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ハロー！会計オンライン
2021夏の陣 開催報告
広報部

副部長

桂

真理子
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

2021年７月11日及び18日の２日間に
わたり、ハロー！会計オンライン、夏

編メイン講師役を担うことができ大変

えてくださった結果、子どもたちも納

嬉しく思います。

得の表情で授業を終えることができま

の陣を開催しました。コロナ禍でハ

今回のハロー！会計はオンラインな

ロー！会計の対面開催ができないまま

らではのチャットやいいねボタン、声

１年半を経過し、今やオンライン開催

での発言もあり、小学生の反応を受け

質疑応答ではもう少しわかりやすく

が主流になった感もある中で、近畿会

ることができたのが楽しかったです。

答えられた箇所はあったかなと思いま

広報部では全６公演、のべ参加者503

授業の終わりに今日の授業が楽し

すが、参加者から直接質問してもらう

人というかつてない規模で実施。全国

かった！公認会計士を目指したい！と

形式は楽しかったですし、参加者も楽

の小中学生に会計の魅力をたっぷりと

いう声をたくさん聞くことができ、と

しそうにしていたので非常に良かった

お伝えしました！

ても幸せでした。

です。次はメイン講師に挑戦してみた

今回取りまとめていただきました広

７月11日開催 11:00〜12:00初級編
まず先陣を切ったのは、有本昌虎講

した。
【感想：福山菜津美】

いと思いました！

報部の方々や関係者の方に感謝いたし
ます。

師による初級編「焼きそば屋台大作
戦！」。小学校４年〜５年生を対象と
して、原価計算について教える内容で

13:00〜14:00中級編
中級編は青柳敏文講師による「牛丼

す。有本先生は自らを「とら先生」と

vsステーキ

名乗って一気に子どもたちとの距離を

れは、薄利多売の牛丼屋と高付加価値

縮め、原価計算の重要性を完全に理解

のステーキ屋を題材に、子供たちに二

させるべく、丁寧に授業を進めておら

択をさせながら損益分岐点分析の重要

今回のハロー！会計の目玉はこれ、

れました。子どもたちも楽しそうに授

性を説く内容です。会計士なら誰もが

中学生対象の上級編「ドーナツ屋経営

業を受け、最後の質問コーナーまで大

知ってる損益分岐点。これが案外、小

は甘くない⁉」です。ハロー！会計の

盛り上がりでした。

学生にわかるように教えるのは難しい

集大成ともいえる内容で、減価償却の

【感想：有本昌虎】

んです。そこをチャットでのやり取り

概念から資金調達まで踏み込み、最後

を駆使しつつ、青柳先生は子供たちと

はなぜ公認会計士が必要とされている

一緒にひとつの授業を作り上げてくだ

のかまでを、公民の教科書と結びつけ

さいました。

て教えるものです。原案を東京会の伊

今回ハロー！会計オンラインの初級

究極の二択！」です。こ

15:30〜17:00上級編

そして、授業の最後は福山菜津美先

藤耕一郎先生（本業は国際税務のエキ

生も登場しての質問タイム。女性の先

スパート）に頂き、私が会計基礎教育

生ならではの質問も相次ぎ、公認会計

とを結びつけて再編成したもので、長

士に女性は多いのですか？とか、女性

年ハロー！会計に携わってきた者から

も働きやすいですか？など、丁寧に答

すれば、この上級編はいわば金字塔。
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ドーナツ屋さん役の青柳先生とそれ
に経営アドバイスをする会計士役の桂

会広報部までご連絡ください。お待ち

届けることができ、オンラインの良さ

しております！

に味をしめているところです。
今回のドーナツ屋さん役は岡大貴講

との軽妙なやり取りで進む授業に参加
しているだけで、会計や投資の核心に

７月11日の講師陣

師。本当は甘いものが大の苦手な岡先

触れることができる内容となっており

J１も活躍中！参加希望者は近畿会

生ですが、ドーナツ大好き店長になり

ます。ね、ここまで聞くと、これを読

広報部サポーター登録からどうぞ。所

切って、ドーナツ愛を語るところから

んでる会員の皆さんもめちゃめちゃ興

属法人以外のつながりができることも

入り、最後はドーナツ屋さんで世界制

味が湧いてきたでしょう。９/26に再

ハロー！会計の魅力のひとつです。

覇をするほどの名経営者を演じてくだ

びこの公演を実施しますので、中学生

さいました。相方の経営アドバイスを

のお子様をお持ちの方はぜひご参加く

する会計士役は私、桂が務めました。

ださい（お申し込みは「ハロー！会計

今回も講師の二人によるやり取りは絶

オンライン」で検索☝）。

妙の掛け合いで、参加生徒が笑いなが

【感想：青柳敏文】

ら授業に参加する様子はさながらお笑
いライブのようでした。
後列左より：長田、野澤、穴虫、鈴
木、志倉
中列左より：（株）放送映画製作所・
岩崎様、同・西井様、宮
口部長、種田副部長

今回は今年度入社の新J１の方がア

前列左より：桂、平山、福山、青柳、

シ ス タ ン トで参加してくださり、ハ
ロー！会計の雰囲気を一緒に楽しめた

有本
撮影時のみマスクを外しております。

２公演目は初級編で、中川貴史講師

ことがとても良かったです。次回の９
月26日は講師を務めて頂く予定とのこ

13:00〜14:00初級編

７月18日開催

が授業を担当してくださいました。今

この日の開催は、J１とJ２の皆さん

回、メイン講師に初挑戦の中川先生は

が補習所考査であったため、ベテラン

開始前、緊張するかも…と少し不安そ

また、上級編は授業というよりは掛

勢が講師を務めました。ベテランと

うでしたが、いざ授業が始まれば、め

け合い漫才をしている感覚で面白かっ

言ってもハロー！会計の講師陣は抜群

ちゃめちゃ軽やかに授業を進めていま

たです。とはいえ、小学生と中学生で

のコミュ力を持った若手を中心に務め

した。その証拠に、子供たちがチャッ

は授業の受講雰囲気が異なり、中学生

ていただいているので、今日も楽しく

トで、「楽しい」とか、「なるほど」

からは小学生のように何が何でも自分

元気いっぱいに子供たちとの授業を行

とか、「めっちゃためになるやん」な

が回答するんだ！！！といった元気さ

いました。

どと相槌ちを打っており、緊張を感じ

とで、次の世代にバトンをつないでい
く事に、感慨を覚えました。

させない授業であったようです。

は感じられませんでした。しかし、回
答してくれるとこちらが望んでいるよ

10:00〜11:30上級編

そしてこの回の質疑応答コーナーに

うな回答はもちろん、こちらが想定し

この日のスタートはハロー！会計の

は忌部澪講師が参加。ほれぼれする程

ている以上の回答を出してくれること

金字塔、上級編の授業からです。部活

のコミュ力を持つ忌部先生の登場で、

もあり、小学生から中学生への成長を

に勉強に忙しい中学生に配慮し、前回

子供たちからの質問はいっそう沸き立

身をもって感じました。

は夕方開催、今回は午前開催としまし

ちました。中川先生も忌部先生も所属

今回も非常に我々にとっても実りの

た。その結果、２回併せて129名の中

する法人での業務が集中し始める年次

ある会となりました。次回以降参加し

学生が参加。対面開催の時代には到底

であり、本当はハロー！会計どころで

たいという方がおられましたら、近畿

集客できなかったほどの数の中学生に

はないでしょうに、子供たちに会計を
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教えることで社会貢献をしたい、とい

堅く稼ぐ牛丼屋と当たれば大儲けのス

なぜなら、会計基礎教育そのものであ

う気持ちで参加してくださったこと

テーキ屋の間で揺れる子供たちをうま

るハロー！会計を広く国民に普及させ

に、感謝の気持ちでいっぱいになりま

く仕切り、どちらを選んだにせよ、会

ることが、我々公認会計士に課せられ

した。

計の考え方を使ってビジネスを組み立

た使命のひとつであるからです。ハ

【感想：中川貴史】

てることの重要性を伝えることができ

ロー！会計を通じて、子供たちの会計

たのではないかと思っております。そ

思考力をボトムアップし、信頼を生み

して、小中学生の間に会計の考え方に

出すプロフェッションである公認会計

触れることで子供たちの未来にはばた

士の価値を向上させることができたな

く力はパワーアップしたことであろう

ら、我が国経済の活力となることは間

と確信し、二日間の授業を終えました。

違いないんです。
ということで手始めに、ハロー！会
計オンラインの紹介動画を作成し、近

７月18日の講師陣
初めてメイン講師を担当しました。

畿会YouTubeサイトに掲載いたしま

緊張で正直あまり覚えていません

した。ハロー！会計をキャリア教育に

が、とても楽しかったです。

取り入れたい学校関係者等の視聴から

ハロー！会計の目的である会計の楽

開催問合せの反響を想定しております。

しさを小学生にうまく伝えれたかと

また今後は、いつでもどこでも誰で

いった不安はありましたが、アンケー

もハロー！会計を受講できるよう、ハ

トは良いフィードバックがあったので

ロー！会計本編動画を作成したいと考

安堵しました。

左より：種田副部長、忌部、岡、桂、

経験を積んで、また次の機会があり
ましたらよりよい講義して、会計につ

込んで展開していきたいと思っており

中川、志倉
撮影時のみマスクを外しております。

いて、広く知る機会を提供できればと
思います。
貴重な機会を提供していただきまし
て、ありがとうございました。

えており、本部の会計基礎教育を巻き
ます。
全国に先駆けて近畿会が実施し、そ
の後も常に先頭を走り続けている近畿

参加者アンケート
以下、全６公演のアンケート結果で

会のハロー！会計オンラインに、近畿

す。満足度は大変高い結果となってお

会の皆様の（東京オリンピックと同じ

ります。

かそれ以上の）熱き応援をお願いいた

15:30〜16:30中級編
授業のわかりやすさ

今日の授業は将来役に
立つと思うか？

します！

おわりに
さいごになりましたが、今回ハ
ロー！会計の準備から当日の運営まで
パーフェクトにこなしてくださった事
88%

わかりやすい

82%

思った

普通

16%

どちらでもない 12%

わかりにく

２%

思わなかった

０%

夏の陣のトリは桂真理子講師による
中級編でした。桂先生は、って私です

務局山部さん、後方支援をしてくだ
さった広報部の稲垣さん、種田副部
長、宮口部長はじめ、広報部の皆様、

課題

ならびに当日の私のむちゃぶりにも快

が、最近自分はハロー！会計のために

ハロー！会計をオンラインで開催し

くご対応くださった講師及びJ1の皆

生まれてきたんじゃないかと思うくら

たことで、リアル開催の頃より遥かに

様、その他関係各位に、この場を借り

い、上手く面白く授業を進めることが

規模拡大できてはいるのですが、人と

て厚く御礼申し上げます。

できました。って自画自賛にも程があ

は欲深いもので、もっと規模拡大させ

りますね、大変失礼しました。。。手

ることが課題であると思っております。
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関西地区三会共催 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

「資本市場の期待するダイバーシティと現実
～IR・ガバナンス 期待されていることは～」セミナー 開催報告
お い だ

組織内会計士委員会

社外役員専門委員会

副委員長

種田

ゆみこ

〜この研修は 2021/08/18 から協会本部 CPE ONLINE にて e−ラーニング受講可能！〜
研修テーマ ：「資本市場の期待するダイバーシティと現実」
開 催 日 時 ：2021年７月６日（火）14:00〜16:00
会
参
講

場 ：近畿会会議室（MS Teams併用）
加

者 ：会場参加25人とオンライン参加73人（うち、外部

企業20社）

師 ：ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 代表取締役 岩田

宜子（よしこ）氏

関 連 著 作 ：「スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード〜日本企業への影響とIR活動
〜」（同友館 2014 年11月）、「 スチュワードシップとコーポレートガバナンス 」 共著、 東洋経
済新報社 2015 年１月）、「コーポレートガバナンス・コードの IR 対応」（岩田、中央経済社 2015
年 11 月）他、「商事法務」、日経新聞等にも取締役会評価関連の論文を多数掲載

