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第6回定例役員会報告

活動報告

近畿会開催CPE研修会2021年10月実績及び11月予定
公認会計士協同組合INFORMATION
第43回研究大会研究発表の募集について
重要なお知らせ
会員異動
事務局だより
編集後記
研修会のご案内

19230

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

第42回 日本公認会計士協会研究大会
福岡大会 2021

会計士が創る躍動の未来 〜持続可能な社会の構築に挑む〜
2021年９月17日（金）、「会計士が創る躍動の未来〜持続可能な社会の構築に挑む〜」をテーマに第42回日本公認会
計士協会研究大会が開催されました。
各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。以下、その概要をご報告いたします。

【記念講演

11：00〜12：30】

「「永遠の未完」への挑戦」

【研究発表
●研究発表

13：30〜17：20】
第１部

13：30〜15：10
テ

１
２

３

４

５

ー

マ

地域発スタートアップ企業と躍動の未来
地方創生・地域活性化と公認会計士の貢献
〜SDGs未来都市・北九州市をモデルに〜
社会環境等の変化への対応
〜税制及びユーザーとしての意識改革
これからの政府公共調達の在り方について
〜新型コロナ禍を契機として〜
危険とリスクの会計（The Structures of Accounting for Risks）
〜アメリカ会計基準の設定過程を通じた理論研究〜

●研究発表

第２部

15：40〜17：20
テ

ー

マ

６

『ＡＩ時代のヒューマンスキル』〜心流マネジメントの進め方〜

７

リモートワークが変える企業の内部統制や監査手法の変化と課題について

８

９
10

無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）を考える
〜組織の安定した成長のために、私たち一人一人がとるべき行動を探る〜
備忘価額の会計・租税法・会社法上の論点整理
−裁判所の評価命令に基づく債務超過会社に対する評価を経験して−
公益法人など非営利組織における予算統制のあり方と工夫
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記念講演

11:00〜12:30

「永遠の未完」への挑戦
発表者

サグラダ・ファミリア芸術工房監督

外尾 悦郎 氏

れたのち、1978年

り着かれた経緯について語ってられ

に、単身でスペイン

ました。とくに、海外で日本人が仕

のバルセロナに渡ら

事をすることの難しさ、苦労につい

れ、彫刻家としてす

ても語ってられました。また、長き

でに、40年以上の

にわたってサグラダ・ファミリアの

間、アントニ・ガウ

プロジェクトをすすめてこられたこ

ディの建築、サグラ

とや、ガウディについてもいろいろ

ダ・ファミリアの彫

と語ってられました。

刻にたずさわってこ

さらに、サグラダ・ファミリアに

第42回、日本公認会士協会研究大

られました。2013年には、サグラ

ついての各種説明がありました。43

会福岡大会の記念講演は、「『永遠

ダ・ファミリアの芸術工房監督に任

年間仕事に向き合ってこられた思い

の未完』への挑戦」をテーマに、サ

命されました。外尾氏の作品を含む

や、サグラダ・ファミリアの建物の

グラダ・ファミリア芸術工房監督の

「生誕のファサード」、「地下礼拝

魅力やガウディが復活し会話できる

外尾悦郎氏が講師として、報告がさ

堂」は、2005年にユネスコのスペイ

としたら、どういう声をかけるかな

れました。今回のインタビュアー

ンのバルセロナで、世界文化遺産に

ど、非常に興味深い話を聞くことが

は、現地スペイン駐在の公認会計士

登録されていて、外尾氏自身それ以

出来ました。

の谷内譲二氏で、外尾氏に質問する

外にも、個人で数々の賞を受賞され

対談形式で、進められました。

ていました。

外尾氏は、1953年生まれ、福岡教

対談では、谷内氏より外尾氏の

育大学附属小学校、同中学校、福岡

「過去・現在・未来」について、質

県立福岡高等学校、京都市立芸術大

問がありました。外尾氏の「石」と

学美術部彫刻科を卒業され、中学・

の出会いや、単身スペインのバルセ

高校定時制非常勤講師として勤務さ

ロナのサグラダ・ファミリアにたど

研究大会

第１部

（報告：山添清昭）

13:30〜15:10

地域発スタートアップ企業と躍動の未来
パネリスト

コーディネーター

福岡地域戦略推進協議会 事務局長

石丸 修平 氏

ジャフコグループ株式会社 九州支社長

山形 修功 氏

AUTHENTIC JAPAN株式会社 代表取締役社長

久我 一総 氏

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 TS開発部門 シニアマネジャー 公認会計士

香月

稔氏

はじめに

を行う行政や、投資家、スタート

て登壇し発表された。前半は、それ

スタートアップ企業の支援体制や

アップの経営者、監査人の各立場か

ぞれの立場の状況や取り組みについ

課題について、実際にサポート支援

ら、それぞれ代表者がパネラーとし

ての報告、後半は、各目線からディ
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スカッションが行われた。

福岡地域戦略推進協議会
（以下「FGN」）

福岡・九州のスタート
アップへの投資の状況

れている。サービスの核は全国をカ

全国的な状況とし

「発信機」を配備していることであ

ては、国内スタート

る。目視ではなく、発信機から発せ

アップの資金調達額

られる電波を利用し捜索を行うた

は、2011年頃から右

め、遭難から１−２時間程度の早期

肩上がりで推移して

発見を実現している。さらに最近で

きたものの、2020年

はドローン活用による初の成功事例

はコロナ禍の影響で

も達成しており、視界不良の天候下

減少した。しかし、

で夜間のヘリが飛べない場合でも対

2021年上半期はコロナ禍前の水準を

応ができる研究も進められている。

上回る勢いで回復してきている。近

同社は上記福岡のスタートアップ企

年の特徴としては１社あたりの資金

業の支援制度FGNを活用し創業し

調達額が増加していることが挙げら

た会社である。

バーする「受信機」と安心日本製の

福岡地域では福岡都市圏の成長戦

れる。具体的には、10年前では調達

略の策定から推進まで一貫して行う

額１億円でもそれなりに大きな案件

地方創生における監査法人の取組

体制として、産学官民一体で、福岡

であったが、最近は10億円超の案件

公認会計士法第１条（公認会計士

地域戦略推進協議会（FGN）を立

も増えている。また、資金提供者は

の使命）にある、「・・・会社等の

上げ活動している。これまでの「支

これまでベンチャーキャピタルが中

公正な事業活動、投資者及び債権者

店経済」から脱却し「東アジアのハ

心であったが、2017年頃からは、

の保護等を図り、もって国民経済の

ブ」への展開を目指し、福岡都市圏

オープンイノベーションという名の

健全な発展に起用することを使命と

の成長戦略の実現のため各種施策を

もと事業法人の投資も増えてきてい

する。」という原点に立ち返ること

推進している。

る。

が重要であり、この「会社等」の等

この取り組みの中で、スタート

九州のスタートアップについて

が今後一層広がっていくと考えられ

アップ支援に関しては、「Fukuoka

も、全国的なトレンドと同様に増え

る。現在、インターネットで「監査

Growth Next」という支援体制を設

てきている。１社あたりの首都圏に

法人＆地方創生」を検索すると多く

けている。立ち上げ期の支援とし

比すると小さくはなるものの平均調

の監査法人がこのテーマでの取り組

て、スタートアップカフェを開設

達額も２億円超に増加してきてい

みをされていることが分かる。香月

し、起業・創業の裾野を広げるサ

る。背景には、リモート環境のため

氏が所属する監査法人でも地域課題

ポートとしてアイデア出しから資金

リモート上で協議することも増えて

解決を支援する「地域未来創造室」

調達の相談対応などを行っており、

おり、全国的なスタートアップファ

を設置し、 中小・スタートアップ支

これまで累計で450社の対応実績が

イナンスが遠隔の九州にも増加して

援 、 産学連携 、 経営人材育成・

ある。また、立ち上げ期から成長期

きていることや、それに加え、

事業承継 、 DX推進 、 地域公共

の支援として、都心の中心にある学

FGNなどの積極的なスタートアッ

インフラ事業最適化 、 事業プロ

校校舎跡地の貸し出し支援を行って

プ支援策の効果も出てきている。

デューサー事業創出

で地域課題解決に貢献する取組をし

おり、174の会社・団体が入居して
いる。また、多くのスポンサーも支

などの切り口

スタートアップ企業の紹介

ている。

援しており、スタートアップ企業の

福岡のスタートアップ企業とし

資金調達面でも大きな機能を果た

て、AUTHENTIC JAPAN株式会社

し、その他、研究開発型スタート

を紹介された。「命を救う。その先

アップ企業向けの補助金支援や、プ

につながる人生を救う。」を企業理

ロ人財によるIPO支援プログラムな

念に活動しており、サービス展開す

人口が減少していく中で、新しい

ど、幅広くスタートアップ企業をサ

るCOCOHERIは圏外でもいち早く

価値を創出していかないと、地域の

ポートする体制が構築されている。

遭難者を発見するサービスで、警察

持続可能性が低くなる。そのため、

や消防、海上保安庁などにも採用さ

都市は産業政策として、ベンチャー

【パネルディスカッション】
地域におけるスタートアップ創出の
重要性

19233
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キャピタルやスタートアップ支援を

要であり、さらに、これら地域の特

ティングの知見にはたけているが、

考えながら、新しい価値をどんどん

徴を連携（ネットワーク）という面

一方ファイナンスについては経験が

生み出していく政策を実施していく

の形で展開していくことも今後一層

不足していることが多い。そのた

ことが必要である。

重要になっていく。

め、上場後のCFOとしての知見と
してファイナンスエリアの強化が望

また、スタートアップ支援の単一
や歴史これまでの経済の基盤によっ

地域発スタートアップ創出について
の課題

たものであるべきであり、福岡であ

スタートアップの観点での課題と

して、イグジット（出口戦略）も重

れば、ITをはじめとしたサービス

しては、最近はCFOが不足してい

要である。この点九州エリアでは、

関係が強く、例えば、静岡県浜松で

る。このエリアに大手の監査法人を

まだ成功事例が少ないため増やして

あれば物づくりがベースといったこ

退職した公認会計士が担うことが増

いくことが課題である。

とになる。このような、各都市の強

えている。ただし、CFOは業務範

みを生かした展開を考えることが必

囲が広く、公認会計士はアカウン

的な目線ではなく、その都市の文化

まれる。
また、ベンチャーキャピタルに関

（報告：植村達生）

地方創生・地域活性化と公認会計士の貢献
〜SDGs未来都市・北九州市をモデルに〜
パネリスト

コーディネーター

北九州市 企画調整局 SDGs推進室 室長

上田ゆかり 氏

山十株式会社 専務取締役

吉田 達哉 氏

シャボン玉石けん株式会社 代表取締役社長

森田 隼人 氏

日本公認会計士協会地域活性化担当常務理事

茂木 哲也 氏

日本公認会計士協会SDGs担当常務理事

北澄 和也 氏

未来を拓く−持続可能

企業とともに克服してきた歴史を

な社会構築に向けた

持っている。そのため循環型産業・

公認会計士の取組」

エネルギー等のノウハウがある。ま

パンフレットも配

た市を挙げて女性活躍や出生率向

布。簡単にいうと、

上、高齢化対応（シニア活躍）のた

信頼を紡ぐことで豊

めの施策を展開し、高い評価を受け

かな社会を構築する

ている。そんな北九州市は環境や社

ことに貢献してきた

会項目では評価が高いが、経済項目

会計士なので、社会

では高くなく、人口もこの50年低減

課題の解決を目指す

中。そこで環境国際ビジネス、洋上

地方を活性化するために、公認会

SDGsの達成についても同様の貢献

風力の推進やSDGs商店街の展開な

計士に何ができるか？というのは毎

が可能。その方法は、協会本部から

ど、経済活性化に結び付く事業とそ

年恒例のテーマですが、今年は

地域会を通じた組織的なものと、個

れを担う未来の人材育成に、SDGs

「SDGsをテーマに頑張る地方（自

人会員をサポートし組織化するとい

クラブやSDGs経営サポートを組織

治体や企業）にとって」公認会計士

う２つの方法で行っていく（詳細は

して、住みやすい都市つまり都市ブ

に何ができるかという一段プラスさ

パンフレットまた動画を参照）。

ランド力の向上を目指している。

れたテーマで議論されました。

２．北九州市におけるSDGsの取組

３．パネルディスカッション

１．日本公認会計士協会の取組

北九州市はSDGs先進度で高い評

北九州市の取り組みと、北九州市

研究大会の冒頭で、2021年７月

価を持つ政令指定都市である。八幡

でSDGs経営を展開する老舗企業２

「JICPAはSDGs宣言をしました」

製鉄所を擁する地域であり、モノづ

社の事例を紹介。

という動画が流れた。「信頼を紡ぎ

くりの街であると同時に公害と戦い

06
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考えている。九州北部の中堅総

う回答。そのため地域会の会計

済）と課題

合建材商社「山十（株）」は、

士支援体制が必要との認識を新

北九州市では、優良企業の定

既存の製品をSDGs製品にす

たにした。またSDGs推進企業

義を「経済だけではなく非経済

る、また従来取り扱いが無かっ

からの非財務情報の発信が、社

でも優良であること」として、

た製品（コケ緑化など）への進

内外の協力者や提携者などネッ

SDGs推進企業登録制度を2021

出などで成長中。課題は、

トワーク作りに役立つため、積

年８月にスタートした。また４

BtoBの中間業種なので業界全

極的に発信したい旨と、その信

月からは様々な基金を整理して

体の感度のアップ、また経営と

頼性が重要であるため、会計士

SDGs未来基金を、また今秋に

戦略の評価にSDGsを取り入れ、

としても非財務情報の信頼性付

はサスティナビリティ・ボンド

「なぜSDGs事業なのか？」を

与を積極的に進めたい旨、議論

の発行で支援の財政的な基盤も

社内に徹底させることが課題。

があった。

（１）北九州市の具体的な取組（経

整えていく。
（２）企業における具体的な取組と

（３）課題解決に向けて公認会計士
が貢献できること

SDGs推進は、企業の規模にかか

企業事例の２社からは、「困っ

わらず必須項目となりつつあり、対

「健康にも環境にも悪いもの

たときに誰に何を相談してよい

応が企業価値に大きな影響を与える

は売らない！」と無添加せっけ

かわからない」というコメント

ことは当然の事項と捉えられていま

んで経営危機を招くが、それが

があり、相談先としての公認会

す。投資のみならず、取引や提携、

評価される90年代から躍進して

計士は敷居が高い（大企業しか

共創のために、それらの情報（ESG

いる「シャボン玉石けん

相手にしないという思い込みな

情報の開示等）が必要となり、その

（株）」社長は、SDGs時代は

ど）ことが議論された。協会側

情報の信頼性が求められるという流

自社が長年やってきたことが評

からは、会計士は企業全体を見

れが、大きな潮流となっていること

価される時代と捉え、SDGsは

ており、また様々なジャンルで

を感じました。会計士の新たな活動

ビジネスチャンスとリスク回避

活躍する人材がいるため、「と

場面です。

として考え、社内強化が課題と

りあえず何でも相談して」とい

課題

（報告：梨岡英理子）

社会環境等の変化への対応
〜税制及びユーザーとしての意識改革
パネリスト

コーディネーター

千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授

中村 元彦 氏

租税政策検討専門委員会副専門委員長

峯岸 秀幸 氏

法人課税専門委員会専門委員長

佐藤 正樹 氏

法人課税専門委員会副専門委員長

髙橋貴美子 氏

租税政策検討専門委員会専門委員長

成澤 信彦 氏

表題の内容につい

藤正樹 法人課税専門委員会専門委員

て13時30分から15時

長、高橋貴美子 法人課税専門委員会

10分の時間で開催さ

副専門委員長をお招きし、成澤信彦

れました。パネリス

租税政策検討専門委員会専門委員長

トとして中村元彦 千

にコーディネーターを担当していた

葉商科大学大学院会

だきました。

計ファイナンス研究

その概要は以下の通りでした。

科教授、峯岸秀幸 租
税政策検討専門委員

１．税務行政におけるデジタル化のレベル

会副専門委員長、佐

一般的に税務行政におけるデジタ
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ル化のレベルは電子送信、電子会

を受けています。税務調査の選定

として国民のITリテラシーが高い

計、電子照合、電子調査、電子査定

は2000年ごろからほぼ自動化され

こと、政治体制が異なることがあ

と進行します。その中で、諸外国の

ており令状がなくても税務調査は

るので単純に導入に際し参考にな

デジタル化の実例を紹介されました。

可能となっています。

るものではありません。「ICT/AI

中国の事例も紹介されました。

で一気通貫できるか」という課題

国家に強大な権限があることか

について、データ収集面、日本の

海外の取り組みとして、エストニ

ら、納税者の権利保護の要請が低

税法面から検討が行われ、課税要

アで先進的に進められている事例が

くデジタル化に向けての障害が少

件や公正処理基準について検討さ

紹介されました。申告書において、

ないからです。従って、全国の税

れました。結論としては、「意識

事業所得、国外所得、キャピタルゲ

務機関の情報を一元化管理できる

改革」として、以下の諸点でまと

インの取得価額等は記入が必要です

金税工程三期というシステムが既

められました。

が、一方、給与、利子、源泉徴収額

に導入されています。そのシステ

や各種控除額、国内公開株式の売却

ム下で国税・地方税の課税当局の

税務行政のDXが進展すると単純

金額等は記入済みとして納税者によ

税務データを集中管理し、税関・

な記帳代行はなくなり、給与所得者

る記入が不要とされています。

銀行・工商局などで使用される

の確定申告のような簡単な申告業務

日本においては、公的年金のデー

データもリアルタイムで接続され

はなくなり、簡単な内容の法人税の

タは日本年金機構が保有・管理して

ています。中国の企業及び個人は

確定申告作成業務もなくなるか？

います。データの保有・管理に関し

専門家を使わず、金税工程三期を

→専門家の高度な判断が必要な領域

ては、医療費情報は保険者が、ふる

使って自ら申告書を作成・納税し

さと納税は各自治体が、住宅ローン

ています。その他のフランス、ア

→税務専門家のなすべきことは税法

残高や有価証券の年間取引報告書は

メリカ、オーストラリア等のAI

の解釈や事実関係の評価等の非定

銀行・証券が、保険料控除証明書は

の活用例も紹介されました。

型的な判断業務になるかもしれな

【テーマ１】各国で進化する所得税
申告の仕組み

生命保険会社が保有・管理している

次は、日本においての、電子イ

ので、それをデータ連携できれば、

ンボイスと税務行政DX化、税務

マイナポータルからログインして確

行政DX化への課題について議論

定申告を選択、自動で計算をさせる

されました。

（納税者

税務専門家側）

はICT/AI利用後も残る。

い。
（課税庁

国側）

課税要件や判断基準の明確化を行
いデジタル化により容易に情報が収

ことができるようになってきます。

日本における電子インボイスの

集されるリスクが高まるので、調査

この導入スケジュールに関して

動向については、まず、2023年10

の必要性を客観的に説明できる必要

は、2020年から５年かけて順次導

月１日から適格請求書制度が義務

がある。知らしめずよらしむるべし

入、対応可能なデータ保有期間も順

化されます。その後、取引開始か

という意識は改革される必要がある。

次拡大していく予定になっていま

ら決済・会計・申告業務までの一

す。ただし、所得税以外の税目に関

気通貫の実現を目指し電子インボ

しては、現時点では困難とされてい

イス（Peppol）の導入が検討され

ます。

ています。その電子インボイス導

【テーマ２】ICTで変わる税務行政

入による納税者側、課税庁側のメ

と実務

リット、デメリットを論じ、想定

・税務行政のデジタル化の海外事例

される税務調査の態様を前提に税

デジタル化の海外事例としてエ

務専門家に求められる課題を検討

ストニアが紹介されました。義務

しました。

ではありませんが、2013年で電子

最後は、日本における税務行政

申告利用率は95％に達していま

DX化への課題について議論され

す。申告書記入に必要なデータは

ました。

雇用者・金融機関等から国税庁に

ここまでのエストニアや中国の

提出されており、行政機関等から

先進事例と日本の税環境とは異な

は基本的にX-Roadを通じて情報

り、税制が複雑であったり、前提
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（報告：廣田壽俊）

これからの政府公共調達の在り方について
〜新型コロナ禍を契機として〜
パネリスト

明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 教授
日本公認会計士協会常務理事、経済産業省 公共調達の在り方に関する検討会 委員長
日本公認会計士協会 公会計委員会委員長、公共調達に関するプロジェクトチーム 構成員

