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第53回中日本五会研究大会　 
　自由論題の部 
　　最新の不正事例の分析
　　AIに関する動向整理とAI予測分析ツールを用いた監査への適用研究
　　Afterコロナの公認会計士のワークスタイル 
　　～2020年公認会計士のワーク・ライフ・バランスとキャリアアンケート調査をもとに～
　　NPO法人の経営管理の実証研究
　　医療法人計算書類の事例調査を踏まえた開示のあり方について
　　民法上の任意組合等と匿名組合の税務
　　近年のIPOに見る課題
　　女性役員に聞く「取締役、監査役の機能発揮」 
　　地方自治法改正への自治体の対応について～全国自治体へのアンケート結果を受けた考察～
　　中堅若手からみたニューノーマルの会計士業務、協会の在り方
　　公益法人及び一般法人に関する事例研究～運営・ガバナンス、会計、税務～
　　社会福祉法人の各施設における収益構造と、厚生労働省各種通知等との関係について
　　記述情報の開示拡充と公認会計士の役割
　　会計上の見積りの開示に関する事例分析～事業等リスク及びKAMとの関連～
　統一論題の部  
　　基調講演
　　パネルディスカッション
地方公共団体への活動を通じて地域社会に貢献する
関西経済同友会  代表幹事  生駒京子氏をお迎えして北山久恵近畿会会長とのご対談
経営委員会CSR専門委員会　「ESG・SDGs素朴な疑問Q&A」発行
中堅・若手会計士委員会　キャリアデザイン・ワークショップ報告 
　第２回：『独立開業して活躍する会計士』
　第３回：『監査法人でのキャリア』
　第４回：『監査法人で遭遇した不正事例から学んだこと』
一般向け会計セミナー実施報告 
大阪市立総合生涯学習センター共催「公認会計士と学ぶ“会計”基礎のきそ」
第56事業年度 IFRSセミナー（第３回）実施報告 
IFRS学び直し講座　IFRS第３号「企業結合」、IAS第38号「無形資産」で
規定されている無形資産・のれん（開示含む）（有形固定資産は対象外）
組織内会計士委員会　「公認会計士のスポーツビジネスへの関わり方」開催報告

泉地区会　大相撲三月場所観戦
みなと地区会　Let’sネスタリゾート

ゴルフ部開催報告

北山久恵会長活動報告 
公認会計士協同組合INFORMATION
近畿会開催CPE研修会2022年4月実績および5月予定
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
会員異動 
事務局だより 
編集後記 
研修会のご案内

山添　清昭
細谷　明宏

原　　繭子
金　　志煥
大西　正祐
大川　真広
植村　達生
藤枝　政雄
奥谷　恭子
谷間　　薫
石崎　一登
岡田　健司
梨岡英理子
髙見　勝文

山添　清昭
永野　麻由
北山　久恵
種田ゆみこ
梨岡英理子

谷間　　薫
中野　誠亮
松井　義継

松井　義継

藤末　亮太・谷田　健一
川瀬　敬義

山本菜摘美
加藤　　毅

上村　昌也
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第53回中日本五会研究大会
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◇ 日時：2022年３月24日（木）10:30～17:30　◇ 場所：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

午前の部 （10:30～12:00）

（Ａ）最新の不正事例の分析
近畿会　監査会計委員会

奥村　孝司氏、柴原　啓司氏、玉田　優樹氏
疋田　鏡子氏、松本　尚哲氏、安井　康二氏
山添　清昭氏

（Ｂ）AIに関する動向整理とAI予測分析ツールを用いた監
査への適用研究
近畿会　IT委員会

北川　廣基氏、細谷　明宏氏
（Ｃ）Afterコロナの公認会計士のワークスタイル
　　　～2020年公認会計士のワーク・ライフ・バランスと

キャリアアンケート調査をもとに～
近畿会　ダイバーシティ推進委員会
　　　　原　　繭子氏

（Ｄ）NPO法人の経営管理の実証研究
近畿会　非営利会計委員会　NPO法人専門委員会

大松　祐介氏、金　　志煥氏、濵田　善彦氏
本田　裕一氏、矢本　浩教氏

（Ｅ）医療法人計算書類の事例調査を踏まえた開示のあり方
について
近畿会　社会保障委員会　医療法人専門委員会

大西　正祐氏
（Ｆ）民法上の任意組合等と匿名組合の税務

東海会　林　　隆一氏
（Ｇ）近年のIPOに見る課題

北陸会　角谷　龍史氏

（Ｈ）女性役員に聞く「取締役、監査役の機能発揮」
近畿会　組織内会計士委員会　社外役員専門委員会

小田切智美氏、佐藤　陽子氏（京滋会）
田辺　彰子氏、藤枝　政雄氏

（Ｉ）地方自治法改正への自治体の対応について
　　　～全国自治体へのアンケート結果を受けた考察～

近畿会　公会計委員会
板戸　史朗氏、大西　寛文氏、奥谷　恭子氏
武田　宗久氏、谷　　義孝氏、寺川　徹也氏
東良　徳一氏、藤坂　正則氏

（Ｊ）中堅若手からみたニューノーマルの会計士業務、協会
の在り方
近畿会　中堅・若手会計士委員会

井上　達也氏、谷間　薫氏、中野　誠亮氏
和田　泰史氏

（Ｋ）公益法人及び一般法人に関する事例研究
　　　～運営・ガバナンス、会計、税務～

近畿会　非営利会計委員会　公益法人専門委員会
石崎　一登氏、小幡　寛子氏、衣目　成雄氏
前本　　修氏

（Ｌ）社会福祉法人の各施設における収益構造と、厚生労働
省各種通知等との関係について
近畿会　社会保障委員会　社会福祉法人専門委員会

岡田　健司氏
（Ｍ）記述情報の開示拡充と公認会計士の役割

京滋会　安藤　陽子氏
（Ｎ）会計上の見積りの開示に関する事例分析
　　　～事業等リスク及びKAMとの関連～

兵庫会　会計制度委員会　近藤　雅治氏
監査委員会　　　勢志　恭一氏

挨　拶
　日本公認会計士協会近畿会　会長　北山　久恵氏
　日本公認会計士協会　　　　会長　手塚　正彦氏

基調講演・パネルディスカッション
テーマ：KAM強制適用初年度の検討プロセスにおける監査

役等と会計監査人との連携
　■基調講演
　　関西学院大学　教授　林　隆敏氏

　■パネルディスカッション
　　・パネリスト
　　　パナソニック株式会社　常任監査役　富永　俊秀氏
　　　関西学院大学　教授　　林　隆敏氏
　　　石川　英明氏（東海会）、中山　孝一氏（北陸会）
　　　一柳　雅俊氏（京滋会）、杏井　康真氏（兵庫会）
　　・コーディネーター
　　　柴原　啓司氏（近畿会）
閉会の辞
　日本公認会計士協会京滋会　会長　中野　雄介氏

Ⅰ．自由論題

Ⅱ．自由論題

Ⅲ．統一論題の部（15:00～17:30）

午後の部 （13:00～14:30）



　「最新の不正事例の分析」は、近
畿会の監査会計委員会のメンバー
で、直近２年間の訂正報告書の公表
事例を調べ、最新の不正事例の分析
結果について、報告を行いました。

　　令和３年11月12日付け公表の
「会計監査の在り方に関する懇談会
（令和３事業年度）論点整理－会計
監査の更なる信頼性確保に向けて
－」の「公認会計士の能力向上につ
いて」の記載の中に、「過去の不正
の実例を学ぶことは、起こり得る不
正の内容やその発見に至る端緒、必
要な対応等についての理解を深める
ことにつながり有益である。」と示
されており、CPEにおいて、ケース
スタディを多く取り入れることの検
討が必要とされています。また、不
正の発見等に資する方策も検討され
るべきとされています。今回の不正

事例の報告のねらいは、最新の不正
事例を各担当者で分担し、実際の不
正事例の内容を吟味することにあり
ました。

　不正事例は、開示データ（開示
Net）で、公表された有価証券報告
書の「訂正報告書」のうち「不適切
な会計処理」の用語をもとに、２年
間のデータの検索を行いました。
2019年７月18日～2021年７月18日ま
でに公表された「訂正報告書」で
「不適切な会計処理」でヒットした
文書（32件）を一覧表示しました。
それら事例について、有価証券報告
書の「訂正報告書」の提出理由を確
認するとともに、各事例に対応する
「改善報告書」、「改善状況報告
書」、「第三者委員会調査報告書」
等を確認・検討し、不正が発覚した
経緯や不正の手口、不正の要因、改

善策など、不正事例の内容を調べ、
今回報告する７事例を選定しました。

　選定した７事例について、事例の
会社の業種、取引所、検討した文書
名と事例の内容について、以下にま
とめています。第三者委員会調査報
告書等の各報告書は、以下に示すよ
うに100頁に達するものもありまし
た。不正事例の発覚の経緯や不正の
手口や対応策など、事例ごとに内容
もさまざまです。
　中日本五会の報告では、各不正事
例の調査報告書を紹介するととも
に、事例からわかる監査上の気づき
や監査上着目すべき点や未然防止の
観点から留意すべき点等についても
報告を行いました。報告の詳細は、
Independenceに、まとめの全文を
公表の予定ですので、そちらで、ご
確認ください。

（報告：山添清昭）

A

近畿会 監査会計委員会

最新の不正事例の分析
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奥村　孝司、柴原　啓司、玉田　優樹、疋田　鏡子

松本　尚哲、安井　康二、山添　清昭
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自 由 論 題 の 部

１．報告のねらい
２．直近の不正事例の検索と事例選定について

３．不正の実例について

109

63

１

２

Ａ社

Ｂ社

「特別調査委
員会調査報告
書」

「特別調査委
員会調査報告
書」

東証一部

東証一部

情報通信業

化学

●メーカーC社のC1が調整、差配する商流取引への過度な依存
●商流取引に関するリスク認識が不十分
●目標数値の達成が優先され、コンプライアンス意識が脆弱化
●受注等管理体制の不備
●監査部による指摘事項の改善を図るための体制不備
●入金遅延の事態に対する体制不備
●財務・経理関連業務のブラックボックス化
・役職員が、財務・経理関連業務を特定の担当者に依存
・会計システムとエクセルファイルの問題点
・財務・経理関連のデ－タ管理が不十分
●経営陣が財務報告の正確性を軽視していた
●内部監査に改善の余地があった
●リスク情報の把握（内部通報制度）の問題点

事例の内容報告書頁数検討文書名取引所業種事例番号

報告した不正事例（７事例）
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B

近畿会 IT委員会

AIに関する動向整理とAI予測分析ツールを用いた監査への適用研究

　IT委員会の研究成果として表記
タイトルにて、委員長の細谷と副委
員長の北川とが発表を行いました。
研究のきっかけは、AIによる処理
と人による処理とは、そもそも何が
違うのかという点に興味をもったこ
とです。当発表では前半で「振返り

編」として、AIの歴史、AIの苦手
分野、今後についてまとめ、後半で
「実験編」として実際にAIツール
を使って公認会計士としての業務に
関する実験を行い、その結果をまと
めました。

　現在AIは各種分野に広がり浸透
しつつあります。特に第３次AI
ブーム以降、機械学習およびディー
プラーニングの進化により、コン
ピュータが自己学習を行い高い処理
能力を得るようになりました。但し、

北川　廣基、細谷　明宏
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38

42

23

91

71

３

４

５

６

７

Ｄ社

Ｆ社

Ｉ社

Ｊ社

Ｋ社

「改善状況報
告書」

「第三者委員
会調査報告
書」

「不正調査報
告書」

「第三者委員
会調査報告
書」

「第三者委員
会調査報告
書」

ＪＳＱ

ＪＳＱ

東証マザーズ

東証マザーズ

東証一部

情報・通信
業

証券、商品
先物取引業

サービス業

サービス業

電気機器

●財務・規程やルールの曖昧さや不備に起因する恣意的会計処理の発生
●不適切な会計処理の大部分において、代表取締役社長ら経営陣の関与
●不十分な監査役監査
●内部監査の形骸化（内部監査室の担当者が毎年変更）
●内部通報制度に関する不備
●歴代経営陣のコンプライアンス意識の欠如
●ガバナンスの機能不全
・取締役会による監視・監督機能の問題
・監査役による監視・監督機能の問題
●ステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的な組織風土
●現金を捻出するため、顧客からの手配依頼を仮装し、予約登録システム上の架
空の仕入記録に基づき金券を取得し換金を行っていた。
●より多くの売上を計上し、受注した案件の利益率を上げ、赤字を回避するた
め、売上金額の水増しや架空の予約記録を作成し、仕入記録の付け替えや予約
登録システムに登録しない仕入を行っていた。
●前職の会社においても売上の水増し及び仕入代金の立替負担を行っていた。
●未収金を補填するため、架空の仕入記録の作成や金券の取得・換金を自転車操
業的に繰り返す必要があった。
●入社直後から統括マネージャに就任したため、売上を大きく計上し、赤字案件
を回避しようとする自己重圧が働いていた。
●上場申請目前による、内部統制システムの整備と業績の安定性重視の姿勢
●早期の上場実現を見据えた予算達成へのプレッシャー
●当該不適切会計処理について、代表取締役以下役員の関与および意図的な看過
●監査法人によるメールデータ保全手続の妨害
●仕掛品不正計上疑義事案
●架空取引疑義事案
●当社における不適切な決算調整
●ソフトウェア開発における会計不正および誤謬処理
●K３社における不正な決算調整（仕掛品勘定の調整）
●当企業グループ間取引における架空の修理取引による売上計上等
●架空の資産計上疑義事案について
●K２社およびK１社における不正な売上計上（スルー取引）
●K１社およびK３社における不正な売上の前倒し計上
●K10社における不正な会計処理
●K11社における不正な会計処理
●K２社の非連結子会社であったa９に関する不適切な会計処理
●中国における贈答行為

事例の内容
報告書
頁数

検討文書名取引所業種事例番号

１．振返り編
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　この調査報告の前身は、女性会計
士委員会において2017年に実施した