１．はじめに
2021年６月11日、金融庁および東

とサスティナビリティへの意識を持

としての地位を確保している、代表

つように促しているのですが、CGC

取締役の岩田宜子様に講師をお願い

ダイバー

したら、丁度今、資本市場と女性に

京証券取引所より2021年改定版の

で従来から言われている

コーポレートガバナンス・コード

シティ（多様性）

の現実はどうな

ついて本を執筆しているところだか

（CGC）（確定版）が公開され、同

のか？と、そうだ！専門家の話を

らタイムリー！と、「資本市場の期

日より施行となり、同時に「投資家

伺ってみよう〜！！と思いました。

待するダイバーシティと現実

と企業の対話ガイドライン」も確定

そこで、日経新聞のCG関連の記

となりました。これにより2018年か

事で目にする会社の中から、日本に

ことは〜」というテーマでご講演い

ら３年ぶりとなるコーポレートガバ

軸足を置いた日系初のグローバル・

ただけました。

ナンス改訂に関わる作業は完了し、

ＩＲガバナンス・コンサルティング

上場企業においては今後この新コー

会社であるジェイ・ユーラス・アイ

ポレートガバナンス・コードに即し

アール株式会社で、先駆的かつ国内

た運用が開始されることとなります。

初となる様々な IR ・ガバナンス関

れを踏まえて、本講義では、

今回の改訂の特徴は、プライム市

連プログラムを日本企業にご紹介し

・前首相の発言から見る日本での女

場創設をにらんだガバナンスの深化

続けて、業界のオピニオンリーダー
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IR・ガバナンス

〜

期待されている

２．研修会概要と感想
「ガバナンスの深化の要請」、こ

性役員が進まない背景

報 告 REPORT

・なぜダイバーシティが必要と資本

株主価値向上を目指す。投資家は

02

・女性役員を増加させる目標に向

市場は考えるのか

長期的視点で企業を評価する。

かって、例えばこの３年間で何を

・期待される女性役員

②改訂コーポレートガバナンス・

するのか、現状は管理職がどの程

・先行する金融機関出身の社外取締
役

等、

コードの概要
プライム市場上場企業は、一段

資本市場の期待するダイバーシティ

高いガバナンスを目指して取組み

と現実、また、すでに見えてきた問

を進めることが重要視されてい

題点を指摘していただきました。

る。改訂の主なポイントとして、

具体的には、レジュメの構成は以
下のようになっていました。
本日の内容
１）はじめに

度いるのか、育成はどのようにし
ているのか、といった話ができる
会社は少ない 。
３）露呈した日本におけるジェン

社外取締役の比率、ダイバーシ

ダー問題

ティの確保、指名・報酬委員会、

〜Next Normalにおいて期待さ

取締役会の実効性、サスナビリ

れる企業経営とは〜ここで私の

ティに関する取組みがある。

ことを少し

③ダイバーシティについて投資家の声

森発言に対する反応のパターン

積極的なダイバーシティ促進の

２月５日から３月８日までの記事

ため、来年以降は議決権行使を通

（58記事で74件のコメントあり）

じて女性取締役の選任を求める投

以下の論調に集約できた（

資家もある。しかし、日本企業の

は記載件数。重複を含む。

ンダー問題

現状を考慮すると、議決権行使ガ

・日本の歴史、風土の問題（30）

〜Next Normalにおいて期待

イドラインへの採用はまだ難しい

・ダイバーシティの考え方の欠如

される企業経営とは〜ここ

との意見もある。以下、本件に関

で私のことを少し

連して頂戴した主なコメントを紹

・海外からの見方、非難（12）

介する。

・その他（高齢者問題、実際の男

２）資本市場に今、何が起きて
いるのか
３）露呈した日本におけるジェ

４）女性役員に期待されている
今後の建設的な展開とは

・なぜボードに女性取締役が必要か

）内

（20）

女の違いの定量化など）（12）

理解していない企業が多い。ジェ
上記のうち、印象に残ったところ

ンダー・ダイバーシティの実現に

◎世界経済フォーラム（WEF）

を挙げてみます。

より、ボードの機能が充実してい

ジェンダーギャップ調査で、日

１）はじめに

く、という点を意識していただき

本が153カ国中121位

たい 。

大坂なおみ氏

日本企業の株主構成は、海外投資

森会長の発言

家の保有額は国内機関投資家の純投

・意識を持って取り組まないと、何

「無知だったと思う」「このよ

資保有額の２倍以上、日本株式時価

も変わらない。ダイバーシティも

うな発言をする人は、話す内容

総額のうち外国人は29.6%（2020/３

その一つで、ダイバーシティを

についてもっと知識を持つ必要

末）

もって企業にイノベーションがも

がある」

たらされることを意識して取り組

ドイツのメルケル首相、ニュー

むべきだ 。

ジーランドのジャシンダ・アー

２）資本市場に今、何が起きている
のか

・エンゲージメントの重要テーマで

ダーン首相、台湾の蔡英文総統

①国策としての「ガバナンス改革」

はある。ボードのダイバーシ

など女性リーダーたちの国民に

企業と資本市場の望ましい関係

ティ、従業員のダイバーシティ

向けたスピーチや手腕は国際的

の促進に注視したい。

にも高く評価されている

の構築を求める。企業は長期的な
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４）女性役員に期待されている今後

を正しく理解する投資家、貴社

会は、社外取締役による問題提起を

の経営を支持する投資家、安定

含め自由闊達で建設的な議論・意見

的かつ中長期に保有する投資家

交換を尊ぶ気風の醸成に努めるべき

ぜ、日本企業は遅れたか

⇒これら「望ましい株主層」を

である。」とあるように、我々公認

→根強い経営陣と投資家の議論の

増やすこと

会計士が社外役員の立場で会社経営

上記は、まさに、ポスト買収防

に関与するときには、経営陣の一員

衛策であるということを取締役

として、会社経営が正しい方向に向

に関する考え方

および取締役会は認識すべきで

かうような議論ができるように対処

・日本企業の経営陣が考えるガバ

ある。

する必要があるので、今回の研修

の建設的な展開とは
①コーポレート・ガバナンス

な

すれ違い
②混乱の背景

ガバナンスそのもの

ナンス⇒「経営陣が監督する立

⑥CAPW資本市場と女性の研究所

で、最近のIR・ガバナンスで社外役

【Women in the Capital Market

員に期待されている役割を改めてご

2020】

認識頂き、皆様が関与する会社の経

営陣が監督される立場にある 」

先行する金融機関出身者の活躍を

営に役立てて頂けたらと思います。

※大前提は、少数株主の代表

挙げて、ロールモデルの提供を目

場にある」
・投資家が考えるガバナンス⇒「経
※

③取締役会と投資家との対話の内容

的に現在、本を執筆中。

対話の主要テーマ：「取締役会が
経営陣に対する監督機能をどのよ
うに果たしているのか」
④投資家（機関投資家）が企業に対

今回、近畿会でのリアルとリモー
トとの併用とし、また外部の企業か

⑦最後に仕事に対する考え方（IRに
対する考え方）

らもご参加頂いたことで、参加者多
数となり、企画者としてはありがた

１．本質的な視点で考える

い限りです。今回岩田様にご講演頂

して着目するところ

２．長期的な視点で考える

いたジェイ・ユーラス・アイアール

その企業は、どうやって企業価値

３．多面的な視点で考える

様には、また12月に近畿会で高山与

向上を目指しているか〜成長して

４．誠実・真摯を心がける

志子様に久しぶりに「取締役会評

いくのか

価」をご講演頂くことにしましたの

その具体的な着目点とは
・なぜ優位性があるのか（優位性

３．終わりに

で、早速予告しておきます（笑）。

コーポレートガバナンス・コード

来阪してご講演頂いた講師の岩田様

の改訂と会社がプライム市場を意識

及び今回ご参加頂いた多数の皆様に

・どうやって成長するのか

して、ジェンダー等の多様性やスキ

厚く御礼を申し上げます。

・なぜ利益を上げられるのか

ルの観点を含め、独立社外取締役の

・短期的・長期的リスクは

人数を増や傾向が

・それを解決できる能力が経営者

ある中で、CGCに

はどこにあるのか）

にあるか

「【原則４−12. 取

⑤そもそも何のためのIR活動か？
企業経営にとって望ましい株主とは
・経営陣と時間軸が近い

締役会における審
議の活性化】
取締役会は、社

・経営陣に対する信頼感がある

外取締役による問

・経営方針を基本的に支持している

題提起を含め自由

IR活動の目的は、

闊達で建設的な議

・貴社の中長期の経営方針・戦略

論・意見交取締役
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ダイバーシティ推進委員会企画記事

「子育てパパ会計士の日常」第10回 子どものほめ方、叱り方（前編）
ダイバーシティ推進委員会

副委員長

竹中

陽介

皆様、早速ですがクイズです。例え

であるだけでなく、権利をもった一市

上での考え方のエッセンスや注意事項

ば、自分のお子さんが小学校のテスト

民としてみなす」点で共通しているそ

についてお伝えできればと思います。

で100点を取って帰ってきたとき、皆

うで、こちらの書籍でもこれらの考え

様ならどのようにほめてあげますか？

方を基礎とした子どもとの接し方が紹

（第１章

介されています。

子どもの自主性を奪う？」より）

Ａ．100点取るなんてすごいね！

ちなみに、本書におけるほめ方、叱

01「そのほめ言葉が、

子育てにおける２種類の子どもへ

Ｂ．100点取るなんて頭がいいね！

り方の対象は３〜12歳を対象とされて

の接し方

Ｃ．100点取るなんて、さすがお兄

います。それではさっそく目次から見

①条件付きの接し方（条件付き子

ちゃん（お姉ちゃん）だね！

ていきましょう。

育て）
子どもの行動の善しあしによっ

さて、勘のいい読者の皆様はお気づ

第１章

親の声かけ次第で、子ど

第２章

自分でできる子に育つほ

もは変わる

きかもしれませんが、実は上記のほめ
方はいずれも「不正解」で、子どもの

め方

教育に悪影響を及ぼす可能性があるそ
うです。「ほめているのに悪影響って

第３章

自分でできる子に育つ叱

第４章

子どもとつながる聞く習

り方

どういうこと？」と興味を持たれた方
は、ぜひ続きをお読みいただけますと

慣

幸いです。
第５章

こんなとき、どうすれば
いい？Q&A

今回ご紹介させて頂く「自分ででき

て、褒美や罰を使いながら愛情
の注ぎ加減を調整し、行動をコ
ントロールしようとする。
②無条件の接し方（無条件子育て）
行動の善しあしにかかわらず愛
情を注ぎ、子どもの気もちに寄
り添う。
（中略）
愛情をエサにする接し方を繰り
返すと、ほめられたときに愛さ
れていると感じ、逆にそうでな

