日

8 月 2 1 日

8 月 2 8 日

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 開催方法 講　師職業

倫理
税務 その他

監査の品質
及び不正リ
スク対応

単位

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

京都経済センター
参集・リモート

（MS Teams）
併用

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

  9:30〜12:30

14:00〜15:30

重要なお知らせ

日本公認会計士協会近畿会

【お問い合わせ】日本公認会計士協会　研修グループ　TEL：03-3515-1126

　　　　　　　　日本公認会計士協会近畿会　事務局　TEL：06-6271-0400 以上

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は継続的専門研修（CPE）制度へのご理解、ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。

　さて、会場参集型で実施する研修会の出欠確認について、これまでは研修会場入室時に一回出席登録することにより出席確

認をしておりましたが、今後は研修会開始前入室時と研修会終了後退室時の二回の登録によって出席確認をすることとなりま

した。本部においては７月15日開催の定期総会から新規の運用を開始し研修会へ適用いたします。近畿会においては、2021

年８月１日以降実施の研修会から新規の運用を開始いたしますのでご案内いたします。

　会員の皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。                                                                       敬具

記

【会場参集型研修における新しい運用での出席確認】

　研修会開始前入室時と研修会終了後退室時の二回の登録が必要となります。

【近畿会での新規運用開始】

　2021年８月１日以降実施の会場参集型（オンライン併用含む）研修会より開始します。

【注意事項】

・研修会の最初から最後まで出席した方が単位付与の対象となります。途中入室や途中退室の場合は、単位が付与されませ

ん（部分単位なし）のでご了承ください。

・全国研修会など、一日に複数の研修会を受講される場合は、研修会ごとに「入室」と「退室」の登録が必要です。

・CPEカードを紛失等でお持ちでない場合は、開始前入室時と終了後退室時に、出席簿に研修登録番号と氏名を記入してください。

CPEの参集型研修における出欠確認方法の運用変更について

１.   研修会開始前入室時
研修会場に入室される際にCPEカードをカードリーダーにかざしてください。
「ピッ」という音が鳴り、読み取ったカードの研修登録番号が
表示されます。

研修会終了後（途中退出）会場から退出される際にCPEカードをカード
リーダーにかざしてください。「ピッ」という音が鳴り、
読み取ったCPEカードの研修登録番号が表示されます。

途中入退室等により研修会開始・終了時の二回のCPEカードの記録がない場合は、研修会の出席単位が
付与されません（部分単位なし）のでご了承ください。

２.   研修会終了後退室時

３.   注意点
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INFORMATION

[法律・政省令並記] 逐条解説  外国税額控除

～グループ通算制度・外国子会社合算税制対応～
「固定資産の税務・会計」

完全解説（第7版）

コロナ禍で概念が変わった

リスケを活用した企業再生支援

事例でわかる経営戦略成功のカギ

経営判断に役立つガイドブック

協同組合

新刊書販売のご案内

　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。
（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。

※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。

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）

年会費（税抜き）

ショッピングご利用可能枠

本会員

家族会員

ゴールドカード

10,000円

１名様は無料、２人目より１名様につき1,000円

原則200万円（内リボ払い100万円/分割払い200万円）

一般カード

1,250円

１名様につき400円

年会費（税抜き）

ショッピングご利用可能枠

本会員

家族会員

梅本 淳久　著 
ロギカ書房　刊
定価5,500円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　法律・政省令・通達・QA・
裁判例等を見開きで並記、解説
しています。帰属主義（AOA）、
グループ通算制度（別表記載例
を含む）、企業集団等所得課
税規定、令和3年度税制改正な
どを織り込んだ、最新の内容
を解説しています。

濱田 法男　著
株式会社税務経理協会　刊
定価2,970円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書は計画策定の留意点、
金融機関の納得を得られやす
い交渉の方法、新たな融資を
受けるための術など金融機関
の視点を意識した経営改善の
ヒントを再生業務に関わる専
門家向けに解説しています。

公認会計士・税理士  太田達也  著
株式会社税務研究会　出版局　刊
定価3,850円 （税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書では、自然災害が多く
発生し、災害に対する実務対
応が求められることが多く
なっていることから、「第7章 
災害があったときの処理」を
新設しました。