「公認会計士のワーク・ライフ・バ
ランス及びキャリアに関するアン

REPORT01 報 告

近畿会 ダイバーシティ推進委員会

〜2020年公認会計士のワーク・ライフ・バランスとキャリアアンケート調査をもとに〜
Afterコロナの公認会計士のワークスタイル

原　繭子

ケート調査」であり、その分析結果
及び公認会計士業界への提言を第49

現在活躍しているAIはいわゆる
「弱いAI」と呼ばれるものであ
り、特定のタスクの処理に特化した
狭い範囲内での活動に限られていま
す。また、現在の知見では、AIの
「知能」をこれ以上爆発的に進化さ
せることが難しいのではないかとい
う懐疑的な意見もあり、第３次AI
ブームが停滞しつつある状況です。
　AIの弱点としては、AIは結論を
導いたプロセスや理由の説明が苦手
である点、AIは処理の意味内容を
実は理解していない点、AIは法律
上の責任が取れない点などが挙げら
れ、AI普及のマイナス要因となっ
ています。AIが導き出した結果に
依拠して監査人が判断を下し、その
後AIが導いた結果に誤りがあった
場合、監査人としてどのように責任
が問われることになるでしょうか？
監査人とAIとの責任分担やAIを用
いた監査人の説明責任のあり方につ
いて議論の余地がありそうです。

　AI機能は公認会計士の実務にどの
程度適用できるのかという観点から
いくつか実験を行いました。AIツー
ルは、ソニーネットワークコミュニ

ケーションズ株式会社が開発した予
測分析ツールである「Prediction One」
というPKGシステムを選定しました。
　予測したい値や内容が含まれてい
る過去のデータ群から「学習モデ
ル」を作成し、この「学習モデル」
に別のデータ群を当てはめ、予測し
たい値や内容をツールに推測させ、
実際の値とどの程度乖離があるのか
実験を行いました。
実験１「改ざん仕訳検知実験」：
　販管費の仕訳データ９月分（約４
千件）のうち１％（約40件）につい
て金額を10倍にしたデータを作成
し、当該修正した仕訳については
「改ざん済み」であるマークをつけ
ておき、このデータ群から「学習モ
デル」（＝予測式）を作成。別途、
８月分の販管費データ（約４千件）
を用意し、このうち12件に対して金
額を10倍にした「予測データ」を準
備し、「学習モデル」に投入し、改
ざんを行った12個の仕訳のうちどれ
ぐらいを検知できるのかを実験しま
した。結果は、12個中11個が検知さ
れ、想定以上の成果となりました。
別途、金額を３倍にしたパターンで
も12件中９件を異常と判定。かなり
の好成績です。このAIツールでは何

が原因で「異常」と判定したのかに
ついて「寄与度」という概念を用いて
推測することができ、ブラックボッ
クス問題に対してもある程度対応す
ることができるようになっています。
　その他、実験２：Amazonの販売
サイトからあるＰＣパーツの売上数
量を予測する、実験３：公認会計士
受験者数を予測する、実験４：ナン
バーズ３の３桁の値を予想する、な
どの実験も行い、ある程度の精度で
予測ができることがわかりました。

　これらを活用することで、経験の
ある監査人にデータの中から「異
常」と思う箇所を指摘してもらい、
それを「学習モデル」としてモデル
化できれば、経験ある監査人の頭の
中にある「暗黙知」を「形式知」と
して明示化し、次の世代につないで
いけるのではないかと考えます。
　紙面の都合上簡単な説明しかでき
ませんでしたが、当日の発表がCPE
オンラインでeラーニングとして公
開されるとのことですので、ご興味
のある方はご覧ください。

（報告：細谷明宏）

まとめ
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回及び第50回の中日本五会研究大会
で発表しました。
　今回は前述の調査の経年比較を行
う目的で、コロナ禍を反映させるよ
うに設問項目を刷新したwebアン
ケート調査を2020年11月から12月に
かけて実施し、その集計を行った
後、分析、まとめ、公認会計士業界
に対する提言を作成して発表しまし
た。また今回新しい取組みとして、
分析・スライド作成に外部のマーケ
ティング調査専門家とテレワーク専
門家にサポート依頼し、当委員会主
導の下、毎週定例会にて意見交換を
重ねて、より深くかつより多面的に
分析を行いました。また、グラフの
見せ方を初めレイアウトにも工夫を
重ね、視覚的にも新しい成果物にす
ることができました。後日、本部e
ラーニングにてリリースされますの
で、その点にも注目していただき、
ぜひご視聴ください。
　発表の構成は大きく３つ、（１）
分析、（２）まとめ、（３）提言、
です。
　（１）分析では、５つの地域会の
会員（以下、「会員」という）から
回答された各設問の集計を実施した
上で、テーマ別に深掘りする形とし
ました。取り上げるテーマは、１）
昇進の男女差、２）残業、３）働き
方（テレワーク）、４）子育てと仕
事、の４つです。今回の発表では、
設問を適宜ピックアップしてデータ
をグラフや表で明示し、その根底に
ある会員の意識を道筋立てて解説し
ています。スライド枚数は多いです
が、「なぜこのまとめになったの
か？なぜこの提言になったのか？」
の根拠をデータに基づき示しました。
　（２）まとめでは、発表の中盤で
（１）の内容をコンパクトに集約し
た内容を示しています。（１）は

データ結果に基づき会員の意識を筋
道立てた解説を重視するためデータ
を多く取り上げましたが、（２）で
はチャート形式でポイントとなるフ
レーズを整理して示すことで（１）
のうち重要ポイントを強調すること
を重視しました。
　（３）提言では、（１）（２）か
ら導かれた公認会計士業界に対する
提言を解説しています。ここでは文
字数の制限がありますが、今回特筆
すべきことを以下に示し、本原稿の
締めとさせていただきます。
・Z世代と呼ばれる30歳以下の回答
によると、「仕事もプライベート
もバランスよく充実させたい」
「公認会計士は堅実に安定収入を
得るのに良い職業であり、何がな
んでも公認会計士になりたいと
思っているのではない」という傾
向が見られる。そのため、管理職
や経営者層の世代はこの意識差を
直視し自らマインドセットする必
要がある。
・労務管理の向上やテレワークが浸
透した結果、残業は少なくなった
が、当事者が「残業しなければな
らない」と思う理由の共通点は
「責任感」にあり、具体的な理由
は属性ごとに異なっている。残業
対応には当事者の属性に合わせた
対応を取捨選択することが必須で
ある。
・テレワーク導入が進むほどに、労
働時間も生産性も二極分化する結
果となった。テレワーク導入はや
り方次第で良くも悪くもなること
を認識し、相手の姿や表情が見え
ないまま一人で仕事に向き合うテ
レワーク下の仕事の進め方は、職
場が新たに定める必要がある。
・子育てに取組む男性会員の数は、
全体人数に比べるとまだ少ないも

　のの前回調査に比べて明らかに増
加した（回答者数が少ないため参
考値ではあるが、30代男性の産前
産後休暇制度利用者数は６人から
11人へ、育休休暇では２人から13
人へと大きく増加した）。「従来
の男性価値観に共感できない」と
いう男性の声も明らかに増えてお
り、この更なる増加が社会の変化
をもたらすことを期待するととも
に、職場が行う子育て支援はもは
や母親・父親の単位ではなく、家
族単位が期待されている。
・上記変化はあるが、女性を取り巻
く日本社会の価値観、日本ビジネ
ス界の価値観はいまだに不利であ
ると言わざるを得ず女性活躍の動
きはあるものの「女性が公認会計
士として働く上での有利な点はな
い」「女性は男性ネットワークに
入りにくい」と答える会員は、女
性はもちろん、男性からの指摘も
存在する状況である。この結果か
ら、女性が男性と同じように昇進
できる業界となるための取組みは
今後も継続する必要がある。

（報告：原　繭子）
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NPO法人の経営管理の実証研究

　2022年３月24日に開催された第53
回中日本五会研究大会自由論題で報
告するために、NPO法人専門委員
会（以下、「委員会」という。）で
は概ね１年半前から準備をして来ま
した。この間、ぎりぎりで報告に間
に合ったというのが正直なところで
すが、その経過を含めて報告させて
いただきます。

　まず、今回の研究報告の背景とし
て、会員の皆様にとってNPO法人
はそれほど馴染みがある存在ではな
いと思います。ですが、会員の皆様
が地域社会の課題を解決するNPO
法人のことを知り、公認会計士の使
命である社会貢献の一つとして、
NPO法人の支援に関心を寄せてい
ただければという想いが委員会にあ
ります。そのためには、NPO法人
の現状と経営実態をお知らせするこ
とで、少しでもNPO法人に関わる
契機にできないかという問題意識が
ありました。

　今回の報告に際しては、NPO法
人の現状と経営実態を深く知るため
に、アンケート調査を行い、その結
果から個別のNPO法人を選定して
訪問し、実際に経営実態を調査する
という手法を取りました。それでな

いとNPO法人の経営実務について
臨場感を得ることができないと考え
たからです。なお、アンケート調査
や個別のNPO法人の選定に際して
は、認定NPO法人大阪NPOセン
ター副代表の山田氏のサポートがあ
り、円滑に進めることができまし
た。この紙面をお借りして、あらた
めてお礼申し上げます。

　本報告における調査研究では、会
計、経営管理、資金調達、税務の４
つのグループに区分し、各グループ
に委員を配属してアンケート調査や
個別のNPO法人のヒアリングを行
いました。その際、NPO法人の悩
みや課題をお聞きし、その結果を分
析することにより公認会計士が支援
する項目の参考にすることができま
した。

　たとえば、会計ですと、NPO法
人会計基準にある「事業費」と「管
理費」の区分やNPO法人固有の会
計処理であるボランティア会計の適
用があります。そして、アンケート
調査や個別のNPO法人のヒアリン
グ結果から、スポット的なコンサル
ティングや非定型な事象に係る相談
相手としてのニーズがあり、公認会
計士がその専門性を活かし、NPO法

人に関与する余地があることを示し
ています。
　また、税務ですと、法人税や消費
税について税務当局の見解が明らか
ではない領域があるため、事業の実
態を十分に踏まえて判断する必要が
あり、個別の税務上の判断について
専門家としてNPO法人の幅広い相
談に対応できることを示しています。
　こうした公認会計士の幅広い専門
性や知見は、経営管理や資金調達に
ついても会計税務と同様に活用でき
ることを報告書に記載しています。
今回の実証研究から、NPO法人の
実態を踏まえた公認会計士の関わり
を増やすととともに、NPO法人の
ニーズを踏まえた専門家として、的
確なサポートを行う役割を果たすこ
とができることを確信した次第です。

　今後は委員会としてさらなるNPO
法人の実態を深堀し、公認会計士が
関与できる手法の研究や行政等の関
係機関との協働を推進していく所存
です。会員の皆様におかれまして
は、今回の委員会の報告をご覧いた
だき、公認会計士の社会貢献の一つ
として、NPO法人の支援に関わる
契機になれば幸いです。

（報告：金　志煥）
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大松　祐介、金　志煥、濵田　善彦、本田　裕一、矢本　浩教
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　第７次医療法改正に伴い平成29年
４月２日以降開始する事業年度よ
り、一定の基準に該当する医療法人
に外部監査が義務付けられました。
同時に医療法人会計基準が制定さ
れ、これらの医療法人に適用が強制
されることとなりました。

　この医療法人会計基準の特徴は、
簡便的処理が容認されていることで
す。前々会計年度末日の負債総額
200億円未満の医療法人の場合、以
下が容認されます。
・退職給付引当金…簡便法を適用で
きる
・リース取引…賃貸借処理ができる
・貸倒引当金…法人税法における貸
倒引当金繰入限度額とすることが
できる
　このような医療法人会計基準に従
い作成された財務報告は準拠性の枠
組みとならざるを得ません。した
がって、監査意見も適正意見ではな
く、準拠性意見が表明されることに
なります。
　また、損益計算書は非常に簡略な
様式であり、キャッシュフロー計算
書は規定そのものがありません。

　社会医療法人および一定の基準に
該当するその他の医療法人は貸借対
照表及び損益計算書の公告が義務付
けられました。しかし、注記が掲載
されていない例や掲載時期が遅れて
いる例等の不備が散見されました。
一方、当決算公告制度は掲載料が高
額になる等の医療法人の声もありま
した。現在、届出事務をデジタル化
し、閲覧もネット上で可能となるシ
ステムの開発が進められています。

　大阪府下の監査対象となる医療法
人の開示情報について分析を行った
ところ、以下のような事例がありま
した。
（１）貸借対照表
①貸倒引当金の表示がないが純額
表示なのか貸倒実績がないのか
が不明
②建物附属設備、機械装置等税務
上の科目を使用
③繰越利益剰余金等の会計基準所
定様式にない科目での表示

（２）損益計算書
①収益業務事業収益を計上してい
るが対応する事業費用が計上さ
れていない
②患者外給食は運用指針において

　事業損益に計上することになっ
ているが、事業外損益に計上さ
れている
③補助金収入が計上されている
が、圧縮損も圧縮積立金も計上
されていない

（３）重要な会計方針
①リース資産の減価償却方法の注
記はないが償却年数や売買取引
に準ずる旨のみ記載
②補助金について、事業収益、事
業外収益、特別利益と法人によ
り会計処理が異なる

（４）その他の注記事項
①収益業務を行っているが、これ
についての注記がない
②収益業務の注記はあるが、損益
計算書に収益業務損益の区分掲
記がない

　これらについては、監査人がより
指導的機能を発揮すること、また運
用指針等の充実を図り開示の統一性
を図ること等が必要と考えられます。

　今回の医療法人会計基準は、医療
機関の業界団体である四病院団体協
議会が自ら検討した医療法人会計基
準を公表し、それを厚生労働省が追
認する形で制定されました。そのた
め、非常に簡略なものとなっています。

医療法人計算書類の事例調査を踏まえた
開示のあり方について

近畿会 社会保障委員会　医療法人専門委員会

Ⅰ．医療法人監査の概要

Ⅱ．医療法人会計基準の特徴

Ⅲ．医療法人の決算公告制度

Ⅳ．計算書類の開示事例分析

Ⅴ．結語

大西　正祐
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また現状の医療法人の現状開示情報
にも非常にばらつきがある状況と
なっています。しかし長年医療法人
会計基準が存在しなかった状況から