田中 秀明 氏
梶川

融氏

伊澤 賢司 氏

は公共調達の在り方に関す

事前・事後の検討の仕組みが求めら

るプロジェクトチームを組

れる。⑥各省庁とも、緊急の場合の

成し「公共調達の課題と方

随意契約における考え方を決めてお

向性〜VFMの重視による公

く必要がある。また、事後的に財務

共調達の効率化と日本版ゲー

大臣の承認（事後チェック）を得る

トウェイレビューの導入に

べきである。さらに、国に対する事

向けて〜」（2021年3月25日

業者の費用請求範囲の適切性につい

付け公表）を取りまとめて

て、事後的に検証が成されるべきで

社会に対して提言を行った。

ある。

１．持続化給付金事業の振り返り
はじめに持続化給付金事業や今ま

２．協会PT報告書の概要

３．会計制度・調達制度の問題点

での経緯、給付金に対する指摘につ

つぎに協会PT報告書の概要につ

また、持続化給付金制度について

いてお話があった。持続化給付金

いて説明があった。その内容は、①

は不正受給が多いなど制度そのもの

は、2020年１月以降、前年同月比で

基本理念としてVFMの視点を明記

の問題もあるが、契約に関しては、

収入が50％以上減少した法人・個人

し、その観点から事業の事前評価、

再委託率の高さや多重下請け、事業

事業主に対して、国が最大200万円

事後のアウトプット評価の実効性を

者選定にかかる競争性の欠如など、

（個人は100万円）の支援を行う事

担保する包括的な体系とすることが

直接的な法令違反はないとしても、

業であり、事業主体は中小企業庁で

求められる。②複雑化した社会経済

調達のガバナンスに問題があったと

あるが、「給付金支給（審査）業

環境に対応し企業努力を生かすため

し、調達の基本的な問題として、①

務」「申請サポート業務」「コール

に、成果を求める委託（委任）契約

体系的・時系列のデータがない。②

センター業務」「関係システム」を

については、実費弁済という考え方

形式的な手続きが重視され、成果が

民間業者に委託し、令和２年度第１

を改め、委託事業者の「利益」を認

検証されていない。③時代遅れの予

次補正予算では「一般社団法人サー

めるべきであり、統制手続も、従来

算・会計法令。④専門的な人材不

ビスデザイン推進協議会」（サ推

型の確定検査手続を廃止し、請負契

足、不十分な体制。⑤政府統一的な

協）が業務一切を受嘱したが、第１

約と同様に事業の成果を検証する手

政策がなく、司令塔も存在しないこ

次補正予算実施分において、「サ推

続に移行するべきである。③業務リ

とあげた。また、そのうえで英国の

協」は、その事業の全てを「株式会

スクの複雑性を解消するための分割

調達改革の事例や韓国の電子政府・

社電通」に再委託を行い、さらに、

発注や建設業におけるCM（コンス

IT調達の仕組みについての紹介が

その後多段階に事業の外注が行われ

トラクション・マネジメント）方式

あった。

ていた。2020年６月末には219万者

を検討すべきである。また、業務リ

に対して2.9兆円の給付が実施され

スクを制御し事業を遂行した成果を

４．今後目指していくべき調達制度

たが、事業執行の不透明性・効率性

価格に反映するパフォーマンスベー

最後に今後目指していくべき調達

等に対する社会からの指摘の高まり

ス契約についても検討するべきであ

制度として、個別政策における行政

により、経産省・中企庁による中間

る。④VFMの考え方から現在の入

のデジタル化とマイナンバーの活

検査が実施された。中間検査では

札制度をより有効にするためには、

用、ゲートウェイレビューをはじめ

１. 事後確認を重視した執行管理（ガ

予定価格の上限拘束性の柔軟化、総

としたチェック体制の強化、公共

バナンス）ルールの見直しが必要。

合評価方式における評価過程等の公

サービスの在り方（多様な公共サー

２. 事業者のインセンティブ確保と透

表が必要である。⑤横断的なガイド

ビスを運営するために）や今後の会

明性等のバランスの取れた一般管理

ラインを作成し、法令解釈の指針を

計制度・財政制度の在り方について

費ルールとするべきという意見がだ

共有すべきである。また、事業規模

ディスカッションが行われ、質疑応

された。そのような状況の中、JICPA

に応じた、内部監査や第三者による

答がなされた。
（報告：髙見勝文）
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危険とリスクの会計（The Structures of Accounting for Risks）
〜アメリカ会計基準の設定過程を通じた理論研究〜
発表者

北海道大学大学院経済学研究員 教授

久保 淳司 氏

果関係に基づく負債発生の確率の高

６．第Ⅳ部−ソレイユ型とリュンヌ型

さを根拠に、最もありうる将来の支

以上より、工場の操業による環境

出額で計上する会計処理として設定

汚染に対して、不適当な操業か通常

された。当該会計処理を１か０か出

の操業を要因とするか、またリスト

ているか出ていないかの太陽（ソレ

ラクチャリングの一環として、勤務

イユ）のような会計処理と独自に呼

要求日までの勤務を条件とする解雇

称している旨説明があった。

給付の支給を含む解雇給付協定を、
継続的給付協定か１回限りの給付協

１．はじめに
研究発表に至る経緯について、昨

４．第Ⅱ部−SFAS143「資産除
去債務の会計」（2001）

定を要因とするかでソレイユ型と
リュンヌ型で適用する会計処理が異
なる旨説明があった。

年上梓した書籍について日本公認会

成立過程では、当初原子炉の廃炉

計士協会の学術賞受賞を機に、発表

コストの検討をきっかけとし、対象

これらは、意思決定との関係で比

となった旨説明があった。

資産の拡張により、認識測定等の議

較可能性が確認できる。操業による

論を経て、金額等は不確定ながら支

事故、将来における解雇通知を自己

出自体は確定している将来費用につ

の意思決定とは関係のない受動的意

IFRS概念フレームワークでは、

いて期待現在価値を貸借対照表に表

思決定を要因とする事象にはソレイ

2018年に資産と負債の定義が変更さ

示しながら企業の正常収益力を表す

ユ型、操業による将来の確実な支出

れ、それぞれＧ４＋１における報告

ものとしての期間損益計算を維持す

や新たな約束に伴う１回限りの解雇

書記載の資産及び負債の本質観であ

る会計処理が設定された。支出額自

給付を自己の意思決定に帰属する能

る最終便益説から便益派生説、最終

体は何かしら計上するものの、期待

動的意思決定を要因する事象には

犠牲説から犠牲派生説に移行してお

値であるため、太陽（ソレイユ）と

リュンヌ型の採用を確認できる。

り、従来は未来を加味した定義から

対比して、計上しているものの計上

現在の価値を評価する定義へと変更

額としては月（リュンヌ）の満ち欠

された旨の説明があった。

けのように大小変化する会計処理と

２．序−資産負債の本質観テスト

上記より、新旧会計処理の交代と

独自に呼称している旨説明があった。

新旧会計処理の並存化であると考
え、具体的なアメリカの会計基準の
DMや公開草案等を確認する旨説明
があった。

最後に、リスク社会論における危
険とリスクでは、危険とは自己の意
思決定に関係なく受動的に曝される

いう向きがあるが、それぞれの本質
観が何らかの理由によって生存し、

７．結び

５．第Ⅲ部−SFAS146「撤退活
動または処分活動に関係する
支出に関する会計」（2002）

損害可能性である一方、リスクとは

成立過程では、受給権未獲得従業

危険かリスクかという受動的か能

員給付というリストラクチャリング

動的な意思決定かでソレイユ型か

自己意思決定に帰属して能動的に負
う損害可能性である。

負債についてどのように認識測定す

リュンヌ型で会計処理の型が設定さ

３．第Ⅰ部−SFAS5「偶発事象
の会計」（1975）

るかについて議論され、１回限りの

れており、新旧会計処理の交代では

解雇給付を経営者のコントロール下

なく、並存が予想される旨の説明が

成立過程では、認識根拠（測定可

で行われる経営事象と捉え、経営者

あった。

能性、対応及び配分、十分な生起確

の能動的な意思決定を債務生成の基

率）の限定及び資産負債アプローチ

礎とする会計処理方法が設定された

の萌芽がみられた。すなわち支出の

旨説明があった。

要否が不明な偶発損失を、個別の因
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（報告：大川

真広）

研究大会

第２部

15:40〜17:20

『AI時代のヒューマンスキル』
〜心流マネジメントの進め方〜
パネリスト

斧田みどり公認会計士事務所 所長 日本公認会計士協会北部九州会 副会長 公認会計士

斧田みどり 氏

南谷朝子公認会計士税理士事務所 所長 日本公認会計士協会北部九州会 女性会計士活躍促進委員会 委員長 公認会計士

南谷 朝子 氏

EY新日本有限責任監査法人 福岡事務所 シニアマネージャー 公認会計士

コーディネーター

セブン・クリエイト代表 経営コンサルタント

西

秀雄 氏

七ツ矢和典 氏

を強化するためには以

チャーなども交えて会話する。

下の６つのポイントが

⑥双方向型のコミュニケーションで確

ある。

認する

①伝えたいコンテンツ

メッセージを発信した後は質疑

（内容）とコンセプ

応答などで理解度を確認する。独

ト（本質）の明確化

りよがりのワンマンショーになら

何を伝えたいのか、

ないよう。

目的と本質を押さえ、
はっきり相手に伝え
る。

１．はじめに

②言葉えらびと文章力の向上

基本的なコミュニケーション能力
が身に付いたら、次は「３つの力」
でリーダーシップを習得する。すな
わち、

新型コロナウイルス感染症の拡大

基本的な国語能力を身に着けた

等をはじめとする、従来に増して激

上で、相手の属性（年齢、性別、

①良くしたいという「愛情力」

しい環境変化の中、公認会計士とし

職種など）や特性（個人、集団、

②的確に現状を認識する「判断力」

てより良い社会創造に貢献するため

固有の状況等）に合わせて言葉を

③人を動かすための「影響力」

には、コミュニケーションの基礎と

選ぶ。

である。これらはいずれかが抜け落

なる人間力を高め、「心流」を高め
る必要がある。
経営コンサルタントとして30年超
の経験を持ち、「人づくりの鬼」と
称されるセブン・クリエイトの七ツ
矢代表による基調講演のあと、各パ

③話し方の基本（呼吸、発声、発
音、テンポ等）の体得
長時間安定して話すには腹式呼
吸や発声練習等を。

ちてもダメで、例えば正しい内容で
も相手のためを思って発信しないと
伝わらないし、影響力が大きい人が
判断を誤ると非常に危険である。

④聞く力、見る力、感じる力の総動
員と伝える力の充実

最後に「メキコ」を洗練する。メ

ネリストの成功・失敗体験をもとに

話している途中に相手が怒り出

キコとは、目配り、気配り、心配り

七ツ矢代表とのディスカッションが

すなど、想定外の事態が起きた場

の略であり、目配りによって相手に

行われた。

合は空気を読む力も重要。

誠実な関心があることを伝え、気配

２．人間力豊かな公認会計士を
目指すためには

⑤言葉以外の要素（表
情、態度、ツール等）
にも留意

人間力は一朝一夕では身につか

言語３割、非言語

ず、ピラミッドのように一つ一つ土

７割と言われるほど

台を組み上げた結果として身につく

非言語メッセージは

ものである（図を参照）。一番下の

大事。マスクをして

土台となる基礎部分は基本的なコ

いると伝わりにくい

ミュニケーション能力であり、これ

ため、目やジェス
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りにより相手のために役立ちたいと

「〜に気を付けて」「〜はしないよ

・叱る時は「あなたの○○（長所）

思い、心配りによって互いに手を携

うに」などといった、どちらかとい

が活きないよ」、と長所を叱るべ

えて物事を進めていく。これらすべ

うとネガティブなコメントが多く

し

てが積み重なり、初めて「人間力豊

なってしまい、結果としてその後輩

かな公認会計士」として、よりよい

の自信を取り戻すには至らなかっ

社会創造に貢献することができるの

た。本人ともっと対話やコミュニ

である。

ケーションを図りたいが、コロナ禍

ビジネスには５つの重要な流れが

で密に接することも難しいためどう

ある。すなわち、「情流（情報の流

すればいいか、という相談だった。

れ）」「商流」「物流」「金流」、

３．パネルディスカッション
ここからは、斧田みどり氏、南谷

これに対し七ツ矢代表は、

といったコメントをされた。

４．終わりに

そして「心流」の５つである。会計

朝子氏、西秀雄氏をパネラーに迎

・本人のモチベーションを上げるた

士に限らず、仕事をする以上は人と

え、それぞれの過去の経験から人間

め、改めて数ある職業の中から

のコミュニケーションは避けては通

力に関する成功談、失敗談が語ら

「なぜ会計士になったのか」とい

れず、心流を押さえる、つまり人の

れ、七ツ矢代表がコメントする形で

う質問をし、初心を思い出させ、

心をつかむことこそが、今回のテー

ディスカッションが進められた。

本人の取り組み姿勢を確認するこ

マである「人間力を上げる」ことに

とが大事

繋がるのである。皆さんはきっとこ

ここでは、西氏と七ツ矢代表との
やり取りを紹介する。西氏は、成功

・「可愛くば五つ教えて三つ褒め、

のことを理解されており、人に対す

体験が乏しく自分に自信を持てない

二つ叱って良き人となせ（二宮尊

る愛情も持たれていると思うので、

後輩に対し、管理職として、彼が失

徳）」と言われるように、人を育

あとは体系・方法論として今回の講

敗しないようにトピックが少なめの

てるとき、人に自分の思いを届け

座をとらえてもらえればと思う。

案件を担当させた。ただ、失敗させ

たいときは、褒めるだけではなく

まいという思いが強すぎたためか、

愛情をもって叱ることも必要

（報告：竹中陽介）

リモートワークが変える企業の内部統制や監査手法の変化と課題について
パネリスト

日本公認会計士協会 監査・保証及びIT担当常務理事

結城 秀彦 氏

IT委員会 未来の監査専門委員会専門委員 専門委員（会計・内部統制コンサルタント）

三木 孝則 氏

IT委員会 未来の監査専門委員会専門委員会 専門委員（（株）日立製作所）

吉岡健太郎 氏

IT委員会 未来の監査専門委員会 専門委員

藤井 美明 氏

IT委員会 未来の監査専門委員会 専門委員長

紫垣 昌利 氏

コーディネーター

１．リモートワークに関する
JICPAの取組
JICPAではリモートワーク施策を
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大きく次の８つの課

６.残高確認電子化に係る実務上の

題として整理し検討

課題の整理、７.情報セキュリ

を進めてきた。１.リ

ティー、８.その他、会員に周知す

モートワークを俯瞰

ることが有用と考えられる事項。ま

した論点・課題の整

たこれらに関してリモート対応に関

理、２.業務プロセ

する各種留意事項や提言を公表して

ス・内部統制の見直

きた。

しに係る課題の整

今回の研究大会ではこれらの内容

理、３.電子的情報の

解説とともに、２.業務プロセス・

真正性担保の仕組み

内部統制の見直しに係る課題の整理

の調査研究、４.電子的監査証拠の

に関して実施した提言（IT委員会

利用の促進及び課題の整理、５.監

研究報告56号「リモートワークに伴

査報告書の電子化に係る課題の整理、

う業務プロセス・内部統制の変化へ

の対応」）と、リモートワークへの

キャナ保存に関する内部統制の整備

対応状況に関する企業向け及び会計

やどのように監査証拠の評価してい

監査人向けのアンケート結果につい

くのかといった留意点等をまとめた

て発表された。

公表物の作成を進めている。

・業務スピードの低下のリスクが高
いと考えられている。
・中小監査事務所においては、従来通
り往査を行う方針とした事務所も一
定程度存在しており、リモートワー

２．企業におけるリモートワーク
の課題

リモート環境下での内部統制につ
いては、監査人は内部統制を変更し

クを実施するガイドラインを策定し
ていない事務所が多かった。

企業向けに実施したアンケートの

ていると考えている傾向が強いのに

実施結果の概要は次の通りである。

対し、アンケートの結果、98社中82

大手・準大手・中小監査事務所と

・アンケート回答の85%強の企業が

社は変更なしという回答であり、監

もに、紙面・押印に起因して出社を

査人と協議したかというと76社は協

迫られているという状況があった。

・リモートワークを実施せず出社す

議していないとのことであった。こ

今後電子化していく流れもあるが、

る原因は、その約50%の企業が紙

の結果についての判断が難しいが、

上述の通り、電子化を進めるとして

面や押印によるものを挙げてお

アンケート結果で「変更なし」の回

も紙面書類を残してもらわないとい

り、電子的な業務基盤の未整備が

答であっても実態は変更している会

けない書類もある可能性を勘案し、

指摘されている。

社もあると分析チームでは考えてい

コミュニケーションをしていくこと

る。例えば、

が重要である。また、今後、監査の

リモートワークに取り組んでいる。

・回答の約60%の企業が、リモート

権限者が承認する

ワークの常態化について対応済、

との内部統制を構築していた場合、

方法も変化していくことも考えられ

予定または検討中と回答している。

これまで紙面で実施していたとこ

るが、品質確保の観点として、常に

ろ、それがワークフローやチャット、

リスクアプローチの観点で判断して

人と協議を行っていない又は変更

LINEのスタンプで承認するという

いくことが求められる。

していないと回答した企業が大半

対応に変更していたとしても承認と

今後、監査のデジタルトランス

であった。

いうことには違いはない。そのた

フォーメーションが進むが、監査人

・多くの企業において、コミュニ

め、「変更なし」という回答になっ

にはITスキル向上はもちろんのこ

ケーションに係る課題が識別され

ているのではないかとの意見があっ

と、最近はweb会議ツールをはじめ

た。

た。この状況変化について、企業側

としたツールの発展も著しく、この

が変更に気が付いていないのか、業

ような技術を積極的に駆使していく

企業における紙書類対応が迫られ

務フローの変更対応に手が回ってい

ことも重要である。また、先端的な

る事項として、請求書対応や経費処

ないのか明らかではないが、実際に

対応を行うことを人財評価の仕組み

理などがある。これまで電子帳簿保

は大きな変更であり、監査人として

に組み込むことも有益になる可能性

存法は施行されていたものの、書類

慎重に状況把握と評価を行う必要が

がある。一方で、監査法人でツール

要件のハードルが高く出社せざる得

ある。

を開発も進むと考えられるが、それ

・内部統制の変更に関しては、監査

を利用してくださいといった押し付

ないという状況があった。しかし、
昨今のデジタル化の流れを受けて税
務署長の事前承認が緩和されるな

３．監査人におけるリモート
ワークの課題

けではなく、企業がどのようなこと
をしようとしているのか、企業の

監査事務所向けに実施したアン

ITの計画を聞くなどして、どこま

ケートの実施結果の概要は次の通り

で監査人としても折り合えるのかと

である。

いったことを考えることも重要とい

リットがあるものの、監査において

・リモートワークの制約要因とし

える。

は紙面書類が保存されていないので

て、紙媒体、印鑑による業務処理

PDFデータで代替するという簡単な

等、被監査会社に起因するものが

話ではない。監査上への影響の検討

一定程度ある。

ど、企業側にとって使いやすくなる
改正がなされた。
このことは、監査人にとってもメ

４．登壇者からのメッセージ
藤井氏：急速にデジタル化など変化

なども早期に検討し、早いタイミン

・業務の進め方や人材育成等、コ

が起きている時代、監査人がその

グで企業とコミュニケーションをと

ミュニケーションに係る課題は重

ブレーキにならないようにしてい

ることが必要である。JICPAでもス

要な課題と認識している。

くことが重要である。新しい環境
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三木氏：リモートワークについて