EY新日本有限責任監査法人　編
同文館出版　刊
定価3,520円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書では、具体的な経営戦
略の事例と戦略にまつわる経
営判断上の疑問を紹介し、解
決に向けて考慮すべき会計制
度等をQ&A形式でやさしく解
説します。

CPA提携カードのご案内

【ご注文・お問合わせ先】TEL　03-3515-8960　FAX　03-5226-3505　URL　http://cpacos.or.jp

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。
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国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理及び議決書の作成等

（１）税理士、弁護士、公認会計士、大学の教授又は准教授等の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識
経験を有すること

（２）職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること

（１）採用形態　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下、「任期付職員法」）に基づき、
　　　　　常勤職員の国家公務員として採用

（２）採用人数　十数名程度
（３）採　用　日　令和４年７月10日（予定）
（４）任用期間　採用日から２年間又は３年間（更新の可能性があります。）
（５）勤　務　地　全国の国税不服審判所支部又は支所に配属（転勤の可能性があります。）
（６）給　　与　任期付職員法に基づき支給（年収840万円から1,020万円程度を予定）

（１）応募期間　令和３年８月２日（月）から10月22日（金）まで
　　　　　　　 （※10月22日（金）までの通信日付印有効）
（２）応募方法　国税不服審判所ホームページ（https://www.kfs.go.jp）から所定の履歴書をダウンロードし、所

　　　　　要の事項を記入の上、下記の宛先に書面にて提出してください。
　　　　　　　　なお、資格証明書類も添付してください。
（３）選考方法　書類選考及び面接試験により選考します。
　　　　　　　　なお、面接試験は、令和４年１月に審判所本部と最寄りの審判所支部とを結ぶリモート形式で実

　　　　　施する予定です。

　国税審判官（特定任期付職員）への応募を検討されている方に向けて、募集説明会を開催い
たします。詳細については、国税不服審判所ホームページの「国税審判官（特定任期付職員）
募集」ページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、募集説明会の実施方法に変更がある場合がございま
す。その場合には、国税不服審判所ホームページで周知いたしますのでご確認ください。

１．職務内容

２．応募条件

３．募集の概要

４．応募期間等　

５．募集説明会

～国税審判官（特定任期付職員）の募集について～
あなたの専門的知識や実務経験を求めています！

　国税不服審判所では、税理士、弁護士、公認会計士などの高度な専門的知識や経験等を有する方を国税審判官（特定
任期付職員）として募集しています。

≪お問い合わせ先及び応募書類提出先≫
　国税不服審判所　管理室　総務係　TEL 03－3581－4101（代表）
　〒100－8978 東京都千代田区霞が関3-1-1（財務省本庁舎４階）
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（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）

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2021年６月30日現在）

3,627 36 3,663 13 30 959 1,002 4,665

【自宅】
山下　恵治
安田　裕規
藤田　恵介
浜川　昇士
則岡　智裕
中尾　志都
小代　有美香
神戸　寛史

稲垣　誠二
小林　志保美
野嶋　宏樹
矢本　浩教
吉田　圭吾
東　　良尭
吉延　世羅
山下　悠輔

澤村　光一

櫛本　亘平
江刺　一浩
川野　兵馬
越田　泰生
中山　文克
井野口　禎

兵 庫 会 よ り
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り
兵 庫 会 よ り
神奈川県会より
京 滋 会 よ り

転入者 ６月15日～29日

【事務所・自宅】
岩瀬　雄一
奥野　揚行
西園　舞

大西　隼大
和家　潔

資格変更（準会員から会員へ）
藤原　加南子

会員名簿記載事項の変更

佐藤　和希
鈴木　公一
鈴木　慧史
田邊　真由
藤井　仁和
別田　人志
田中　健太郎

廣瀨　季永
田中　徳彦
辰巳　八栄子
梅原　利一
井関　新吾
大磯　毅
勝山　満弘
久保田　裕

６月２日～29日

【事務所】

入会者

６月23日付

６月23日付

小林　直矢
田村　幸督
宮下　真一
湯口　哲也
足達　正城
勢馬　匠
澤田　大志

兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ

転出者 ６月10日～17日

退会者

会員異動

黒崎　宏
杉江　徹郎
足立　信正
村山　純一

4月2 2日付
6月 2 3日付
6月 2 1日付
6月 2 3日付

死 亡
業 務 廃 止
除 名
退 会

４月15日付 新 設

監査法人の変更
野原監査法人

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（四号準会員）
（四号準会員）

大森　史生
星野　凌
池田　崚也
表　　克拓

金森　千聖
小林　勇翔
笹江　勇佑

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）
（四号準会員）
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【弔事】