考えると、制度導入初期にはやむを
得ない面があります。計算書類の信
頼性向上が医療法人にとって重要で
あるとの認識が醸成されるように、

我々公認会計士はクライアントの指
導に尽力し、制度の定着を図ること
が必要と考えます。

（報告：大西正祐）
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　日本国憲法84条では、課税は法律
を根拠とする租税法律主義の原則が
謳われているが、実務において法的
根拠のない基本通達等によって課税
されるケースがあり、課税庁と納税
者でしばしば紛争が生じている。昨
今様々なニーズから法人形態をとら
ない民法上の任意組合等と匿名組合
が増加しているが、税法上の規定が
なく、措置法等によって課税される
ケースが多く、過去に争われた事例
を発表する旨説明があった。

　共同事業の形態として、法人か個
人形態かの区別があり、個人とし
て、民法上の任意組合等及び匿名組
合がある旨説明があった。
　また、民法上の組合と匿名組合の
違いについて、①２名以上の当事者
が出資して共同事業か営業者の単独
事業であるか、組合員は、自然人、
法人、人格のない社団、組合も認め
られる一方で、営業者は法人、自然

人でも良いが、商人であることが必
要といった事業の性格と構成員の違
い、②原則各組合員が有する一方で
匿名組合員は有しないという対外的
権利義務の違い、③組合員相互の契
約である一方で営業者と匿名組合員
の契約という契約の性格の違い、④
組合員の共同所有である一方で営業
者の単独所有という組合財産の性格
の違いについて説明後、民法上の組
合について争われた事例の説明が
あった。
　事例としては、組合員が組合から
受ける給与が、給与所得か事業所得
に該当するか争われ、組合と組合員
には雇用契約に類した契約があると
して従来の事業所得という取り扱い
を覆したリンゴ生産組合事件（最高
裁平成13年７月13日第２小法廷判
決）、組合契約によるリース事業の
損失についての損益通算の可否が争
われ、損益通算を認めた航空機リー
ス事件（名古屋高裁平成17年10月27
日判決確定、業務執行や組合を選定
して行う組合事業の個人組合員の不

東海会 林　隆一

民法上の任意組合等と匿名組合の税務

動産所得損失は、平成18年から損益
通算制限）等の説明があった。

　続けて匿名組合について争われた
事例についての説明があった。
　事例としては、匿名組合員が匿名
組合契約に係る営業として行われた
航空機リース事業に関する損失のう
ち、出資割合相当額を不動産所得の
損失として所得税申告したが、課税
庁は不動産所得または損失に該当し
ないという匿名組合員の取得が営業
者の所得と同一ではないとされた事
例（最高裁平成27年６月12日第２小
法廷判決）、請求人が航空機のレバ
レッジド・リース事業に係る出資者
の課税の時期について、覚書による
計算期間を基礎とする主張をしたが、
匿名組合事業の確定した損失とは認
めない匿名組合契約に係る出資者が
営業者から受ける利益又は損失の分
配は、営業者の各事業年度末でなけ
れば確定しないとした事例（平成４
年９月16日裁決）等の説明があった。

１. はじめに

２. 民法上の任意組合等

３. 匿名組合

10 MAY 2022 19526



REPORT 01報 告

４. 匿名組合と国際税務

　匿名組合分配金は、国内法より租
税条約が優先適用される中、国際的
租税回避に利用される場合が多く、
国内で匿名組合事業を行う営業者の
事業所を外国法人等である匿名組合
員の恒久的施設（PE）として認定
して課税する事例や租税条約の不正
利用として課税する事例があり、国

５. 結び際税務における匿名組合分配金の課
税関係が不分明である指摘の紹介が
あり、争われた事例について説明が
あった。
　具体的には、租税条約の濫用等が
争点とされた日愛租税条約事件（東京
高裁平成26年10月29日判決）や、日
本ガイダント事件（東京高裁平成19
年６月28日判決）の説明があった。

　最後に、最近では匿名組合が組成
されるケースが増加傾向にあるが、
契約形態すなわち業務執行に関与す
る程度の度合いにより税法上の効果
が異なるため、組成する場合は留意
する必要がある旨説明があった。

（報告：大川　真広）
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　近年、IPO準備会社は増加傾向に
ある一方で、監査事務所はリソース
が不足しており、需要と供給のミス
マッチが生じている。これは、新
規・成長企業の飛躍の阻害要因にな
る可能性があり、適切な監査を受け
ることができるよう環境を整備する
ことが喫緊の課題となっている。今
回このような課題への対応を目的と
して、IPO企業の現状把握と分析を
行い、「市場」「企業」「監査事務
所」「独立開業会計士」の４つの視
点でこれらの課題の解消を目指し発
表が行われた。

（１）新市場区分の概要
　株式市場はこれまで３つの市場
区分（本則市場、新興市場、TOKYO 
PO Market）があり、更にこの区
分の中に市場第１部やMothersな

どが位置付けられていた。これま
での市場区分では投資家から分か
りにくいという課題があった。そ
こで、上場会社の持続的な成長と
中長期的な企業価値向上を支え、
国内外の多様な投資家から高い支
持を得られる魅力的な現物市場を
提供することを目的に、2022年４
月より市場区分の見直しが行われ
た。新市場区分はプライム市場、
スタンダード市場、グロース市場
となり、流動性、経営成績、コー
ポレートガバナンス・コードへの
対応という点で特徴がある。IPO
企業は通常まずグロース市場を目
指すことになる。この新市場への
移行に当たり、大きな変更点とし
ては、各市場での新規上場基準と
上場維持基準が共通されることが
あげられる。現市場は市場の変更
に関して緩和基準が設けられてい
たが、新基準においては原則すべ

近年のIPOに見る課題

北陸会 角谷　龍史

はじめに

１．市場

２．企業

ての基準の共通化が図られてお
り、上場及び上場維持基準はより
厳格化されることになる。

（２）近年のIPO市場の分析
　2021年のIPO企業数は125社で
あった。年間で100社を超えるの
は14年ぶりであった。2020年３月
以降はコロナ禍の影響で新規上場
承認を18社で取り消ししている
が、2021年はwithコロナというこ
とも踏まえ増加している。投資家
からの資金調達が容易な環境のた
め増加傾向にあったと考えられる。

（１）IPO企業の状況
　IPO企業経営者の年齢、設立経
過年数、地方、業種、赤字上場の
状況などの観点で分析された。
　IPO企業経営者はIPO時平均
50.0歳であり、全国の社長平均年



齢より10歳近く若い傾向にある。
年齢別でも40代が最も多く全体の
42.4％を占めている。しかし、特
に2021年は30代以下が少なく、一
方で近年減少傾向にあった60代の
割合が多くなり高齢化していると
いう印象もある結果であった。
　経営者の年齢と設立経過年数の
関係としては、設立後20年以内で
IPOを目指す企業が多い。一方で
20年を超えるとIPOの件数は極端
に減少する傾向がある。また、
IPOは20代から30代で起業した経
営者が中心となっている。一方
で、創業２代目以降の若手経営者
はIPOに消極的であることが窺え
る。
　地方別経営者の年齢では、主要
都市においては若手経営者が事業
のさらなる成長のために、IPOに
取り組むケースが多い。一方で、
地方都市においては事業承継の一
環としてIPOに取り組むケースが
多い。
　業種と設立経過年数の関係で
は、ビジネスに勢いがあるうちに
上場を目指す傾向が強い。どの業
種においても、設立経過年数が長
い企業はIPOに消極的である。な
お、業種としては、情報・通信・
サービス業のIPO件数が圧倒的に
多い。
　業種と赤字上場の関係では、情
報・通信業で赤字企業が多い。こ
れら業種はSaaS型ビジネスモデル
の企業が多く、販売費および一般
管理費における人件費、広告宣伝
費、試験開発費の割合が高く、先
行投資を事業戦略としていること
に起因していると考えられる。

（２）企業の課題
　社内管理体制に問題はないか、

上場企業の果たす責任について経
営者は理解しているか、事業計画
が楽観的すぎないか、上場後の成
長可能性が認められるかといった
リスクが想定できる。このような
想定される様々なリスクに対し、
経営者が自社の課題として認識す
ることはもちろん、公認会計士が
企業に対して指導していくことが
重要である。

（１）IPO監査の状況
　IPO監査に関する監査事務所の
状況として、IPO件数と同様、監
査新規契約件数も増加傾向にあ
る。その中で、依然として大手監
査事務所の割合が圧倒的に多い状
況であるが、監査契約件数は減少
傾向であり、代わって準大手事務
所で契約数が大きく伸びてきてい
る。

（２）監査事務所の課題
　監査リソースの確保及び専門的
知見・ノウハウの確保を行いなが
ら、市場、企業、証券会社からの
信頼性を維持・向上を図ることが
課題である。

（１）求められる役割
　監査事務所に対しては、監査事
務所には監査リソースは減少して
いる一方、監査事務所のリスクは
高まっている。そのため、人材の
確保の観点から、日本公認会計士
協会との連携のもと、IPOを目指
す企業の監査について、専門的知
見やノウハウを有している公認会
計士と連携すること、また、企業
の内部管理体制の構築の面では、
独立開業会計士が監査事務所と企
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３．監査事務所

４．独立開業会計士

業の仲介役として両者をサポート
していくことが有益である。こう
したことを通して、監査事務所の
リソース不測の解消に貢献できる
とともに、企業にとっても迅速か
つ適切な対応が可能になる。監査
事務所と企業、独立開業会計士の
三者で連携が取れるインフラの構
築が重要となる。

　企業に対しては、監査事務所や
証券会社からの指摘に対してス
ピーディーかつ適切に対応しなけ
ればならない。上場企業として責
任を果たせるか、調達資金の使い
道、事業計画の妥当性の確保など
が必要である。そのため、IPOの
知見・ノウハウを有する人材とし
て、独立開業会計士が企業の立場
からサポートすることが重要とな
る。第三者的な立場としての社長
の相談役になり、社長を一人にし
ないように働きかけることが必要
といえる。

　IPO件数の増加、経営者・企業
の若返り・ビジネスモデルの変
化、市場再編による基準の厳格
化、労働環境の変化などのテーマ
に関して、企業や監査事務所にか
かる負担が増大している。このよ
うな状況下において、独立開業会
計士がIPOを支援することで、日
本経済の発展に寄与していくこと
が求められている。

（報告：植村達生）
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近畿会 組織内会計士委員会　社外役員専門委員会

女性役員に聞く「取締役、監査役の機能発揮」

　第53回中日本五会研究大会におき
まして、近畿会組織内会計士委員会
社外役員専門委員会では、「女性役
員に聞く『取締役・監査役の機能発
揮』」をテーマにパネルディスカッ
ションを行いました。
　2021年６月のコーポレートガバナ
ンス・コード改訂の主要な論点は、
「取締役会の機能発揮」、「中核人
材の多様性」、「サステナビリティ
をめぐる課題への取組み」です。
　コーポレートガバナンス・コード
の多くの項目で、「独立社外取締
役」に関して言及され、また、「監
査役会の機能発揮」についても追加
されるなど、経営者への監督機能と
して、その重要性が高まっておりま
す。公認会計士は、コーポレートガ
バナンス・コード公表以降、財務・
会計に関する適切な知見を有してい
るものとして、監査役だけでなく、
社外取締役にも就任する機会が増
え、それぞれの企業の持続的な成長
と中長期的な企業価値向上のために
活躍しています。

　今回は、経歴、キャリアが異なる
３名の方に登壇いただき、それぞれ
の会社におけるご活躍についてお話
をいただきました。パネリストの経
歴は以下のとおりです。（いずれも
2022年３月24日現在）

①監査法人退所後、IPO準備会社(当
時)の常勤監査役に就任、現在に
至る。当該会社は2021年8月に
ジャスダック上場される。
②監査法人パートナーを経て、独
立。東証一部上場企業複数社の社
外役員就任。
③監査法人退所後、独立。現在は別
の監査法人にも在籍。東証一部上
場企業複数社の社外役員就任。

　具体的に会社の中でどのように活
動し、役員会での発言等を通して会
社へ寄与しているのか、パネルディ
スカッション内容につきまして、一
部ご紹介します。
・就任のきっかけとしては、監査法人
時代のクライアントからの打診や知
人の会計士からの紹介の他、人材紹
介会社経由もありと様々です。
・就任するにあたり会社を選んだ基
準として、会社の事業に将来性や
魅力があるか、風通しのいい企業
風土か、企業理念に共感できるか
というものの他、会社（特に社
長）を信頼できるかどうかといっ
たコンプライアンス上の問題がな
いかを重視。
・事前準備・情報収集については、
各社それぞれです。事前に資料確
認や説明会がある会社もあり、役
員会に備えての準備を怠ることは
できません。

・社長面談や監査役や他の社外役員
との意見交換会等も情報共有の他
コミュニケーション構築のため不
可欠です。
・役員会での発言や質問について
は、説明資料に記載のない情報を
引き出して議論を深めること、検
討が漏れている点がないか、戦略
と合っているか等を意識して質
問。コーポレートガバナンス・
コード含めハラスメントや働き方
改革等、経営陣の考え方・対応が
重要な項目につき、社会の動向に
沿っているか、リスク要因となら
ないかと確認している。

　コロナ禍の影響で今回もリモート
配信のみとなりました。そのような
状況下、発表に向けてご多忙中のと
ころ内容の検討のため打合せを重ね
ていただきました登壇者の方々には
この場をお借りして感謝申し上げま
す。
　公認会計士の活躍の場の一つとし
て、企業の役員としてのキャリアも
あること、社外役員に関心を持たれ
る会員の方々への参考になれば幸い
です。

（報告：藤枝政雄）

小田切　智美、佐藤　陽子（京滋会）、田辺　彰子、藤枝　政雄

１．はじめに

4．あとがき

２．パネリストの経歴

３．パネルディスカッションの内容
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近畿会 公会計委員会

〜全国自治体へのアンケート結果を受けた考察〜

地方自治法改正への自治体の対応について

　近畿会公会計委員会では、令和２
年４月施行地方自治法改正（内部統
制導入、監査基準制定等）の対応状
況に関する地方自治体向けアンケー
トを実施しました。今回の中日本五
会研究大会では当アンケートの分析
結果の概要の発表と、当該結果を踏
まえたパネルディスカッションを行
いました。