結城氏：持続可能な社会を支える上

は、コロナ禍だからといったこと

で、リモート化が有効なツールと

吉岡氏：当たり前のことを当たり前

を理由にするのではなく、強靭化

いうことが分かった。会計監査の

にやっていくことが重要である。

や効率化といった観点で考えてい

観点でデジタル化が必要というこ

漏れなく期限までにきっちり仕事

くことが重要である。今後、会社

とも認識されつつある。これまで

をしていくということのハードル

のスタンスの違いも明確になる。

の我々の経験を踏まえ、更なる電

が高まっている。そのため、ソ

例えば、企業戦略としてはリモー

子化対応を進めていくことが重要

リューションとしてのデジタル化

ト対応という会社や反対に対面を

である。

とそれに合わせた内部統制の対応

駆使していくといったように。そ

も重要である。また、変わらない

のため、監査人もそれに適した柔

部分として、付加価値の提供は今

軟な対応も求められると考えられ

後の新しい仕組みの中でも考えて

る。

へ監査人側もしっかりと対応して
いくことが必要である。

（報告：植村達生）

いくことが重要である。

無意識の偏見（アンコンシャスバイアス）を考える
〜組織の安定した成長のために、私たち一人一人がとるべき行動を探る〜
パネリスト

株式会社Will Lab 代表取締役

小安 美和 氏

株式会社アパショナータ 代表

パク スックチャ 氏

如水監査法人 法人代表

廣島 武文 氏

日本公認会計士協会 理事

増田 明彦 氏

コーディネーター

ての研修・執筆等で

理的、論理的、分析的、正確性は

ご活躍のパク スック

高いがスピードを欠く）の２つの

チャさんに、無意識

タイプがあり、無意識的処理が

の偏見について以下

99％以上。

のご説明をいただき
ました。

・人の評価については、意識的に処
理することが大切。

・無意識の偏見（ア

・育った環境、個人的な経験、マス

ンコンシャスバイ

メディアの描写（広告、ドラマ、

アス）は誰にでも

映画、等）、その他の周囲からの

ある。

影響により偏見が形成される。

協会本部D&Iグループ（社外役員

・「バイアス（偏見）」＝「ある特

・結果としてマジョリティ、パワー

会計士協議会、組織内会計士協議

定の人、集団、対象などに対し、

があるグループの人達が本来の能

会、女性会計士活躍促進協議会によ

十分な根拠なしに持つ偏った判

力よりも高く評価され、それ以外

り構成）として、無意識の偏見につ

断・意見、等」。

の属性の人達がより不利に評価さ

いて発表を行いました。

・「アンコンシャスバイアス」＝
「自分自身が気づかずに持つ偏っ
た見方・考え」。

発表の概要

れて公平性が阻害される。
・無意識の偏見は、人材マネジメン
トや日常的な職場において組織へ

・人間の情報処理の仕方には「無意

影響を与える。小さな影響も、積

イアス）とは

識的処理」（→瞬間的、自動的、

み重なって大きな影響となり、人

冒頭、ダイバーシティの専門家と

直感的、スピードは速いが正確性

材のモチベーションの低下等をも

してアンコンシャスバイアスについ

を欠く）と「意識的処理」（→合

たらす。

〇無意識の偏見（アンコンシャスバ
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〇パネルディスカッション

・「女性だから出張や残業をなるべ

・対話を通じその人の本質に近づく

「女性の雇用創出／就労促進」、

く免除してあげる」といった配慮

ことにより無意識の偏見を超える。

「女性リーダー育成」の支援で活躍

は、経験の機会を奪うという意味

・組織における無意識の偏見は内部

されており、内閣府男女共同参画推

で女性に不利に働く場合がある。

よりも外部の人（例えば社外役

進連携会議の有識者議員でもある小

その人に本当に配慮が必要かとい

員）の方が気づく。

安さんよりアンコンシャスバイアス

うことの確認が大事。
〇終わりに

についての兵庫県豊岡市での取組み

・キャリアアップについて女性が辞

やNHK「クローズアップ現代」で

退するといったケースもあるが、

「無意識の偏見は誰にでもあると

の実験についてお話しいただいた

女性自身の性別分担意識（家事育

いうことを知ること」や「この人は

後、パクさん、小安さんに北九州の

児は女性がやるものetc）や自信

本当にそうなのか（思い込みではな

中堅監査法人である如水監査法人代

のなさ等が影響している。

いか）ということを、充分な対話で

表の廣島さんを加え、パネルディス

・バイアスは、ジェンダーに対するも

カッションを行いました。紙面の関

のだけでなく、世代に対するもの、

係で、詳細な内容は割愛させていた

障害者に対するもの等さまざま。

だきますが、以下のようなことが話

・本人の意識を変えようとする働き

されました。

かけが「ハラスメント」とならぬ

・「アンコンシャスバイアス」とい

よう、常日頃のコミュニケーショ

う言葉はまだまだ知られていない

ン等によって相互信頼関係を作る

が、国民の意識は高くなってきた。

ことが重要。

もって確かめる努力」が重要だなと
感じたセッションでした。
（報告：増田明彦）

備忘価額の会計・租税法・会社法上の論点整理
− 裁判所の評価命令に基づく債務超過会社に対する評価を経験して −
発表者

１．はじめに

日本公認会計士協会 租税担当常務理事

佐藤 敏郎 氏

結果が評価人によって「０円」とさ

から、債権消滅或いは債権の満足等

れた、②そのため、裁判所は譲渡命

の効果を生じさせるものではなく、

令を出すことはできないと判断して

「支払に代えて」譲渡命令が発令さ

いるが、債務超過であるから一律株

れたと解することはできないとする

価が０円という考え方は正しいの

ものであった。佐藤氏は、ここでの

か、③裁判所の判断の前提には、

ポイントは、債務超過の会社の株価

「執行裁判所が、その価額を０円と

を０円と評価することは、差押債権

定めた上、これを差押債権者に譲渡

者への譲渡命令を妨げる評価をする

する命令を発することは許されな

ことと同義となるということである

い」と判示した最高裁の判例がある

と説明された。

はじめに佐藤氏は備忘価格の定義

ので当該事件の株価算定結果につい

について説明されたうえでこの研究

て一般的な意見を聞かせて欲しいと

のきっかけとなった事項について説

いうものであった。その後の弁護士

明が行われた。佐藤氏は裁判におけ

から③の判決文及び評釈を入手した

る株価算定に対して親しくしている

ところ、最高裁の違法との判断根拠

弁護士から意見を求められた。内容

は、原審で譲渡命令の対象とされた

２．「執行裁判所が、その価
額を0円と定めた上、こ
れを差押債権者に譲渡す
る命令を発することは許
されない」と判示した最
高裁の判例の意義

は①ある債務超過の会社の株価算定

本件株式がゼロ円と評価されたこと

最高裁の判例は、仮に本件株式が
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０円でなければ、すなわち、１円以

場合に、除却されるまで備忘価額で

上の価額が付されていれば、譲渡命

当該償却済資産を帳簿に記載するこ

令は有効、すなわち、無剰余執行禁

とで、保有者の将来収益力に寄与す

止の原則は類推適用されないと判断

る資産が存することを明確にする意

５．非上場株式の評価にお
ける目的論的アプロー
チ−債務超過会社に対
する評価の視点から−

されていると解釈しうる。そう考え

図があったとの指摘も見受けられ

非上場株式を評価する場合、評価

ると、０円を超える評価を付すこと

る。しかし、この考え方に立つと、

者は概ね２つの事実上のスタンダー

は「理論上できない」としても、備

償却済無形固定資産を備忘価額で記

ドに基づいて評価している。１つ

忘価額１円として評価することの有

載することとしないことと矛盾する

は、「相続税財産評価に関する基本

効性を議論しなければならない。一

が、かつての無形固定資産の主たる

通達」、もう１つは、「企業価値評

方で、仮に、差押債権者の債権に優

ものが、特許権、商標権、施設利用

価ガイドライン」である。この２つ

先する債権が存在せず、無剰余執行

権等、国や地方公共団体に登録もし

のスタンダードに共通することは、

禁止の原則が類推適用されると仮定

くは申請をすることで権利として確

選択した算定方法が求める要素とし

すると、少なくとも、売得金の額が

定するものが多かったことから、仮

ての値を抽出もしくは計算し、当該

手続費用を超過していれば、譲渡命

に売却等する場合でも捕捉が可能と

算定方法に挿入することで結果、企

令は有効と考えられる。そうする

考えていたと想定されると説明され

業価値もしくは株価が求められると

と、債務超過の会社の株式は手続き

た。

いうことである。具体的な算定方法
の選定は、対象となる評価会社及び

費用以上で評価されなければならな
いが、ここでも、債務超過である会

４．租税法上の意義

社の株式に０円を超える評価を付す

また、法人税法施行令第61条では

ことが「できるか」、その場合「何

一部の有形固定資産及び無形固定資

を根拠として手続き費用以上の評価

産を除き、その取得価額から１円を

を付す」のか検討が必要となると説

控除した金額に相当する金額を償却

明された。

限度額と定義している。これは、平

移動前後の株主の属性、さらには取
引の目的等によって異なるとしてい
る点も共通であると話された。

成19年度税制改正で、平成19年４月

６．「備忘価額」を債務超
過会社の株式評価に用
いることの積極的意味

３．「備忘価額」に関する
歴史的背景と「備忘価
額」の制度上の意義

１日以後に取得をされた減価償却資

最後に佐藤氏は、理論上は、価値

産について、残存価額及び償却可能

が０円である資産でも、少なくと

限度額が廃止され、損益アプローチ

も、取引（を成立させるための）価

会計上の意義は企業会計原則の資

で備忘価額１円まで償却できること

格として暫定的評価額としての備忘

産の貸借対照評価額に関する規定の

を明記したものであるが、貸借アプ

価額評価（最低でも１円評価）を付

うち、償却済有形固定資産につい

ローチでは、備忘価額を残すことが

すべきである。会社の株式を唯一の

て、「償却済の有形固定資産は、除

法定されているとも言える。また、

債権者が差し押さえた場合、仮にこ

却されるまで残存価額又は備忘価額

法人税法施行令第93条にも圧縮記帳

の時点で０円で譲渡命令が出された

で記載する」と規定されており、一

の規定の適用を受ける資産について

としても、この会社を活用しようと

方で、無形固定資産についてはその

は、これらの規定の適用によりその

する債権者にとって経済的価値はゼ

記述はない。この名目的金額数値

帳簿価額が１円未満となるべき場合

ロではない。少なくとも株式会社を

は、もちろん、財産の価値を示す貨

においても、その帳簿価額として１

新たに設立する場合と比べ、登録免

幣的価値としてはほとんど意味がな

円以上の金額を付すとしている等、

許税等で242,000円を負担せずにす

く、当該財産を具体的な勘定によっ

租税法においても会計上の備忘価額

み、また自らが唯一の債権者で、さ

て表現する手段にすぎない。償却済

を付すことと同様、取得原価主義会

らに全ての株式を保有することで、

有形固定資産に備忘価額を付すこと

計の枠組みの中で、例示的に資産の

この会社を将来活用するならば、期

ついては、耐用年数の見積りを見直

実在性を担保する措置として整理す

限切れとなっていない税務上の繰越

す等事実上の自由償却が可能になる

ることが相当であると話された。

欠損金を活用することも視野に入

と決算操作の余地を残すことになる

り、債権回収の途が開ける。これら

ことから、法人税法等の法定耐用年

の事情を債務超過会社が発行する株

数に基づき減価償却を実施し、耐用

式の評価に際し斟酌することも検討

年数経過後に引き続き使用している

すべきであると説明された。
（報告：髙見勝文）
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公益法人など非営利組織における予算統制のあり方と工夫
発表者

元日本公認会計士協会副会長・監事、公認会計士

中務 裕之 氏

ての研究資料等を見ることが困難

これをもって予算統制を行おうと

になっており、論考も少なくなっ

いう考えがありますがこれは適切

ています。

ではありません。なぜなら、法人
の活動は支出する（厳密には契約

２．資金消費型法人にとって予算
統制は重要である

する）前にコントロールするしか
なく、支出した後にコントロール

活動資金を会費や寄付金などで

することはできないからです。支

賄っている資金消費型の法人に

出した後ではいわば「後の祭り」

とっては、資金計画をもって活動

です。減価償却費を予算化しても

をコントロールする手法としての

活動をコントロールできません。

私は2014年の研究大会で「社外役

収支予算書等と、それによって資

売却損益や除却損は予算化しよう

員のコーポレートガバナンスへの役

金提供者等に対する受託責任を果

と思えばできますが、非営利組織

割」というパネルディスカッション

たす機能、資金提供者等による理

にとってその意味がありません。

を企画し３名で登壇したことがあり

事者へのガバナンス機能を有する

評価損益は予算化しえません。

ましたが、今回は一人での発表でし

予算統制は極めて重要なガバナン

たので、パワーポイントの操作など

ス機能の一つです。

はじめに

もあり慌ただしかったです。以下、
感想を含めて、ご報告いたします。
今回はリアルとオンラインのハイ

５．予算統制の様式は工夫してよい
公益法人会計基準（平成16年基

３．収支予算書の作成を取りやめ
た法人が多く存在する

準）と併せて公表された「内部管
理事項について」の様式が一般的

ブリッド型で開催される予定でした

公益認定法の施行により、事業

に多く利用されており、様式を新

が、開催１か月前に完全オンライン

年度開始前に「損益ベース」の

たに一から開発するよりはこれを

と決定されました。またあいにく台

「収支」予算書を行政庁に提出す

利用することが利便です。しかし

風とぶつかりましたので、交通機関

ることとされています。

予算統制は制度会計の話ではな

の運行が乱れ、私も予定を変更して

また公益認定法、一般法人法、

く、内部自治の問題ですから、法

十分な余裕をもって現地に行くこと

公益法人会計基準（平成20年基

人にあった様式や工夫を採用する

になりました。

準）では資金ベースの収支予算書

ことは好ましいことです。

私がお伝えしたいこと
１．予算統制は重要なのに実情は
逆に後退している
公益法人・一般法人など非営利
組織においては近年、理事・監

の作成が規定されていません。こ

工夫としては部門別、活動別の

のことから収支予算書による予算

予算、マトリックス表を利用した

統制はもはや不要であると短絡的

予算、特定の科目のみを対象とし

に誤って判断し、収支予算書、収

た（または除外した）予算などが

支計算書の作成を取りやめた法人

挙げられます。

が多数あります。

事、内部統制といったガバナンス

しかし、収支予算書等は多くの

体制の整備と運用が強く求められ

法人にとって、依然として必要、

てきています。

有用です。

にも関わらず、以前から行われ
てきた予算統制というガバナンス
手法である収支予算書等の作成を

６．特に小規模な組織にあっては
大胆な工夫も考えられる
同窓会など小規模な組織では固
定資産がなく、現金預金のほかは

４．損益予算は予算統制には適合
しない

少額の流動資産と流動負債だけで
あるように会計がシンプルなこと

取りやめた法人も多く、また従前

公益認定法の行政目的で求めら

が多いです。また事務処理能力が

に公表されていた予算統制につい

れる予算書が損益ベースなので、

低く決算書の作成も困難なことが
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多いです。このような法人にとっ

用を啓発する活動を協会に期待し

忘れられない機会となりました。ご

ては、正味財産増減計算書と収支

ています。

準備いただいた北部九州会と本部関
係者の皆さんには改めてお礼申し上

予算書・収支計算書の２種類の書
類の作成に重要な意味がなかった
り、作成が困難であることが多い

８．協会自身の予算統制の手法の
改善が望まれる

げます。
私は一人での発表でしたので、大

ので、収支予算書による予算統制

協会は平成27年（2015年）７月

阪から配信することも可能でした

を利用しやすくするためにも簡素

開催の定時総会において会則、会

が、例え数人でも聴衆の方がうなず

な決算書の工夫を考えました。

計規則の変更を決議し、予算書の

いていただけると、話やすさが随分

具体的には資金の範囲を広く定

様式を変更しました。現在の様式

違いました。また発表後にその数人

義して、正味財産増減計算書を作

は公益法人における行政目的の書

の中から、「聞きたかったことが聞

成せず、収支予算書、収支計算書

類の形式を真似ていて、損益予算

けた」などの数名の反応の得ること

と貸借対照表の３つをセットにす

書を含んでいます。上述のように

ができたのも良かったです。

ることなどのアイデアを示してい

損益予算書は予算統制目的では理

近畿会が主催した直近の研究大会

ます。

論的ではないと考えられます。具

は2009年のアジア太平洋会計士会議

体的な問題点はレジュメに記載し

と併せて開催したもので、開会式で

ましたが、資金消費型の活動を

は現在の天皇陛下からお言葉をいた

行っている非営利組織に関与する

だきました。当時を思い出します。

協会会員が、協会の予算書、決算

研究大会は単に発表を聞くだけの価

協会は平成26年12月２日に、そ

書を関与先に見せて「これを真似

値ではなく、それ以上にいろんな人

れまでに協会が研究してきた収支

たらいいですよ」と胸を張って提

と交流することに価値があります。

計算書等に関連する資料を全て廃

供できるような様式と手続きにし

今回は懇親会もなく、立ち話程度に

止しました。この結果「資金の範

て改正してほしいと願っていま

旧知の人と触れ合うだけでしたが、

囲について」（昭和61年10月27日

す。

それでも福岡に行った価値がありま

７．協会に、社会における予算統
制の充実についての貢献を期
待したい

した。

公益法人委員会報告第６号）はじ
め有用な資料がホームページから
全て削除されました。

９．詳しくはe−ラーニングwebを
ご覧いただきたい

このことによって、現在でも収

以上が研究大会で発表した内容

支計算書に対して公認会計士監査

の概要ですが、詳しくは近く公開

が行われているにも関わらず、関

予定のe-ラーニングで2023年３月

連する研究資料が全くない状態、

まで視聴可能です。また配布した

すなわち予算統制についての協会

35ページのレジュメもダウンロー

の社会への貢献が全くない状態と

ド可能です。

皆さんも気軽に応募されるといい
と思います。また次の近畿会主催の
会も楽しみです。
（報告：ご本人）

なっています。
数多くの非営利組織が参考にで

おわりに

きる、各組織の実情に応じた予算

冒頭に書きましたように、コロナ

統制の手法を複数開発し、その利

禍と台風の２つに見舞われた大会で、
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ガランとした発表会場