事務局だより
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。

（
会
報
部　

﨑
山
謙
治
）

編 集 後 記

【寄贈図書】

業 務 内 容

応 募 資 格

応 募 方 法

お問合せ先

①法定監査

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

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。

〒541‐0052　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

担当:池上　　TEL:06-6265-8461　　E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp

仰星監査法人　大阪事務所
公認会計士・公認会計士試験合格者募集 （常勤・非常勤）

■四半期報告書作成の手引き　2021年第１四半期版　
　四半期連結財務諸表を作成している会社用
　四半期報告書作成の手引き　2021年第１四半期版　
　四半期連結財務諸表を作成していない会社用
寄　贈　者　株式会社プロネクサス
編集・発行　ディスクロージャー実務研究会
　　　　　　株式会社プロネクサス

■日本取引所金融商品取引法研究　第18号
　日本取引所金融商品取引法研究　第19号
寄　贈　者　株式会社日本取引所グループ
発　　　行　株式会社日本取引所グループ

■新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
　作成要領　連結あり　2021年版
　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
　作成要領　連結なし　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

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。

・会員　原田　義隆氏
　2021年６月15日ご逝去　満57歳

・会員　福地　叔之氏のご尊父　武司様
　2021年６月24日ご逝去　満77歳

・会員　嶋田　薫氏のご母堂　良子様
　2021年７月10日ご逝去　満80歳
・会員　中村　武浩氏のご尊父　正一様
　2021年７月16日ご逝去　満77歳



研修会のご案内（2021年９月～10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。  

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。

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

研修室参集

関西地区三会共催研修会

本部税務業務部会共催 税制・税務委員会研修会
2021年９月９日（木）13:30～15:45

企　画
講　師

会　場

税制・税務委員会
①大阪国税不服審判所　管理課長　帆足　茂 氏
②大阪国税不服審判所　国税審判官　鴨川　慶寿 氏
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

大阪国税不服審判所管理課長と任期付審判官が講師として、国税不服審判所の概要及び業務内容について解説します。

２

履修単位

4599

研修コード

①「国税不服審判所とは？」
②「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」及び「現役
　　任期付審判官に聞く～国税不服審判所の執務とは？」

研修室参集組織内会計士委員会　社外役員専門委員会研修会
2021年９月３日（金）18:30～20:30

企　画
講　師
会　場

組織内会計士委員会　社外役員専門委員会
小林　茂 氏（株式会社格付投資情報センター執行役員 ESG推進室・ESG評価研究所担当、ESG推進室長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

新型コロナにより社会的課題が顕在化する中、ESG投資はかつてないスピードで拡大、深化しております。このような環境下で、企業
が中・長期的に成長し、企業価値を高めるにはESGを意識した経営を実践していくことが必要です。
本研修では、ESGに関しての基本的事項の確認とその拡大の背景、ESGファイナンス評価についてご講義いただき、信用格付における
ESG要素がどのように反映されるのかをご講義いただきます。

２

履修単位

5199

研修コード

なぜ今「ESG経営」なのか？～経営者として知ってくべきESG～

研修室参集ダイバーシティ推進委員会　女性会計士専門委員会研修会
2021年９月11日（土）14:00～16:00

企　画
講　師

会　場

ダイバーシティ推進委員会　女性会計士専門委員会
松下　田佳子 氏（公認会計士　東証二部上場メーカー取締役）
岩崎　香織 氏（公認会計士　東証一部上場メーカー勤務）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

監査クライアント側から見た監査はどのように映っているのか。リモートでの監査対応が拡がる中、信頼関係を築くコミュニケーション
が求められており、この視点がより重要になっています。今回は、組織内会計士としてご活躍されている2名の講師をお招きし、パネル
ディスカッションの形式でお話しいただきます。主なテーマは以下の内容です。
■監査クライアントの立場から見た監査人の姿、監査人に対する期待
■女性会計士としてのキャリア形成の選択肢　等