　まずは、「地方自治法改正の背景
とその概要」について説明しまし
た。平成29年に地方自治法等が改正
され、主に令和２年度から適用され
ています。都道府県知事及び指定都
市の市長は、内部統制に関する方針

を定め、これに基づき必要な体制を
整備し、毎会計年度、内部統制評価
報告書を作成し、監査委員の審査に
付して議会に提出し、公表しなけれ
ばならないことや、監査委員が監査
等を行うにあたっては、監査基準に
従うこととし、各地方公共団体の監
査委員が監査基準を定め、公表しな
ければならないこと等が定められま
した。
　次に、「地方自治体向けアンケー
ト内容の概要」について発表しまし
た。当アンケートは地方自治法改正
施行初年度の令和２年度の終盤の時
期である令和３年１月に実施し、分
析結果報告を取りまとめたうえで、
令和３年９月に日本公認会計士協会
近畿会のウェブサイトで公表してい

ます。全国の463団体から回答を入
手できたこと等を紹介しました。

　地方自治体の監査委員に就任して
いる公認会計士４名にパネラーとし
て登壇いただき、パネルディスカッ
ションを行いました。アンケートの
結果を踏まえながら、現在での監査
委員監査への法改正の影響につい
て、公認会計士かつ監査委員の方々
から意見や考えなどをお聞きし、今
後の地方自治体の監査の充実に寄与
したい、というのが狙いです。次の
５つの論点について意見交換を行い
ました。

　（１）については、監査委員監査
の更なる有効性向上への取組状況等
を、（２）については、監査基準の作

成までのエピソード等、現状をご紹
介いただきました。（３）について
は、有効性、効率性、経済性を目的

とした監査制度と保証型監査との関
係、課題を中心にご発言をいただき
ました。（４）及び（５）について

論題

監査委員監査の充実関連

財務監査・行政監査の監
査結果の記載関連

内部統制評価報告書作
成・審査関係

論点
地方自治法改正によって監査委員監査は充実強化されたか
監査基準の作成により監査実務が大きく変化したか
監査基準で監査結果報告として、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、そ
の組織及び運営の合理化に努めていること」を記載事項としている場合に実際の対
応はどのようにしているか
導入された内部統制評価報告書作成・審査制度はどのような意味で有意義な制度か
内部統制推進部署及び監査部門の対応はどのように対応したか
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１．はじめに

２．前半：発表の部

３．後半：パネルディスカッションの部

（１）
（２）
（３）

（４）
（５）

板戸　史朗、大西　寛文、奥谷　恭子、武田　宗久

谷　義孝、寺川　徹也、東良　徳一、藤坂　正則
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は、内部統制評価報告書作成と審査
制度が法定義務付けられている地方
自治体での取り組み状況をご紹介い
ただきつつ、努力義務である地方自
治体においても有意義ではないか、
といった当制度の今後の広がりを感
じさせる意見もありました。
　本日のパネラーの方の発言である
意見や考えは、地方自治体の監査に
関心がある方に大変参考になったと
思います。さらにご興味ある方は

eラーニングの視聴により詳細をご
覧ください。それぞれの実務の状況
に関するお話とともに、今までのご
経験を踏まえた示唆に富むご発言を
いただきましたパネリストの皆様、
ありがとうございました。また発
表、発表前ご準備をご担当いただき
ました委員会委員の皆様、ありがと
うございました。

（報告：奥谷恭子）

【発表者】
前半：奥谷恭子（公会計委員長）
　　　寺川徹也（公会計委員）
後半：大西寛文（公会計委員、大阪
　　　府監査委員）
　　　東良徳一（生駒市監査委員）
　　　板戸史朗（西宮市監査委員）
　　　谷　義孝（公会計委員、吹田
　　　市監査委員）
【発表準備、オブザーバー担当】
　　　武田宗久（公会計委員）
　　　藤坂正則（公会計委員）
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近畿会 中堅・若手会計士委員会

中堅若手からみたニューノーマルの会計士業務、協会の在り方

　中堅・若手会計士委員会は40歳未
満の中堅・若手会員の協会活動の参
加を促進し、今後の会計士協会を担
う人材を育成するための活動を実施
しております。2021年12月末現在で
中日本五会に所属する会員・準会員
は合計9,295名ですが、その内40歳
未満は3,732名と全体に占める割合
が40％と非常に高くなっておりま
す。当委員会は中堅・若手からみた
魅力ある会計士協会になるにはどう
したらいいのか、について、2019年
の中日本五会でも「若い世代が考え
る今後の公認会計士協会」として、中
堅・若手にアンケートを実施し、その
結果をもとに発表しました。今回の
発表はその延長として、「中堅若手

からみたニューノーマルの会計士業
務、協会の在り方」と題して、中
堅・若手の声を直接聞くため、大手
監査法人、中堅監査法人、独立開業
している中堅・若手にサウンディン
グとの方法で実施し、発表しました。
　前回の中日本五会では、会計士の
環境の変化や社会の変化に協会が十
分に対応できていない、具体的には
多様化するニーズへの対応、情報化
社会への対応、物理的に参加できな
い、心情的に参加しにくい、という
結論でした。現在2022年において
は、新型コロナウイルスの影響もあ
りますが、かなり協会は対応できて
いると思っております。物理的・心
理的に参加できない、という意見に

もリモートによる研修や研修自体の
無償化により、会員の参加へのハー
ドルがかなり下がったかと思います
し、デジタル化もかなり進んだかと
思います。
　それを受けて今回の発表では新型
コロナウイルスを受けて世の中が大
きく変化した、いわゆるニューノー
マル時代での会計士の業務や協会の
在り方について発表しました。コロ
ナ禍での会員の業務としては、業務
自体に大きな変化はないが、リモー
ト環境による良い面・悪い面が浮き
彫りになりました。具体的には良い
面として、単純に移動が減ったこと
により時間を効率的に使える等で
す。また逆に悪い面として、コミュ

井上　達也、谷間　薫、中野　誠亮、和田　泰史



ニケーションの取りにくさが挙げら
れていました。さらに、中堅・若手
へのサウンディングの結果、前回と
同様、協会への参加や興味について
は各属性で若干のばらつきはあるも
のの、依然として低い状況にある、
ということでした。
　協会や業界団体から様々な成果物

が発表されているが、サウンディン
グをした結果、ほとんどの会員が、
まったく知らない、知っているが読
んでいない、という結果でした。そ
れを受けて発表では、協会はビジョ
ンペーパー2022であったり、中堅・
若手にとって非常に興味がある成果
物を発表しているにもかかわらず、

中堅・若手の会員に読んでもらえて
いないことが問題であり、会員に読
んでもらうよう、例えばCPEの必須
研修に指定する等の対応が必要では
ないか、ということで発表を締めく
くりました。

（報告：谷間　薫）
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近畿会 非営利会計委員会  公益法人専門委員会

　公益法人専門委員会では、公益法
人の制度、運営、会計、税務等に関
する調査・研究の一環として公益法
人及び一般法人に関する事例研究を
行っており、2022年度には、事例集
の冊子を刊行する予定としています。
　今回の中日本五会研究大会では、
この事例集に掲載予定の事例の一部
を「運営・ガバナンス」、「会
計」、「税務」の項目でご報告する
とともに、公益法人への公認会計士
のかかわり方についてご紹介いたし
ました。

　基礎事項として、社団法人及び財
団法人の機関設計について解説した
上で、公認会計士として監事就任の
依頼を受ける場面を想定し、監事に
関する事例を紹介いたしました。

　監事は独任制の機関と解されてお
り、公認会計士等の会計専門家が監
事に選任された場合であっても、
「会計監査」のみならず、「業務監
査」についても権限を有するととも
に、責任を負うこととなります。
　監事就任にあたっては、このよう
な監事の権限と責任について、十分
にご理解頂く必要がありますが、財
産の運用方針変更の是非についての
相談に対して、監事の立場から意見
を述べることにより適切に対応した
事例から、公認会計士として公益法
人及び一般法人の期待に応える一つ
の手段として監事への就任があるこ
とをご紹介いたしました。

　基礎事項として、公益法人会計の
特徴である正味財産の区分を中心に
解説いたしました。

　公益法人会計の貸借対照表の貸方
項目である正味財産のうち、指定正
味財産には使途に制約がある対価性
のない資産の受入額が計上され、使
途の制約がなかったり対価性があっ
たりする場合は一般正味財産として
計上されます。
　そして、使途に制約がある寄付金
を受け入れた後、その制約が解除さ
れた場合には、指定正味財産から一
般正味財産に振り替える会計処理を
行うことになるのですが、この会計
処理にはなかなか理解しにくい面が
ありますので、事例紹介では、財務
諸表の表示について、具体的な数値
例を使って解説いたしました。
　また、指定正味財産の会計処理
は、公益認定基準における財務三基
準のうち収支相償及び遊休財産規制
において、有利に働くことも解説い
たしました。

〜運営・ガバナンス、会計、税務〜

公益法人及び一般法人に関する事例研究

１. はじめに

２. 運営・ガバナンス

３. 会計

石崎　一登、小幡　寛子、衣目　成雄、前本　修
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　基礎事項として、個人から公益法
人等に対して不動産や株式等の財産
を寄付した場合の課税関係について
解説いたしました。
　財産を寄付する側の個人には、原
則として、時価で譲渡したものとし
て取得原価との差額に所得税を課税
する、いわゆる「みなし譲渡所得」
が発生することになりますが、公益
法人等に対する寄付については、租
税特別措置法第40条の規定により、
一定の要件を満たすものとして国税
庁長官の承認を受けた場合に、この

所得税を非課税とするという特例が
あります。
　しかし、後に非課税承認が取り消
されると、その時点で所得税が課さ
れることになってしまうというリス
クがありますので、事例研究では、
「寄付された財産は永遠に保持しな
ければならないのか」、「寄付され
た財産を公益の用に供するなどの承
認要件は満たし続けなければならな
いのか」という観点から考察し、解
説いたしました。

　公認会計士が公益法人及び一般法
人に関与する場合、これまでご紹介
した会計や税務といった分野に限ら
ず、社員総会等の運営など、あらゆ
る分野の相談を受けますし、行政庁
の行う立入検査に非常勤職員の立場
で同行するなど、様々なかかわり方
があることをご紹介いたしました。

　今回の研究報告と今後刊行を予定
している事例集が、公益法人及び一
般法人に対する会員の皆様の興味を
喚起するきっかけになれば幸いです。

（報告：石崎一登）

４. 税務 ５. 公認会計士のかかわり方

L

　主に、今後社会福祉法人に対する
指導・コンサルティング・監査業務
に従事する会員に対する発信を目的
として、職業的専門家として把握し
ておくべき社会福祉法人の収益構造
についての研究内容を発表いたしま
した。
　具体的には、社会福祉法人が担う
事業、それらを定めた一般法である
社会福祉法と、老人福祉法や児童福
祉法等の個別法、さらには介護保険
法等の給付に関連した法律との関係、

社会福祉法人の活動単位である施
設、介護保険制度、障がい者支援制
度、児童福祉制度など、社会福祉法
人に関する実務を行ううえで知って
おきたい基本的な事項について解説
しました。特に、社会福祉法人の実
務においては、法律の体系的な理解
が重要であることを強調しました。
　そのうえで、収益の確定に関連し
た厚生労働省からの通知（例えば、
特別養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準（厚生省令第46号）、
児童福祉施設の設備及び運営に関す

近畿会 社会保障委員会　社会福祉法人専門委員会

社会福祉法人の各施設における収益構造と、

厚生労働省各種通知等との関係について

岡田　健司

る基準（厚生省令第63号））として
どういうものがあるのか、具体的に
何を定めたものなのか、収益とどう
いう関係にあるのかなどについて解
説いたしました。重要な点は、これ
らの設備、運営、人員に関する基準
が法律上遵守すべき基準として位置
づけられており、これらを遵守する
ことが収益の確定の前提となってい
ること、監査の観点でいえば、監査
基準委員会報告書250「財務諸表監
査における法令の検討」とも関係し
ていることです。実際、これらの基

発表内容（要約）



準に抵触することが事後的に判明
し、給付費等の返還に発展した事例
などもあり、監査リスクを高める要
因にもなります。このように、厚生
労働省からの通知の適切な理解が職
業会計人にとって重要です。しかし
ながら、これらの通知の内容はかな
り細かく複雑であり、量も膨大であ
ることから、一個人でキャッチアッ
プし続けるのは実際のところ難しい
ところかと思います。この点に関し
ては、研究の過程において、適切に

法令や各種の通知を遵守するための
チェックリストが地方公共団体から
公表されていることが判明しまし
た。そこで、最後にこれらのチェッ
クリストの存在を紹介するととも
に、チェックのポイントや視点を解
説して結びとしました。なお、さき
ほどご説明のとおり、これらの法令
や通知について一個人で全て把握す
るのは困難を極めますが、一定の業
務リスクを抱えた領域でもありま
す。そこで、日本公認会計士協会と

REPORT01 報 告

して、あるいは私たちのような各地
域会の専門委員会が今後も研究活動
を継続し一定の研究資料として会員
に発信していくことが望まれます。
　発表の時間の兼ね合いでこれらの
通知やチェックリストの委細の全て
について紹介することはできません
でしたが、今回の研究発表の内容が
社会福祉法人の実務に携わる会員の
役に立てば幸いです。

（報告：岡田　健司）
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記述情報の開示拡充と
公認会計士の役割

京滋会 安藤　陽子

　テーマは「記述情報に対する開示
の拡充を通じ、公認会計士の社会か
ら期待される役割はどう変化してい
るか、財務諸表監査の観点から考察
する。」であり、日々の監査業務の
中から生じた問題意識から研究発表
されました。

　「記述情報の開示に関する原則」
（金融庁、2019年３月19日）につい
てを具体的に説明。記述情報開示の
目的は、財務情報を補完し投資家の
適切な投資判断に資すること、また
記述情報により投資家と企業の対話
の促進と、企業経営の質的向上。つ

まり企業の持続的価値向上に重要で
あるため、拡充が期待されている。
　2019年３月からガバナンス情報の
拡充、2020年３月期には記述情報の
充実、監査関係の情報充実、KAM
の早期適用・2021年３月～KAM全
面適用と、制度改革が進んでいる。