報告

REPORT

01

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

「組織内会計士から見た信頼できる監査人」開催報告
ダイバーシティ推進委員会

女性会計士専門委員会

委員

久木田

佳代

転職し、本社経

との違いを感じられることがあると

女性

理勤務。2009年

のことでした。その違いは、外部の

会計士専門委員会では、９月11日

愛知県の製造子

監査人は企業に対し監査上の指摘事

（土）14時〜16時、監査クライアン

会社に出向、

項を提示するまでが責任であるのに

トの立場から見た監査人の姿、監査

2012年本社経理

対し、企業は提示を受けて改善実行

人に対する期待、女性会計士として

に転勤し、個別

する責任があるという点であり、机

のキャリア形成の選択肢をテーマと

決算を担当。監

上の理論と実務とのギャップを感じ

して、近畿会研修室からリモート研

査対応、開示対応、事業場監査の

ることもあるとのことでした。こう

修会を行いました。

フォロー等の業務に従事。

いった点も踏まえると、外部の監査

はじめに
ダイバーシティ推進委員会

人には、指摘だけに終わることな

講師のご紹介

オブザーバー

く、会社のビジネスや組織について

松下

北山久恵近畿会

深く理解し、指摘後、会社が行う改

会長

善の過程でもクライアントに寄り

田佳子 氏

【略歴】

添ってほしいという期待が感じられ

1989年東証一
部上場メーカー

モデレーター

ました。また、後進へのアドバイス

の情報システム

玉置寿子委員

として、企業内会計士を志望する人
は、「見る」側でなく「作る」側に

部門にSEとし
て入社。1997年

信頼できる会計士とは

立ちたいという欲求があるはずなの

松下さんが社内の役員としての立

で、そういった方にぜひ社外ではな

試験合格、大手監査法人に入所、監

場から監査人との信頼関係を築くた

く、社内の役員になってほしい、そ

査業務に従事。SE経験を活かして、

めに最も必要と感じられていること

うすることで、外部から意見を言う

情報処理技術者試験

システム監査

は「良好なコミュニケーション」で

だけでなく、会社の改善に内部から

技術者の資格を取得し、システム監

す。日々のコミュニケーションを通

携わることができる、ということも

査にも関与。2010年監査法人を退

じて相手の人間性を知り、また、相

おっしゃっていました。

職。2012年東証二部上場メーカーの

手の置かれている状況を理解したう

一方、岩崎さんが勤務されている

取締役経理部長就任。

えでの誠実な対応が会社の信頼を得

会社では、相談事に対する監査チー

ることにつながると話されていまし

ムの対応の素早さなど、マネジャー

た。コミュニケーションが良好であ

やパートナーへの信頼の厚さを伺う

れば、監査人としても監査がやりや

ことができました。ただ、往査メン

すくなるはずです。

バーの分散やリモートワークの影響

公認会計士２次

岩崎

香織 氏

【略歴】
2001年公認会計士２次試験合格、
大手監査法人に入所、監査業務に従

また、会計士資格を有する役員と

で監査チームと会社との接点が少な

事。2008年 東証一部上場メーカーに

いう立場から、社外から監査する側

くなっている状況で、特に若手の方
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との接点が減っていることを懸念さ

いを感じていらっしゃることがわか

れていました。また、会計士は、監

りました。

松下さん、岩崎さん、そして玉置
さん、北山さんは、皆様会計士とし

査用語や、法人内用語を当然のよう

また、岩崎さんは、事業会社に入

てのベースに加え、とても知的好奇

に用いて会社に話をすることが多い

社されて、会計士だからといってす

心が強くて柔軟でいらっしゃいまし

が、社長をはじめ一般企業人は会計

ぐに経理の仕事がなんでもこなせる

た。また、皆様の温かいお人柄と熱

用語をすんなり理解するわけではな

わけではないと感じ、製造子会社で

意が感じられました。

いことを前提に話すべきことをアド

の勤務や転勤も経験されるなど、実

今、目の前にある仕事が、今はや

バイスしていただきました。私も、

務経験を重視されてきました。そこ

りたいことではなかったとしても、

背景の異なる方とのコミュニケー

にプラスαとして会計士としての知

好奇心をもって全力で取り組むこと

ションにおいては、相手が理解でき

見を活かして、現在は個別決算業務

で、そこから何かしら学ぶことや面

るように十分に説明することが大切

に従事されています。

白いことはあるはずですし、いつか

会計士の働き方の多様性も増して

だなと感じました。

自分がやりたいことにつながってい
くかもしれません。

お二人とも、例えば女性の服装に

いる中、各自のキャリアを考えるう

しても、用語の使い方にしても、会

えでも、松下さん、岩崎さんのお仕

自分の可能性を信じてチャレンジ

社の相談に対するレスポンスにして

事についてのお話は参考になること

し、自分からキャリアを切り開いて

も、普段の一つ一つの所作で、相手

が沢山ありました。

いってほしい、という北山会長の力
強いメッセージも印象的でした。

の立場に立って考えて行動している
かどうかが伝わるし、その積み重ね
が信頼関係の構築にもつながると
おっしゃっていました。

最後に
公認会計士として監査業務のご経

会計士専門委員会では、今後も会

締役、経理実務者としてご活躍され

員・準会員の皆様を対象とした研修

るお二方からご覧になった公認会計

会を企画しております。皆様のご参

士の姿、公認会計士に対する期待に

加をお待ちしております。

と被監査側のどちらの立場にある方
にとっても、お互い
への理解のヒントが

組織内会計士としてのお仕事

得られたのではない

松下さんは、社内の取締役兼経理

かと思います。ま

本部長として、短期的な視点だけで

た、監査に携わる公

なく長期的な視点も持ちながら、ま

認会計士や、現在組

た担当部署のみでなく会社全体のこ

織内で働いている会

とにも注意を払い、時には組織の枠

計士、組織内会計士

を越えて横串をさすような発信も積

への転向をお考えの

極的にされるなど、会計士としての

公認会計士のキャリ

専門分野にとどまらず、広い範囲で

アについても学ぶこ

会社を統括することに大きなやりが

とができました。
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第23回各士業女性合同研修会

「パワーハラスメント対策」セミナー 報告
お い だ

ダイバーシティ推進委員会

日

女性会計士専門委員会

委員

種田

ゆみこ

時：2021年９月25日（土） 13:00〜15:15

開催方法：Zoomウェビナー
テ ー マ：「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〜」
講

師：大浦

綾子 氏（弁護士）、桑野

１. はじめに

里美 氏（特定社会保険労務士）

この「パワハラ」。指導のつもり

研修会 第 1 部

「パワーハラスメント〜基礎
知識と事後対応〜」

2020年６月１日より改正労働施策

で言った言葉や、相手のためを思っ

総合推進法が施行され、そのうち、

て指摘したことが、もしかしたら

職場内のパワーハラスメント（＝パ

「パワハラ」に該当している…なん

ワハラ）を防止する規定が盛り込ま

てことがあるかもしれません。当研

大浦綾子先生は、法律事務所にて

れ、パワハラ防止法と呼ばれていま

修は「パワーハラスメント対策」を

経営者側の立場で解雇、残業代、ハ

す。パワハラの基準を法律で定める

テーマに、パワハラにならないため

ラスメント等をめぐる裁判・労働審

ことにより、防止措置を企業に義務

の法律知識とコミュニケーションを

判等を担当し、労務関係の予防法

化しハラスメント対策の強化を促す

学ぶことで、ハラスメントの予防に

務・紛争解決を担当し、また、企業

目的があります。大企業は2020年６

留まらず、適切な指導の実践により

内弁護士としてハラスメント問題撲

月１日から、中小企業は2022年４月

業務の効率化に繋がることも期待で

滅の取り組みや不祥事対応を現場で

１日から施行とされています。パワ

きるようなご講演と、Zoomウェビ

担当した経験をベースに、「合法

ハラ防止のほか、セクハラ・マタハ

ナーのQ&A機能を使っての参加者

か」「違法か」のアドバイスにとど

ラを防止する関連法も合わせて施行

から収集した質問に講師が適宜応答

まらず、「人事労務的に企業として

されており、企業は各ハラスメント

するという形式で行いました。

どのように行動すべきか」を具体的

対策を講じる必要があります。

昨年に引き続き、オンラインの開
催となりましたが、約250名の参加が

さて、令和３年度も各士業（弁護
士、司法書士、税理士、社会保険労

あり、全国女性税理士連盟

三上会

長の開会挨拶から始まりました。

大浦

綾子 氏（弁護士）

に提案することを得意とする方です。
今回の研修会では、パワハラの定
義を初めて規定された「パワハラ防
止法」の基本的な「法律解説」と

務士、弁理士、公認会計士）の女性

「事後対応」について、今後の動向

による合同研修会を開催しました。

も含め貴重な情報を織り交ぜて、わ

今回の研修テーマは、上記のパワハ

かりやすい講義をしていただきまし

ラ防止法制定を機会に、士業自身の

た。

事務所にも、顧客企業にも関係する
ことなので、各士業で一緒に学ぼう
と取り上げました。
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研修会 第２部

受講の感想

各士業の垣根を越えた懇親会

「パワーハラスメント防止対
策〜あかん、あかん！からの
脱皮〜」

以下、個人的な視点となりますが、

研修会終了後、Zoomのブレイク

印象に残った話を記載します。
懇親会でセミナーの感想を聞く

をA〜Hまでの８グループに分け

桑野 里美 氏（特定社会保険労務士）

と、「プロは顧客から一定水準のレ

て、引き続きオンラインで開催され

桑野里美先生は、社会保険労務士

ベルを求められることから、士業な

ました。懇親会の開会挨拶は、我々

事務所を開業し、中小企業中心に労

らばこのくらい知っていて当然、何

日本公認会計士協会近畿会の北山久

働法全般にわたる人事労務管理のコ

故できていないのかと、自分は瞬間

恵会長がされ、さらに、各士業の女

ンサルティングに従事し、使用者と

湯沸かし器的に部下に怒ったりして

性の要職の方々によるご挨拶がなさ

労働者が互恵の関係が築けるような

きた。今回、桑野里美先生の講義に

れました。１グループ８人〜10人く

労働環境改善に役立ててほしいとハ

ある「衝動の６秒コントロール」を

らいで、男性も各グループに１〜２

ラスメント防止、人権問題、職場活

聞いて、単に自分自身のアンガーマ

人は参加され、セミナーの感想や最

性化、コミュニケーション等、多種

ネジメントができてなかったことを

近気になることなどをテーマに活発

多様な研修を実施され、受講者満足

非常に反省した」と多数の男性の先

に話をされていました。

と共に依頼者から高い評価を得て、

生たちがおっしゃっていました。こ

私は自分のグループのファシリ

研修リピート率は９割を超える方で

れでは顧客にはあるべき論をアドバ

テーターを担当したのですが、どの

す。

イスする士業の方が、「医者の不養

グループでも各士業をまたいだ交流

生」みたいなものですね（笑）。

として、各会からたくさんの方々が

今回の研修会では、パワハラを防

アウトルーム機能を使って、参加者

止するために、「職場内のコミュニ

私自身は、ハラスメント防止の取

出席され、今年もオンラインといえ

ケーションの活性化や円滑化のため

り組みとして〜コミュニケーション

ども、この年に１回の機会をとても

の研修等必要な取組」についてわか

の「質」を捉えなおすには、思いを

楽しんでおられる様子が見受けられ

りやすい説明と親しみやすい人柄で

伝えるコツを身に付けようという２

ました。そしてどの方も、来年は以

講義を進めていただきました。

つの方法（①怒りの感情に振り回さ

前のように実際にお会いして名刺交

れない

アンガーマネジメント②自

換をしたり、同じテーブルで親しく

第３部 質疑応答
司会進行：弁護士 平松亜矢子

分・相手を勇気づける言葉かけ

なった先生に仕事を依頼したりと

ペップトーク）のうち、②が新たな

講師

いった関係を築けるように、リアル

学びで、早速実践しようと思いまし

開催の期待を口にしていました。今

た。

後もこのような研修をきっかけにし

氏
：弁護士 大浦 綾子 氏
特定社会保険労務士
桑野 里美 氏

講義中にZoomウェビナーのQ&A
機能を使って収集した質問は多数に
のぼりましたが、司会進行の平松亜
矢子弁護士が前述のお二方の講師に
上手く質問を振り分けされ、通常部
下を指導する上で上司の発言や態度
はどこからがパワハラになるのか？
と冷や冷やしていた参加者も講師の
応答に納得されていました。
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ハロー！会計オンライン実施のご報告
広報部サポーター

青柳

敏文
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

９月26日（日）に、小学生・中学

来の役に立つ内容であった」と回答

生に会計を少しでも身近に感じても

し、大変満足度の高い授業となり、

らうための授業、「ハロー！会計オ

広報部一同とても励みとなりました。

「焼きそば屋台大作戦！」でした。

ンライン」を実施致しました。７月

鈴木さんよりコメント頂きまし

私と福山先生は、監査法人で同期で

に引き続き、今回も小学校中学年向

た。「私は本日初めて講師をやらせ

あり、公私ともに仲良くさせていた

け（初級編）・高学年向け（中級

ていただきました。なるべく台本に

だいているのですが、普段の優しそ

編）、中学生向け（上級編）の３部

頼り過ぎず、かつ生徒の皆様の意見

うな感じは保ちつつ、講師としての

構成で実施いたしました。

をなるべく聞くようにということを

自覚・溢れ出るやる気によるせい

心掛けましたが、台本を見なさすぎ

か、普段とは一味違う一面もあり、

てアタフタしてしまうこともしばし

最高の授業をされていました。私も

本日の第一弾はハロー！会計オン

ばあったのが要反省です。中学生と

10年若ければ、福山先生の授業を受

ラインでも超目玉！上級編「ドーナ

もなると、答えも大体みんな合って

けたかったなと思います（笑）。

ツ屋経営は甘くない！？」です。メ

おり、余分なチャットも送ってこな

福山さんから感想をいただきまし

イン講師は初の講師である鈴木陸眞

いので、授業を進めやすい反面、

た。「今回のハロー！会計オンライ

先生と、われらが桂真理子先生のお

もっとチャットやリアクションの呼

ンでは初めてメイン講師ということ

２人で進めていただきました。

び掛けをした方が盛り上がるかなと

で初級編を担当させて頂きました。

今回で３回目となる上級編です

も思いました。何はともあれ、初ハ

参加してくれた小学生はなんと137

が、授業内容も回数を重ねるごとに

ロー！会計講師を楽しく終えること

名。緊張はしましたが、チャットや

徐々に洗練され、完成度も高くなっ

が出来たので良かったです！」

リアクション機能を使いながら楽し

11:00〜12:00 上級編

13:00〜14:00 初級編
初級編は福山菜津美講師による

ているのがとても印象的でした。特

鈴木陸眞先生の華々しいメイン講

んで授業を進めることが出来まし

に桂先生の絶妙なアドリブにうまく

師のデビュー戦！これからも一緒に

た。途中オンラインならではのトラ

掛け合っていく鈴木先生の頭の回転

ハロー！会計を盛り上げていきま

ブルもありましたが迅速に対応頂

の速さがとても頼りになりました。

しょう！

き、無事に初級編を終えることが出

受講生である中学生たちも終始楽

来ました。もっとわかりやすく楽し

しそうに授業を聞いており、はじめ

く会計とは何かを伝えられるように

はそわそわしていたのが、授業が進

またの機会にブラッシュアップして

むにつれ集中していく顔を見ること

いきたいと思います。広報部の

ができたのがとても嬉しかったです。

方々、関係者の方、今回もハロー！

授業のボリュームもあり、ハード

会計オンラインの開催の機会を提供
して頂き、ありがとうございました。」

な内容ではありましたが、授業後の
感想では参加した中学生全員が「将

（左より：平山、鈴木、桂）

福山さん、ありがとうございまし
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た。これからも一緒にハロー！会計

うと心掛けていますが、回数を重ね

を盛り上げていきましょう！

るにつれ、徐々に落ち着いて話がで

さいごになりましたが、今回ハ

きるようになり、チャット機能を通

ロー！会計の準備から当日の運営ま

して来る質問にもうまく対応できる

でパーフェクトにこなしてくださっ

ようになってきたと感じています。

た事務局山部さん、後方支援をして

これからも機会を頂ければ積極的に

くださった広報部の桂副部長、川野

参加し、実際の仕事でのクライアン

さんはじめ、広報部の皆様、その他

トに対しての研修やディスカッショ

関係各位に、この場を借りて厚く御

ンにおいても、この経験を役立てる

礼申し上げます。

（左より：野澤、福山、有本）

ことができればと思います。

次回は2022年１月を予定しており
ます。講師でのご参加、お子様のご
参加、いずれも歓迎しておりますの

15:00〜16:00 中級編
中級編は「牛丼vsステーキ

おわりに

で、ご希望の方は近畿会広報部まで

究極

ご一報ください。

の二択！」をテーマとして、私が講
師を務めさせていただきました。私
は約半年前に初めての講師をさせて
いただき、今回が４回目の講師とな
りました。一つうまくいけばまた新
しい反省点が生まれ、次回に活かそ

（左より：穴虫、青柳、川野）

広報部サポーター登録は
こちらから

【 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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広報活動へのご意見は
こちらから
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組織内会計士委員会研修会