２

履修単位

9201

研修コード

組織内会計士から見た信頼できる監査人

※任期付審判官への質
問がございました
ら、②で回答させて
いただきますので、
８月18日（水）ま
でにお願いします。

※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

税  務
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関西地区三会共催研修会

※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。

※なお、研修会、懇親会とも、申込人数によりお断りさせていただくことがあります。

※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

研修室参集ダイバーシティ推進委員会研修会
2021年９月22日（水）18:30～20:00

企　画
講　師

会　場

ダイバーシティ推進委員会
松本修平氏（有限責任監査法人トーマツ監査・保証事業本部 未来事業戦略室、情報経営
イノベーション専門職大学客員講師）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

スモールジャイアンツと呼ばれる中小企業の存在をご存知でしょうか。企業規模は大きくなくとも強い競争力を有する中小企業（いわば
小さな大企業）が日本には沢山存在しています。中小企業の経営支援において、第二創業などを契機としたスモールジャイアンツ化の推
進も重要なテーマになっています。そこで今回はスモールジャイアンツにフォーカスした下記の内容をお届けします。
①スモールジャイアンツ概要・概況
②スモールジャイアンツ事例集解説
③競争力創出のポイント解説
④支援ケーススタディ・ワークショップ　
講師は監査法人において、スタートアップおよび中小企業の経営支援を担当し、その支援活動で得られたナレッジをシェアします。

２

履修単位

5118

研修コード

中小企業のスモールジャイアンツ化の魅力と実現方法
（講義＆ワークショップ）

第23回各士業女性合同研修会
2021年９月25日（土）13:00～15:15

企　画

講　師

会　場
その他

〆　切

近畿会ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会
大阪弁護士会、全国司法書士女性会、大阪府社会保険労務士会、全国女性税理士連盟、
日本弁理士会関西会、女性法律家協会大阪支部
大浦　綾子 氏（弁護士）
桑野　里美 氏（特定社会保険労務士）
Zoom
研修会後（15:30～16:30）にZoomブレイクアウト機能を使用し、オンラインでグルー
プに分かれ懇親会を実施します。他士業の方と情報交換できるいい機会になると思います。
研修会と合わせ、ぜひご参加ください。
８月31日（火）

Online
（Zoom）

「パワハラ」。指導のつもりで言った言葉や、相手のためを思って指摘したことが、もしかしたら「パワハラ」に該当している・・・な
んてことがあるかもしれません。当研修は「パワーハラスメント対策」をテーマに、弁護士の大浦綾子氏から「法律解説」「事後対応」
について、特定社会保険労務士の桑野里美氏から「職場内のコミュニケーションの活性化や円滑化のための研修等必要な取組」について
ご講演いただきます。
パワハラにならないためのコミュニケーションを学ぶことで、ハラスメント予防に留まらず、適切な指導の実践により業務の効率化に繋
がることも期待できます。この機会にぜひご視聴ください。

２

履修単位

9301

研修コード

パワーハラスメント対策
～顧客へのアドバイスにも役立つ予防から事後対応まで～

研修室参集ダイバーシティ推進委員会研修会
2021年９月27日（月）18:30～20:00

企　画
講　師
会　場

ダイバーシティ推進委員会
山下　勝巳 氏（株式会社山勝ライブラリ　代表取締役社長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

介護保険制度が始まり21年が経過。“介護という言葉”は全国民の認知を得るに至った。しかし“介護という世界”は自分とは関係の
ない「あちら側」の世界であるという認識のままである。全人口の内65歳以上の割合が1/4を超えた超高齢社会の日本が、本格的に
ピークに突入するのは2025年だと言われている。その時代において介護はもはや社会全体で担うべきものとなっており、経済活動にも
大きな影響を与える課題となっているだろう。介護保険制度の基礎知識、ケアマネジャーの活用の仕方を学びながら、法改正に見える未
来像を読み解いていく。
※本研修会では、施行日が令和３年４月１日の介護保険法改正を取り上げます。

２

履修単位

5116

研修コード

もはや他人事では済まされない介護の話
2021年（令和３年）介護保険法改正から未来を読み解く
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関西地区三会共催研修会

研修室参集IFRSセミナー（第１回）
2021年９月29日（水）13:30～16:30

企　画
講　師

会　場

国際委員会
花岡　翔太 氏（有限責任監査法人トーマツ、公認会計士）
東　拓也 氏（有限責任監査法人トーマツ、公認会計士）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