　この原則が求めることの説明と、
発表者がまとめた良い例と改善すべ
き例を並べて説明（具体例な企業事
例無し、20～30社を読み込んだ感想
とのこと。良い例と改善すべき例の
割合は２：８の心象）。
　その他、経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュフローの状
況の分析（MD＆A）において「新
型コロナウイルス感染症の影響に関
する開示」や「サスティナビリティ
（気候変動リスク等）」についても
記載が求められる。サスティナビリ
ティ情報は、海外の状況やESG投資
が促進されていることから重要性が
増している。そのため実務では統合
報告書（任意）でTCFD（気候関連
財務情報開示タスクフォース）開示
等が行われているが、有価証券報告
書での開示は少ない。有報の記述情
報拡充がさらに求められれば、統合
報告でのみ開示されている情報も、
記載が要請されるかもしれない。

１. 記述情報とは ２. 記述情報に求められる内容
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３. 記述情報と会計士の関係
４. 結論

（と考え、今回のテーマに至る。）
　そうなると、経営者はルールへの
形式的対応・遵守を超えた開示が、
監査人は非財務情報の開示に対し関
心を高める必要がある。財務情報利
用者に対しては、将来予測に資する
情報提供が拡充すれば、より適切な
意思決定が可能となる。

　記述情報は企業の将来予測に資す
る情報、財務諸表は過去の実績を記
した情報である。監査の対象は財務
諸表で、記述情報は対象外だ。記述
情報は経営者の自由度が高く、財務
諸表利用者は将来予測情報を知りた
い。そのため財務諸表監査に対する
期待ギャップが発生していると考え
る。
　その解消のため、会計基準の設定
（会計上の見積に対する注記開示/
企業会計基準第31号、収益認識に関
する会計基準/同29号）や監査基準
の設定・改訂（監査基準委員会報告
書701・720改定）により対応が進ん
でいる。また制度的対応だけではな
く、監査の品質の向上も必要であ

る。それは、記述情報は財務情報全
体を分析するための文脈を提供する
もので、財務諸表と一体のものであ
るから、財務諸表監査の監査品質を
向上させことが結果的に記述情報の
信頼性を担保することになるのでは
ないか。財務諸表監査に対する社会
の要請に応える監査品質の向上が、
期待ギャップの解消につながる。

　新型コロナウイルス感染症対応、
情報セキュリティ、気候変動リスク
対応など企業を取り巻く環境は変化
し、それは財務諸表に影響を与える
ものである。監査報告書の記載（KAM）
や監査品質の充実を通じ、監査人は
不正リスクへの対応力を高め、社会
情勢の変化を踏まえた監査対応を行
うことが求められる。それが社会の
期待に応えること、つまり公認会計
士の求められる役割である。

　非財務情報の重要性は認識され、
任意作成である統合報告等では開示
が進んでいますが、ご発表にもある

ように有価証券報告書ではまだまだ
不十分というのが現状です。2021年
11月IFRS財団にISSB（国際サステ
ナビリティ基準委員会）が、先月ASBJ
にSSBJが設置されました。EUでは
すでに非財務情報の開示が制度化さ
れており（非財務情報開示指令（NF
RD:Non-Financial Reporting Directive
2014/95/EU））、さらに第三者保証
の義務化が検討されています（非財
務情報の報告に関する改定案（Cor-
porate Sustainability Reporting Dire
ctive；CSRD（案）2021年４月21
日）。金融庁でもこの件は議論され
ており、公認会計士にとっても、急
速に進む状況の変化に積極的に対応
していくことが重要ではないかと思
います。非財務情報の保証には大き
な課題があることは認識されていま
すが、市場からの期待は大きいと思
われます。将来の企業情報開示の在
り方、監査の在り方についても考え
ていくことが必要なのではないか、
と個人的には思います。

（報告：梨岡英理子）

感想



　今回の研究テーマとその選定理由
について、会計上の見積りは財務諸
表を作成する上で不可欠となってお
り、有価証券報告書の「事業等のリ
スク」、「経営者による財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの
状況の分析」、「重要な会計上の見
積り注記」等、様々なセクションで
開示され、監査報告書の「監査上の
主要な検討事項」においても記載さ
れる例は多いが、各セクションの開
示の根拠となる定めやその制度背景
等は異なるため、有価証券報告書の
各セクションにおいてどのような開
示が行われているかについての事例
分析を行い、財務諸表利用者の理解
に資する情報提供が行われているか
の考察を行ったと述べられた。

　次に「重要な会計上の見積り注
記」が当事業年度の翌事業年度の財
務諸表に重要な影響を及ぼすリスク
があるものを識別した場合に注記を
おこなうものであることや、「経営
者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析」

における記載は、連結財務諸表の作
成に当たって用いた会計上の見積り
及び当該見積りに用いた仮定のうち
重要なものについて「第５ 経理の
状況」に記載した会計方針を補足す
る情報であること、「監査上の主要
な検討事項」の開示趣旨等、各制度
の概要について話された。

開示分析では、開示Netを用いて、
2021年３月末決算の有価証券報告書
提出会社（日本基準）全2,433社を
検索した結果、「重要な会計上の見
積り注記」として開示件数が一番多
かったのは「繰延税金資産の回収可
能性」に関する注記（717件）と
なっており、「固定資産の評価（の
れん・無形資産除く）」（375件）
や「のれんの評価」（261件）が続
いていること、また、各セクション
間での開示件数比較では、「繰延税
金資産の回収可能性」に関する開示
は、「重要な会計上の見積り注記」
が717件、「事業等のリスク」が256
件、「KAM」が351件とバラツキが
見られたが、「のれんの評価」に関
しては、「重要な会計上の見積り注
記」が261件、「事業等のリスク」

が266件、「KAM」が280件とバラ
ツキは少なかった旨、紹介された。
　その後、会計上の見積りに関する
主要な仮定が具体的に記載されてお
り、財務諸表利用者の理解に資する
情報提供の観点で一貫性が見られる
事例や、会計上の見積り開示のみで
は読み取りにくい情報を、監査人が
KAMにおいて整理する形で情報提
供を行っている事例等の紹介が行わ
れた。

　最後に今回事例分析を行った2021
年３月期は、重要な会計上の見積り
注記やKAMが初年度対応であり記
述情報を含めた開示に一定のバラツ
キ等も見られたが、財務諸表利用者
の理解に資する情報提供及び対話の
充実という観点で、経営者・監査役
等・監査人の間で十分なコミュニ
ケーションが行われることが期待さ
れ、より財務諸表利用者の理解に資
する情報提供が行われるべく、会社
及び監査人双方による開示実務の進
展が望まれると締めくくられた。

（報告：髙見勝文）
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２．会計上の見積り開示に関連する

　　  諸制度の概要

３．開示事例分析

４．まとめ

１．はじめに

N

兵庫会 会計制度委員会、監査委員会

会計上の見積りの開示に関する事例分析

近藤　雅治、勢志　恭一

〜事業等リスク及びKAMとの関連〜
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Keynote speech

KAM強制適用初年度の検討プロセスにおける
監査役等と会計監査人との連携

　統一論題のメインテーマ「KAM
強制適用初年度の検討プロセスにお
ける監査役等と会計監査人との連
携」に関し、基調講演として、「KAM
強制適用初年度を振り返って」につ
いて、関西学院大学教授の林隆敏氏
より報告が行われました。

　最初に、本日の報告のねらいにつ
いて、日本におけるKAM適用初年
度を振り返り、現状認識と今後の課
題を共有することを目的としている
こと、また、KAMの記載実務につい

ては、すでにさまざまな分析が行わ
れていることが示されました。これ
ら分析結果について、客観性の確保
に留意しつつ、これらの分析を総括
する分析を試みるために、以下の３
つの段階で報告が行われました。
　第１に、日本のKAM実務に関す
る分析報告書（早期適用を含む）に
基づき、関係者（監査人を除く）の
評価や問題提起の内容を整理する。
そのうえで、第２に、第１に関係す
る範囲で海外におけるKAM実務に
関する分析報告書を参照し、議論を
補強することを行う。最後に、第３

として、これら検討を踏まえて、今
後の課題が提示されました。

　日本のKAM実務に関する分析報
告書４つと海外におけるKAM実務
に関する分析報告書７つについて、
それぞれの分析結果の内容や、各分
析結果に示されている問題提起の内
容が報告されました。
　本稿では、これら基調講演で紹介
された分析報告書の文献名称を以下
にまとめています。

１．報告のねらい

２．KAM分析報告書について

関西学院大学
教授 林　　隆敏

日本公認会計士協会（2020） 監査基準委員会研究資料第１号「『監査上の主要な検討事項』
の早期適用事例分析レポート」
日本公認会計士協会（2021）「『監査上の主要な検討事項』の強制適用初年度における分析」
日本証券アナリスト協会（2022）「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項
（KAM）の好事例集」
金融庁（2022）「監査上の主要な検討事項（KAM）の特徴的な事例と記載のポイント」
Financial Reporting Council （2016） Extended auditor’s reports A further review of 
experience. 
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants （HKICPA） （2017） Standard 
Setting Revised Auditor’s Reports First year review of experience. 
External Reporting Board （XRB） and Financial Markets Authority （FMA） （2017） 
Key audit matters A stock take of the first year in New Zealand. 

１）JICPA（2020）

２）JICPA（2021）
３）SAAJ（2022）

４）FSA（2022）
１）UK（2016）

２）Hong Kong
　（2017）
３）New Zealand 
　（2017）

分析報告書（日本）

分析報告書（海外）

区　分 記　号 文　献　名　称

 「KAM強制適用初年度を振り返って」

統 一 論 題 の 部
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　これら分析資料の検討を踏まえて、
分析資料の結果の記載を引用される
形式で、今後の課題について、提示
されました。報告された主な論点を
とりあげて示しています。
（１）定型化・画一化の回避
 まず、１つ目の課題としては、定
型化、画一化（ボイラープレート）
の話は、文献の中でよく取り上げら
れている論点であり、時系列での定
型化・画一化（ボイラープレート）
と会社間での定型化・画一化（ボイ
ラープレート）がある（JICPA,2020；
JICPA,2021）。分析資料では、両
方気をつける必要があると書かれて
おり、大事な点であることが示され
ました。
　また、各社固有の状況を具体的に
記載すること（JICPA,2020；JICPA,
2021；UK,2016；Singapore,2017）
や、変化に応じて有益な情報提供を
行うための工夫を行うこと（JICPA,
2020）、経年変化を記載すること
（FSA,2022）、新たな視点で記載す
るマインドセットを保持すること
（JICPA,2020）が大切であるとさ
れました。

（２）「内容及び決定理由」の記載
の充実

 KAMと決定した理由を明確に記載
すること、これは「監査上の対応」
の記載を改善する方策の１つであ
り、KAMの決定理由があるからこ
そ適切な「監査上の対応」が可能と
なると考えられます（JICPA,2021；
SAAJ,2022）。注記の内容をそのま
まあるいは要約して記載するのでは
なく、監査人独自の情報を記載する
こと（FSA,2022；UK,2016）、高度
に専門的な事項に関するきめ細かい
情報を簡潔にわかりやすく伝達する
こと（SAAJ,2022；UK,2016）、会
社側の注記をうまく活用して、簡潔
で分かりやすく記載すること（JICPA,
2021）の重要性が示されました。
（３）「監査上の対応」の記載の充実
　「内容及び決定理由」のように詳
細かつ具体的に記載すること（SAAJ,
2022；FSA,2022）、財務諸表利用
者が必ずしも監査実務について十分
な理解を有するとは限らないことを
踏まえた上で、平易かつ丁寧に記載
すること（JICPA,2020）が重要と
なり、また、監査手続の詳細を記載
しても財務諸表利用者は分からない

と判断して記載を簡略化するのでは
なく、財務諸表利用者をもっと信用
して、監査手続に関する情報内容の
充実を図ること（FSA,2022）、監
査手続の結果（outcome）又は監査
人の結論（conclusion）、所見（Fin-
dings）もしくは見解（observation）
（以下、見解等）を記載すること
（SAAJ,2022；UK,2016；New 
Zealand,2017；Singapore2017；
Malaysia2018；UK2016）が重要で
あることが示されました。
（４）情報開示の充実と参照の強化 
　関係する財務諸表注記及び有価証
券報告書情報の開示の充実 （JICPA,
2020）が必要であり、KAMの記載
の充実と注記の充実は車の両輪（FSA,
2022）となる。また、開示情報と
KAMの関連付け（SAAJ,2022）と
しては、年次報告書や財務諸表の関
連箇所への効果的な相互参照（UK,
2016；EU, 2018）や、その他の記載
内容への参照 （FSA, 2022）が重要
であるとされました。
 また、林教授の開示情報とKAMの
関連付けの調査結果によると、分析
対象は2020年３月決算までにKAM
の規定を早期適用した48社（非上場

３．今後の課題について

Accounting and Corporate Regulatory Authority （ACRA）, Association of Chartered 
Certified Accountants （ACCA）, Institute of Singapore Chartered Accountants （ISCA） 
and Nanyang Technological University （NTU） （2017） Embracing Transparency 
Enhancing Value A first year review of the enhanced auditor’s report in Singapore. 
Accountancy Europe （2018） Audit Reporting of Key Audit Matters in the European 
Banking Sector, Analysis and good Practice examples Survey Results.
Securities Commission Malaysia （SC）’s Audit Oversight Board （AOB）, the 
Malaysian Institute of Accountants （MIA） and the Association of Chartered Certified 
Accountants （ACCA） （2018） Enhanced Auditors’Report, A review of first-year 
implementation experience in Malaysia. 
Public Company Accounting Oversight Board （PCAOB） （2020） PCAOB Release No. 
2020-002, Interim Analysis Report Evidence on the Initial Impact of Critical Audit 
Matter Requirements.