「会計士の社外役員が知っておくべきコーポレートガバナンスの最新事情」
組織内会計士委員会

副委員長

川瀬

敬義

2021年10月６日（木）に企業法務の

投資家からの目線で見ると「モニ

無形資産への関心を高めることに

分野で有名な弁護士の山口利昭先生

タリングモデルでは監督機能。数

より企業の発展には欠かせない存

をお招きし、コーポレートガバナン

字に長けている会計士には数字に

在であるということが社外取締役

スの最新事情に関する研修を行いま

従って判断する。」「マネジメン

不要論に対する答えといえます。

した。リモートを含み100名超が参加

トモデルでは助言機能。会計士は

される大盛況の研修となりました。

他社比較・過去比較に強いため助

②社外役員の役割の変化（モニタリン

言の説得力が高い。」というのが

グモデルにおける社外役員の役割）

会計士の強みにあった役割といえ

ガバナンス改革で社外役員が急

１. 山口利昭先生のご紹介
1990年に弁

ます。

増しました、「執行部が行おうと

護士登録後、

ところで、社外役員は本当に必

していることに社外役員が３〜４

現在では大東

要なのでしょうか？「事業がわか

人反対」という状況を考えると、

建託株式会社

らない人が役員に入って何ができ

さすがに多数決なのでそのまま通

や大阪メトロ

るのか」「社長が選任するのに監

すことにすることは難しくなりま

（大阪市高速

督できるのか」「企業価値が上

す。つまり、１〜２人だった時代

電気軌道株式

がったという検証結果はない」と

は反対意見を議事録にかいてもら

会社）の社外役員、日弁連司法制度

いうのが不要論の根拠になってい

うという話だったのが、３〜４人

調査会社外取締役ガイドラインPT

ます。この根拠に対する答えを考

になると止めるもしくは再検討し

委員などを務めておられます。

えていきます。

て進めるというところにつながっ
てきます。

企業法務の分野で有名なブログで

「事業がわからない人が役員に

ある「ビジネス法務の部屋」を2005

入って何ができるのか」に対して

先ほど「モニタリングモデル」

年から立ち上げておられます。ご存

は、コーポレートガバナンスコー

「マネジメントモデル」の話をし

じの方も多いのではないでしょうか。

ド改訂版2021で強く出ている通り

ましたが、経済産業省ガイドライ

社外取締役の役割は業績評価だか

ンで推奨されている取締役会は

２. 研修の内容

ら事業がわかることは必ずとも必

「モニタリングモデル」です。と

①社外役員は本当に必要なのか

要でないこと。

はいえ、「マネジメントモデル」

公認会計士が社外役員に就任す

「社長が選任するのに監督でき

の取締役会として業務執行の大将

る例は多数ありますが、期待され

るのか」に対しては独立性を確保

が集まってそこに社外取締役も加

る役割として「財務会計的経験が

すること（この点は後でも触れら

わって重要案件を決めるという姿

豊富であるから〜」という言葉が

れています）。

もあります。自社の取締役会がど

よく出てきます。この言葉は便利

「企業価値が上がったという検

ではあるのですが、機関投資家に

証結果はない」に対しては企業価

は響く言葉とは言えません。機関

値の源であるサステナビリティと

ちらであるのかは自覚しておく必
要があります。
モニタリングモデルにおける社

19253

NOVEMBER 2021

25

04 報 告 REPORT

外取締役の一番の役割は業績評価

考える必要があります。取締役会

関投資家が大きく関心の持つ事項

です。社長が戦略を遂行するのに

の議題には決議事項と報告事項と

です。具体例を出すと関西スー

対してちゃんとやっているか、低

協議事項がありますが、社外取締

パーマーケットがエイチ・ツー・

迷している場合はその原因は経営

役が多くなっている今日では、社

オーリテイリングとオーケーのど

執行がまずいことにあるのか、今

外取締役も議論する基本方針や業

ちらを取るかという話があります

回のコロナのように経営環境が悪

績評価に特化して議論し、今まで

が、社外取締役を中心とした独立

いというような切り分けを含めて

重要だと思われていたものは執行

委員会の判断に本当に独立性があ

監督を行うことになります。場合

する人に裁量権を認めて報告でい

るのか、例えば、H ２ Oの傘下に

によっては経営者を交代させると

いという考え方が当たり前になっ

入った場合には自身の社外役員と

いうことも考えられます。

てきています。

しての身分が保証されるかもしれ

個人的には「指名委員会・報酬

モニタリングが有効に機能して

ないが、オーケーの傘下に入った

委員会」の設置が増えている背景

いるかにつながるものとして取締

場合には身分が保証されないとい

はモニタリング機能を社外役員に

役会の実効性評価や（まだあまり

うようなことが意思決定に影響を

求めることから来ているのだなと

行われていませんが）監査役会の

与えていないかというようなこと

すごく納得がいきました。

実効性評価があげられます。スキ

です。山口利昭先生は、2016年に

ルマトリックスを考えて社外役員

行われたニッセンホールディング

を選任しているか、監査役会が機

スがセブン＆アイ・ホールディン

能しているかについては機関投資

グスの完全子会社になった際の価

家も関心を持っている事項です。

格決定では、ニッセンホールディ

ところで専門性を要求しながら

ングスの社外取締役を務めておら

（経営の助言であるマネジメント

れましたので、その独立性につい

モデルではなく）モニタリングを

て当事者として生々しい話をお聞

コーポレートガバナンスコード

追及するということについてどう

きすることができました。

では「効率性」として健全なリス

いうことなのかという疑問があり

さて、会社法改正により社外取

クテイクをとる方向に向かってお

ます。その答えとして「経営者の

締役でも取締役会の承認があれば

り、そのためには効率の良い経営

業績評価」がモニタリングモデル

業務執行ができるようになりまし

ができていたかを評価する必要が

で行うべき社外役員の役割とすれ

た。これにより、社内の人が行う

あります。

ば、そのためにどのような情報が

と利益相反の恐れがある場合でも

しかし、その評価するための

必要なのかを判断するために専門

社外取締役が前面に出て業務執行

「指名委員会・報酬委員会」が評

性が要求されるということになり

を行うことが考えられます（ただ

価ではなくプロセスをなぞるもの

ます。

し、社長の指揮監督下になること

③組織の効率性（モニタリングモデ
ルを前提として）

だけになっていることもよくあ

また、事業ポートフォリオのあ

り、機関投資家は本気で業績評価

りかたや事業再編については会社

MBOや買収防衛策導入発動時

をやっているか関心を持っていま

の資源を最適配分するために、し

の特別委員会を設置する場合は社

す。なお、プロセスをなぞるだけ

がらみのない社外役員が真正面か

外取締役が中心メンバーとなるこ

でも善管注意義務にはなりませ

ら向き合うことが求められます。

とが多いです。このように企業有

ん。ただし、ガバナンスコードを
コンプライしている以上は説明が
つかなくなってきているといえます。
取締役会の付議基準についても
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は不可です）。

事に巻き込まれてメンバーに就任
④組織の公正性（独立性や利益相反
問題を中心にして）
社外役員の独立性については機

する場合は大変です。株主代表訴
訟の当事者になるリスクだけでな
く、善管注意義務違反にならない

報 告 REPORT
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ため時間も大きく割かれることに

社が役員を訴えたとき」「他の役

大きく、もっと詳しく聞きたいとい

なります。その場合には委員報酬

員が不祥事を起こして監視義務違

う話も多数出ています。社外役員に

として会社が報酬を別途支払うこ

反となったとき」「役員退任後に

就任されている方だけではなく、組

とで就任へのインセンティブを高

訴えられたとき」「会社が契約す

織内会計士にとっても知っておくべ

めることが重要です。このこと

る保険会社を変えたとき」。これ

き内容です。改めて記載したいと思

は、企業側にとってもメリットが

らは保険会社にとっては痛いとこ

います。

あります。社外役員でもメンバー

ろですので、あえて先方からは提

の独立性があるとされた場合は議

案されないことが多いです。

決権行使助言会社が賛成推奨にな
ることがあるからです。
⑤有事になったときとD&O保険
有事になった場合は会社のアド

そして保険でカバーできないよ

「会社が役員を訴えたとき」

うな問題に対して、新たにできた

「他の役員が不祥事を起こして監

会社補償契約の締結も考える必要

視義務違反となったとき」

があります。こちらも取締役会の

「役員退任後に訴えられたとき」

決議が必要です。

「会社が契約する保険会社を変え
たとき」

バイザーは利益相反で使えないの
で、自身で（会社の費用で）アド

「役員が役員を訴えたとき」

３. 研修を受けて

バイザーをつけることがいいので

数々の企業有事を経験しておられ

ご講演いただいた山口利昭先生及

はないかという話をされました。

る先生として、とても多岐にわたる

び参加していただいた多数の皆様に

また、個人の将来を守るためのア

留意点をご教示いただきました。

厚く御礼を申し上げます。

ドバイザーを入れることも必要と
思われます。

また、近年の
コーポレートガ

そして、後々に損害賠償責任を

バナンス改革と

負わないための仕組みが会社法の

これに伴った組

改正でできました。

織の変化につい

その１つはD&O保険の内容に

てとても分かり

ついて取締役会で決議すること。

やすく解説いた

この時に特約条項として次のポイ

だきました。

ントを押さえておきたいです。

D&O保険に

「役員が役員を訴えたとき」「会

ついては反響が
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ファミリービシネスについて 第４回

『第二世代の株式持分』
～ファミリービジネス研究会からの報告
安原

徹

創業者が次世代に事業を承継する

ナーシップを一人の子供だけに譲る

プは脱個人化していくという危険が

際に、自らのオーナーシップを子供

手法は会社が拡大を志向せず、現状

ある。3代目、4代目になる頃に

の一人に渡す場合と何人かの子供に

維持を主眼にする場合に妥当なもの

は、その多くは相続や婚姻によって

分散して分け与える場合が考えられ

となります。

オーナーになっており、そのなかに
は「自分たちは金銭的なリターンを

ます。
前者の場合には、後継者は会社の

一方、後者の場合、すなわち、

もらうためにここにいる」と感じる

戦略的な意思決定にあたって他の兄

オーナーシップを複数人の子供に与

者もいる。その一方で、「私たちは

弟との意見の調整をすることなく一

える場合、これらの兄弟のうち誰が

レガシーを持っている。私たちは個

人で判断することができるので、迅

実際に会社経営に携わるかがポイン

人的なコネクションを有している。

速かつ簡素にコトを進めることがで

トになります。株式を分け合った兄

私たちには責任がある。」という者

きます。新しく主導権を持つ後継者

弟が共同で会社経営に当たる際に、

もいる。ファミリービジネスの継続

が有能で、株式を持たない他の兄弟

ファミリーメンバーが協力的で、か

的な成功のためには、オーナー、マ

が不満を覚えることなく会社経営を

つ、互いに補い合うような知性があ

ネージャー、執行者を含めたアク

続けることができれば株式をめぐる

れば、会社は理想的な発展経路をた

ティブなチームワークが必要だ。

問題は生じないはずです。しかしな

どるでしょう。しかしこのような条

オーナーが自らを単なる「投資家」

がら、Brun de Pontet、 Siblings and

件を満たさない場合、不満を持つ株

だと思うようになると、ビジネス

the Family Business （2012）によ

主が経営を引っ掻き回して経営陣の

ファミリーはトラブルを生むだろ

ると、極度に集権化したリーダーの

意思決定が滞ることもあり得ます。

う。そんなときは株式を返上させ、

在り方は、会社が発展し大規模化・

また、株式を取得した兄弟のなか

その代わり金として得たおカネを他

複雑化していくとかえって非効率だ

に、ビジネスに関らないパッシブな

に投資するようにすべきだろう。一

とされます。車輪の「ハブ＆スポー

オーナーがいると、彼らは経営陣を

部のオーナーの目標が、他の多数の

ク」のような経営スタイルは、強力

財務面で支えることになる一方、そ

オーナーの目標と同じでないなら

な意思決定やその判断を支えるスキ

のオーナーシップが自らに経済的利

ば、深刻なコンフリクトとダメージ

ルや経験を伴わないことが多いとい

益をもたらすことにのみ関心を抱く

を生むだろう。」

うのです。創業者は会社を創設した

ことになりかねません。

「オーナーグループの中には金銭

者でありオーナーでもあり、信頼と

Aronoﬀ、 Family Business Own-

リターンにしか興味がなくビジネス

権威を持つとともに、ファミリーの

ership （2002）はこのあたりの事情

を前に勧める他のファクター、つま

トップとしての精神的な権威でも

を次のように説明しています。

りファミリーの文化、ビジネスと

あったわけですが、第二世代の後継

「ファミリービジネスが世代を重

ファミリーの戦略、地域コミュニ

者はこのような権威・カリスマ性を

ねたときに、もしファミリーが予防

ティーへの貢献などに関心がない者

持ちません。このことも後継者のス

的なアクションをしない、もしくは

も現れる。これが事実ならば、事業

タイルに影響します。そこでオー

警戒していないならば、オーナーシッ

にコミットするオーナーは、そうで
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ないオーナーを退出させることがで