る子に育つ ほめ方 叱り方」は、まさ

いときには愛されていないと感

に子どものほめ方と叱り方にスポット

書籍のタイトルや第２章、第３章の

を当てた子育て・教育方法に関する書

章題にもあるとおり、「自分でできる

籍となります。筆者の島村華子氏は

子に育つ」というのがポイントのよう

オックスフォード大学で児童発達学の

ですね。ほめ方、叱り方以外にも、子

誰しも子どもに対しては見返りのな

修士・博士課程を修了されており、専

どもへの声かけの仕方や子どもの声を

い愛情をもって接しているはずなので

門分野としてモンテッソーリ教育や

聞くことの重要性などにもスポットを

すが、子どもが言うことを聞かないと

レッジョ・エミリア教育を研究されて

当てられており、ほめ方、叱り方の具

きや逆に成長を期待するとき、ついご

います。私は恥ずかしながらこれらの

体的な例やQ&Aもたくさん示されて

褒美や罰によるしつけを行ってしまい

教育法をこの書籍で初めて知ったので

います。

がちなものです。「愛情の注ぎ加減を

すが、筆者曰く、いずれの教育法も

じてしまうのです。

調整」などと言われるとドキッとして

「子ども一人ひとりを生まれながらに

こちらの書籍より、今回の前編では

能力をもち合わせたパワフルな学習者

「ほめ方」を中心に、子どもと接する

しまいますよね。条件付き子育てに
は、次のデメリットがあります。

19165

SEPTEMBER 2021

09

03 報 告 REPORT
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02「『条件付き子育

て』の怖いデメリット」より）
条件付き子育てには、4つのデメ

「優しいね」「頭がいいね」
「かわいいね」

私も自分の子どもをほめる際、結果
や見えていることだけに目を当ててし

③プロセスほめ

まうことがしょっちゅうです。今後

リットがあります。

努力・過程・試行錯誤した手順

は、「朝早く起きて勉強してたからい

①短期的にしか教育効果がない

を中心にほめる

い点とれたんやな！」とか、「この問

②条件付きの自己肯定感しかもて

「がんばって最後までやりきっ

題結構難しいけど、どうやって勉強し

たね」「失敗してもあきらめな

たん？」などと、プロセスに目を当て

③親子関係が悪くなる

かったね」「いろんな方法を試

たほめ方、接し方を心掛けたいもので

④世代を超えて引き継がれる

したね」

す。

なくなる

この中で、私が特に気になったのが

冒頭のクイズの答え合わせですが、

次回は「叱り方」にスポットを当て

②です。条件付きの自己肯定感しかも

Aが①のおざなりほめ、BとCが②の

て見ていきます。筆者によると「子育

てなくなると、子どもはほめられたと

人中心ほめに該当します。③のプロセ

てにおいて、上手に叱るというのは、

きにしか自分を認められず、逆にほめ

スほめを行うことで、子どもは努力す

上手にほめることよりも難しい」との

られないと自分に自信がもてなくなっ

るプロセスを楽しめるようになる一

ことですので、こちらについてもぜひ

てしまいます。もし子どもの行いや成

方、おざなりほめと人中心ほめには以

楽しみにお待ちいただけますと幸いで

績が悪かったとしても、まずは愛情を

下の４つの問題があります。

す。

もって接してあげることが大事なんで
すね。この、いつでも愛情をもって子

①「ほめられ依存症」になる

（出典）

どもと接する「無条件子育て」を行う

ほめられないと自信がもてず、

島村華子「モンテッソーリ教育・レッ

上で重要なのが、本書の主題となって

外部からの承認でしか自分の価

ジョ・エミリア教育を知り尽くした

いる「ほめ方と叱り方に気をつける」

値を見いだせなくなる

オックスフォード児童発達学博士が語

ことにつながってきますので、ここか

②興味を失う

る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り

らはほめ方の種類とポイントについて

ほめられるためだけに行動する

方」、株式会社ディスカヴァー・トゥ

ご紹介します。

ようになり、せっかく楽しいと

エンティワン

思っていたことにも意義を感じ

出版社HP：

なくなる

https://d21.co.jp/book/detail/978-4-79

大きく分けて、ほめ方には3種類

③チャレンジ精神が低下する

あります。

93-2599-5

周囲からの評価が下がることを

①おざなりほめ
どういうところがどういうふう

恐れ、失敗を避けるためにチャ

によかったのか具体性に欠け

レンジすることを躊躇するよう

る、中身のない表面的なほめ方

になる
④モチベーションが低下する

をする
「すごいね！」「上手！」

努力の有無にかかわらずいつも
「上手！」と言われると、子ど

②人中心ほめ
性格（優しさ・気遣いなど）・

もはがんばらなくてもよいと思

能力（頭の良さ・足の速さな

うようになり、努力をして何か

ど）・外見（顔・体形など）と

を成し遂げることの必要性を感

いった、表面上の特徴を中心に

じなくなる

ほめる

記事をお読みいただきましたご感想や企画記事のご提案等、何でも結構ですので、
コメントをお待ちしております。
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コメントはこちらから

ファミリービシネスについて 第２回

『サクセション（事業承継）』
～ファミリービジネス研究会からの報告
安原
Ⅰ．事業承継の意義
ファミリービジネス研究の古典で
あるJohn . L . Ward、 Keeping the

徹

Succession（承継）の目的であり、

れる影響についてオープンに話し合

ファミリー支配が途切れる事態を対

い、価値観やミッションについて合

象としない点です。

意できるときにうまくいく。」との
ことです。

Family Business Healthy （1987）
の序文は冒頭に This Business Shall

Ⅱ．事業承継を議論する際の前提

つまり、Successionは組織形態が

Last Forever と記され、「このモッ

（１）事業承継を長期間のプロセス

変わる可能性があるため、ファミ

トーはあらゆるファミリービジネス

として考える

リーメンバーの協力がなければ前に

オーナーの夢である。」とされます。

承継は突然発生するものではなく

進まないわけです。より具体的に

しかしながら「多くの会社にとって

時間をかけて進んでいくプロセスと

は、現経営者が事業承継（親族内の

この夢は消え、売却されたり閉鎖し

捉える必要があります。そのプロセ

後継者への代替わり）をしようとい

たり、他社と合併したりして創業ファ

スはファミリービジネスのオーナー

うインセンティブをもつことに加

ミリーは失われていく。」そこで

の子供が幼少の時から考え始めるべ

え、それをファミリー内で意見集約

「ファミリービジネスの当事者が

き作業とされます。ケニョン・ル

することが必要になります。

夢を維持し実現するためにはGood

ヴィネ、『ファミリービジネス永続の

（３）ビジネス変革の好機

planningが重要だ。」と書かれます。

戦略』
（2007）は「承継の準備は揺りか

承継はビジネスの構造を抜本的に

つまりファミリービジネス創業者は

ごから始まり、終わることがない。」

変え、進化させる好機であると考え

そのファミリーが同族経営を続ける

と主張します。Aronoﬀ,McClure,Ward

るべきです。ファミリービジネスに

ためにどうすればよいのかというの

（1991） Family Business Succession

おいて創業者の理念や価値観を引き

が全体のコンセプトとなっています。

も「創業者が毎日出勤している状態

継ぎ発展させていくことは非常に重

一方、わが国で事業承継という

でも後継候補は40歳にもなると承継

要です。創業者のカリスマ性に惹か

と、親族内承継、役員・従業員承

について考え始めなければならな

れて長く付き従ってきた従業員も多

継、社外への引継ぎ（M&A等）の

い。」と後継者の意識の持ち方を説

いはずです。しかし、一方で時代や

３つの類型に区分するのが通例で、

いています。

経営環境の変化とともに変わってい

親族や社内に適当な後継者が見つか

（２）ファミリーメンバーの協力と

くべき要素もでてきます。たとえ

らないため廃業してしまうケースや

合意

ば、販路を海外に拡大したりイン

M&Aで第三者に売却するケースが

承継はファミリー全体の利害に影

ターネットを利用した通信販売を利

増えているとされます。中小企業庁

響するためファミリーメンバーの協

用する事例がよく見られます。古参

の「事業承継ガイドライン」でもか

力・合意がないと進められません。

の従業員のなかにはこのような変化

なりのページ数をM&Aに割いてい

Aronoﬀによると、「承継はファミ

を望まない、あるいは苦々しく思う

ます。

リーの協力がなければ円滑に進まな

者もいるかもしれません。そこで承

つまり、顕著に異なるのは、海外

い。承継のプロセスは、ファミリー

継を契機に次世代後継者が抜本的な

では「ファミリー経営」の存続が

のメンバーがビジネスからもたらさ

変化をもたらすことが期待されます。
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守るべきものは守りつつ、世の中の

の子供がごく幼い時から承継プロセ

交代するたびに、会社に所属する

変化に柔軟に対応していくことが大

スをスタートし、計画的に進める必

ファミリーは増加し、複雑になって

切なのだと思います。

要があるとされます。

いくので、昔とワンマン的なやり方

この長い期間を通してファミリー

Ⅲ．具体的な問題と対処策

が通用しないことは明らかです。

のメンバーはビジネスからもたらさ

経営者はいつか必ず引退します。

以下では承継プロセスの進展に

れる金銭的・心理的な価値について

したがって、CEOは自らのアイデ

従って現れるさまざまな問題とその

話し合うことになるでしょう。こう

ンティティをビジネス以外のところ

対処策について説明します。

して先代の価値観やミッションを時

に移さなければなりません。これは

１．長期にわたる承継プロセス

代に引き継いでいくのです。

ビジネスにすべてを打ち込んできた

事業承継とはオーナーシップの承

承継プロセスをスタートさせ、将

経営者にとってはつらいことだと思

継とリーダーシップの承継に分けて

来を見据えて計画的に準備をするこ

われます。この点に関しAronoﬀ

考えることができます。オーナー

とは、事業を成功させることと同等

（1991）は次のようなLetting-Go

シップの承継とは、あるオーナー

以上の重要性をもったリーダーの責

Checklist（引退の心構えチェックリ

（グループ）から他のオーナーに会

務と言えるでしょう。

スト）を掲げます。
・親族内で承継する覚悟ができてい

社の所有者が移転することです。そ
の際必ずしもオーナーの子供が受け

２．現任オーナーの心構え

継ぐとは限りません。一方、リー

現役の経営者にとって事業の承継

ダーシップの承継は、現任の最高執

を考える際には心の準備が必要で

行者（CEO、オーナー経営者）か

す。たとえば経営者は、若い家族の

らその他の人材に経営の執行の権利

一員が自らの地位を築き始めるとラ

と責任を委譲することです。オー

イバル心を燃やすことがあると言わ

ナーは取締役会を通じて執行者を任

れます。親世代は「自分はもはや必

免することができるから、法律的に

要とされなくなる」と感じるので

はオーナーシップの承継がより重要

しょう。また親世代が馴染んできた

であるとも言えますが、経営的には

ものと全く異なるシステムを子供世

リーダーシップが承継されないと会

代が持ち込もうとするのが悩みの種

社として運営が立ち行かなくなるか

になることもあります。

ら、結局のところこれら両方の承継
が欠かせないことになります。

経営者はこれまで会社では中心的
なリーダーであり続けたから、社内

るか。それは自ら理想とするとこ
ろか。
・自分と配偶者は引退後の金銭面で
の不安はないか。
・ビジネスの戦略プランはできてい
るか。
・後継者を決めているか。自分が退
く時期を定めているか。
・自分と配偶者の今後の財産計画を
作成しているか。
・引退後の生活を思い描くことがで
きるか。夢中になれるチャレンジ
や興味の対象を見つけたか。
・他人が新たなビジネスリスクを引
き受けることを許せるか。

承継はある一時点で突然起こるよ

の誰もが彼に従ってついてきたはず

うに見えますが、この考えは正しく

です。ところがその子供世代がアカ

・後継者のリーダーシップの在り方

ありません。前述のように、ファミ

ウンタビリティーを強化したり、チー

や導入した新システムについて心

リー企業の経営の観点からは、次世

ム体制による経営や外部のディレク

地よく思えるか。

代への承継は長い時間をかけて進ん

ターを交えた経営に変えていこうと

ここには必ずしもはっきりと書か

でゆくプロセスと考えるべきです。

するのを見て、快く思えないのは当

れてはいませんが、相続問題は自ら

したがって、承継プロセスのスター

然です。しかし、賢明な経営者であ

の生前に片づけておくべきだという

トはごく早い段階でスタートする必

れば、後継者は自分と同じやり方で

ことです。

要があります。創業者が自分の立ち

ビジネスを継続することができない

上げた会社を将来の世代にわたって

ということを悟らねばなりません。

ファミリー所有形態であり続けたい

ファミリービジネスの創業者の次

承継候補者に関する最大の問題

と願うのであれば、その決意やファ

の世代は、重要な会社の意思決定を

は、複数の候補者がいてCEOがその

ミリービジネスの価値観、ビジョン

経営陣のコンセンサスで行おうとす

中から一人を選ばなければならない

等を反映したミッションステートメ

る場合が多いようです。つまり、創

場合です。これは時にはファミリー

ントを用意し、これを受けて創業者

業世代を経て２代目、３代目と世代

間の争いに発展しかねない重要な問
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３．複数の子供からの後継者選定