４）Singapore 
　（2017）

５）EU （2018）

６）Malaysia 
　（2018）

７）US （2020）

区　分 記　号 文　献　名　称



　ディスカッションは以下の５項目
について行われました。監査役、会
計監査人それぞれの立場から、リア
ルな現場の状況・ニーズ・課題感等
を交えた大変有意義な意見交換が繰
り広げられました。

・（会計監査人）KAMの導入をきっ
かけに、当期の監査重要論点につ
　いて、監査責任者のリードによ
り監査計画説明時点で定量的/定
性的情報を監査役と共有すること

　ができている。これにより会計監
査人のリスク評価について監査役
とも早い段階から理解に齟齬なく
進めることが可能となった。
・（監査役）現在、KAM２年目が進
行中であるが、監査計画の説明や
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会社３社を含む）で、連結財務諸表
を作成する会社は47社であり、監査
報告書に記載されたKAMの個数は
102個でした。
　102個のKAMの「監査上の主要な
検討事項の内容及び決定理由」（以
下、「内容及び決定理由」）を対象
として、企業開示情報（財務諸表注
記およびその他の記載内容）との対
応関係の分析がされました。その結
果、102個のKAMの「内容及び決定
理由」に関連する企業開示情報とし
て151個が特定され、そのうち113個
（74.8％）は財務諸表注記、残り38
個（25.2％）はその他の記載内容
でした。関連するその他の記載内容

は、「経営者による財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」31個（81.6％）か「事業等
のリスク」７個（18.4%）のいずれ
かに開示されていました。
　KAMと企業開示情報との関連付
けについては、「監査基準」におい
て「関連する財務諸表における開示
がある場合には当該開示への参照を
付す」ことが求められており、早期
適用会社のKAMにおいて参照され
た開示情報もすべて注記でした。
「監査基準」はあくまでも最低限の
要求事項を示すものであり、KAM
に関連付けることのできる情報の開
示場所は財務諸表に限られるわけで

はありません。「内容及び決定理
由」に関連すると判断した企業開示
情報のうち25％はその他の記載内容
でした。これらの情報に基づいて
（時には写して）「内容及び決定理
由」を記述しているにもかかわら
ず、参照先を示さない理由は思い当
たらないものです。読者のことを考
えたら財務諸表に限定せずに参考先
を示したいのではないかと考えてい
ると言っておられました。その他の
記載内容について、次年度からは、
参照先を示すことをすれば、読者の
役に立つのではないかとの意見を最
後に示されました。

（報告：山添清昭）

Panel discussion

パネルディスカッション

東海会 石川　英明パナソニック株式会社
常任監査役 富永　俊秀 関西学院大学

教授 林　　隆敏

近畿会 柴原　啓司

北陸会 中山　孝一 京滋会 一柳　雅俊 兵庫会 杏井　康真

パネリスト

コーディネーター

KAM強制適用初年度の検討プロセスにおける
監査役等と会計監査人との連携
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　四半期レビューの過程で、それぞ
れのリスクの変化について会計監
査人からわかりやすく説明を受け
ており、議論している。この議論
を経て、期末に向けてKAMの絞
り込みが行われている。

・（会計監査人）KAM適用２年目
となるので、企業環境に変化があ
れば当然にKAMにも影響があ
る。他方で、状況によっては結果
として前年と同じ記載のKAMと
なることもあり得ると考えている。
・（会計監査人）企業内外の環境の
変化（COVID-19、ロシアウクラ
イナ情勢、会計基準等の改定、各
社固有の変化等）について会社と
四半期レビューを通じて協議して
いる。ボイラープレート化の回避
についてはあまり意識しておら
ず、実態に則した記載の更新に留
意している。
・（監査役）企業の将来性を評価す
るためにKAMが利用できる、と
いうことも聞く。KAM利用者に
とって価値ある情報が何であるか
考えていきたい。ただし、KAM
が利用者が知りたい情報であるべ
きということではなく、KAMを
利用者とともに育てていくべき。

・（会計監査人）KAMをきっかけ
に注記の拡充の重要性を会社に理
解いただけた。
・（会計監査人）マンパワー不足で
十分なディスクロージャーができ
ていない会社もある。そのような
場合には、監査役を通じて経理の

　人員拡充を提案したり、また勉強
会や他社事例の共有などにより、
ディスクロージャーの拡充に向け
たサポートを実施している。
・（会計監査人）経理の状況以外の
開示の拡充という話が会社との
KAMに関するディスカッション
の中で出てきている。
・（会計監査人）当初、ディスク
ロージャーについてはミニマム対
応を想定していた会社に対して、
KAMのドラフトを執行に提示し
たところ、これをきっかけにコ
ミュニケーションが活発化し開示
が拡充されるに至った。
・（監査役）会計監査人による
KAMの絞り込みの過程で、監査
役として会計監査人と執行との間
で重要な役割を果たす機会を得た。

・（会計監査人）KAMがないとい
う事態を回避する目的で消極的に
収益認識をKAMとしている会社
があるのでは、という議論がある
が、小規模の会社（単体、安定し
ている、グローバル企業ではな
い、等）などでは、論点が少な
く、議論の結果として最も時間を
かけた収益認識がKAMとなるこ
とはあると考えられる。
・（会計監査人）KAMの内容が不
明確な事例は、企業側の注記不足
が要因となっている可能性がある。
・（会計監査人）KAMの内容が不
整合な事例は、企業と監査人との
すり合わせや丁寧なコミュニケー
ションが不十分であった可能性、
または合意が得られなかった可能
性が考えられる。

・（監査役）外的な環境変化が厳し
く激しい現況下で監査役の活動の
実効性を高めるには、監査役と会
計監査人との連携が重要である。
三様監査の重要性を認識してお
り、監査役、会計監査人、内部監
査人それぞれが把握しているリス
クを共有し、それぞれの監査に利
用していきたい。KAMに関して
言えば、投資家が何に使っている
のか、どう評価しているのか、こ
のような情報を入手して会計監査
人とも共有したいと考えている。
・（会計監査人）コロナで海外往査
ができない状況が続いており、リ
モートツールの利用や海外ネット
ワーク・ファームとの連携により
監査手続を実施している。海外の
構成単位の監査人との共有事項を
会社とも共有するようにしている。
・（会計監査人）KAM導入の副次
的な効果で監査役・会計監査人双
方向での情報共有ができた。
・（会計監査人）リスク認識に監査
役と差異が出たケースはあった
が、両者（監査役と会計監査人）
は因るべき基準等が異なることか
ら目線が違うことに起因している
と考えられ、差異が出ることは悪
いことではない。

　KAMの意義、また監査役との連
携の大切さやそれによって生み出さ
れる効果について気づかせていただ
ける大変貴重な時間をいただき、あ
りがとうございました。

（報告：永野　麻由）

５. 監査役との連携について

３．企業のディスクロージャー姿勢について

４．適用初年度におけるKAMの課題について

24 MAY 2022 19540

２．KAMの記載内容の充実について
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　私は近畿会初の女性会長として、
近畿会の伝統である先駆けの精神を
さらに高め新しい取り組みにより、
これからの公認会計士業界の未来を
切り拓いていくとの決意で、スロー
ガンを「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」としています。そ
して、重点施策「２．公認会計士の
活動領域の拡大に対する会員への支
援と地域社会への貢献」を掲げ、地
方公共団体、非営利法人の会計・監
査の発展・充実に向けての調査研
究・活動を通じて、会員の業務遂行
を支援するとともに地域社会への浸
透・貢献を図っています。

　近畿会では、大阪府、大阪市をは
じめ近畿会内の地方公共団体と業
務、研修、情報交換等を通じて連携
強化・交流を図る活動を行っていま
す。部・委員会の活動をいくつかを
ご紹介します。

　公会計委員会では、「社会」を
国、地方公共団体、住民も含む広い
概念でとらえ、「社会からの期待に
応える」べく、活動を行っています。

（１）パブリック分野における公認
会計士に対する認知度向上に
向けての対応

●自治体首長、議員、職員、会員向
けに自治体シンポジウムを開催
2020年１月：「地方自治体の新
たな時代の幕開け～内部統制制
度導入への取組み～」
2022年２月：「ポストコロナ時
代に求められる地方自治体の変
革－内部統制×BPR×DX－」

●自治体監査委員事務局職員への
監査実務研修を実施
●2020年４月施行地方自治法改正 
（内部統制、監査基準制定等）
の対応状況に関する地方自治体
向けアンケートを実施し、2021
年９月アンケート結果の分析概
要を近畿会ウエブサイトにて公
表し、2022年３月24日中日本五
会研究大会で分析結果を発表し
ました。

（２）パブリック分野の業務に携わ
る会員への情報提供を通じた
業務遂行支援に向けての対応

（３）地方公共団体包括・個別外部
監査に関する調査・研究並び
に情報発信

（４）社会に向けての情報発信
（５）公会計関連業務に携わる会員

等の資質の維持・向上に向け
た取組み

　また、地区会と連携し、首長等に
表敬訪問を実施し意見交換を行って
います。公認会計士が地方公共団体
に関して様々な局面で活躍している
こと（地方公会計制度・財務書類の
作成及び活用に対する支援／地方公
営企業に対する支援／内部統制の体
制の整備・運用及び評価等に対する
支援／監査委員等への就任／包括外
部監査人・個別外部監査人への就任
／指定管理者制度・各種指導監査に
対する支援／外郭団体に対する支援
等）を改めて首長等に説明し、公認
会計士がパブリック領域で活躍する
きっかけとなっています。第54事業
年度（茨木市長、島本町長、箕面市
長、豊中市長、高槻市長、大阪市副
市長）、第55事業年度（茨木市長、
島本町長、高槻市長）、第56事業年
度（奈良県監査委員、岸和田市長、

地方公共団体への活動を通じて地域社会に貢献する

北山　久恵日本公認会計士協会近畿会　会長

公会計委員会
（近畿C.P.A. ニュース 2022 年２月号）

2022年２月　自治体シンポジウム
吹田市後藤市長、河内長野市島田市長にご登壇
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茨木市長、島本町長、高槻市長）を
訪問しました。

　近畿会所管の所轄機関である大阪
府、奈良県、和歌山県、大阪市、堺市
等の担当部門（公益法人、NPO法
人、教育庁私学課、医療法人、福祉
法人等）との意見交換を行い、所轄

機関等が実施するセミナーや相談
会、指導監査専門委員など、行政等
と公認会計士との連携を図っていま
す。

各地方公共団体からの委員の推薦 
　近畿会宛に各地方公共団体からの
各種審議会や委員会の委員の推薦依
頼が来ます。第54事業年度は65件、
第55事業年度は54件、第56事業年度
は68件の委員の推薦を行っていま
す。「会員の業務推進に関する取扱
規則」に基づき、会員業務登録台帳
から推薦しており、案件によっては
正副会長で検討しています。指定管
理者選定委員会の委員候補者の推薦
も多く、会計監査人・包括外部監査
人の推薦や、自治体や公益法人・社
会福祉法人に会計指導を行う会計士
を推薦することもあります。希望や
経験の有無について記載した名簿
（会員業務登録台帳）をベースとし
て 業務推薦を実施しています。 是
非、多くの方にご登録いただけます
と幸いです。

　表のように地方公共団体の包括外
部監査人や監査委員に、多くの公認
会計士が就任しています。大阪府と
大阪市の包括外部監査人については、
最近、報酬・工数・テーマ・経験等
の関係で応募がなく、公認会計士が
就任していないという課題があり、
対策を検討しなければなりません。

　私も監査法人勤務時代から、大阪
府や大阪市の委員会等の委員をさせ
ていただく機会がありました。大阪
府男女共同参画推進財団理事（2000
～2010年）、大阪府財産評価審査会
委員（2001～2011年）、大阪市公営
企業審議会委員（2005～2009年）、大
阪市きらめき企業賞選定委員（2004
～2008年）、大阪市行政システム改
善会議顧問（2005～2008年）、多く
の（おそらく20を超える）指定管理
者選定委員会の委員、さらに、大阪
府綱紀保持検討委員会委員（2005～
2006年）、大阪府不適正な会計処理に
関する調査委員会委員（2006～2007
年）なども経験しました。ちなみに
私は事業会社の監査業務を多く従事
しましたが、パブリック分野に全く
携わったことがありませんでした。

　現在は、2018年から大阪市大規模
事業リスク管理会議の委員をしてい
ます。座長は公認会計士の山田拓幸

非営利会計委員会、社会保障委員会
（近畿C.P.A. ニュース 2022 年 3月号）

会員業務推進部
（近畿C.P.A. ニュース 2021 年 12 月号）

北部大阪地区会　高槻市濱田市長訪問

北部大阪地区会　茨木市福岡市長訪問

北部大阪地区会　島本町山田町長訪問

泉地区会　岸和田市永野市長訪問

奈良県、和歌山県、豊中
市、吹田市、高槻市、枚
方市、寝屋川市、東大阪
市、奈良市、和歌山市
大阪府、堺市、高槻市、
枚方市、八尾市、吹田市、
泉佐野市、貝塚市、守口
市、奈良市、生駒市、御
坊市、大阪広域水道企業
団、関西広域連合など

包括外部
監査人

監査委員

REPORT02 報 告
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大阪市北地区会　大阪市朝川副市長訪問

大阪市大規模事業リスク管理会議で大阪市松井市長と

会員が務められており、弁護士、コ
ンサルタント、市長、副市長で構成
されています（2022年４月から座長
を引き継ぎます）。大阪市が行う大
規模事業の実施において、市財政に
重大な負担を生じさせないよう、事
業所管所属による自律的な管理体制
の整備・運用、統括的なリスク管理

の強化を図るために、年に数回、会
議が開催されます。2025年大阪・関
西万博関連の建設事業（会場建設
費・夢洲周辺インフラ整備）、夢洲
土地造成事業、阪急電鉄京都線・千
里線連続立体交差事業等の大規模事
業のリスク管理について、外部有識
者として意見や助言をしています。

公認会計士の監査業務にお
けるリスク・アプローチの
考え方、リスクマネジメン
トに関する知識や経験を活
かして、社会貢献に寄与を
していきたいと思っていま
す。

　大阪市からの資料によれ
ば、大阪市大規模事業リス
ク管理会議のほか、大阪市
の特定団体経営監視会議、
建設事業評価有識者会議、
PFI事業検討会議、公立大
学法人評価委員会、IR事業
者選定委員会、外郭団体評