ば不平等、不公平ということにな

結局、事業承継において次世代に

きるようにするべきだ。」

る。小さなことでも平等に扱うのが

渡す株式をどのようにするかという

ファミリーの公平さの基準となる

問題は、将来に向けた事業戦略に関

親である創業者にとって子供にど

と、財産も等分に分けなければファ

連するということだと考えます。そ

のように資産を渡すかは難しい問題

ミリーの原則に反することになる。

してその選択はファミリーの価値

です。複数の子供がいてもファミ

二番目の理由は、親は子供が不平

観・ビジョンに従うものだというこ

リービジネスのオーナーとしてふさ

等な扱いに怒ったり憤ったりするの

わしくない者もいるでしょうし、子

を見て苦しみたくないということ

この点に関して、ケニョン・ル

供自身それを望まなかったり、新し

だ。相続についても親が楽な道を選

ヴィネは次のようにまとめており参

いリーダーとそりが合わないことも

んだために、次の世代が混乱し争う

考になります。

あるからです。しかしファミリービ

ことになることもある。親は子供よ

「オーナーシップを承継しようと

ジネスの株式以外の資産が乏しいと

りも会社のオーナーシップを決める

するファミリーが最初に検討すべき

きにはファミリーが相続できる資産

のにふさわしい立場にある。親は、

なのは、何が最も優先順位が高い

は限られてしまい、結果的に上記の

最低限、株式の売買協定や評価方針

か、ということだ。積極的にビジネ

ようにビジネスに関心を持たない株

などのオーナー協定を定めて、子供

スを拡大することか、ファミリー

主を生み出すことになってしまいま

たちがこうした問題に苦しまなくて

オーナーシップによる管理とリー

す。また、多くの場合、親は子供の

もよいようにできるはずだ。しか

ダーシップを維持することか、ファ

相続財産が等しくなるようにしよう

し、騒ぎを起こすことを好まなかっ

ミリーの調和を保つことか、それと

とするものです。こうした葛藤を解

たり、専門家の意見が適切でなかっ

もファミリーの富を拡大すること

決するために、無議決権株式を利用

たり、計画することが苦手だったり

か？ファミリーは優先順位を定め、

して経営に参画する資質のある人間

して、ほとんどの親は、のちのち子

その選択には結果が伴うことを自覚

だけに限る方法もしばしば提案され

供たちが複雑なオーナーシップの問

しなければならない。そしてその選

ます。しかしこのような場合「経営

題に苦しまないですむような仕組み

択は、ファミリーの共有化された価

に参加できない株式を持っていても

や協定を作るチャンスを逃してしま

値観とビジョンに基づくものでなけ

仕方ないから株式を買い取ってほし

うのだ。」

ればならない。」

とです。

い」といった主張をされ、トラブル
になる例が頻発します。信託を活用

以上をまとめると、次のように要

ファミリービジネス関係の連載は

して議決権を制限する方法も提案さ

約できます。

あと１，２回を予定しています。

れますが、必ずしも一般的ではあり

・会社が第二世代に入って拡大・発

ファミリーの報酬（Compensation）

ません。このようなオプションが普

展することを志向するのであれば

の問題、第三・第四世代に至り会社

及しない原因は親の側の気持ちの問

兄弟パートナーシップ体制が好ま

法が予定した大会社の経営スタイル

題でもあるようです。ケニョン・ル

しい。

に変容していく過程などを書くこと

ヴィネ、『ファミリービジネス永続

・しかし適切なパートナーが得られ

の戦略』（2007）は親側の事情を次

なかったり、株式を譲り受けた兄

のように説明します。

弟等のなかに経営に無関心で金銭

「まず、ファミリーは公平である

面にのみ関心を持つ者がいる場合

ことに非常に敏感で、同じ年代が平

には、これらの者を排除する方策

等に扱われないと大きな不満を抱

を考えなければならない。

く。たとえば兄弟は両親から受け取

・会社が拡大・発展志向でなく現状

るものが少しでも違うとそのことを

維持を望むのであれば後継者に全

指摘し、不公平だと主張する。残念

株式を譲るか、相続財産の状況次

なことに、親は普通そうした主張を

第では他の兄弟に分け与えること

受け入れ、ファミリーは比較対象と

になるが、あまり問題となること

なるものは何でも等しく分けなけれ

はない。

ができればと考えています。
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沢辺

有司 著

「一番やさしい古事記の本」
（彩図社）
坂井

俊介

古事記って何？

皇。その後、神武東征や神功皇后の

フィクションではあるが、部族間闘

今の時代、読む価値あるの？

新羅遠征など色々あって推古天皇ま

争の事実を象徴的に表している側面

で続くという全体構成である。

も多い。当時の読者はわが一族の祖

最近の国際関係や経済環境のな

主題は天皇家の正統性の証明であ

先がドラマの中にいい感じで（悪者

か、日本人全体がちょっと自信を失

るが、百済救援のため遠征した白村

扱いで）出演しているぞ！という感

いつつある今、是非ご一読を勧めた

江（はくすきのえ）の戦いで敗れた

動（がっかり）を感じていたに違い

い。古事記はフィクションではある

あと中央集権化の必要があった。要

ない。

が、まるっきりフィクションという

するに内輪もめはNG。ということ

なお、スサノオの「スサ」＝砂鉄の

わけでもない。

で、ヤマト系だけでなく出雲系や地

ことで、出雲＝国つ神系が弁韓や新羅

ざっくり本筋をサマリーします

方部族の祖先神も多数登場させ、パ

と鉄つながりの関係が深いことが伺え

と、イザナギ、イザナミの夫婦神が

ズルのようにピッタリはまるように

る。一方、アマテラス＝天つ神系は名

日本の国生みを行い、最後に火を生

キャスティングしている。大安麻呂

前に「ホ」のつく神が多く、「ホ」＝

んでイザナミは死ぬ。イザナギがイ

（おおのやすまろ）の脚本力すごい！

穂であり、弥生文化をもたらした稲作

ザナミに会うため黄泉の国に行き、

例えば、世界遺産に登録された福

酷い目にあって地上に戻って禊（み

岡の宗像神社は宗像一族の祖先神と

古事記が世界の他の神話と比べて

そぎ）をしたときにアマテラスとス

して三柱の女神を祀っている。元々

特徴的で日本的と思われるポイント

サノオが生まれる。アマテラスの天

この神々はアマテラスとは関係な

を挙げてみよう。

岩戸隠れ事件の後、スサノオが高天

かったと思われるが、スサノオが高

◆いろんな部族の説話がてんこ盛

原から追放され、その子孫の大国主

天原にやってきたときにアマテラス

り。なかには出雲族のように征服

（オオクニヌシ）が様々な試練を乗

がスサノオと誓約（うけい）をした

された部族もあるがその神々も抹

り越え、出雲の統治を任されて治め

際に生んだ娘たちとなっている。他

殺していない。例えば、出雲族の

ているところに、アマテラスの使者

には、天の岩戸からアマテラスを

大国主命（オオクニヌシノミコト）

がやってきて国譲りを要求、最後は

引っ張り出すときに活躍した剛力の

は出雲大社にヤマト系の神々と一

力で了承させる。その後、アマテラ

手力男（タヂカラノオ）は戸隠神社

緒に丁重に祀られている。四拍手

スの孫のホノニニギが高千穂峰に降

に主祭神として祀られている。

してお参りする。諏訪湖の諏訪大

民族との関係が伺える。

臨し、木乃花佐久夜（コノハナノサ

それぞれの神の登場の仕方やアマ

社はアマテラスへの国譲りに反対

クヤ）姫と結婚する。二人の子供で

テラスとの関係性によって、ヤマト

した大国主命の息子タケミナカタ

ある海幸山幸の物語の後、山幸（ホ

朝廷に与した一族なのか、立てつい

とその妻を主祭神としている。こ

オリノミコト）の孫が初代の神武天

た一族なのかが分かる。なので、

の二柱の再生を祈る御柱祭りは
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書

The You の

～わたしのおすすめの一冊～

1200年以上続いている。征服部族

抗勢力だったので古事記の中での

に海神すなわち綿津見（ワタツミ）

を徹底的にせん滅するのではなく、

扱いが悪い。

神を祀っている神社であり、前出の

◆降臨神話は遊牧民族系の神話であ

豊玉姫、玉依姫の父神である。ちな

◆中心になる絶対的な神がおらず、

るが、直系の孫すなわち「天孫」

みにワタツミの息子がなぜか信州の

太陽神であるアマテラスが最高神

の降臨は日本神話特有の創作と思

穂高岳に降臨し、穂高神社に祀られ

の位置づけにあるが、今一つ統率

われる。当時、持統天皇が天武天

ている。観光地として有名な安曇野

力がない。弟スサノオの乱暴狼藉

皇の子供ではなく、自分の孫に皇

（あずみの）を開いた安曇族の祖先

に失望して岩の中に逃避するなど

位を継承したことを正当化する意

神である。

悩める乙女チック。他の神々もど

図があったと思われる。古事記が

日本国中の神社が古事記に結びつ

こか人間的。女性神が最高神とい

できて以来、それまであった皇族

いているというのはスゴイ！日本国

うのもCOOL！リーダーシップ不

内での血で血を洗う後継者争いは

中が壮大なテーマパーク！コロナ禍

在の社会構造は神話の時代から変

なくなり、直系継承が皇室のルー

でも年中無休。古事記は古代日本が

わっていない。

ルとなった。ちなみにアマテラス

北方、南方の多民族、多部族を融合

◆夫の男性神が妻からの見るなの禁

の長男は正勝吾勝勝速日アメノオ

して一つになる過程を示しているの

（「見ないでね」の約束）を破っ

シホミミという長い名前で、要す

であって、日本が正に「和をもって

て妻の本当の姿を見てしまい、見

るに「勝った、勝った、また勝っ

貴と為せ」の国であることがよく分

られた妻神が「なんて恥ずかし

た！」の神様ですが、神戸の生田

かる。「日本」という国号も古事記

い！」と叫ぶシーンが２回出てく

神社の近くの二宮神社に祀られて

編纂の頃に出来た。一つの民族で、

る。いずれも全体の中ですごく重

いる。野球ファンは是非。また、

一つの国を持ち、一つの言葉をしゃ

要。前者はイザナギがイザナミ恋

御影にも神功皇后起源の弓弦羽

べり、領土、王朝が変遷することが

しさのあまり黄泉の国に訪ねて

（ゆづるは）神社というサッカー

なかった幸せな国であることが、こ

いったときの話であり、後者は海

の聖地がある。

の壮大なドラマを読むと実感でき

幸と山幸神話の山幸の方の火遠理

「何てかわいい私の妻」とイザナ

る。神社にお参りすることは、古代

命（ホオリノミコト）が竜宮城で

ギが先に言葉を発した後イザナミと

日本人と心を通わせることである。

豊玉姫（トヨタマヒメ）と結婚し

交わり、一番初めに生まれたのが淡

こんなことができるのは、世界中で

たあと陸に戻ったところ、豊玉姫

路島である。この淡路島に伊弉諾

日本だけである。

が訪ねてきてワニ（＝サメ）の姿

（イザナギ）神宮がある。この神宮

第２次世界大戦敗戦後、アメリカ

になって出産しているところを見

を中心として、次のパワスポ神社は

本国から天皇の処刑要請があったの

てしまったシーンである。その

ピッタリ一直線に並んでいる。古代

に対し、マッカーサーは荒海に突き

後、いずれの場合も妻と本当の別

人の測量技術おそるべし！

出す半島のごとく猛反対した。おか

れをするハメになり、夫神は永遠

①伊勢神宮−伊弉諾神宮−海神神社

げで日本神話とつながる天皇が続い

の哀しみに沈む。日本が「恥の文

（対馬）：春分、秋分の日の出と

ている。マッカーサーに心から感謝

化」と呼ばれる由縁である。ちな

日の入線

したい。

融合していくところが日本的。

みに、豊玉姫が生んだ子供がさら

②出雲大社−伊弉諾神宮−那智大

に豊玉姫の妹である玉依姫（タマ

社：冬至の日の出と夏至の日の入

ヨリヒメ）と結婚し、その子供が

線

初代天皇の神武天皇である。な

③諏訪大社−伊弉諾神宮−高千穂神

お、海幸と山幸の海幸の方（ホデ

宮：夏至の日の出と冬至の日の入

リノミコト）、こちらは薩摩隼人

線

の祖先神であり鹿児島神社に祀ら

対馬は江戸時代に至るまでとりわ

れている。ヤマト政権に対する反

け重要な拠点だった。海神神社は正
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PAIB-Picks

〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
「直近及び今後の活動状況について」
このお知らせは東京会会報誌（９月号）に掲載されたものであり、近畿会の会員の皆さまにも本部の組織内会計士協議会の活動や有用な情報を知って
いただき、ご活用いただきたいと考え、近畿C.P.A.ニュースにも掲載させていただきます。
組織内会計士委員会

委員長

原田

貴志

組織内会計士ネットワークは、「組織内会計士（PAIB）

の能力開発について、フリーディスカッションが行われまし

である会員・準会員」を「正会員」、「組織内会計士に関心

た。こちらもeラーニングでの受講が可能となっておりま

のある会員・準会員」を「賛助会員」として構成するネット

す。第２回の開催も現在企画が進められております。

ワークです。毎年拡大を続けており、2021年６月時点で、
正会員：2,199名、賛助会員：479名、合計で2,678名となっ
ております。

WEBサイト改修（広報専門委員会）
組織内会計士ウェブサイト（https://paib.jicpa.or.jp/）を
より使いやすくするよう、改修に向けて取り組んでおります

組織内会計士協議会及び各種委員会（研修企画、ネット
ワーク構築、広報、地域サポート）は、上記ネットワーク会

（2022年完成予定）。あわせて掲載するコンテンツ内容に
ついても検討を進めております。

員を主な対象として、様々な取り組みを行っております。今
回は、直近の活動状況及び今後予定されている取り組みにつ
いてお知らせいたします（カッコ内は担当の専門委員会で
す）。

メールマガジン（広報専門委員会）
ネットワーク会員向けに、毎月１回メールマガジンを発行
しております。主な内容は、「研修・イベント報告」、「今
後の予定」、「組織内会計士の紹介」、「各専門委員会よ

組織内会計士研修会（研修企画専門委員会）
組織内会計士の資質の維持及び向上を図るとともに、組織
内会計士の組織化を推進し会員及び準会員の活動領域の拡充

り」、「編集後記」となっており、組織内会計士ネットワー
クの動向をコンパクトに把握することができます。配信を希
望される方は、ネットワーク会員に登録ください。

及び人材の流動化を促進することを目的として、組織内会計
士に関する研修会を実施しております。

実態調査アンケート（広報専門委員会）
ネットワーク会員を対象に毎年１回、実態調査アンケート

組織内会計士研修会の大きな特徴として、「渋沢栄一に学

を実施しております。今年は９月に実施予定となっておりま

ぶ（2021年３月29日開催）」や「組織内会計士のための

す。組織内会計士の動向を把握する重要なアンケートとなっ

コーチング入門（2021年４月27日開催）」といった、会

ておりますので、ネットワーク会員の方はアンケートにご協

計・監査の枠を超えた広範なテーマを対象にしている点が挙

力お願いいたします。

げられます。

過去実施したアンケートの結果は、組織内会計士ウェブサ
イトに掲載されております。

現在は、新型コロナウイルスの影響もあり、多くの研修が
リモート開催となっており、またeラーニングで受講するこ

各種地域会との連携（地域サポート専門委員会）

とが可能となっておりますので、組織内会計士でない方でも

地域サポート専門委員会では、地域に所属する組織内会計

興味がある方はぜひ受講してみてください。

PAIBチャンネル（ネットワーク構築専門委員会）
PAIBチャンネルとは、研修会として毎回ゲストをお招き
して、講義中に聴講者の方々へのアンケートをリアルタイム

士のサポートを目的とし、地域の組織内会計士との意見交換
のほか、組織内会計士の活動が活発ではない地域会等への組
織内会計士への認知度向上に向けた取組を実施しています。
また、一部地域会の媒体において、当該「PAIB-Picks」
の記事を転載いただいております。

で実施し、その場で集計結果を確認しながら、PAIBの皆様
とインタラクティブに意見交換を深める形式を特徴としてい
ます。

※組織内会計士協議会ではネットワーク会員を募集しており
ます。ご興味のある方はぜひウェブサイトよりご登録くだ
さい。

2021年２月19日に第１回のPAIBチャンネルが開催され
（ゲスト：JICPAリサーチラボ木村加奈子研究員）、PAIB
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定例役員会報告

第56事業年度 第６回
場

日 時：2021年10月７日（木）18時〜20時
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：37名、うちオンライン参加17名（役員数43名）

審

議

事

項

第１号議案 近畿会役員選挙に関する投票期限等について
（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

（提案内容）提案者より、近畿会役員選挙について、役員選挙規程第３条第１項及び第11条各項による投票期限に
ついて、下記のとおり実施するとの説明があり、審議に入った。
記
１．投票期限：2021年12月24日（金）17:00

必着

２．選挙区及び定数
役員の種別

選挙区

１．会

定員数

長

全

区

２．副会長

全

区

６名

３．幹

大

阪

38 名

奈

良

１名

和歌山

１名

全

３名

４．監

事

事

区

１名

３．投票方法：電子的方法を用いた投票（電子投票）若しくは書面投票
４．投票用紙に記載すべき定数（幹事：大阪）：10名
《参考》 選挙告示日

2021年11月10日（水）

立候補受付開始日

2021年11月17日（水）

立候補受付締切日

2021年11月24日（水）

立候補辞退締切日

2021年11月26日（金）

この提案については、審議の結果、原案通り承認された。

第２号議案 近畿会改革推進特別委員会報告書「近畿会事務所の在り方」の公表について
（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、当特別委員会では、近畿会の活動の拠点となる近畿会事務所の場所としての役割を再検
討することが必要であると考え、近畿会事務所の移転を視野に入れて検討を実施し、役員会協議でのご意見も
踏まえて、「近畿会改革推進特別委員会報告書」として別紙のとおり纏めた。
近畿会会員から広くご意見をいただくため、当該報告書を近畿会会員に公表をすることについて審議いただ
きたいとの説明があり、審議に入った。
この提案については、報告書内容の字句の修正を委員長へ一任する前提で、承認された。
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第６回 定例役員会報告

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。
９月も終わり、2021年度もあと半年となりました。近畿会のスローガンに「イノベーションにより公認会計
士の未来を切り拓き、社会からの期待に応える」を掲げ、（１）変革を起こすこと、（２）人材育成、（３）
積極的な広報活動により、公認会計士の魅力を上げることを重点施策としている。最近の近畿会の主な活動に
ついてご紹介させていただく。
（１）変革：
①多様性（ダイバーシティ）推進：各士業女性合同研修会「パワーハラスメント対応〜予防から事後対応
〜」では、弁護士による「法律の視点からの基礎知識と事後対応」、社会保険労務士による「防止対策
〜あかん、あかん！ からの脱皮〜」アンガー・マネジメント、PEP TALK、感情のコントロールとコ
ミュニケーション能力の話は、実践的で充実していた。「中小企業のスモールジャイアンツ化の魅力と
実現方法」では、オズボーンのチェックリストによる事業のアイデア出しがとても興味深かった。「組
織内会計士から見た信頼できる監査人」では、監査法人を卒業され企業で活躍されている先輩から若手
に対する熱いメッセージを頂いた。リモート監査対応で信頼関係構築にはコミュニケーションがますま
す重要になってきている。
②会務改革：「近畿会事務所の在り方」について、現在検討中である。
（２）人材育成：スキルアップセミナー「ファイナンス〜投資に関わる意思決定プロセス〜」は、内容が実践
的で、講師と参加者で活発に質疑応答が交わされ、「考える力」養成に即した、満足度の高い研修で
あった。
（３）広報：大学での寄付講座、ハロー！会計のオンライン化、YouTubeの活用など、若手中心に企画し、推
進中である。
また、「会計士の履歴書」というサイトに、仕事・協会活動やキャリアについて紹介してもらっている。
コロナ禍でいろいろ制約もあるが、オンラインを活用して、積極的に活動しているので、関心のある
方は、是非、参加願いたい。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

洪

誠悟

（報告内容）９月16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．会計監査の在り方に関する懇談会
３．「監査の現場力強化に向けた実態把握のための調査」の実施
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．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対応方針協議会からIFRS財団評議会
議長に宛てた書簡」に関する件
２．企業情報開示委員会専門委員会の設置に関する件
■理事会報告事項
１．会計監査の在り方に関する懇談会に関する件
２．「会計情報の活用」授業支援パッケージの作成に関する件
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第３号 広報部報告
（報 告 者）広報部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、「ハロー！会計オンライン」の実施結果について報告があった。
（日

時）2021年９月26日（木）10:00〜16:30

（場

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!?」
中年生

計59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

計137名

③中級編：15:30〜16:30「牛丼とステーキ究極の選択」
小学生５年生・６年生

計115名

第４号 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

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

山本

憲吾

（報告内容）報告者より、CPE研修計画及び実施結果について報告があった。

第５号 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。
大阪市

大阪市公正職務審査委員会委員の推薦の推薦

堺市

包括外部監査人候補者の推薦

交野市

交野市社会福祉法人設立認可等審議会委員の推薦

他４件

第６号 監査会計委員会報告
（報 告 者）監査会計委員会委員長

柴原

啓司

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

時）2021年９月21日（火）14:00〜16:00

（場

所）近畿会研修室〈（オンライン併用（Teams利用）〉

（テーマ）「監査報酬に関する監査役等と会計監査人との連携」
（出席者）関西地区三会15名、（公社）日本監査役協会関西支部11名

第７号 非営利会計委員会委員会報告
（報 告 者）非営利会計委員会委員長

小幡

寛子

（報告内容）報告者より、NPO専門委員会によるNPO法人へのヒアリングの実施について報告があった。
（実施日）2021年９月１日（水）：１法人、３日（金）：２法人、７日（火）：３法人
10日（金）：１法人、16日（木）：１法人、計８法人、各法人約２時間
（場

所）近畿会会議室（ともにオンライン併用）

（内

容）NPO法人の「会計、資金、経営管理、税務」及び「運営実態」について
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第８号 経営委員会報告
（報 告 者）担当副会長

安原

徹

（報告内容）報告者より、公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会との共同研究会の実施結果について報告があった。
（日 時）2021年９月28日（火）18：30〜20：30
（場 所）近畿会会議室（オンライン開催（Teams利用））
（テーマ）「コロナ過で、不動産や景気がどのように変化しているか、また、今後どのようになることが予測さ
れるか」
（出席者）経営委員会５名、大阪府不動産鑑定士協会３名、大学教授１名

2021年度

近畿会および各部・委員会行事予定（2021年11月17日〜2021年12月16日）

11.17 （水）
経営委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

11.30（火）
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

14:00〜16:00
11.18 （木）
公会計委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

12.1 （水）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜17:00

14:30〜16:30

ダイバーシティ推進委員会、IT委員会共催研修会

研修室18:30〜20:10

11.19 （金）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会研修会

12.3 （金）
第53回中日本五会研究大会準備委員会 会議室/MicrosoftTeams

研修室/MicrosoftTeams

正副会長会
組織内会計士委員会研修会

10:00〜12:00

13:00〜15:00

正副会長会

会議室13:30〜15:00

会議室16:00〜18:00

定例役員会

研修室/MicrosoftTeams

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

11.20 （土）
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会、

研修室/MicrosoftTeams

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会共催研修会

13:30〜16:30

15:00〜17:00
12.6 （月）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会 大阪府との意見交換会

研修室13:30〜15:30

12.7 （火）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会 会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

11.21 （日）
関西地区三会囲碁会

研修室13:00〜17:00

12.8 （水）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

18:30〜20:00

12.9 （木）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

11.24 （水）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会 研修室/MicrosoftTeams

12.10（金）
冬季全国研修会

研修室10:00〜16:40

18:30〜20:30

IT委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

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

18:30〜20:30

11.25 （木）
監査事例DVD研修会

研修室10:00〜17:00

11.26 （金）
経営委員会

会議室/MicrosoftTeams
18:00〜20:00

11.27 （土）
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

12.11（土）
公会計委員会 地方公共団体監査実務者研修会

研修室10:00〜17:30

12.13（月）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

研修室/MicrosoftTeams
15:00〜16:30

12.14（火）
中堅・若手会計士委員会、研友会共催研修会

研修室/MicrosoftTeams
19:00〜20:40

11.29 （月）
経営委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:30

選挙管理委員会

12.15（水）
経営委員会研修会

研修室18:00〜20:00

組織内会計士委員会

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

IT委員会

研修室/MicrosoftTeams
17:00〜20:00

12.16（木）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜21:00
※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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上村

日

時

2021年（令和３年）10月５日（火）

参加者

16名

場

所

泉ヶ丘カントリークラブ

天

晴

近畿CPAゴルフ会は、今から丁度50年前の1971年

候

恭一

次回以降の日程は、下記の通りです。
2021年12月 ２日（木）

に誕生しました。
今回で308回となる伝統のある近畿CPAゴルフ会
が、去る10月５日堺市の泉ヶ丘カントリークラブで開
催されました。

鳴尾ゴルフ倶楽部
2022年 ２月26日（土）
城陽カントリー倶楽部

同クラブは1975年（昭和50年）8月に開場してお
り、大阪南部では名門といわれています。

2022年 ４月 ５日（火）
宝塚ゴルフ倶楽部

当日は気温25℃、湿度50％、微風、快晴の絶好の
ゴルフ日和でした。

西コース

旧コース（取切戦）

2022年 ６月 ２日（木）
茨木カンツリー倶楽部

東コース

１位は、ネット65.8
の百々会員でしたが、

当ゴルフ部は毎回名門といわれるコースをラウンド

直近２回以上連続で欠

することが大きな特長です。興味のある方はお気軽に

席の場合は順位が繰り

近畿会事務局までご連絡ください。

下る、という会則にし
たがって２位に下り、
２位の吉川会員（ネッ
ト75）が優勝となり
ました。
次回
葛城・岩湧 金剛 GROSS HDCP NET REMARK
HDCP

NAME
吉川 雅偉

46

46

92

17.0

百々 季仁

46

40

86

20.2

西村

強

45

48

93

18.0

小川 泰彦

40

43

83

6.2

上村 昌也

45

44

89

12.2

75.0 優勝
65.8 ２位
75.0 ３位
76.8 ４位

14
18
17

76.8 ５位

ドラコン

小川泰彦、百々季仁、山本宏昭、杉本光伸、小黒敬三

ニアピン

西谷俊治 ×3、上村昌也、小黒敬三、吉川雅偉、西村強 ×2

ベストグロス
バーディ

小川泰彦

村上圭二
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観劇部 活動報告
宝塚歌劇団星組「柳生忍法帖／モアー・ダンディズム！」
星野

誠

観劇部2021年度第１回は、

初期、会津で暴政を続ける加藤明成、この加藤を見限っ

10月10日（日）の宝塚歌劇団

た家老の堀主水、加藤の家来の芦名銅伯の関係、いいか

星組の公演。参加者総勢28名

えると、加藤家と堀家と芦名家の関係が重要となりま

です。内容は「柳生忍法帖」と

す。この関係が、展開がはやいこともあってわかりづら

「モアー・ダンディズム！」の

いかもしれません。見ているうちに、あっという間に舞

２部構成です。

台は会津となります。加藤家と堀家と芦名家の関係をあ

緊急事態宣言は解除となって
いましたが、引き続き、劇場は

らかじめ、インプットしておくとわかりやすいかもしれ
ません（と感じました）。

コロナ対策として、入場時にア

この作品、トップの礼真琴演じる十兵衛の殺陣は見所

ルコール消毒と検温、劇場内で

の一つ。礼真琴は、この役を演じるため、千葉真一が主

会話の自粛や飲食の禁止などの対策の中での観劇となり

演した映画の柳生十兵衛を参考にしたそうです。おそら

ました。

く、テレビドラマ化や映画化された「柳生一族の陰謀」

まず、「柳生忍法帖」。私の好きな作家の一人山田風
太郎の原作。十兵衛三部作の最初の作品です。十兵衛三

でしょう。礼真琴さんの（柳生）新陰流の腰をおとした
独特の構えでみせる殺陣は、さすがです。

部作は、この作品に続く作品としては、頻繁に映画化や

幕間休憩のあとはレビュー「モアー・ダンディズ

舞台化される「魔界転生」と「柳生十兵衛死す」です。

ム！」。「ダンディズム」シリーズ３部作（だそうで

山田風太郎は、他にも忍法（帖）シリーズや本格ミステ

す）。開演の最初から４色の衣装を着た男女（ダン

リなど幅広い分野の小説を執筆されています。忍法

ディーズとレディーズ）の踊りから始まります。次々と

（帖）シリーズはよく伝記的時代小説といわれ、山田風

華麗で色彩豊かなショーが繰り広げられ、見応えのある

太郎の独特の世界観を形成しています。なお、山田風太

楽しいショーです。

郎の作品は、角川文庫から「山田風太郎ベストコレク

なお、今回も観劇部の恒例だった観劇後のお茶会はな

ション」として、刊行されており、絶版となっている作

し。残念です。はやく、正常な状態が戻り、お茶会の復

品が少なく、比較的に容易に入手できる作家の一人で

活を期待します。

す。興味があるかたは、ぜひぜひご一読を。ここから
先、余談です。興味のない方は読み飛ばしてください。
山田風太郎のお勧めミステリを。香月経四郎と実在の人
物の川路利良が登場する「明治断頭台」、同じ系統の
「警視庁草紙」、「誰にも出来る殺人／棺の中の悦
楽」、八坂刑事ものの
「夜よりほかに聴くもの
もなし」（短編集）、
「太陽黒点」、「眼中の
悪魔」（短編）などで