題です。この点についてのWard

したがって、親世代のオーナー

キーを必要とするからである。こ

（1987）の記述は大変興味深いもの

は兄弟のライバル心をポジティブ

のようなシステムは成果主義に基

なので抄訳を掲げます（同70〜74

な方向に機能するよう努めなけれ

づきよい結果を出すことを促す。

頁）

ばならない。その手法としては①

そして分散したオーナーシップと

給与・昇進の手法を決定するこ

高度に専門化した業務のために意

と、②兄弟を会社内の異なった役

見の不一致は生じないことが多

職に就けること、③兄弟の行動を

い。いずれの場合であってもオー

規制する行動規範コードを策定す

ナーは給与水準をファミリーメン

ることが挙げられる。

バーに公開するべきだ。そうする

（１）兄弟間の競争と格差のマネジ
メント
兄弟が競争することによって緊
張関係が生まれることはビジネス
にとっては好ましい。トップの地
位を目指して努力する兄弟は懸命
に働き優れたパフォーマンスを上

①給与と昇進の合理化についてはい
くつかのアプローチがある。
第一は、伝統的なビジネスにお

と贅沢なライフスタイルをしてい
るという正しくない結論が生まれ
る可能性が低減される。

ける手法で、給与はその人の成果

②異なった役職への就任というの

しかしながら、この努力が他の

と役職に基づいて決められるとい

は、兄弟の一方が社長になるまで

兄弟を蹴落とそうとして激しい争

うものである。兄弟の一人はいず

はお互いの間で報告等をする義務

いになることがある。これは会社

れは代表者の地位に就くことにな

がないのだから特別なプロジェク

にとってネガティブな影響をもた

る。給与の額は職務の成果を上げ

トや一つの部門を任せることがあ

らすものである。不幸なことにこ

るべく機能する反面、ファミリー

る。これによって、兄弟のなかの

の種の好ましくない競争はそれぞ

間のコンフリクトを招くこともあ

一人が高い役職に就いたときの

れの配偶者によっても助長される。

る。このアプローチはビジネス・

ショックを和らげることができ

ファーストの考え方に基づく。

る。このような「ニッチ化」はい

げるだろう。

よくできた有能な配偶者であっ

ずれはその事業のスピンオフにつ

てもビジネスには疎いことが多

第二は、ファミリー・ファース

い。彼・彼女たちはビジネスや属

トの考え方に基づく。ここでは対

する産業についての理解が欠けて

立リスクの回避が前面に出る。ビ

③行動様式の規範化というのは兄弟

いる。情報の入手先はお友達から

ジネス上の成果はファミリー間の

がビジネスのためになるように行

というのが一般的であり、それら

和の犠牲となる。兄弟全員の収入

動することに同意するといった内

はビジネスの問題点に関係するも

は等しくする。難しい意思決定は

容である。

のであることが典型である。結果

全員のコンセンサスに基づく。

このようにファミリービジネスの

的に配偶者たちはビジネスやその

「社長」とは実際には兄弟による

Successionは多くの論点を含みま

周辺の世界では偏った考え方を

チームである。彼らの目指すとこ

す。字数の関係から「兄弟問題」の

持ってしまうのである。

ろは最終決断をすることよりもコ

詳細や「報酬問題」「オーナーシッ

ンセンサスを得ることである。

プの承継問題」については来月号以

このような図式は、兄弟間のラ
イフスタイルが釣り合っていない

このような手法の選択はビジネ

場合により大きくなりがちであ

スの規模と発展の段階の違いにも

る。大きな家や高級なクルマはえ

よる。創業初期ないし数少ない兄

こひいきの結果であるとか際限な

弟が一緒に働いている場合には

い消費の証明だとされてしまう。

ファミリー・ファーストが妥当で

こうした配偶者の不満がお互いの

ある。この場合、ビジネスの成功

反目の原因になる。そして怒りの

は兄弟のチームワークに依存する。

感情は会社に対して高額なサラ

一方、金銭的にも豊かになった

リーを要求するとともに、義理の

第３世代、第４世代になるとビジ

兄弟への非難につながり、結局兄

ネス・ファーストの考え方が好ま

弟の一方が会社を去るという事態

しい。このような段階の企業は地

になることもある。

位とスキルを基礎としたヒエラル

ながるものである。

降で紹介します。
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ある公認会計士の挑戦
報告者

1941年（昭和16年）７月生まれの元公認会計士（近畿
会所属）、島征一郎氏がその人です。1971年に当時の公
認会計士第2次試験に合格、1975年に公認会計士登録、
2011年までの36年間公認会計士として、監査法人勤務を
経て、監査業務、税務業務、経営コンサルティング業務な
どを行ってきた。その間、業務の傍ら公認会計士における
監査業務の独立性、監査実践能力など公認会計士監査の信
頼性確保に向けた数々の意見を発信されていたものです。
2011年（平成23年）に日本公認
会計士協会を退会し、自由に研究す
る活動に入った。公認会計士業界に
係るものから今日のわが国社会にあ
る多くの課題等についての研究を数
年間続けていた中、概ね３年が経過
した2014年に琉球沖縄研究に集中
したとのことである。
島氏の生母（島氏が３歳８か月
の時に1945年３月の大阪大空襲
で死亡、1歳の妹も死亡）は沖縄出
島さんの近況
身であったが、2014年にたまた
ま沖縄を旅行した折、勝連城跡、今帰仁城跡、と回って見
事な城壁を目の当たりにした。貧しい、悲惨、地上戦の傷
跡、米軍支配など暗いイメージの沖縄が、こんな立派な城
壁を600年前に建設する力と文化をもっていたことに感銘
を受け、自らの固定観念と無知を恥じた。
このようなことから、身辺を整理して沖縄研究に没頭
し、沖縄、奄美、喜界島、鹿児島へも足を運んだ。2015
年にひ孫が誕生した。そのひ孫を見ていると自分にもこん
な時期があったと思い、生母の故郷でもあった沖縄を明瞭
にする意思がさらに強まった。
そして、2021年8月、「琉球とヤマト」―歴史の視座を
求めてー（島征一郎著、発行所 （株）耕文社）を完成する
ことが出来たのです。
本の目次
第１章 南島（琉球列島）の旧石
器時代と貝塚時代、グス
ク時代と琉球の成立
第２章 第二尚氏王朝の栄光と挫
折
第３章 明治維新の日本国
第４章 沖縄の明治維新
付論１ 日本における神国思想と
天皇神格化に関する覚書
発行本の表紙
付論２ 大江健三郎と沖縄
第４章の詳細な目次（報告者付記：近代のことであるので
掲げた）
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第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節
第７節
第８節
第９節

松山

治幸

沖縄大混乱
ヤマトから来た県令（知事）たち
沖縄における制度改革の遅れ
日清戦争と沖縄（明治27年、28年）
沖縄の新しい芽（進歩と反動）
謝花昇（1865〜1908）と民権運動
同志当山久三らの移民事業
明治初期の教育
伊波普獣の歴史認識

晩年になって今まで過ごした場所と全く違う世界に没頭
し、その研究を相当まで深めるためには強い精神力が必要
で、ややもすれば心が折れてしまうことは十分に想像され
る。長年、公認会計士業界に身を置いた人間が全く異質の世
界の研究に力を注ぐ、それも高齢になってからである。晩年
に新しい世界に飛び込む人たちは見てきた。そういう意味で
は稀有な存在でないかもしれないが、通常はここまで徹底し
たことはなかなか出来ないと思われる。公認会計士の先輩に
このような人物がいることをご紹介するものです。
高齢になって新たに始めることは意義あることと思うと同
時に、若い時から新たな挑戦を常に行う姿勢は意義深い。公
認会計士業界の中で、監査、税務、経営、法律などのジャン
ルだけでなく、業界と関係しない世界での日ごろからの接点
は、ひとりの人間としての魅力を高め、人生の巾を拡げるも
のと信じるものです。
沖縄については、私自身、先の
太平洋戦争末期における悲惨な沖
縄地上戦と日米軍事同盟下の戦後
の米軍基地問題に集約される。
1969年（昭和44年）に発行され
た森山良子のアルバム（森山良子
カレッジ・フォーク・アルバム
No.２）の中に収められた「さと
うきび畑」（作詞・作曲 寺島尚彦）は今も歌い継がれて
おり、当時の沖縄の情景を映している。
島氏の本では沖縄の歴史を1000年以上さかのぼって今
日につなげている。また、島氏にとって大兄的存在であっ
た大江健三郎について書いている。それが付論2の「大江
健三郎と沖縄」である。現代と沖縄について取りまとめた
いと思ったが力尽き、長年書籍を通じて親しんできた大江
健三郎を取り上げることで今日につなげている。
一人の元公認会計士が80歳になって一つのことを成就出
来たことを皆様にお知らせし、関心があるならこの本を手
に取ってもらいたいと願うのです。島征一郎さんの挑戦に
エールを送ります。

定例役員会報告

第56事業年度 第４回
場

日 時：2021年７月29日（木）18時〜19時40分
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：36名（オンライン参加20名含む） ※役員数43名

協

議

事

項

第１号議案 近畿会事務局の移転について
（提 案 者）近畿会改革推進特別委員会委員長

後藤

紳太郎

（提案内容）提案者より、近畿会は2001年８月に大阪合同ビル（現三共梅田ビル/大阪市北区堂山）からクラボウア
ネックスビルに移転して既に20年が経過しており、更にビルの竣工については1992年３月であり30年近く経過し
ている。
近畿会改革推進特別委員会では、施設の老朽化（予定外の修繕費の発生や冷暖房の不具合など）や移転当時
から近畿会を取り巻く環境の変化等もあり、移転についてその要否や移転するとした場合の移転先等について
検討を実施し、別紙のとおり取り纏めさせていただいたので、ご意見をいただきたいとの説明があり、協議を
実施した。
この協議については、多くの意見があり、引き続き役員会で協議することとなった。

報

告

事

項

第１号 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、７月の報告があった
史上初めて延期された東京オリンピックが始まり、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った。「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」と言われている。テレビ観戦とな
るが、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になると思う。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る。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
好の機会である。７月１日の公認会計士の日の記念セミナーで石黒浩先生にご講演いただいたが、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る。
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た。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くこと
になる。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させていただ
く。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る。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

増田

明彦

（報告内容）７月20日開催の常務理事会及び理事会報告
■理事会

会長報告

１．会長動静
２．準大手監査法人経営者と投資家等との対話
３．SDGs宣言の公表
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■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．品質管理基準委員会からの意見具申「監査に関する品質管理基準の改訂について（公開草案）」に対す
るコメントに関する件
２．監査・企業会計・企業情報開示担当副会長からの意見具申『IFRS財団市中協議文書「IFRSサステナビ
リティ基準を設定する国際サステナビリティ基準審議会を設立するためのIFRS財団定款の的を絞った
修正案」に対するIFRS対応方針協議会からのコメント提出』に関する件
■理事会審議事項
１．CPE担当副会長からの意見具申「公認会計士法第46条の12第１項に基づく報告徴求について」に関する件

第３号 本部定期総会報告
（報 告 者）常務理事

安原

徹

（報告内容）７月15日開催の第55回本部定期総会の概要報告
■報告事項
・第55事業年度事業及び会務報告の件
■審議事項
・第55事業年度財務諸表等承認の件
・第56事業年度事業計画案承認の件
・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、設備設置及び特定資産に係る予算書案承認の件