COVID-19の影響を受け、日本のIFRS適用企業においても、賃料の減免や雇用調整助成金の受領の動きがグローバルで広がっていま
す。このような状況の中、リースや政府補助金の会計基準を理解することの重要性がより一層高まっています。
本研修では、IFRS第16号「リース」及びIAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に関する基礎知識の習得を目指す方
を対象に、各基準の基本的な考え方を中心に、実務的な論点も踏まえて解説します。

3

履修単位

2103

研修コード

IFRS学び直し講座　IFRS第16号「リース」、
IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」

研修室参集本部税務業務部会共催 租税相談事例研修会
2021年９月28日（火）14:00～15:40

企　画
講　師
会　場

税制・税務委員会
本部租税相談員　關場　修 氏（資産税）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

本部の租税相談員をお招きして、租税相談事例研修会開催致します。

２

履修単位

4401

研修コード

非居住者への相続・贈与と課税について

※４日に分けて連続し
て行います。４日連
続して受講する事を
推奨いたします。

研修室参集

本部税務業務部会共催 税制・税務委員会研修会

①2021年10月５日（火）、②10月13日（水）、③10月19日（火）、④10月25日（月）
全日とも14:00～16:30　

企　画
講　師
会　場

税制・税務委員会
安原　徹 氏（本部税務業務部会関西分会長、近畿会副会長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

『ケースブック租税法（第5版）』（弘文堂）の第1編第6章「租税法の解釈と適用」および第2編所得税を事前に配布し、テキストに掲
載された判例、Notes＆Questionsのすべての項目について検討・解説する。昨年の法人税、一昨年の相続税に引き続くもので前回・
前々回と同様のスタイルで実施する予定です。

各3

履修単位

4001

研修コード

租税法の基礎理論と所得税に関する判例を精読し、税法の理論的な側面の理解を深める

税  務

税  務

2021年10月23日(土) 14:00～15:30

企　画
講　師
会　場

京滋会
京都信用金庫　理事長　榊田　隆之 氏
QUESTION（新河原町ビル）４階 + Microsoft Teams 定　員 QUESTION：35人

Online
（Teams）

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ぶと共に、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

２

履修単位

5001

研修コード

これからの時代に求められるCPAの在り方  第３回（全４回） QUESTION
参集
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監  査
研修室参集準会員会共催　中堅・若手会計士委員会研修会

2021年９月６日（月）18:30～20:00

企　画
講　師

会　場

中堅・若手会計士委員会
山田　岳 氏（KPMGあずさサスティナビリティ株式会社　パートナー、公認会計士）
家弓　新之助 氏（KPMGあずさサスティナビリティ株式会社　ディレクター）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

SDGsやESG投資という言葉が新聞やメディアで毎日のように取り上げられ、TCFDの開示やCSRDの開示がますます求められる今日、
公認会計士の活躍の場が非財務情報保証分野に広がっています。この分野の基礎知識と現在の業界動向、そして将来の姿について、事例
を元に紹介します。
近畿実務補習所の単位認定研修となっていますので、補習生の皆様にもぜひ参加していただけますと幸いです。

２

履修単位

3201

研修コード

非財務情報の保証

※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。

近畿会主催研修会

会議室参集ダイバーシティ推進委員会研修会
2021年９月４日（土）10:00～11:30

企　画
講　師

会　場

ダイバーシティ推進委員会
長廣　百合子 氏（Logista株式会社　共同代表CEO）
長廣　遥 氏（Logista株式会社　共同代表COO）
近畿会会議室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

Online
（Teams）

夫婦間やパートナーとの間で対話を重ね、相手のことを真に理解することはとても重要です。家庭をはじめとする「人生の土台」を固め
ることは、ワーク・ライフ・バランス（WLB）の実現やプライベートの充実に通じ、ひいては公認会計士としての業務のパフォーマン
ス向上にも繋がると考えられます。
本研修では、結婚・妊娠・産後・育児期における夫婦のパートナーシップを育むための『夫婦会議』に関するツール・サービスを展開さ
れているLogista株式会社の長廣ご夫妻より、子育て期のWLB実現に向けたポイントを、『夫婦会議』の手法と共にご紹介いただきます。
未婚・既婚を問わず、様々な方に楽しんで頂ける研修会を目指しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

２

履修単位

9101

研修コード

子育て期のワーク・ライフ・バランスを育む
「夫婦会議®のすすめ」
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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。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について

〒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。

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。

kinki@jicpa.or.jp

山添 清昭編集人：発行人：北山 久恵
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