ここで募集を。観劇部は、原則として年３回の活動を

す。なお、私の独断と偏

しています。ぜひ、観劇部にご入会いただき、いっしょ

見のセレクションです。

に観劇を楽しみましょう。

さて、本題に戻ります。「柳生忍法帖」の原作は、文

最後になりましたが、観劇部の部長の蔵口さんと副部

庫分にして上下２冊構成になっており、かなりのボ

長の梨岡さんには、いつもチケットの手配、当日の案内

リュームの小説です。これを舞台にするのは、かなり難

など数々お世話になっており、ありがとうございます。

しいのでは、と思っていましたが、展開もはやく、流れ
もスムーズで、楽しんで観劇できました。時代は、江戸
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最後まで、私のとりとめなく、しかもつたない文章に
お付き合いいただき、ありがとうございました。

2021年度

北山久恵会長活動報告

Topics

新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言も解除され、飲食店に出ていた営業時間の短縮、酒類提供制限の要請も解除された。徐々
に、協会の会務や研修会も集合して実施することができるようになり、当面、対面とリモートのハイブリッドで開催することになる。
また、イベントや懇親会も、慎重にコロナ対策を講じながら、再開する方向で検討している。
公認会計士が活躍する場が多様化・拡大する中で、社外役員としての活躍も期待されている。最近受講した研修会等から印象に残っ
たものを３つ紹介する。
１．弁護士会のシンポジウム「これでいいの？独立社外役員の選び方〜取締役会の実効性あるモニタリングのために」の基調講演及び
パネルディスカッションにおいて、國廣正弁護士が「社外役員としての公認会計士や弁護士には、会計や法務の意見を述べればよ
いだけではなく、専門家としての経験を踏まえてガバナンス強化に向けて的確なアドバイスをすることが求めらている。社外役員
の就任には、かなりの時間と労力を使うという『覚悟』が必要である。『資格の看板』ではなく『生の自分』で勝負することが重
要である。」と言われた。社外役員に就任するにあたり、肝に銘じるべきだ。
２．「会計士の社外役員が知っておくべきコーポレートガバナンスの最新事情」で、山口利昭弁護士は「公認会計士の社外役員に期待
される役割とは、一般的には財務会計的知見があるが、それでは社長や機関投資家には響かない。現実論として、自身が社外役員
を務めている会社が、マネジメントモデルとモニタリングモデル、どのようなモデルを目指しているのか、をまず理解した上で、
社外取締役としての役割を果たすことが必要である。」株主参考書類に『社外取締役に期待される役割』が記載され、事業報告に
『どのように役割を果たしたのか』を開示することが会社法施行規則で明記された。今後は社外取締役の実効性に投資家が関心を
高めることになることが予想される。「身の丈に合った社外役員としての活動を！社外取締役の理想と現実を心得よ！」と提言さ
れた。
３．会計・監査ジャーナルの社外役員の特集で、村木厚子氏（元厚生労働事務次官）と対談する機会を得た。そこで、村木氏から「公
認会計士は『経営の診断ツール』を持っているのが強みである。」と言われた。われわれ公認会計士が経営の監督、ガバナンス機
能を果たしていくためには、会計や監査の専門知識だけでなく、企業経営についての理解を深め、リスクの感応度を高め、経営全
般の知識や専門性をもっと身に付けていかなければならない。
社外役員に期待される役割を果たすために、不断の自己研鑽が必要である。本部及び近畿会では、公認会計士に求められる能力・ス
キル向上のため様々な研修会を企画し開催している。是非参加いただきたい。

日

付

9月29日
9月30日

10月4日

10月5日

10月6日

曜日
水
木

月

火

水

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜12:00

経営会議

16:00〜17:00

非財務情報の保証と公認会計士法に関する講義（弥永真生氏） 日本公認会計士協会（オンライン）

18:15〜19:45

地域会会長会議（臨時）

日本公認会計士協会（オンライン）

13:30〜14:15

造幣事業150周年記念式典

大阪造幣局

15:00〜17:00

弁護士会

オンライン

18:30〜20:00

ダイバーシティ推進委員会研修会（田中美和氏） 日本公認会計士協会近畿会

13:30〜15:30

本部

18:30〜20:00

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会
（オンライン）

10:00〜12:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

13:00〜14:00

社外役員インタビューの打合せ

日本公認会計士協会（オンライン）

15:00〜17:00

本部

日本公認会計士協会（オンライン）

18:30〜20:00

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会（山口利昭弁護士） 日本公認会計士協会近畿会

16:00〜18:00

正副会長会

18:00〜20:00

定例役員会

10月7日

木

10月9日

土

9:00〜15:30

10月10日

日

9:00〜18:30

10月11日

月

9:00〜12:30

10月12日

火

10月13日

水

10月14日

木

10月15日

金

10月18日

日本公認会計士協会（オンライン）

社外役員シンポジウム

総務打合せ会

日本公認会計士協会（オンライン）

経営会議
財政構造改革PT

関西大学ビジネスコンテスト

日本公認会計士協会近畿会
日本公認会計士協会近畿会
KUBIC

審査

関西大学

正副会長合宿

グランドニッコー東京

15:30〜17:00

社外役員インタビュー（村木厚子氏）

日本公認会計士協会

10:00〜12:00

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

10:00〜14:30

常務理事会

日本公認会計士協会

14:30〜17:00

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜17:00

理事会

日本公認会計士協会

月

18:30〜20:00

監査会計委員会

日本公認会計士協会近畿会
（オンライン）

10月20日

水

10:00〜11:30

経営会議

日本公認会計士協会（オンライン）

10月21日

木

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会
(作成月日:2021年10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10月実績及び11月予定
間

分野

単位

研修会テーマ

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（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
ティング
の秘訣」」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
1 0 月 5 日 14:00〜16:30 税 務
「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 第1回」
1 0 月 4 日 18:30〜20:00

1 0 月 6 日 18:30〜20:30

コンサル

組

織 関西地区三会共催研修会
（組織内会計士委員会）

環

境 「コーポレートガバナンスコードの動向について」

2

10:00〜11:40 倫理等

秋季全国研修会
「職業倫理に関する最近の動向について」

2

10月21日

研修室参集・
安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、
リモート
（MS Teams） 近畿会副会長）
併用

2

山田雅弘氏（本部倫理委員会副委員長）

10:00〜11:40

組
環

務

不正
事例

秋季全国研修会
「CAATsを用いた監査手法について」

秋季全国研修会
「貸倒損失等に係る税務上の留意点」

研修室参集・
リモート
（明治大学会計専門職研究科教授）
（MS Teams） 弥永真生氏
併用

2

2

鳥居宏光氏（本部品質管理委員会副主席レ
ビューアー）

2

弓塲啓司氏（本部中小事務所IT対応支援
専門委員会専門委員、一般社団法人国際コ
ンピュータ利用監査教育協会代表理事、三
恵ビジネスコンサルティング株式会社代
表取締役社長）

研修室参集・
リモート
（MS Teams）
AOSリーガルテック株式会社
併用
2

秋季全国研修会
組 織
13:00〜14:40
「クラウド時代のデータセキュリティの基礎知識〜
環 境
VDR
（バーチャルデータルーム）の最新動向〜」
15:00〜16:40 税

2

須田

織 秋季全国研修会
境 「コーポレートガバナンス基礎講座
（全２回）」

査

研修室参集・
中西和幸氏（田辺総合法律事務所パート
リモート
（MS Teams）
ナー、弁護士・公認不正検査士）
併用

2

査 「会計不正の具体的事例に学ぶ〜早期発見、
再発防止

不正
事例

秋季全国研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表」

櫻井久勝氏（公認会計士・監査審査会会
長）、冨樫高宏氏（公認会計士・監査審査会
主任公認会計士監査検査官）

2

関西地区三会共催研修会（京滋会）
コンサル 「これからの時代に求められるCPAの在り方
10月23日 14:00〜15:30
ティング 回
（全4回）」

10月25日 14:00〜16:30

15:30〜16:30

10月26日 16:45〜17:45

18:00〜19:00

40
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第3

（会場：QUESTION（新河原町ビル）4階）
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
税 務
「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 第4回」
本部施策に係る地域会意見交換会
「財政構造改革PTから持続可能な協会財政の在り方
に関する提言案の概要説明」
本部施策に係る地域会意見交換会
倫理等
「ビジョン・ペーパー2022の作成について」
本部施策に係る地域会意見交換会
「公認会計士ブランディングプロジェクトの取組状
況（新ブランド案等）について」

19268

勝氏（税理士）

箱田順哉氏（一般社団法人実践コーポレー
トガバナンス研究会理事、本部社外役員研
修研究専門委員会専門委員長）

2

策を考える〜」
15:00〜16:40 監

テクニカ

ルディレクター

秋季全国研修会
10月22日 13:00〜14:40 監

研修室参集・
山口利昭氏（弁護士、山口利昭法律事務所
リモート
（MS Teams） 代表）
併用

3

査 「有価証券報告書の虚偽記載と内部統制システム構

査

研修室参集・
リモート
田中美和氏（株式会社Waris共同代表取締役）
（MS Teams）
併用

研修室参集・
安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、
リモート
（MS Teams） 近畿会副会長）
併用

築義務違反」
秋季全国研修会
15:00〜16:40 監 査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告
事項事例の説明）」

10:00〜11:40 監

師

3

秋季全国研修会
10月20日 13:00〜14:40 監

講

研修室参集・
安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、
リモート
（MS Teams） 近畿会副会長）
併用

3

本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
10月13日 14:00〜16:30 税 務
「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 第2回」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
10月19日 14:00〜16:30 税 務
「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 第3回」

開催方法

2

QUESTION参集・
リモート
榊田隆之氏（京都信用金庫理事）
（MS Teams）
併用

研修室参集・
安原徹氏（本部税務業務部会関西分会長、
リモート
（MS Teams） 近畿会副会長）
併用

3

菅谷圭子氏（本部常務理事、財政構造改革
プロジェクトチーム副構成員長）

1

研修室参集・
茂木哲也氏（本部常務理事、ビジョン・ペー
リモート
1 （MS Teams）
併用
1

パー2022作成チームリーダー）
新井達哉氏（本部常務理事、公認会計士ブ
ランディングプロジェクトチーム副構成
員長）

実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

中堅・若手会計士委員会研修会
10月28日 18:30〜20:00 スキル 「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〜」

1 1 月 6 日 9:30〜12:30

1 1 月 7 日 13:30〜15:00

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「アカウンティングと経営の意思決定〜財務諸表か
ティング
ら経営戦略を読み取る〜」
（前半）
コンサル

コンサル 関西地区三会共催研修会
（ダイバーシティ推進委員会）
ティング 「私が実践するダイバーシティ・マネジメント」

2

MS Teams

3

Zoom

①儒学の新潮流（朱子学と陽明学）
関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎
11月12日 14:00〜17:00 会 計
知識研修会（第1回）〜地方公共団体および地方公営
企業関連業務の基礎知識〜」

講

師

橘内 進氏（アジア・アライアンス・パート
ナー・ジャパン株式会社）、浅井俊博氏（ハ
ルソノ・ストラテジック・コンサルティン
グ）、堀切泰孝氏（AGS JOINT STOCK
COMPANY）
藤野

孝氏（株式会社グロービス講師）

2

研修室参集・ 安渕聖司氏
（アクサ・ホールディングス・
リモート
ジ
ャ
パ
ン
株
式会社代表取締役社長兼
（MS Teams）
併用
CEO）

3

研修室参集・
湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教
リモート
（MS Teams）
授）
併用

3

研修室参集・
石崎一登氏、福竹徹氏（近畿会公会計委員
リモート
（MS Teams） 会委員）
併用

関西地区三会共催研修会（経営委員会）
（第2弾）」
1 1 月 8 日 14:00〜16:30 スキル 「中国古典に学ぶ経営学

開催方法

豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会
プロジェクトマネージャー）、中井史郎氏

11月17日 14:00〜16:00

研修室参集・
リモート （大阪府中小企業再生支援協議会サブマ
2
（MS Teams）
ネージャー、公認会計士）、好本行輝氏（大
併用

コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修
（経営委員会）
ティング 「事業計画策定の概要」
ほか

阪府中小企業再生支援協議会サブマネー
ジャー、公認会計士）

14:00〜17:00 会
11月18日
18:30〜20:10

組
環

13:00〜15:00 会
11月19日
18:30〜20:30

9:30〜12:30

11月20日
13:30〜16:30

11月24日 18:30〜20:30

10:30〜11:40
11月25日 13:00〜14:30
14:50〜17:00

11月27日 15:00〜16:30

11月29日 14:00〜16:30

関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎
計
知識研修会（第2回）〜地方公会計および地方独立行
政法人関連業務の基礎知識〜」
関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員
織
会/IT委員会）
境
「開業チェックリスト〜独立前に聞きたかった豆知識〜」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 公益
計 法人専門委員会）
「公益法人の制度、会計、監査の動向について」

3

2

コンサル 関西地区三会共催研修会
（組織内会計士委員会）
ティング 「M&AにおけるPMIについて」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
「アカウンティングと経営の意思決定〜財務諸表か
ティング
ら経営戦略を読み取る〜」
（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 女性会計士専門委員会/組織内会計士委員会
スキル 社外役員専門委員会）
「女性会計士の働き方についての学術的調査研究報
告と社外役員というキャリアについて」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 社
コンサル 外役員専門委員会）
ティング 「なぜ今
「ESG経営」なのか？〜経営者として知って
おくべきESG〜」
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
倫理等
「最近の照会事項」倫理
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」企業会計・監査
関西地区三会共催監査事例DVD研修会
監 査
「最近の照会事項」学校法人会計、非営利法人会計
関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員
コンサル 会 女性会計士専門委員会）
ティング 「宝塚歌劇団におけるマネジメントについて
（101周
年から6年間理事長を務めて）」
関西地区三会共催研修会（経営委員会）
スキル 「中国古典に学ぶ経営学
（第2弾）」
②日本人の心を育てた陽明学
コンサル

研修室参集・
有馬浩二氏、江見拓馬氏（近畿会公会計委
リモート
（MS Teams） 員会委員）
併用

会議室参集

中谷洸太氏（近畿会ダイバーシティ推進委
員会副委員長）、石原佳和氏（近畿会IT委
員会委員）

2

研修室参集・
谷川陽子氏（本部非営利会計委員会公益法
リモート
（MS Teams） 人専門委員会専門委員）
併用

2

（公認会計士、グローウィン・
研修室参集・ 舟山真登氏
リモート
パートナーズ株式会社執行役員、
Strategy&
（MS Teams）
併用
Operations事業部事業部長）

3

Zoom

藤野

孝氏（株式会社グロービス講師）

松原沙織氏（東海大学政治経済学部経営学科教
、赤松育子氏（公認会計士、株式会社新生銀
研修室参集・ 授）
リモート
3
行社外監査役、株式会社トップス社外取締役、
（MS Teams）
併用
株式会社カワチ薬品社外取締役、東洋製罐グ
ループホールディングス株式会社社外監査役）

2

研修室参集・ 小林茂氏
（株式会社格付投資情報センター
リモート
（MS Teams） 執行役員ESG推進室・ESG評価研究所担
併用
当、ESG推進室長）

1
2

研修室参集

2

2

研修室参集・ 小川友次氏
（株式会社梅田芸術劇場取締役
リモート
株式会社タカラヅカ・ライブ・ネクス
（MS Teams） 会長、
併用
ト代表取締役社長）

3

研修室参集・
湯浅邦弘氏（大阪大学大学院文学研究科教
リモート
（MS Teams） 授）
併用
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

新版 [法律・政省令並記]
逐条解説 外国子会社合算税制

事例から学ぶ これならできる！
DX税理士事務所

梅本 淳久 著
ロギカ書房 刊
定価6,600円（税込）
組合員特価 定価より15％引き
（送料別）

月刊「税理」編集局

編

株式会社ぎょうせい

刊

法律・政省令・通達・QA・
裁判例等を見開きで並記、解
説。最新の理論・実務を織り
込み、令和元年度版を大幅に
リニューアルしました。＜主
な改訂内容：「論点別 裁判
例・裁決事例集」を新たに収
録。

03-5226-3505

URL

時間がない！？
消費税インボイス導入へのサクセスロード
〜課題の整理とアプローチ〜
金子

真一

著

定価2,310円（税込）

株式会社税務研究会出版局

組合員特価

定価1,980円（税込）

定価より15％引き

http://cpacos.or.jp

（送料別）

組合員特価

「DXってなに？」では生き
残れない！豊富な実例から
ピッタリのお手本が見つか
る。全国の税理士事務所から
DX（デジタルトランスフォー
メーション）に積極的に取り
組む10事務所を紹介。実際の
事例からDX推進の勘所が手に
取るようにわかる。

（送料別）

刊

定価より15％引き

本書は、経理部門や税務担
当者がインボイス導入時に、
突き当たる壁へのアプローチ
方法など、実務目線の情報を
盛り込んでいます。経理部
門、販売・営業部門、購買・
仕入部門などの部門ごとに、
準備段階からゴールまでの実
務上のアプローチ方法や留意
点を解説しています。

Q&A遺贈寄附の法務・税務と
財産別相続対策
税理士法人タクトコンサルティ
ング 著
金森民事信託法律事務所 編著
日本法令 刊
定価2,750円（税込）
組合員特価 定価より15％引き
（送料別）

本書では、とくに寄附する
側のニーズに専門家として適
切に応えられることを目指
し、遺贈寄附に関する実務
と、それに伴う法務、税務上
のポイントについて、また、
金銭・有価証券・不動産・美
術品等、財産別の相続対策に
ついてわかりやすく解説して
います。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

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

一般カード

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

19271

NOVEMBER 2021

43

第43回研究大会研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 「公認会計士に期待される役割と業務〜変化し続ける社会に向けて〜」
〈開