第４号 総務部報告
（報 告 者）総務部長

小松野

悟

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．第55回定期総会の実施結果について
（日

時）2021年６月25日（金）13:30〜18:00

（場

所）近畿会研修室及びライブ配信

（参加者）来賓３名
株式会社大阪取引所

代表取締役社長

岩永

守幸 氏

日本公認会計士協会

会長

手塚

正彦 氏

日本公認会計士協会

専務理事

佐藤

久史 氏

[定期総会]
①近畿会研修室

26名

②ライブ配信視聴者

54名（CPE単位付与対象者47名）

計

80名

[会務報告会]
①近畿会研修室

25名

②ライブ配信視聴者

45名（CPE単位付与対象者39名）

計

70名

２．「公認会計士ブランディングの取組状況に関する説明会」（近畿会、兵庫会の合同開催）の実施結果につ
いて
（日

時）2021年７月26日（月）10:00〜11:30

（形

式）研修室（オンライン併用<TEAMS利用>）

（説明者）新井常務理事、茂木常務理事
（参加者）近畿会34名、兵庫会７名
３．グループ懇親会（副会長担当別）の開催について
新型コロナウイルス感染症の感染状況により９月以降での開催を検討
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第５号 広報部報告
（報 告 者）担当副会長

安井

康二

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士の日記念セミナーの実施結果について
（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

師）石黒 浩 氏（大阪大学基礎工学研究科教授（栄誉教授）、ART石黒浩特別研究所客員所長<ART

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

フェロー>）
（参加者）166名（会員107名、一般59名）
２．「ハロー！会計オンライン」の実施結果について
（１）（日
（場

時）2021年７月11日（日）11:00〜17:00
所）オンライン開催（Zoom利用）

（参加者）①初級編：11:00〜12:00「焼きそば屋台大作戦」
小学校４年生・５年生96名
②中級編：13:00〜14:00「牛丼とステーキ究極の選択」
小学校５年生・６年生101名
③上級編：15:30〜17:00「ドーナツ屋経営は甘くない!?」
中学生65名
（２）（日
（場

時）2021年７月18日（日）10:00〜16:30
所）オンライン開催（Zoom利用）

（参加者）①上級編：10:00〜11:30「ドーナツ屋経営は甘くない!?」
中学生64名
②初級編：13:00〜14:00「焼きそば屋台大作戦」
小学校４年生・５年生93名
③中級編：15:30〜16:30「牛丼とステーキ究極の選択」
小学校５年生・６年生84名
３．大学への寄附講座の実施について
（１）近畿大学
（日

時）①2021年６月８日（火）13:15〜14:45

（場

所）オンライン開催（Zoom利用）

②2021年６月28日（月）10:45〜12:15
（テーマ）①「国際会計」
②「不正会計」
（参加者）①140名
②200名
（２）大阪市立大学
（日

時）2021年６月22日（木）以降、大学でのオンデマンド教材として利用（事前収録した動画を提供）

（テーマ）「行政における会計の役立ち」
（視聴者）200名

第６号 研究・CPE研修部報告
（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。
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第７号 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。
大阪府

大阪府公益認定等委員会委員の推薦

和泉市

（仮称）飲食・物販事業者選定委員会委員の推薦

吹田市

吹田市立やすらぎ苑指定管理者候補者選定委員会委員の推薦

他２件

第８号 組織内会計士委員会報告
（報 告 者）組織内会計士委員会副委員長

種田

ゆみこ

（報告内容）報告者より、社外役員専門委員会研修会の実施について報告があった。
（日

時）2021年７月６日（火）14:00〜16:00

（場

所）オンライン開催（Teams利用）

（テーマ）「資本市場の期待するダイバーシティと現実」
（参加者）88名（会員69名、一般19名）

2021年度

近畿会および各部・委員会行事予定 （2021年９月16日〜2021年10月13日）

9.16 （木）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会 会議室/MicrosoftTeams

9.29 （水）
国際委員会 第１回IFRSセミナー

18:30〜20:00
9.21 （火）
近畿会改革推進特別委員会

非営利会計委員会 NPO法人専門委員会 会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00
10. 4（月）
ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

9.24 （金）
正副会長会

13:30〜16:30

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

9.22 （水）
ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:00〜20:00

9.25 （土）
第23回各士業女性合同研修会
9.27 （月）
ダイバーシティ推進委員会研修会

10. 5（火）
本部業務部会共催税制・税務委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:30

10. 6（水）
組織内会計士委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

Zoom13:00〜15:15
研修室/MicrosoftTeams

10. 7（木）
正副会長会
定例役員会

18:30〜20:00
9.28 （火）
本部業務部会共催税制・税務委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

会議室16:00〜18:00

経営委員会

研修室/MicrosoftTeams

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜15:40

会議室16:00〜18:00
研修室/MicrosoftTeams
18:00〜20:00

10.13（水）
本部業務部会共催税制・税務委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:30

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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大阪市北地区会

活動報告
大阪市北地区会

会長

内田

聡

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した西淀川区、淀

定期総会恒例行事の甲子園での阪神タイガース観戦

川区、東淀川区、此花区、福島区、北区、都島区、旭区の地

も2019年度に引き続き断念せざるを得ず、2021年７

域に居住する会員相互の親睦を主たる目的とした地区

月９日に日本公認会計士協会近畿会の会議室をお借り

会で、会員数は2021年７月31日現在579人です。

し、極力少人数での定期総会を開催させていただく方

大阪市北地区会活動としては定期総会を含め毎年度
４回程度の懇親会等の実施を行っておりました。
しかし、皆様ご承知の通り、新型コロナウイルスのま

向となりました。
当日は会長の私と野田副会長、
石崎副会長、
前田監事、
玉置監事、板戸前々会長の合計６人、奇しくも2019年

ん延にともなう緊急事態宣言の発令等により、2019年

度の定期総会と全く同じ顔ぶれでの開催となりました。

度以上に2020年度は大幅な活動の制限を余儀なくさ

皆様お元気で良かったと胸をなでおろした次第です。

れました。
そのような状況下ではありましたが、2020年９月以
降一時的に環境が良くなったこともあり、2020年11
月７日に「ロゴスランドでバーベキュー！！」と題した
イベントを開催いたしました。
会員の方からのご紹介により実現したロゴスランド
（京都府城陽市）での屋外イベント、新大阪から観光バ
スもチャーター（三密を避けるため定員の半分以下で
の運行）し、久しぶりの地区会活動に備えました。

定期総会の報告事項（活動報告及び決算報告書報告）
の報告、審議事項（活動計画案承認及び収支予算書案承
認）の審議を終え、30分程度で解散となりました。
2021年度も地区会活動として非常に制限が多い中
での運営を余儀なくされる可能性が高く、2020年度に
続き十分に会員の皆様にご満足いただける形とはなら
ないかもしれません。
皆様へのご案内のタイミングを考えると、約２か月
後の新型コロナ感染状況を想定しての行事企画となり

心配された天候も何とか持ちこたえ、大阪市北地区

ますので、困難なことは事実ですが、執行部としても状

会の活動としてはおそらく過去最高の参加者となる37

況が許せば何らかのイベントを開催したいとは考えて

人の方々に来ていただき盛況となりました。お肉など

おります。

食べきれないほどの食材でのバーベキュー、会員の

会員の皆様、地区会活動に関するご意見、ご希望、コ

方々や一緒に参加いただいたご家族も満足されたので

ロナ禍でのイベントアイデア等ございましたら、何な

はないかと思います。

りと事務局までお知らせください。宜しくお願い致し

その後も何回か新年会などの行事を執行部として企

ます。

画をしていたのですが、冬から春にかけて近畿の感染
者数も一進一退の状況が続きました。日本公認会計士
協会近畿会の方針や会員の方々の感染を極力防止する
という観点から、想定していた行事も実現には至らず、
残念ながら2020年度の活動は１回限りとなってしま
いました。
続いて2020年度の定期総会の状況をご報告させて
いただきます。
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和歌山地区会

親睦ゴルフコンペ・定期総会・懇親会報告
総会・懇親会報告

山中

盛義

親睦ゴルフコンペ報告

和中

修二

和歌山地区会の親睦ゴルフコンペ、定期総会及び懇

最後に稲田旭彦会員よりご挨拶をしていただき、

親会を令和３年７月16日に開催いたしました。昨年は

あっという間に楽しい懇親会は終了となりました。参

コロナ禍のなか、３か月延期し、同日開催のゴルフ会

加いただいた会員方、誠にありがとうございました。

も中止しての開催となりましたが、本年は総会の場所

最近は若手の会員の出席が増えつつあり、今後は

を「割烹 大芳」とし、新型コロナウイルス感染症対策

もっと多くの参加を頂き、楽しい、有意義な事業実施

として、パーティションを設置、間隔を取り、来賓を

を目指したいと思っておりますので、和歌山地区の会

含めて14人での開催となりました。

員の皆様、ご参加の程よろしくお願いいたします。

定期総会では、第一号議案（事業報告）、第二号議
案（決算報告）、第三号議案（事業計画・予算案）
は、特に異議なく承認され、無事終了となりました。

総会に先立ち懇親ゴルフコンペを有田東急ゴルフク
ラブにて開催いたしました。快晴微風のゴルフ日和で、

事業計画の中では、早速、年末ゴルフ会・研修会・

ダブルペリア方式で順位を競いました。今回のコンペで

懇親会を12月３日に昨年と同様南紀白浜での開催と決

は、狙い通りの順位を達成され、ニアピン賞もゲットさ

定しました。また小旅行の行事としてはコロナ明けに

れたご機嫌の会員がおられるなか、全体的にはスコアが

はぜひ行こうと盛り上がりました。

やや停滞気味で、ダブルペリア方式で悲喜こもごもと

総会の最後は近畿会からの来賓で地区会部副部長の

いった結果となったように感じられました。

北川廣基会員のご挨拶をいただき、総会は終了し、皆
さまお待ちかねの懇親会となりました。出席者最年長
である稲田稔彦会員の乾杯のあと、懐石料理にビー
ル・焼酎・日本酒・ワイン等々盛りだくさんで、久々
の宴会とのことで、アクリル板越しではありますが、
コロナ渦における仕事や趣味の話が盛り上がり、懇親
を深められたと思います。

また、今回のコンペでも、以前からそうだったよう
に和気あいあいとした雰囲気で楽しくプレイできまし
たが、参加者数が増えませんでした。コンペ参加者全
員で、次回のコンペ参加者数を大いに増やそうと誓っ
て、総会の会場に移動しました。
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大阪市南地区会

定期総会開催報告
大阪市南地区会

会長

柴原

啓司

2021年７月20日（火）午後６時30分より、近畿会会議

インの味と変わらな

室にて、大阪市南地区会 第21回定期総会を開催しました。

い印象ですが、ワイ

当日は、近畿会より洪誠悟副会長にご参加を賜り、リモー

ングラスの方はワイ

ト参加を含め合計８名という少人数ではありましたが、近況

ングラス一杯に芳醇

報告を含めた有意義な意見交換が行われました。大阪府は、

な香りが広がり、グ

４月25日から緊急事態宣言が発令され、６月21日〜８月１

ラスを傾けるとその

日のまん延防止等重点措置期間を挟んで８月31日まで緊急

香りが口と鼻の両方

事態宣言が継続されて

に伝わり、その後に

いるため、参加者の中

香りを作り出すベルベットのような液体が舌に触れるという

にはこのように大人数

何とも幸せな時間をあじわうことができました。これは極端

が一堂に会するのは本

な例ですが、グラスの形状によっても、グラスを傾けたとき

当に久しぶりと言われ

に口に入るワインの量や速さ、そして口の中での広がり方が

る方もおられ、いかに

異なるので、ワイングラスの選び方はとても重要！というこ

今が特殊な状況である

とを教えていただきました。

かを再認識させられま
した。
総会のご報告は以上
になりますが、紙面を

具体的には、①口部にかけて閉じている、②グラスの半分
より下1センチぐらいに1杯分の量が入るサイズ、③無色透
明、④薄手（特に口部が薄いもの）、といった条件を満たし
たワイングラスがおすすめだそうです。

お借りして、大阪市南

さて、お待ちかねの料理の説明です。ワッシーズさんは、

地区会の昨年の活動を

生産者の方との対話も重視されており、メニューの一品一品

振り返ってみたいと思

に想いが詰まっています。

います。
2020年12月３日（木）18:30〜Wassy's Dining Souple
にて、鷲谷紀子氏による「ワイン＆マリアージュ」セミナー
を開催しました。当セミナーは今回で５回目となる人気のイ
ベントということで、当初、26名の方にお申込みいただい
ていました。11月下旬には大阪府の新型コロナ感染者数が
連続で200名を超え（現状に比べると少なく感じてしまいま