価委員会、公正職務審査委員会な
ど、多くの審議会等の委員として公
認会計士が活躍しています。

　監査法人に所属している方やパブ
リック分野は未経験という方も、会
計士協会の活動に参加したり、地方
公共団体の委員会の委員等をしてみ
ませんか。視野や人脈が広がります
し、社会とのつながりや地域社会へ
の貢献を実感できます。
　地方公共団体や非営利法人の会
計・監査、中小企業支援等、公認会
計士が活躍する業務領域は多様化・
拡大しており、コロナ禍において、
地域経済活性化のため地域会が果た
すべき役割はますます重要性を増し
ています。地域に根差した実践的な
活動を通じて、会員業務の遂行を支
援するとともに地域社会への浸透・
貢献を図っていく活動を行っていき
ます。

REPORT 02報 告
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　近畿会広報部としては、2019年６
月から日本公認会計士協会近畿会初
の女性会長に就任した北山久恵会長
の３年間の活動の仕上げとして、外
部団体の長との対談を企画しました。
北山会長といえば、日本の公認会計
士業界初の女性活躍目的の常設委員
会で、30年近くの間、日本唯一の女
性会計士のための委員会として存続
してきた「女性会計士委員会」に
1987年の創設時から関与されていま
す。さらに会長となった2019年には
女性会計士のみならず、広く多様な
価値観を有する会員の活躍推進を業
界に起こすべく、「ダイバーシティ
推進委員会」（近畿会HP内にある
委員会紹介https://www.jicpa-
knk.ne.jp/jyosei/）を新たに設置した
方でもあり、今回の対談は、「ダイ
バーシティ」をテーマにしました。

　今回の対談者は、関西経済同友会
代表幹事の生駒京子氏です。生駒氏
は、2021年５月の関西経済同友会の

REPORT
報告

03

広報部　副部長 種田　ゆみこ

総会で、19年ぶりに女性の代表幹事
誕生とメディアで大々的に取り上げ
られていたため、「関西の歴史ある
経済団体でトップの地位の女性」と
してずっと気になっていました。今
回の企画にあたり、北山会長から対
談相手に生駒氏を提案され、検索し
たところ、「新しい世界観つくる 
ダイバーシティ推進へ」「ポストコ
ロナの日本経済復活に向けて示した
キーワードは『ダイバーシティ（多
様性）』。『女性の活躍推進も当然
ながら、ハンディキャップがある
方、外国人、若者、高齢者が活躍で
きるチャンスをつくるべきだ』とま
なじりを決す。」というVoice（ボ
イス）（注１）の記事を拝見し、今
回の対談をお願いしました。

関西経済同友会 代表幹事 生駒京子氏をお迎えして
北山久恵近畿会会長とのご対談
日　時：2022年３月７日（月）14時～16時
場　所：近畿会 会長室

企　画：広報部（ダイバーシティ推進委員会、女性会計士専門委員会、社外役員専門委員会共催）

１. はじめに

２. 対談者について

３. 対談

　頁数の関係で、要約した形で、以
下に記載しています。
１）自己紹介
　まずは、北山会長から簡単な自
己紹介をし、生駒氏個人と会社に
ついて、質問しました。
　生駒氏からは、①自分の性格は
素直。昔はものすごく控え目でお
となしい子だったが、子供の頃から
ピアノの発表会や生徒会副会長立
候補演説などで舞台度胸がついた。
　②敵をつくらない技を持ち、相
手を必ず味方にすることをモッ
トーとしており、「女性（私）に
は100人の味方がいる」。物おじ
することはなく、ハキハキしてい
て、男性にとっても話しやすい存
在かと思う。
　③1994年の創業時から自社の社
員を大きな家族と考える「大家族
主義」を掲げ、女性、シニア、外
国人を積極的に活用し、社員が多
様性を尊重し生き生きと活躍して
いく場を提供する、とお話があり
ました。
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２）関西経済同友会　代表幹事とし
ての活動の紹介（簡単に）
　北山会長から、「関西経済同友
会」について、自分も周りもその
会員ではなく、過去に仕事での関
与もほとんどなく様子がわからな
いため、その組織の構成と2人の
代表幹事の役割分担について、説
明をお願いしました。
　生駒氏いわく、まず、会員資格
は企業経営者個人で、個人の自由
な意思に基づいて入会する点が大
きな特徴で、他の経済団体と掛け
持ちされる方も多く、生駒氏も大
阪商工会議所にも属しています。
次に代表幹事は、２人体制、任期
２年で、１年ずれの任期順に通称
『シニア』『ジュニア』と分か
れ、生駒氏は昨年６月に就任して
から今年５月までが「ジュニア」
の期間で、今は「シニア」の古市
健氏（日本生命保険副会長）が全
ての方針（2021年度の新型コロナ
ウイルス禍の危機を乗り越えて
「フェニックス」のように関西、
日本の新たな再生、飛躍を目指す
事業計画）を決めていて、この１
年間はその下で活動がなされるの
を見て学んでいる、ということで
した。

　ここで、北山会長から、自分と
同様に、必ず「女性の～」と形容
詞がつくことについて、生駒氏の
考えを質問しました。

　生駒氏からは、①日本全国に同
友会という組織は44団体あるが、
2002年に全国で初めての女性代表
幹事として、この関西で就任され
たのが寺田千代乃氏（当時アート
コーポレーション社長）で、そこ
から19年間女性の代表幹事は出て
いなかった。自身が２人目という
ことに対して、光栄に思う。
　②女性だからといって、女性を
集めてどうのこうのではないが、
女性の視点はいろいろ気付きがあ
るため、それを活かして動いてい
けたらと考えている。
　③男性が威厳的なのに比べて、
私は女性ならではの和やかな雰囲
気や温かさを醸し出せたらと思っ
ている。
　④代表幹事の役職を打診され
て、この組織に入って9年という
早い年数や役職経験、男性幹事の
世界、会社の規模感の違いなど
に、就任前は散々悩んだが、任せ
てもらったからには、「自分らし
さ」を出して成果を出したい。
　⑤本来なら「女性の生駒とし
て」と、こちらから訪問するとこ
ろを、様々な方、例えば外国の大
使が自分を指名で遠方からはるば
るお越しになることも増えてきた。
　その際、周りから「万博出展の
依頼」を頼まれ、いくつか出展も
実現してきており、代表幹事とし
ての広報活動の成果を少しは出し
ているかも、とのことでした。

３）関西経済同友会　代表幹事とし
て生駒氏の目指すもの
　北山会長から、この対談にあたり
生駒氏の本やWebを見ると、「ダ

イバーシティ」と「デジタル」が
キーワードとして挙げられてお
り、代表幹事としての今後の活動
について質問しました。
　生駒氏からは、①今はこの５月
から「シニア」として体制作りを
検討中である。そして、ダイバー
シティについては、女性会員が増
えるよう、対外的に「女性の経営
塾」といった実践的な委員会を増
やすことを考えている。
　②関西経済の成長のためにはデ
ジタル化を加速させることが重要
であり、ITの知識を持つ学生と
産業界をつなげる働きかけや、社
会人がITを学びやすくするため
の環境整備にも力を入れていきた
い。
　③グローバルに繋がる活動をし
ていくのも役目だと思っており、
最初は対内整備に力を入れ、自分
が考える委員会が動き出したら、
代表幹事は広告塔として、更なる
対外広報活動に力を入れたいと
思っているとのことでした。

４）近畿会初の女性会長として設置
したダイバーシティ推進委員会
の紹介と目指すもの
　北山会長から、2019年４月より
近畿会に新たに設置した「ダイ
バーシティ推進委員会」の歴史と
活動について説明し、参考となる
冊子をお渡ししました。
　近畿会は、全国に先駆けて女性
会計士委員会を設置し、女性活躍
推進のための活動をしてきまし
た。設置から32年目を迎え近畿会
に初の女性会長に就任し、女性会
計士のみならず、広く多様な価値
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【生駒　京子 氏（いこま・きょうこ）】
2022年３月現在、関西経済同友会 代表幹事。株式会社プロアシスト 代表取締役社長。
1956年、京都市生まれ。大阪電気通信大工学部卒。
大学卒業後、大手ソフトウエア会社勤務、専業主婦を経て1994年に有限会社プロアシストを設立。2001年株式会社に
改組。
大阪商工会議所一号議員かつ人材育成委員会 副委員長、大阪産業局理事、日本ＷＨＯ協会理事、生産技術振興協会理
事、大阪大学招聘教授なども務めている

【株式会社プロアシスト】
1994年設立。システム開発、WEB開発、人工知能（AI）開発、データ解析サービス、介護・医療機器製造販売。2013
年社長の生駒氏が内閣府「女性のチャレンジ賞特別部門賞」受賞、2015年に経済産業省「ダイバーシティ経営企業100
選」受賞。従業員230人（HP　22年４月１日現在）。本社は大阪・北浜

観を有する会員の活躍推進を業界
に起こすべく、新たにダイバーシ
ティ＆インクルージョンを推進す
る委員会を立ち上げ、女性会計士
委員会がそうであったように、情
報交流のプラットフォームとし
て、業界を牽引する存在となるこ
とを目指して活動している、と説
明しました。

５）関西経済同友会の代表幹事とし
て、公認会計士及び公認会計士
協会に期待するもの　　
　北山会長から生駒氏に、最後に
我々公認会計士に対して一言とお
願いしました。
　生駒氏からは、「公認会計士に
ついては、自社にも仕事で来てい

ただいたので知っています。
　多くの女性が士業の資格をも
ち、社会で活躍されることはとて
も素晴らしい。特に公認会計士は
資格取得のハードルが高くても、
技術や資格を持っていればどこで
でもやっていける。その方々がダ
イバーシティ＆インクルージョン
（D&I）にも先進的に取り組まれ
ていることが今回わかり、我々産
業界もついていかねばと思いま
す。さらに、これを機会に、公認
会計士の方に関西経済同友会を
知って頂き、北山会長をはじめ沢
山の方々に、ご入会頂ければ！」
とメッセージ
とPRも頂き
ました。（北
山会長が入会
されるならば
私が推薦しま
す！と生駒氏
から勧誘の一
言は、さすが！）

　今回の北山久恵会長と生駒京子氏
の対談には、広報部副部長の私以外
に、ダイバーシティ推進委員会の原
繭子委員長と社外役員専門委員会の
藤枝政雄委員長も同席頂き、生駒氏
の人柄で非常に和やかな雰囲気の
中、いつまでも話が尽きずでした。
生駒氏には大変感謝で、生駒氏には
また改めて、「シニア」の成果を伺
いたく、近畿会でのセミナーを開催
して頂きたいと思いました。

４. 終わりに

（注１）大阪日日新聞 2021年５月25日号より転載
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新しい時代を切り拓くために提言し行動する経済団体です
　関西経済同友会は、戦後の荒廃がまだ癒えぬ1946年（昭和21年）、日本経済の堅実な再建を標榜する若手経済人
有志が結集して創立した経済団体です。
　本会の特色は、自由主義経済に根ざす日本経済の健全な発展のために、社会のオピニオン・リーダーの一員たる
企業経営者が個人の資格で参画し、時代を一歩先取りして自由に大胆に発言・行動することにあります。すなわ
ち、日々刻々と変化する環境の中で解決を迫られる数々の諸問題について、会員が一企業や特定業種の拘束を離れ
て、より広い視野と、自由経済社会の重要な担い手としての高い理想と自覚をもって、大いに議論し、その成果を
提言として社会に訴えていくことが最も重要な活動です。
　そのため本会は、様々なテーマについて活発な討議、調査研究活動を精力的に推し進めています。その中から生
み出された先見性に富んだ提言は、政策当局、産業界、言論界、学界をはじめ広く社会の各層に大きな影響を与
え、歴史的な足跡を残してきました。
　本会は国際活動を大きな活動の柱としてとらえ海外調査団の派遣、国際シンポジウムの開催などによる各国の政
治家・経済人等との交流を重視してきました。
　また、関西、特に大阪を活動の拠点とする本会は、関西地域の活性化に強い関心をもって、これまでに数多くの
提言を行い、多くのプロジェクトの推進に努めてきました。
　関西経済同友会は、全国各地の44同友会と緊密な連絡をとり、全国経済同友会セミナー、西日本経済同友会合同
懇談会、西日本経済同友会代表者会議を共催するなど、同じ目的に邁進していますが、その活動の全領域に亘りあ
くまでも自主性と独自性をもって行動しています。

関西経済同友会の紹介

会議室16:00〜18:00

会議室18:00〜20:00

（2022年５月16日〜2022年６月10日）

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

近畿会および各部・委員会行事予定2022年度

正副会長会

定例役員会

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

正副会長会

経営委員会

5.16

5.20

（月）

（金）

（木）

（金）

6.  9

6.10

会議室16:00〜18:00

研修室18:00〜20:00

研修室18:30〜20:30

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。

【 近畿会ウェブサイト 】http ://www.j icpa-knk.ne . jp/
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　経営委員会CSR専門委員会では、
ESG投資の主流化やSDGsが企業経
営に与える影響の大きさなど、企業
を取り巻く状況の激しい変化に併
せ、経営者ディスカッションなど企
業との対話や助言に役立つ非財務情
報に関わる最新情報を、分かりやす
く会員に伝えるため、2012年から
「CPAのための環境・CSR素朴な疑

　『ESG・SDGs素朴な疑問Q&A』」
をテーマに研修会を開催し、執筆
者のうち２名で本冊子を簡単に解
説しました。
★本冊子は、2021年度版「年次研究
報告書」に全文を掲載していま
す。また近畿会HP（トップペー
ジのバナー）からPDF版をダウン
ロードできます。冊子をご希望の
方は近畿会事務局までご連絡くだ
さい。

　当委員会では、非財務情報の開示
と信頼性確保は会計士に期待される
役割と認識し、最先端情報と一般会
員をつなぐために研究を続けてきま
した。成果物である本冊子が皆様の
お役に立てますことを願っておりま
す。