催

日〉 2022年９月15日（木）
場〉 パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１-１-１）

〈会

第43回研究大会は神奈川県会の主催により横浜にて開催し
ます。横浜での開催は、1995年（平成７年）の第16回大会以

ど、社会生活上の様々な課題に対応することによって、公認
会計士の業務は広がりを見せています。

来となります。
公認会計士に対する社会からの期待や要請の高まりに、
日本の経済システムは、20世紀半ばの高度経済成長を経て

我々は応えていかなければなりません。監査業務では、非財

世界の潮流とともに変化し、デジタル技術の発展に伴う情報

務情報の開示やリスク・アプローチの強化への適応、非営利

の透明化、規制緩和、中央から地方への権限委譲などが段階

組織における法人形態別に個別設定された会計基準の共通化

的に進み、ヒト、モノ、カネそして情報の流動化は今も進ん

に向けた提案などに取り組んでいます。また、監査業務に限

でいます。

らず、デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応
や大規模災害の発生や疫病の蔓延した下での業務のあり方改

こうした中、公認会計士の監査業務は、市場における経済

革等、社会の要請に向き合っています。

監視システムの重要な一翼を担い、社会に貢献してきまし
た。近年には、監査上の主要な検討事項（KAM）を監査報

横浜には、開港以来、日本における近代文明発祥の地とさ

告書に記載することで、実施した監査の透明性を向上させ、

れるものが多くあり、鉄道、ガス灯、電話交換所、写真館、

監査報告書の情報価値を高めて、時代の変化に対応してきま

近代街路樹、パン、アイスクリーム、ビールなど枚挙に暇が

した。そして、非営利組織に対する監査業務において、非営

ありません。

利組織の経営の健全性を担保する観点から、学校法人、地方

これらの多くは、欧米を起源とし日本に持ち込まれ根付い

公共団体の包括・個別外部監査に加えて、独立行政法人、地

たものですが、日本独自の創意工夫を経て進化を遂げ、世界

方独立行政法人、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合等

に向けて発信されたものも少なくありません。

に公認会計士監査が相次いで導入されました。また、監査業
務以外においても、中小企業の事業再生の支援業務、経営・

進取の精神に溢れた地、この横浜から、公認会計士に期待
される役割と業務を発信しましょう。

財務管理等のコンサルティング業務、合意された手続業務な

研究発表募集要領
１．応募資格

表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表者の同

会員・準会員及び一般有志

意を得ている旨を明記の上、お送りください。
②パネルディスカッション形式による発表

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「公認会計士に期待される役割と業

研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当

務〜変化し続ける社会に向けて〜」に関連するテーマとします。

日、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行っ
ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ
アを利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッ
ション形式とした理由・パネリストの略歴を記載）を作成し、

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表し

選考結果の送付先となる住所を明記の上、電子データをメール

ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ

に添付してお送りください。

アを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送付先と

・A４判の５頁程度

なる住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送り

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料(MS

ください。

PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただきま

・A４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

す。

・１頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象と
します。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発
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・人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守)
（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容

で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマについて

６．発表予定テーマ数

のご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例え

今大会（第43回研究大会）では、10テーマの発表を予定して

ば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣

おり、うち２テーマは、研究大会開催地域会である神奈川県会

旨、目的を作成いただき、発表者として希望する者のリスト

に割り当てる予定です。

を添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコー

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしい
ものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

ディネーター等発表者を選定します。

７．研究発表の決定

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の
上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募くだ
さい。

2022年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡し
ます。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の

４．応募及び推薦締切日

上ご応募ください。

2022年２月28日（月）（必着）

８．送付先及び問合せ先
５．選考

〒102-8264

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとし

日本公認会計士協会

てふさわしいか否かを基準として審査・決定します。

総務本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）

また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、
フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し選考い

東京都千代田区九段南４-４-１

E-Mail

kenkyutaikai@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

たします。

神奈川県会研究大会実行委員会

ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第42回研究大会）
【 研究発表 ① 】
テーマ１

【パネルディスカッション】
地域発スタートアップ企業と躍動の未来
【パネルディスカッション】

テーマ２

地方創生・地域活性化と公認会計士の貢献
〜SDGs未来都市・北九州市をモデルに〜

テーマ３

【パネルディスカッション】
社会環境等の変化への対応〜税制及びユーザーとしての意識改革
【パネルディスカッション】

テーマ４

これからの政府公共調達の在り方について
〜新型コロナ禍を契機として〜
【論文発表】

テーマ５

危険とリスクの会計(The Structures of Accounting for Risks)
−アメリカ会計基準の設定過程を通じた理論研究−

【 研究発表 ② 】
テーマ６
テーマ７

【パネルディスカッション】
『ＡＩ時代のヒューマンスキル』〜心流マネジメントの進め方〜
【パネルディスカッション】
リモートワークが変える企業の内部統制や監査手法の変化と課題について
【パネルディスカッション】

テーマ８

無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）を考える
〜組織の安定した成長のために、私たち一人一人がとるべき行動を探る〜
【論文発表】

テーマ９

備忘価額の会計・租税法・会社法上の論点整理
−裁判所の評価命令に基づく債務超過会社に対する評価を経験して−

テーマ10

【論文発表】
公益法人など非営利組織における予算統制のあり方と工夫
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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
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事務局

TEL：03-3515-1126
TEL：06-6271-0400

以上

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,713

35

3,748

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
13

30

828

計

合計

871

4,619

（2021年９月30日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）
芦澤

拓海

安部井

恒志

９月21日付

清田

駿

西﨑

貴哉

古林

純一

西田

充貴

明浩 （会

員）

阪本

翼

森

崇

員）

下口

玄佳 （四号準会員）

北尾

有佳里（四号準会員）

和田

淳佑 （四号準会員）

（会

（四号準会員）

【自宅】
上野

裕介 （会

員）

棗田

恭平 （四号準会員）

下向

達朗 （会

員）

百道

大起 （四号準会員）

美藤

直人 （会

員）

兵頭

滉平 （四号準会員）

福山

祐介 （会

員）

廣田

柚香 （四号準会員）

秋山

彰子 （会

員）

福原

悠介 （四号準会員）

岡田

慎平 （会

員）

松田

海渡 （四号準会員）

織田

三津雄（会

員）

三原

海斗 （四号準会員）

鏑木

大督 （会

員）

山

大夢 （四号準会員）

木村

修

（会

員）

原田

翔太 （四号準会員）

平岡

香穂 （会

員）

吉富

広喜 （四号準会員）

藤原

槙太郎（会

員）

河野

顕斗 （四号準会員）

山川

剛史 （会

員）

杉山

卓也 （四号準会員）

長嶋

佑紀 （四号準会員）

植原

知輝 （四号準会員）

有本

昌虎

小林

佑衣

波多野

池田

大祐

澤

瑞歩

百道

大起

池田

崚也

清水

孝晃

兵頭

滉平

石村

悠弥

菅原

祥王

平松

花香

井上

七海

角

和季

福原

悠介

今岡

大樹

髙野

芳藤

藤田

珠香

入江

忠宣

竹下

新馬

伏見

春華

大西

隼大

田仲

十夢

藤本

祐真

大橋

宙也

光明

星野

凌

岡崎

兼尚

土井

翔太

松田

章汰

小川

智裕

土手

翔悟

松村

栞里

小野

好聡

中川

彰

宮口

拓

加藤

みのり

仲川

博規

三輪

常敬

転入者

金澤

健太郎

中島

亜依梨

薮内

一颯

川﨑

純佳

中村

康平

山口

紗也翔

大田

章裕 （会

員） 兵 庫 会 よ り

川村

奈央

棗田

恭平

渡邉

桃香

川口

慎司 （会

員） 東 京 会 よ り

北島

明希子

公家

隆博 （会

員） 兵 庫 会 よ り

河野

将之 （会

員） 京 滋 会 よ り

柴田

芳宏 （会

員） 東 京 会 よ り

井

拓也 （会

員） 東 京 会 よ り

寺田

和宏 （会

員） 中 国 会 よ り

中村

佳幸 （会

員） 兵 庫 会 よ り

福田

綾子 （会

員） 東 京 会 よ り

藤井

幹也 （会

員） 中 国 会 よ り

御厨

忠章 （会

員） 兵 庫 会 よ り

山本

和哉 （会

員） 兵 庫 会 よ り

山本

憲治 （会

員） 東 京 会 よ り

新土

雄介 （会

員） 京 滋 会 よ り

水戸

良太 （会

員） 東 京 会 よ り

入会者
船江

翔太

村田

【事務所・自宅】

９月21日付

恒平 （四号準会員）

向

会員名簿記載事項の変更

直大 （四号準会員）

９月２日〜27日

【事務所】

井上

達彦 （会

員）

服部

祐太 （会

員）

勝田

陽史 （会

員）

屋代

由佳 （会

員）

岸本

泰郎 （会

員）

小林

佑衣 （四号準会員）

南

亮輔 （会

員）
９月８日〜22日

有働

涼

（会

員）

桒村

隆史 （会

員）

卜部

陽士 （会

員）

越山

惠夢 （会

員）

岸本

拡之 （会

員）

重松

光洋 （会

員）

小西

椋磨 （会

員）

新宅

潤一郎（会

員）

谷綛

宏次郎（会

員）

堤

昌彦 （会

員）

中澤

宏之 （会

員）

中島

主税 （会

員）

転出者

宮本

靖士 （会

員）

中島

康裕 （会

員）

木内

隆宏 （会

員）

古田

拓也 （会

員）

石井

希典 （会

員） 四

国

会

へ

小島

賢翔 （会

員）

細川

和男 （会

員）

伊藤

広也 （会

員） 東

北

会

へ

大平

学

員） 京

滋

会

へ

９月８日〜27日

（会
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金

鍾明 （会

員） 兵

庫

会

へ

藤井

大樹 （四号準会員） 東

京

会

へ

澤井

徹

員） 東

京

会

へ

黒嶋

啓太 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

和博 （四号準会員） 東

京

会

へ

（会

田中

基博 （会

員） 京

滋

会

へ

牧野

谷木

祐介 （会

員） 兵

庫

会

へ

太田

匠

（四号準会員） 東

京

会

へ

硲

正志 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

福井

さわ子（会

員） 兵

庫

会

へ

別所

寛祥 （会

員） 京

滋

会

へ

千葉

郁太郎（会

員） 京

滋

会

へ

内海

公宏 （会

員） 兵

庫

会

へ

大野

泰史 （会

員） 中

国

会

へ

小栗

頌平 （会

員） 京

滋

会

へ

紀平

聡志 （会

員） 京

滋

会

へ

國谷

和正 （会

員） 京

滋

会

へ

髙智

開

（会

員） 東

京

会

へ

殿村

彰久 （会

員） 東

京

会

へ

退会者
岡墻

歩美 （会

員） 7 月 2 1 日 付

死

井筒

建太郎（会

員） 9 月 2 1 日 付

業

務

廃

止

井上

朗孝 （会

員） 9 月 2 1 日 付

業

務

廃

止

南

里美 （会

員） 9 月 2 1 日 付

業

務

廃

止

大野

拓海 （四号準会員） 9 月 1 3 日 付

退

会

阪本

翼

（四号準会員） 9 月 1 3 日 付

退

会

田邊

みのり（四号準会員） 9 月 2 1 日 付

退

会

亡

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

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

（F A X の 場 合）（06）6271−0415
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会報部
クラボウアネックスビル２階

事務局だより
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第 回日本公認会計士協会研究大会 福岡大会２０２１は︵ほ

〒541‐0052

ぼ︶オンラインで無事開催されました︒﹁ほぼ﹂というのは︑

お問合せ先

現地会場に近くにお住いの方などが少し出席されており︑﹁会

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。

場からの中継﹂という臨場感が味わえました︒昨年の札幌大会

応 募 方 法

は完全オンラインでしたので︑少しだけ全国大会気分です︒来

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

年９月 日は横浜とのこと︑次こそ会場にて参加したいです︒
とはいえ︑リモートワークにも慣れ︑たまに出かけると外出
の準備と移動に疲れを感じる今日この頃︑今後もオンラインの
併用は継続するものと︵希望も含め︶考えています︒対面／集
合でなければならないこと︑リモートで十分できること︑この
二つをきっちり見極めかつ効果的に組み合わせていけば︑労働
生産性もかなり向上するのではないかと思います︵混雑した電
車に乗りたくない！は大きな動機︶︒
仕事に限りませんが︑いままで﹁あたりまえ﹂として行い強
制して／されていたことの目的が何であり何のために行動して
いたかを考え︑本質をもう一度しっかりと捉え直し︑形骸化し
ていたものをそぎ落とし改革し︑新たに作り上げることが求め
られていると思います︒新しい行動形式に合うよう評価も常識
も変わらなければなりません︒と難しく書きましたが︑﹁より
快適に﹂で過剰サービスになっていたこと︑負荷がかかりすぎ
ていた場所︑全体最適化にはどうする？なんていうことを︑こ
の機会に見直してもいいと思うのです︒
いま企業では﹁価値創造﹂が言われていますが︑まず﹁価
値﹂が何かを定め︑全員の共有化が重要ではないかと思いま
す︒新しい社会Ｎｅｗ Ｎｏｒｍａｌは︑既成事実の積み上げを
見て数値の上下に一喜一憂するのではなく︑これから何を重視
しどんな目的に向かって価値を創るかという長期的視点で議論

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

42

し︑その価値を共有し行動する社会であることを期待していま
梨岡英理子︶

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

■スタンダード市場・プライム市場 新規上場申請の
ための有価証券報告書（Ⅱの部）作成要領
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
■監査実務ハンドブック 2022年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局

15

す︒もちろん無意識の同調圧力には気を付けて！ですね︒
︵会報部

①法定監査

業 務 内 容

大阪事務所

仰星監査法人

・会員 奥田 賢氏のご尊父 義和様
2021年10月19日ご逝去 満82歳
・会員 水口 和久氏のご母堂 たまゑ様
2021年10月４日ご逝去 満86歳

【弔事】

【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11月〜 2022年２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DVD研修会
2021年11月25日(木) 10:30〜17:00
（①10:30〜11:40 ②13:00〜14:30 ③14:50〜15:50 ④16:00〜17:00）

①職業倫理

②③④監査

研修コード 履修単位
研修室参集

監査事例DVD研修会「最近の照会事項」

画 研究・CPE研修部

講

師 日本公認会計士協会

会

場 近畿会研修室

業務本部

1

②3101

2

③3101

①倫理 ②企業会計・監査 ③学校法人会計 ④非営利法人会計
企

①1001

④3101

2

調査・相談グループ担当者
定 員 研修室各60人（リモート配信なし）

2021年10月に本部で収録された監査事例研修会の録画DVDによる研修会を開催します。この研修会はCPE ONLINEでeラーニング配
信されますので、是非そちらもご利用ください（11月上旬ｅラーニング配信開始予定）。

関西地区三会共催研修会
2021年12月１日（水）14:30〜16:30

組織内会計士委員会 社外役専門委員会研修会

取締役会評価の実際と課題（2021年 アップデート）
企

研修コード 履修単位
研修室参集

Online
（Teams）

6101

２

※ｅラーニング化予定

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

与志子 氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター取締役、
ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
講

師 高山

取締役会の実効性を高める重要なプロセスとして、2015年にコーポレートガバナンス・コードで取締役会評価の実施が要請されるよう
になって以来、評価実施企業は着実に増え、現在では東証１部・２部上場企業の８割以上が評価を行っており、第三者が支援する評価の
実施企業も増えています。2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂とともに提示された「投資家と企業の対話ガイドライン（改
訂版）」においては、各取締役や法定・任意の委員会についての評価も重要であることが示されたことから、今後ますます、取締役会評
価をいかに本質的な議論へとつなげるかが重要となっていくと考えられます。本セミナーでは、取締役会評価に関する重要なポイントに
ついて、具体的な事例も参照しながら解説します。

2021年12月10日（金）18:30〜20:30

IT委員会研修会

公認会計士業務のための事例から学ぶ情報セキュリティ
企

画 IT委員会

講

師 情報システム監査株式会社

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）

6303

２

情報セキュリティ専門講師
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

ITを用いた業務は年々広がりを見せており、各々の業務に深く浸透しています。また、コロナ禍により本格的にテレワークが導入され、
情報セキュリティの重要度が増大しています。
このような状況も踏まえ、昨年度に引き続き、最近の情報セキュリティ事例とその対策について、専門家をお呼びして解説致します。
業務を行う中で陥りがちなセキュリティの落とし穴を事故事例の紹介やデモンストレーションを交えて取り上げることで学んでいただ
き、情報セキュリティの重要性を再認識いただくことを狙いとしております。

50

NOVEMBER 2021

19278

関西地区三会共催研修会
2021年12月13日（月）18:30〜20:30

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会 社外役専門委員会研修会

質の高い取締役会にするには
企

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 田畑

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

研修室参集

Online
（Teams）

6101

２

信子 氏（公認会計士／エゴンゼンダー株式会社 プリンシパル）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂とともに提示された「投資家と企業の対話ガイドライン（改訂版）」においては、各取
締役や法定・任意の委員会についての評価も重要であることが示され、取締役会の実効性のあるモニタリングのために、今後ますます独
立社外役員の選び方についても重要になっていくと考えられます。
本セミナーでは、世界的な経営陣アドバイザリーかつエグゼクティブサーチ会社であるエゴンゼンダーのコンサルタントとして、最高経
営責任者(CEO)の後継計画、取締役会の実効性評価、経営人材の評価・育成、経営幹部の外部招聘等に日頃従事している経験をもとに、
取締役会の在り方に変化を起こすような実効性評価や求められる独立社外役員像についてお話いただきます。

2021年12月14日（火）19:00〜20:40

研修コード 履修単位

（一社）研友会共催研修会

公認会計士のキャリア選択としての独立開業について

研修室参集

企

画 中堅・若手会計士委員会

講

師 研友会役員・会員（公認会計士・税理士）の中から３名程度（うち女性１名予定）

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

9201

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。

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

定

本研修会では、研友会に参加している既に独立した公認会計士が、開業に際して留意したいことや、事業を実施する中での成功談や失
敗談をパネルディスカッション形式でお話することで、皆さんの公認会計士としての幅広いキャリア選択を考える機会になるものと思
います。
（※）研友会とは、近畿一円を所管とする大阪国税局管内において税理士登録をした50歳以下の公認会計士が入会資格を持つ一般社団
法人です。

2021年12月23日（木）18:30〜20:00

研修コード 履修単位

監 査 監査会計委員会研修会

テクノロジーの進化と監査の未来

企

研修室参集

Online
（Teams）

3193

２

画 監査会計委員会

教授 坂上 学 氏、協会本部IT委員会委員長 紫垣 昌利 氏
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
講

師 法政大学

新型コロナウイルスの感染拡大により、図らずもリモート監査が推し進められたが、テクノロジーの進化が監査の有効性や効率化に活用
されるためには、乗り越えるべき壁は多く存在している。ブロックチェーンにおける三式簿記やXBRL等の先進的な研究をされている坂
上教授と未来の監査に関する複数の研究報告をまとめられた紫垣氏をお招きし、AI・デジタル監査の今後の方向性についてディスカッ
ション形式でご講義いただきます。

近畿会主催研修会
2022年１月15日（土）・２月５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

合意形成を導くファシリテーション〜顧客を動かすコミュニケーションスキル〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 河田

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

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

浩司 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、関係者の知恵とやる気を引き出し、深い納得に裏付けられた合意を導き、参加者がその合意実現に
責任を持って行動するよう方向付ける高度なコミュニケーションスキルを習得します。多様性の高い場での議
論を通じて、効率的・効果的に意思決定を行うための場の設計及び流れの作り方について理解を深めます。プ
ロジェクトマネジメント力を高めたい方にもお勧めです。
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。
※本年９月に実施予定でしたが延期した研修です。

19279

9201

各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：12月３
日（金）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。
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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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