アミューズ
泉州穴子 黒トリュフ パセリのテリーヌ
北海道 鱈の白子のフラン

射手矢農夫さんの落花生

ブルターニュ オマールブルー
静岡金目鯛のポワレ

菜花 パイ包み焼き

根セロリのピューレ

国産牛フィレ肉のロースト

赤ワインソース

北海道 竹中さん エシャロット

デザート

す）、大阪府のモニタリング指標が非常事態（赤色）となる
かどうか、難しい判断を迫られました。結果的には、開催日

今回は、ワイングラスの講義でしたが、ワインも厳選され

当日の大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、

たものばかり！泡１、白２、赤２のうち、特に最初の白「ハ

12月15日まで府全域に不要不急の外出自粛を呼びかける

イブ＆ハニー リースリング2017（カルフォルニア）」が美

「医療非常事態宣言」が発出されました。このような状況下

味しく、帰りにたくさん買って帰りました。

にもかかわらず、ご夫婦やグループの方20名がご参加くだ
さいました。

当日は貸し切りだったため、換気等含め感染対策にも万全
のご配慮をいただき、時間を忘れ美味しいワインと食事を楽

前回は、「ボルドーワイン」をテーマにご講義いただきま

しみました。スタッフの皆様は我々の食事の進み具合に合わ

したが、今回は「ワイングラス」に注目してお話しいただき

せ、絶妙のタイミングでワインをサーブして下さり、私もコ

ました。会場に入ると、テーブルには様々なワイングラスが

ロナのことや幹事であることを忘れてすっかり飲みすぎてし

所狭しと並べられていました。キラキラ輝くワイングラスに

まいました。

交じって、おやっ？プラスチックのカップが置いてありま

昨年度は、コロナ禍で思うように活動ができず、予算執行

す。これは、グラスの違いでワインの味が変わるということ

率が21％と低水準でしたが、感染対策等を工夫しながら懇

を端的に知ってもらうためのアイテムでした。実際、同じワ

親行事等を企画してまいりたいと思います。今後とも大阪市

インをプラスチックのカップと、ワイングラスで飲み比べて

南地区会の活動にご参加くださいますよう、何卒よろしくお

みると…、プラスチックのカップの方はコンビニで買ったワ

願い申し上げます。
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奈良地区会

定期総会、意見交換会及び講演会開催報告
奈良地区会

会長

山添

清昭

2021年７月31日（金）、奈良の春日ホテルにおいて、近

2021年度もコロナウイルス禍の制約の中での行事となり

畿会の後藤紳太郎副会長にご出席いただき、14時からの奈

ますが、感染症対策を十分にして、会員の皆様の親睦を図る

良地区会の定期総会と15時からの「会計・監査の直近の改

場を提供できるように努力してまいりますので、ご参加のほ

正点と留意点」の講演会、さらに、講演会終了後、意見交換

ど、よろしくお願い申し上げます。

会を開催いたしました。出席者は、定期総会が９名、 講演会
も参加者９名でした。

また、奈良地区会は、奈良県下の士業団体の連絡協議会で
ある「奈良県専門士業連絡協議会」にも参加、活動をしてい

過年度の定期総会は、懇親会を兼ねての開催でしたが、 今

ます。本年度の同協議会の幹事は、奈良弁護士会です。毎

年度は、昨年と同様、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

年、専門士業連絡協議会主催の「交流のつどい」が開催され

を考え、懇親会はおこな

ますが、本年度は、コロナウイルス禍の影響で、オンライン

わず、春日ホテルに協力

による講演会「テーマ：サイバーセキュリティ」を11月下

いただき、広い会議室で

旬に講演の録画配信を行う予定になっています。詳細が決ま

ソーシャルディスタンス

りましたら、奈良地区会の皆様に連絡させていただきます。

を守っての開催となりま

２．「会計・監査の直近の改正点と留意点」の講演会

した。

定期総会終了後、 山添が講師を担当し、「会計・監査の直

１．奈良地区会定期総会と意見交換会

近の改正点と留意点」の講演会を開催いたしました。講演会

定期総会では、議案１（2020年度の活動報告と決算報

の内容を以下に示します。直近の会計、監査の主な改正点を

告）、議案２（2021年度の活動計画（案）、予算案（案））

中心に改正内容や実務上の留意点、改正のねらいの確認など

は、特に異議なく承認され、無事終了となりました。

を１時間半で説明しました。参加された方は熱心に聴講いた

昨年度は、４つの行事を予定しておりました。そのうち、
①2020年11月23日の「天川・大弁財天参拝と懇親会」
は、大型バスの貸し切り（コロナ禍対応のため）をし、各種
の感染対策をし、無事行事の開催が出来ました。また、②
12月の講演会の行事としては、12月22日に「奈良県中小企
業再生支援協議会」の方３名と安井聖美氏による「経営改善
計画支援事業について」をテーマに講演会を奈良の春日ホテ
ルで実施しました。経営改善計画支援事業の実務上の取扱い
と中小企業支援事例の紹介がありました。その後は、③
2021年１月の新年会行事として、「マリオットホテルでの
昼食会と薬師寺見学会」、④３月に「生駒の蔵元見学と懇親
会」をそれぞれ予定していましたが、③と④は、コロナウイ
ルス禍の影響で、開催を中止せざるを得ませんでした。
次年度の2021年度の奈良地区会の事業計画は、以下の４
つの行事を予定しています。
2021年11月 奈良地区会行事、吉野山の蔵王権現（特別
御開帳）参拝と懇親会
2021年12月 講演会と懇親会
2022年 １月 奈良地区会行事、新年の参拝と新年懇親会
2022年 ２月 奈良地区会行事、生駒の蔵元見学と懇親会
総会後の意見交換会では、昨年度実施できなかった「マリ
オットホテルでの昼食会と薬師寺見学会」を再度企画してほし
い、「奈良県中小企業再生支援協議会」との連携を図る講演会を
再度してほしいとの意見も出ていました。９月に幹事会を開催
し、次年度の奈良地区会の行事の詳細を決める予定でございます。
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だきました。
講演会、テーマ「会計・監査の直近の改正点と留意点」
１．直近の会計・監 2021年３月期に適用される会計、
査の主な改正点 監査上の主な改正内容を一覧にまと
め、改正内容を解説しました。
２．個別の改正項目 以下の５つの改正項目を取り上げ、改
と留意点

正のねらいや留意点を説明しました。
１．「会計上の見積りの開示に関する
会計基準」について
２．「収益認識に関する会計基準」に
ついて
３．会社計算規則の改正について
４．「監査基準」の改正の内容と適用
上の留意点
５，監査役等と監査人の連携について

なお、奈良地区会の行事として、奈良地区会の会員の皆様
にお役に立つ講演会の企画もすすめたいと考えておりますの
で、ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

厚生部

REPORT

01

ハイキング部報告
布引の滝と布引ハーブ園（参加者：会員７名、非会員１名、計８名）
北村

幸子

関西地方の梅雨が明けた７月17日（土）、夏の日差

し展望台」という場所で、そこから、神戸の町がとて

しが照りつける中、熱中症とコロナ対策をしっかりし

もよく見えます。この日は、天気が良かったこともあ

てハイキングに参加しました。

り見通しが良く、大阪まで見えるほどでした。

集合は新神戸駅。まずは布引の滝を目指して歩きます。

見晴らし展望台でしばし休憩を取り、そのあと少し

新幹線の高架をくぐると、すぐに遊歩道が始まりま

進み、布引五本松堰堤というダム湖に到着しました。

す。整備された歩きやすい道を10分ほど歩くと滝が見

かなり古いダムのようで、なかなか趣があります。そ

えてきました。

の後は、布引ハーブ園の横のけもの道（？）を経て、

布引の滝は、４つの滝（雌滝、鼓滝、夫婦滝、雄

布引ハーブ園内のロープウェイ山頂駅付近に到着し、

滝）からなります。この最初に見えた１つ目の滝は雌

昼食タイムです。ここは、ハーブ園内のため、ベンチ

滝です。そのあと、整備された道や階段をさらに10分

やテーブルがたくさんあり、ハイカー以外の一般客も

ほど歩いていくと、２つ目の鼓滝が見えてきました。

多く、普通のハイキングでの昼食風景とは少し違う趣

さらに20分ほど歩きますと、夫婦滝、雄滝が見えまし

です。周囲には軽食

た。新神戸駅を出てから、なんと１時間もたたないう

を売るお店や土産物

ちに、布引の滝４つを見ることができました。

店もあります。
あとは、ハーブ園
内の中をゆっくり下
り、途中、おしゃれ
なカフェで休憩を取
りつつ、スタート地
点の新神戸駅まで
戻ってきまして、行
程終了となりました。
夏の日差しが照り
付ける暑い日でしたが、やはり標高が高めなこともあ

さて、滝のそばの案内看板に書いてあったのです

り、山頂付近では少し涼しく、道もほとんどが歩きや

が、布引の滝は、那智の滝（和歌山）・華厳の滝（栃

すい道であったため、快適なハイキングでした。ご企

木）と並ぶ日本三大神滝の一つだそうです。神滝とは

画、ご案内いただきありがとうございました。

何ぞや？と思い、帰ってからインターネットで少し調
べてみましたが、よくわかりませんでした。とはい
え、滝を見ると、マイナスイオン効果もあるのか、心
が洗われる気持ちがしますので、それだけで良いのか
なと思います。そして、この布引の滝に至るまでの道
は、「歌碑の道」とも言われ、平安時代の歌人が和歌
を残して歩いて行った道として、ところどころ歌碑も
置かれている、風流な道でもあります。
早々に滝４つを制覇し、さらに進みますと、ちょっ
とした広場のようなところに到着しました。「見晴ら
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2021年度

北山久恵会長活動報告

Topics

緊急事態宣言が９月12日まで延長され、９月17日の研究大会（福岡大会）は完全オンライン型で開催されることになり、記
念パーティー及びエクスカーションも中止されることになりました。ハイブリッド型（現地参加及びオンライン）で準備され
てこられた北部九州会の実行委員会の方々、参加予定だった会員の皆様も、さぞかし残念でしょう。オンライン配信は９月15
日まで申込み可能ですので、是非、多くの方に参加いただき、盛り上げていただきたいと思います。
毎年秋に、16の地域会会長が４グループに分かれて地域会評価会議を開催しています。今年は近畿会が第２グループの当番
会でしたが、これもオンラインによる開催に変更になりました。他地域会との交流も、ほとんどオンラインとなっており、情
報交換はできても、なかなか本音での交流は難しいと感じています。
来年３月開催予定の中日本五会研究大会は近畿会が当番会です。会場（大阪）参加とオンラインのハイブリット型で開催す
る予定です。コロナ感染対策と会員の利便性にも配慮しながら、各地域会の委員会活動や会員の研究成果の発表の場として、
会員間の交流が図れる活気ある研究大会の実現を目指しています。変異株の感染も増えてきており不透明な状況が続きます
が、ワクチン接種により早期に収束に向かうことを期待しています。
会計・監査ジャーナル10月号に、IFIARシンポジウム（日本監査研究学会、日本公認会計士協会共催）の報告を掲載してい
ます。「高品質な監査の実現に向けて〜ニューノーマルを見据えた監査のあり方〜」をテーマに、研究者、財務報告の作成主
体、利用者、監督当局、監査人の立場から、ストレートな議論が展開されています。ご一読いただき、是非、CPE ONLINEを
ご視聴ください（10月末まで）。
また、会計・監査ジャーナル別冊３号は地域会特集です。近畿会は日本監査役協会関西支部との共同研究、地域創生・中小
企業支援をテーマとして取り上げています。他地域会の活動状況もわかりますのでご覧ください。
テクノロジーの進化、情報開示の充実、非財務情報、ガバナンスの強化、公認会計士の活動領域の多様化・拡大等、公認会
計士業界も大きく変化しています。2021年度も半分が経過し、任期の最終年度もあと半年です。「先駆けの精神」を有する近
畿会として、未来に向けて前向きに取り組んでいきたいと思います。
日

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

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 日本公認会計士協会近畿会

7月28日

水

10:00〜12:00

本部

7月29日

木

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

8 月 2 日

月

15:00〜17:00

本部

財政構造改革PT

日本公認会計士協会（リモート）

8 月 3 日

火

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会（リモート）

18:30〜20:30

監査会計委員会

日本公認会計士協会近畿会（リモート）

8 月 4 日

水

10:00〜11:30

本部

日本公認会計士協会（リモート）

8 月 5 日

木

18:00〜19:30

地区会会長会

日本公認会計士協会近畿会

8 月 6 日

金

10:30〜12:30

本部

日本公認会計士協会（リモート）

15:30〜17:30

関西地区三会連絡協議会

日本公認会計士協会兵庫会（リモート）

8月18日

水

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（リモート）

8月19日

木

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（リモート）

14:30〜17:00

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会（リモート）

8月20日

金

10:00〜16:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（リモート）

16:00〜17:00

本部

理事懇談会

日本公認会計士協会（リモート）

8月25日

水

10:00〜11:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（リモート）

経営会議

経営会議

公認会計士制度検討PT

日本公認会計士協会（リモート）

(作成月日:2021年８月25日)
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2021年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2021年8月実績及び9月予定
間

分野

8 月 5 日 13:00〜14:30 倫理等

8 月 7 日

9:30〜12:30

コンサル
ティング

単位

研修会テーマ

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

2

「CPE制度の概要」

開催方法

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

3

Zoom

査 「2020年度の品質管理レビューの結果と2021年度

松田玲子氏（本部品質管理委員会主席レ

2

ビューアー）

夏季全国研修会
13:00〜14:40 監

査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告

MS Teams
2

事項事例の説明）」
15:00〜16:40 監

10:00〜11:40

8月18日

査

コンサル
ティング

13:00〜14:40 監

15:00〜16:40 会

査

計

東樹敏明氏（株式会社グロービス講師）

ジネスモデルと会計〜」
（前半）

の品質管理レビューの方針」
8月17日

師

研修室参集・
リモート
山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）
（MS Teams）
併用

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監

講

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）

夏季全国研修会

田中智徳氏（中部大学経営情報学部経営総

2
不正
事例

「不正対応における指導的機能再考」

合学科准教授）

夏季全国研修会

森幹晴氏（東京国際法律事務所代表パート

「クロスボーダーM&Aの最新実務の現場と公認会計

2

ナー弁護士）、山田広毅氏（東京国際法律事

士に求められる役割」

務所代表パートナー弁護士）

夏季全国研修会

MS Teams
2

「監査提言集の解説」

長）、廣田壽俊氏（本部監査・規律審査会副

不正
事例

夏季全国研修会

審査会長）
桑野希信氏（財務省主計局法規課公会計室

2

「国の公会計の取組みについて（2021年版）」

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会

課長補佐）

夏季全国研修会
10:00〜11:40 倫理等 「
「報酬」及び「非保証業務」に関するIESBA（国際会 2

山田雅弘氏（本部倫理委員会副委員長）

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
8 月 1 9 日 13:00〜14:40 会

2

計 「非営利組織の会計の共通化を目指して〜モデル会

MS Teams

ター（非営利担当））

計基準（総論）〜」
15:00〜16:40

組

織

環

境

松前江里子氏（本部テクニカルディレク

夏季全国研修会

佐藤広一氏（HRプラス社会保険労務士法

2

「コロナ禍に立ち向かう公認会計士のための労務コ

人代表社員、特定社会保険労務士）

ンプライアンス最新実務」
夏季全国研修会

10:00〜11:40 税

務 「現在の税制上の課題と今後の展望〜令和4年度税

2

成澤信彦氏（公認会計士）

制改正意見書の解説〜」
8月20日

8月21日

13:00〜14:40 監

査

15:00〜16:40 税

務

コンサル

夏季全国研修会

MS Teams
2

「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

2

財務省担当官

「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）
3

Zoom

第2

2

MS Teams

10:00〜11:30 スキル 「子育て期のワーク・ライフ・バランスを育む
「夫婦会

2

MS Teams

9:30〜12:30

8 月 2 8 日 14:00〜15:30

ティング
コンサル
ティング

「財務分析を通じた経営課題の仮説構築〜顧客のビ
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

コンサル
ティング

椙山泰生氏（京都大学名誉教授）

回（全4回）」
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）

議®のすすめ」」
9:30〜12:30

東樹敏明氏（株式会社グロービス講師）

ジネスモデルと会計〜」
（後半）

ダイバーシティ推進委員会研修会

9 月 4 日

大山昌一氏（公認会計士）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「ファイナンス〜投資に関わる意思決定プロセス〜」

3

Zoom

内山晃一氏（株式会社グロービス講師）

（前半）
山 田 岳 氏（ K P M G あ ず さ サ ス テ ナ ビ リ

9 月 6 日 18:30〜20:00 監

査

中堅・若手会計士委員会・準会員会共催研修会
「非財務情報の保証」

2

MS Teams

ティ株式会社パートナー、公認会計士）、家
弓新之助氏（KPMGあずさサステナビリ
ティ株式会社ディレクター）
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実施月日

時

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

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
9 月 9 日 13:30〜15:45 税

務

「国税不服審判所とは？」
「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」
及び
「現役任

MS Teams

松下田佳子氏（公認会計士、東証二部上場

女性会計士専門委員会）

2

MS Teams

「組織内会計士から見た信頼できる監査人」
9:30〜12:30

9 月 2 2 日 18:30〜20:00

コンサル
ティング
コンサル
ティング

鴨川慶寿氏（大阪国税不服審判所国税審判
官）

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員

9月18日

師

帆足茂氏（大阪国税不服審判所管理課長）、
2

期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執務とは？〜」
9 月 1 1 日 14:00〜16:00 スキル 会

講

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）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「ファイナンス〜投資に関わる意思決定プロセス〜」

3

Zoom

内山晃一氏（株式会社グロービス講師）

（後半）
関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会）
「中小企業のスモールジャイアンツ化の魅力と実現

2

方法（講義＆ワークショップ）」

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

各士業女性合同研修会（ダイバーシティ推進委員会
9 月 2 5 日 13:00〜15:15 スキル

女性会計士専門委員会）

2

「パワーハラスメント対策〜顧客へのアドバイスに

Zoom

大浦綾子氏（弁護士）、桑野里美氏（特定社
会保険労務士）

も役立つ予防から事後対応まで〜」
9 月 2 7 日 18:30〜20:00

コンサル
ティング

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会）
「もはや他人事では済まされない介護の話

2021年

2

（令和3年）介護保険法改正から未来を読み解く」
関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委

9 月 2 8 日 14:00〜15:40 税

務 員会）

研修室参集・
山下勝巳氏（株式会社山勝ライブラリ代表
リモート
（MS Teams）
取締役社長）
併用
研修室参集・
リモート
關場修氏（本部租税相談員（資産税担当））
（MS Teams）
併用

2

「非居住者への相続・贈与と課税について」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
9 月 2 9 日 13:30〜16:30 会

計

「IFRSセミナー（第1回）〜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」」

3

研修室参集・
花岡翔太氏（有限責任監査法人トーマツ）、
リモート
（MS Teams） 東拓也氏
（有限責任監査法人トーマツ）
併用

【 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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重要なお知らせ

CPEの参集型研修における出席確認方法の運用変更について
日本公認会計士協会近畿会
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席確認について、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。

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。

２. 研修会終了後退室時

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。

３. 注意点

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。

【お問い合わせ】日本公認会計士協会

研修グループ

日本公認会計士協会近畿会

事務局

TEL：03-3515-1126
TEL：06-6271-0400

以上

19183
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CPE協議会からの重要なお知らせ
継続的専門研修制度協議会

当事業年度の「法定監査業務への従事従事状況」の報告について

2018年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認され、「法定監査業務に従事
する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に報告していただくこととなりました（報告期限：当該事業
年度終了後の４月15日まで）。
なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従事した場合は、従事する会員
に該当します。
年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
CPEの研修免除を申請し、承認された会員は、当報告は不要です。
法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされる会員
は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の
履修及び申告が必須となり、前記単位を取得できなかった場合は、CPE義務不履行となり措置の対象となります。
報告の方法は単位申告の方法（電子申告又はFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告いた
だけますようお願いいたします。

●継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2019年９月17日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第23条

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

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

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

【電子申告会員の報告方法】
当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。
上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される
画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）

【問合せ先】研修グループ
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Tel：03-3515-1126 ／ E-mail : kenshuu@sec.jicpa.or.jp

リモート研修やeラーニングにおいて
付与される単位の注意点について(再通知)
リモート研修会（Microsoft Teams等を利用し会場と異なる場所で受講する研修会）やeラーニングのCPE単位は、税
理士会及びAICPA等の他団体主催の場合、付与される単位数が１時間１単位とは異なりますので、ご注意ください。主
催団体・研修方法ごとの申告方法は下図のとおりです。

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

19185
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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

論点体系
会社法＜第２版＞
江頭憲治郎

中村直人

第一法規株式会社
定価

編著

刊

全6巻34,320円（税込）

組合員特価

定価より15％引き

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

Q&A 実例から学ぶ
配偶者居住権のすべて

ドリル式 組織再編成の確定申告書
別表四・五（一）徹底攻略

Q&Aでよくわかる
消費税インボイス対応要点ナビ

高橋

安志

佐藤 信祐

熊王征秀

編

大塚

政仁・平田

日本法令

刊

監修、
康治

株式会社ぎょうせい

著

刊

著

株式会社清文社

刊

定価4,400円 （税込）

定価1,980円（税込）
組合員特価

定価3,080円（税込）

組合員特価

（送料別）

組合員特価

（送料別）

（送料別）

令和元年改正に完全対応。
最新の法改正・裁判例・実務
動向を反映した第２版【全６
巻】会社法における判例と実
務の現状を逐条形式で解説。
実務上の問題点(論点)を網羅
し、実務家が抱える問題の解
決に寄与する、会社法とその
関連制度全体の解説書。

（送料別）

組織再編成に係る確定申告
書の中でも、特に難易度の高
い別表四・五（一）の作成方
法に限定して、その仕組みと
書き方を学習するドリル式の
入門書です。解説を読みなが
ら実際に手を動かして問題を
解いてみることで、仕訳や申
告書の記載方法を習得するこ
とができます。

令和３年10月、インボイス
登録申請スタート！
インボイス導入準備のポイ
ントを徹底解説！
制度導入前の準備対策、適
格請求書の要件等の確認、導
入後の留意点をＱ＆Ａ形式で
わかりやすく解説しています。

定価より15％引き

配偶者居住権の施行から１
年以上が経過し、蓄積された
実例から、配偶者居住権の取
得・評価・消滅にわたる実務
のポイントを解説。
小規模宅地特例との関係も
わかりやすく解説。Q&Aと豊
富な図解で実務のポイントが
明快になっています！

定価より15％引き

定価より15％引き

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）

転入者

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,619

36

3,655

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

30

938

計

合計

981

4,636

（2021年７月31日現在）

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

達也

山口

孝司 （会

員） 中 国 会 よ り

澤井

雅人 （会

員） 京 滋 会 よ り

土田

徹

（会

員） 東 京 会 よ り

廣瀬

通考 （会

員） 東 京 会 よ り

山内

隆介 （会

員） 東 京 会 よ り

転出者

７月５日〜29日

慶昭（会

小野口

員） 神 奈 川 県 会 へ

（会

員） 兵

庫

会

へ

員） 京

滋

会

へ

土居

正明 （会

員） 兵

庫

会

へ

福田

量太 （会

員） 兵

庫

会

へ

岩橋

宏幸 （会

員） 兵

庫

会

へ

宇賀

秀雄 （会

員） 東

京

会

へ

海本

雄介 （会

員） 兵

庫

会

へ

小野

周二 （会

員） 京

滋

会

へ

絹川

真司 （会

員） 埼

玉

会

へ

國米

康平 （会

員） 東

京

会

へ

瀧

和訓 （会

員） 兵

庫

会

へ

仲下

寛司 （会

員） 北

陸

会

へ

林

一平 （会

員） 東

京

会

へ

浅田

安希子（四号準会員） 京

滋

会

へ

岸

優太 （四号準会員） 京

滋

会

へ

柴田

悠里 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

清水

友広 （四号準会員） 京

滋

会

へ

宋和

綾水 （四号準会員） 京

滋

会

へ

建石

修佑 （四号準会員） 京

滋

会

へ

谷

絵梨奈（四号準会員） 兵

庫

会

へ

月山

未麻 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

永野

隆丞 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

林

慎太郎（四号準会員） 京

滋

会

へ

福島

康介 （四号準会員） 北 部 九 州 会 へ

藤川

雅記 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

本田

晟

（四号準会員） 兵

庫

会

へ

前波

佑未子（四号準会員） 京

滋

会

へ

森田

龍斗 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

山根

幸一郎（四号準会員） 京

滋

会

へ

番場

哲郎 （四号準会員） 京

滋

会

へ

佑輔 （四号準会員）

狼谷

真帆 （四号準会員） 京

滋

会

へ

宏和 （四号準会員） 東

京

会

へ

７月27日付

美幸

賢施 （四号準会員）

橋本

一平 （四号準会員）

蒲野

茉衣 （四号準会員）

松村

優歩 （四号準会員）

高岡

克行 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

７月５日〜29日

【事務所】
芦田

真理子（会

員）

黒田

翔太 （会

員）

岡本

匡央 （会

員）

齋野

純敏 （会

員）

河井

航

（会

員）

須藤

公夫 （会

員）

神﨑

昭彦 （会

員）

橋本

昌直 （会

員）

桑村

諭宜 （会

員）

水野

伸也 （会

員）

田中

雅大 （会

員）

道井

啓太 （会

員）

山下

恵治 （会

員）

矢野

佳祐 （会

員）

吉田

豊道 （会

員）

中山

沙織 （四号準会員）

秋山

惠夢 （会

員）

吉川

泰志 （四号準会員）

池内

正文 （会

員）

大西

浩之 （四号準会員）

伊藤

央真 （会

員）

金子

玲奈 （四号準会員）

岩崎

泰史 （会

員）

東原

拓也 （四号準会員）

馬止

紘平 （会

員）

禄本

貴朗 （四号準会員）

【自宅】
原

北井

真弘 （会

尾田

員）

員） 四 国 会 よ り

毅

７月27日付

大暉 （会

修司 （会

築地

入会者

片山

川端

竹内

資格変更（準会員から会員へ）
中田

７月28日

河本

和基 （会

員）

橋本

匡人 （四号準会員）

髙橋

髙野

明洋 （会

員）

梅澤

拓希 （四号準会員）

中谷

晃久 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

知代 （四号準会員） 京

滋

会

へ

西脇

徹

（会

員）

北村

鴻典 （四号準会員）

西田

宮本

靖士 （会

員）

高寄

透

森

直子 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

八木

裕都 （四号準会員） 京

滋

会

へ

（四号準会員）

和田

泰史 （会

員）

中川

健太郎（四号準会員）

川口

哲也 （四号準会員）

松田

章汰 （四号準会員）

【事務所・自宅】
髙島

浩介 （会

員）

岸野

俊樹 （会

員）

中原

淳博 （会

員）

福田

泰三 （四号準会員）

退会者
髙野

文雄 （会

員） 3 月 2 0 日 付

死

立道

隆平 （会

員） 7 月 2 7 日 付

業

中山

沙織 （四号準会員） 7 月 1 2 日 付

退

19187
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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

開催案内

動画紹介

中学生対象
上級編

ドーナツ屋経営は甘くない⁉

9月26日(日) 10:00〜11:30
Zoomを利用したオンライン授業で講師の公認会計
士がインタラクティブに楽しく実施します。
■ 会計の基礎から資金調達までのビジネスの思考を公
民と結びつけて学ぶ90分。
■ お申し込みは右のQRコードからどうぞ！
■
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近畿会公式YouTubeサイトにハ
ロー！会計オンライン紹介動画を
UP！
■ 授業の様子や内容を２分弱の動画で
ご覧ください。
■

事務局だより
【弔事】

■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 令和２年度
第10回
寄 贈 者 一般財団法人 新日本法規財団
発
行 一般財団法人 新日本法規財団
■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
2021年版 第１四半期提出用
寄 贈 者 宝印刷株式会社
編集・発行 株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
宝印刷株式会社

〒541‐0052
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新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えな

お問合せ先

い緊急事態宣言下︑賛否両論がある中︑東京五輪

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。

が開催されました︒さて突然ですが次回２０２４

応 募 方 法

年パリ五輪にて初開催される競技をご存知でしょ

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

うか︒答えは︑ブレイクダンスです︒ＩＯＣによ

.

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

れば︑それは大会をより若々しいイメージにする
ための取り組みの一環とのことです︒近畿Ｃ Ｐ.
Ａ ニ. ュ ー ス も 今 年 か ら よ り 読 み や す く か つ 若 手
の方々にも協会活動に興味を持っていただくため
にデザインを刷新しました︒皆様︑そろそろ慣れ
てきましたでしょうか︒
今月号では︑広報部による﹁ハロー！会計オン
ライン ２０２１夏の陣 開催報告﹂の記事が掲
載されております︒こちらは︑コロナ禍という制
約が多い中で︑オンラインを駆使して全国の小中
学生に会計の魅力を伝える企画となっておりま
す︒このような地道な活動を通じて︑少子高齢化
社会の中︑とりわけ士業でも継続的に若い方々が
志望する魅力ある業界になっているとあらためて
実感します︒とても興味深い内容となっておりま
すので︑是非お読みいただければと思います︒

大川真広︶

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

最後になりましたが︑２０２１年７月に日本
公認会計士協会にて﹁ＳＤＧｓ宣言﹂が策定さ
れました︒宣言の内容としては﹁プロフェッ
ショナルパートナーとして︑信頼を紡ぎ︑豊か
な社会を創造し︑未来を拓きます︒﹂となって
︵会報部

います︒宣言達成を通じて︑希望ある未来を信
じたいと思います︒

①法定監査

業 務 内 容

大阪事務所

仰星監査法人

・会員 正司 素子様（兵庫会）
2021年７月26日ご逝去 満53歳
・会員 正司 泰久氏のご令室 素子様
2021年７月26日ご逝去 満53歳
・会員 橋本 義嗣氏のご母堂 民子様
2021年７月30日ご逝去 満102歳

【寄贈図書】

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

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

研修会のご案内（2021年10月〜11月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会が延期、中止または開催方法変更となる場合が
あります。あらかじめご承知おきください。
先着順でお申し込みを受付し、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。
関西地区三会共催研修会
2021年10月４日（月）18:30〜20:00

ダイバーシティ推進委員会

リモートワーク下で成果につなげる！組織づくりの秘訣
企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

5116

２

画 ダイバーシティ推進委員会

美和 氏（株式会社Waris 共同代表取締役）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

師 田中

コロナ禍でリモートワーク中心で事業を運営する組織が増えています。皆さんの周囲でも仕事においてオンラインでコミュニケーション
を取る機会が増えているのではないでしょうか？今回の研修テーマは「リモートワーク下で成果につながる！組織づくりの秘訣」です。
2013年の創業時から全従業員を対象にリモートワーク／フレックスタイム／副業・兼業ＯＫなどのフレキシブルな働き方を土台にしつ
つ、年平均20%以上の成長率を達成してきた株式会社Waris創業者で共同代表の田中美和氏から、これまでの試行錯誤や他社事例など
も含めてオンラインでの経営・マネジメントの秘訣を伺います。

2021年10月６日（水）18:30〜20:30

組織内会計士委員会研修会

「コーポレートガバナンスコードの動向について」
企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6101

２

画 組織内会計士委員会

利昭 氏（弁護士、山口利昭法律事務所 代表）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

師 山口

コーポレートガバナンスコードの改訂や会社法の改正、その他経産省から出されている各種実務指針などについて、事例も踏まえたわか
りやすい講義を行って頂きます。特に上場企業に勤務されている組織内会計士の方におすすめの内容です。ぜひ、ご参加下さい。

2021年11月７日（日）13:30〜15:00

ダイバーシティ推進委員会

一般公開講演会

私が実践するダイバーシティ・マネジメント
企

画 ダイバーシティ推進委員会

講

師 安渕

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

5116

２

聖司 氏（アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

「オープンでフラット、多様性を受け入れて、多様性を活用する職場を作りたい」という目標を過去よりずっと唱え続け、実践し続けて
おられます。今回の講演では、改めて、多様性とは何を指しているのか、多様性が必要な理由、多様性を活用するためには何が必要なの
か、多様性があると何がよくなるのかについて、ご自身が実際に行っているインクルージョン＆ダイバーシティ・マネジメントやコミュ
ニケーションの手法も含めてご紹介いただきます。
（講師プロフィール）
三菱商事、UBS証券を経て、GEキャピタル・ジャパン、ビザ・ジャパンのCEOを歴任し、2019年より現職。
インクルージョン＆ダイバーシティに注力し2020アウトスタンディングLGBT+ロールモデルリストの「トップ50アライ経営者」部門
世界３位に選出。
社外活動として、学校法人至善館理事、（一社）ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事など多数を務める。
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関西地区三会共催研修会
2021年11月19日（金）18:30〜20:30

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会研修会

研修室参集

「M&AにおけるPMIについて」
企

Online
（Teams）

5122

２

画 組織内会計士委員会

真登 氏（公認会計士、グローウィン・パートナーズ株式会社 執行役員、
Strategy & Operations事業部 事業部長）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

師 舟山

M&Aの総論も含めた、PMI全般に関する講義を行って頂きます。具体的な事例についてのご説明もありますので、事業会社に勤務され
ている組織内会計士の方におすすめの内容です。ぜひ、ご参加下さい。

近畿会主催研修会
2021年10月28日（木）18:30〜20:00

キャリアデザイン・ワークショップ2021（第１回）

海外で活躍する会計士
企

研修コード 履修単位
Online
（Teams）

２

※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。

画 中堅・若手会計士委員会

進 氏（アジア・アライアンス・パートナー・ジャパン株式会社）
堀切 泰孝 氏（AGS JOINT STOCK COMPANY）
浅井 俊博 氏（ハルソノ・ストラテジック・コンサルティング）
会 場 Microsoft Teams
定 員 Teams：100人
講

9201

師 橘内

中堅・若手会員の共通の悩みである将来のキャリアプランについて、幅広いフィールドで活躍できるように、また、自らキャリアデザイ
ンを考える端緒を提供する場として、「キャリアデザイン・ワークショップ2021」を開催いたします。第一回のテーマは「海外で活躍
する会計士」です。
現在、海外で活躍されている会計士の方に、現在どのような業務をされているのか、どのようなきっかけで海外で活躍されることとなっ
たか、また、昨今の各国の情勢やコロナの影響なども含めてお話をして頂く予定です。
完全オンラインで開催することから、講師に質問がある方は、研修申し込み時に事前に質問をご記入ください。

2021年11月６日（土）・11月20日（土）
両日ともに９:30〜12:30（15分前にログイン）

スキルアップセミナー

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

画 研究・CPE研修部

講

師 藤野

会

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

定

員 25人

各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：９月28
日（火）

アカウンティングと経営の意思決定
〜財務諸表から経営戦略を読み取る〜
企

5102

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

当研修は、ビジネスシステム（定性）とその財務上（定量）の特徴から、課題を抽出するプロセスを理解し、そのうえで、課題解決のた
めの意思決定の場面を実際に体感し、定量的視点も押さえた意思決定能力を高めることを目指します。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講前の事前学習を前提として
進めて行きます。
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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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