経営委員会CSR専門委員会　委員長 梨岡　英理子

問Q&A」を作成し公表していま
す。その第３弾として2022年３月に
「ESG・SDGs素朴な疑問Q&A」を
発行いたしました。
　コーポレートガバナンスコードの
改定により、すべての上場企業にサ
ステナビリティ情報の充実が求めら
れ、特にプライム市場上場企業には
TCFD提言（気候関連財務情報タス
クフォース）レベルの情報開示が求
められるようになりました。IFRS
ではISSB（国際サステナビリティ
基準審議会）を設置し、年内にも基
準を設定したいと表明しています。
ますますサステナビリティ情報の重
要性が増す中、企業として、また会
計士として、携わるすべての方の最
初の疑問に応える内容を、Q&A式
に分かりやすく網羅した一冊にまと
めました。

★2022年３月30日には、冊子発行お
披露目として「２時間でわかる

「ESG・SDGs 素朴な疑問Q&A」発行
経営委員会CSR専門委員会

（近畿会HPトップページバナー）



　2021年度の
キャリアデザ
イン・ワーク
ショップ第２
回を2022年１
月12日（水）
に開催しまし
た。今回は監査法人や税務コンサル
ティング、経営コンサルティングを
グループとして行っているユナイ
テッドグループのパートナーの大石
悠人氏をお招きして、「独立開業し
て活躍する会計士」として、会場と
オンラインのハイブリッドの開催と
なりました。
　大石氏は、当初大手監査法人に勤
務したあと、８年後に独立し、独立
した６年後にユナイテッドグループ
を設立されております。監査法人時
代は、通常の会計監査を始め、コン
サルティング業務を経験し、幅広い
経験を監査法人でされました。独立
した経緯としては、新しいことにチャ
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中堅・若手会計士委員会　委員長 谷間　薫

第２回：『独立開業して活躍する会計士』
講師：大石　悠人 氏（ユナイテッドグループ　パートナー）

レンジしたいということもありまし
たが、若気の至りということもおっ
しゃっており、若い時代に新しいこ
とにチャレンジすることの大事さを
教わった気がします。
　独立後は幅広い業務を行い、その
中で監査法人時代に経験したことも
あれば、独立してから初めて経験す
ることもあったとのことでした。初
めて経験する仕事については必死で
勉強したり、周りの知り合いに助け
てもらって、業務をこなしていたと
のことでした。仕事の獲得について
は、監査法人時代の知り合いや友
人、既存クライアントや金融機関か
らの紹介で業務を獲得していたとの
ことでした。
　その後グループ化した経緯として
は、社会の要望に応えたい、一人だ
と限界がある、組織として信用がつ
けばクライアントの幅が広がり大き
な仕事ができる、という理由からだ
そうです。

　独立してつらかったことは、個人
での仕事であることから責任がすべ
て自分にあること、当初は監査法人
でのバイトをしなかったことから金
銭面でも厳しい、とのことでした。
　独立のタイミングとしては、思い
立ったら早ければ早いほうがいいと
のことで、「仕事をください」とい
えるプライドが許す年齢がいいタイ
ミングとのことでした。
　監査法人での培ったスキルは、仕
事に対する姿勢やビジネスマンとし
ての在り方・コミュニケーション、
提案スキルということで、監査法人
時代の経験が独立後にも活きている
とのことでした。
　大石氏の監査法人時代から現在ま
での経験を会員の皆様に共有してい
ただき、本当にお忙しい中ご対応い
ただき、この場をお借りして御礼を
申し上げます。

中堅・若手会計士委員会

キャリアデザイン・ワークショップ報告

33MAY 202219549
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中堅・若手会計士委員会　副委員長 中野　誠亮

第３回：『監査法人でのキャリア』
講師：

　2021年度のキャリアデザイン・
ワークショップ第３回を３月２日
（水）に開催しました。今回は大手
監査法人から４名の方をお招きし、
『監査法人でのキャリア』をテーマ
にパネルディスカッション形式で１
時間半の講義を実施しました。

　コロナ禍によりオンライン開催と
はなりましたが、会計士人生をス
タートしたばかりの新補習生にも多
数出席いただき、54名の方々に出席
いただきました。

（１）失敗談
●事実を確認しないまま、クライ
アントとの会話だけで会計方針

　変更の議論を進めてしまい、期
末近い時期に間違いが発覚した
ことがあった。
●最終的にはCFOとパートナー
が建設的に話をしてくれたこと
で事なきを得たが、事実を確認
しない空中戦でのやり取りがど
れだけ危ないかを実感した。そ
れと同時にパートナーを始めと
した日ごろからのクライアント
との信頼関係づくりが重要であ
ること、監査はチームで成り
立っていることを実感した。

（２）成長したと思える経験
●シニアになって１年を通してイ
ンチャージを経験すると、監査
の計画から意見表明までの一連
の流れについて関わるため、監
査の全体像がよく分かり、やり
がいも大きかった。

（３）監査法人以外のキャリアを考
えたことは？

●シニアスタッフに昇格するころ
に尊敬する同期が何人か法人外
に飛び出したこともあり、それ
以後は常に意識している。そん
な中で今でも法人で業務をして

　いるのは、非常に優秀で尊敬で
きる先輩・同僚・後輩と一緒に
仕事をできているからだと思う。

（４）監査法人に入ってよかったこと
●法人内だけでも様々な人材と相
談ができる機会があるし、手を
挙げれば様々な業務に挑戦させ
てもらえる。

（５）女性会計士
●一般事業会社と比べてみても、
監査法人では結婚、出産など
様々なライフイベントを経験後
も復帰できる環境が整備されて
いるし、実際に周りでも多様な
働き方をしている女性が多い。

（６）若いころにやっておいたほう
がいいこと

●自分自身の興味や人脈の幅を若
いうちから広げて、継続できて
いればよかった。業界内の人脈
以外もあればと思うこともある。
●今となっては教養として、大学
時代に会計以外の勉強もしてい
ればと思うこともある。

講義内容

川添　健史 氏（有限責任監査法人トーマツ　パートナー）

飴本　拓真 氏（有限責任 あずさ監査法人　シニアマネジャー）

梅村　尚行 氏（PwCあらた有限責任監査法人　シニア）

住田　瞳 氏（EY新日本有限責任監査法人　スタッフ）



（７）プロフェッショナルとして心
掛けていること

●常に問題の本質が何か？を考え
てクライアントと接することを
心掛けている。●何事にも自分
の考え方や意見を持つこと。

　毎年恒例のキャリアセミナーです
が、法人も職位も異なる方々の経験
談を聞くことが出来る貴重な機会だ
と感じました。ご登壇いただいた４
名の方々には、この場を借りて改め
てお礼申し上げます。

研修会に参加して

　2021年度の
キャリアデザ
イン・ワーク
ショップ第４
回を2022年３
月23日（水）
に開催しまし
た。今回は
EY新日本有限責任監査法人から安
福健也氏をお招きして、「監査法人
で遭遇した不正事例から学んだこ
と」として、会場とオンラインのハ
イブリッドの開催となりました。
　25年超の監査のキャリアを持つ安
福氏から、実務で遭遇した不正事例
を複数ご紹介していただくと共に、
会計不正調査における不正関与者へ
のヒアリング体験を通じて感じたこ
と、学んだことをお話いただき、公
認会計士として成長するにあたり大
事なこととは何か？を考えるきっか
けについてもお話いただきました。

　講師の安福氏から講演後の感想を
いただきましたので、掲載させてい
ただきます。

中堅・若手会計士委員会　副委員長 松井　義継

第４回：『監査法人で遭遇した不正事例から学んだこと』
講師：安福　健也 氏（EY新日本有限責任監査法人大阪事務所、公認会計士、公認不正検査士）

　前半は、①自らが監査手続の中で
目の当たりにした不正事例（現金・
預金の横領）、及び②第三者委員会
として参加した不正調査事例（共謀
者に対するヒアリング）を守秘義務
の枠内で紹介しました。①では、会
計不正は悪い人が行うというより
は、弱い人が行う側面があり、内部
統制は人を縛る仕組みではなく、悪
事を働くことから人を守る仕組みで
あると理解したこと、②では、口の
堅い不正の共謀者から、ごく短時間
で必要な情報（裏帳簿）を引き出す
秘伝（？）の手法をお話しました。
　後半は、中堅・若手会計士の方々
が今後のご自身のキャリアデザイン
を描く一助となるように、監査業務
以外に研修講師業務も行っている私
個人の経歴をお話しました。特に、
大学生時代、学習塾のアルバイト講

師の時に、私の説明を聞いて不明点
が解明したと生徒から言われ、とて
も嬉しかったこと（図表１）。それ
が、「人にわかりやすく伝える」と
いう以後の自分の行動指針を形成し
たこと。近年では、監査法人内での
研修講師や実務補習所での講師で後
進の育成にあたることが、自身の重
要な一部であること（図表２）をお
話しました。講演を聴いて頂いた方
には、言葉の行間から、「経験が何
よりの宝物」であることを感じとっ
て頂けたら幸いです。
　今回の講演は自分自身の過去を振
り返る良い「棚卸」の機会となりまし
た。また、近畿会北山会長はじめ、多
くの方に講演会場まで足を運んで頂き
ました。この度、中堅・若手会計士委
員会の皆様には、貴重な機会を頂き、
心より感謝申し上げます。

図表２図表１

35MAY 202219551
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　社会人３種の神器といえば…語
学・IT・会計。でも、数字が苦手
…、簿記を勉強したことがないから
会計なんて…。
　そこで、会計のプロである公認会
計士が会計の基礎を簡単解説！
　決算書分析のポイントやニュース
が100倍面白くなる会計の話で、ビ
ジネスセンスを磨きましょう！
　というメッセージとともに、大阪
市立総合生涯学習センターで広く一
般に募集をかけました。
　新型コロナ対策として会場での受
講人数を30名限定とした上で、本年
度新たな取組みとしてZoomで講義
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広報部　副部長 松井　義継

の生配信も実施しました。さらに講
義内容を録画し後日オンラインで配
信するという試みも昨年度に引き続
き実施しました。平日夜の無料会計
講座は募集開始と同時にほぼ定員に
達し、当日は老若男女、社会人、リ
タイアされた方までたくさんの方に
ご聴講いただきました。

第１回　「ニュースが100倍面白く
　　　　なる会計の話」
荻窪　輝明講師：会場の皆さんが頷
くお姿、クイズの答え合わせに思わ
ず声が出るご様子、オンライン視聴

一般向け会計セミナー実施報告
大阪市立総合生涯学習センター共催「公認会計士と学ぶ“会計”基礎のきそ」

者からの反応・・・。これらが支え
となって、私自身が楽しくて、あっ
という間の２時間でした。会計に関
心のある方が多いってホントに素敵
なことですよね。皆様、ありがとう
ございました。

　近畿会広報部では大阪市立総合生涯学習センターとコラボし、一般向け会計基礎セミナーを定期的に開催させていた
だいています。一昨年度は新型コロナの影響もあり中止となりましたが、昨年度は２年ぶりに開催することができ、本
年度も開催することができました。本セミナーは広報活動の一環として、広く一般向けに公認会計士を目指す方の増
加、会計に慣れ親しんでいただく機会の提供、公認会計士の認知度の向上などを目的とした取り組みです。

第１回　2022年３月15日（火）19:00～21:00「ニュースが100倍面白くなる会計の話」
　　　　【オンライン配信】３/16（水）～３/22（火）
講　師　荻窪　輝明

第２回　2022年３月22日（火）19:00～21:00「仕事で役立つ！決算書分析のポイント」
　　　　【オンライン配信】３/23（水）～３/29（火）
講　師　横手　望、松井　義継

開催概要

担当した講師の声

「荻窪講師」
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第２回　「仕事で役立つ！決算書分
　　　　析のポイント」
横手　望講師：去年に引き続き、会
計とはそもそも何だろう？をテーマ
に解説していきました！
　今回は対面、生配信、後日配信の
３コンボでしたが、無事に終了して
安心しています。
　今後も会計を知らない方に、会計
を広めていけるような活動に取り組
みたいと考えています。
　今年も講師の機会を頂き、ありが
とうございました。 
松井　義継講師：会計の知識をお持
ちでない受講生も多数いらっしゃっ
たので、決算書全体をイメージしや
すいような講義を心掛けました。通
常業務が忙しい中、講師役を快く引

き受けてくださった横手さんには感
謝です。

　開催後の受講者アンケートではた
くさんのコメントをいただき、励み
になりました。何よりも、こうした
講座を積み重ねることによって、多
くの皆様が会計を身近に感じ、公認
会計士に親しみをもっていただき、
認知度向上につながればいいなと
思っています。

　最後になりましたが、企画から当
日の運営まで共催いただきました大
阪市立総合生涯学習センターの皆様
には、この場を借りて厚く御礼申し
上げます。有難うございました。

 

さいごに

「左から松井講師、桂広報部副部長、横手講師」
（写真撮影の時のみ、マスクを外しています）
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開催日時　2022年６月24日（金）　①定期総会　　　　　13時30分～16時20分　
　　　　　　　　　　　　　　　　②本部会務報告　　　16時30分～17時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　③会員の声を聞く会　17時30分～18時00分
　　　　　　　　　　　　　　　　④記念交流会　　　　18時20分～20時00分　
開催場所　ザ・リッツカールトン大阪

　「定期総会」、「本部会務報告」及び「会員の声を聞く会」は、会場の模様をライブ配信いたします。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、予定を変更する場合がございます。

日本公認会計士協会近畿会
第56回定期総会開催のお知らせ
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　近年、「Yahoo!JAPAN」を運営
するIT大手ヤフー（現：Zホール
ディングス）による通販サイト
「ZOZOTOWN」を運営するZOZO
の買収や、武田薬品工業によるアイ
ルランドの製薬大手シャイアーの買
収により多額ののれん及び無形資産
が計上される等、企業成長をけん引
する主役が有形資産から無形資産に
変わりつつある中、無形資産の取得
を目的とした企業買収も増加してい
ます。
　そのため、バランスシートに占め
るのれんを含む無形資産の割合が高
まっており、無形資産やのれんにつ
いてより一層社会的な関心が高まっ
ています。
　このような状況の中、2022年３月
23日に第56事業年度IFRSセミナー
第３回「IFRS学び直し講座　IFRS
第３号「企業結合」、IAS第38号
「無形資産」で規定されている無形
資産・のれん（開示含む）（有形固
定資産は対象外)」が開催されまし
た。以下では、本研修の骨子を紹介
致します。

（１）定義及び適用範囲
　無形資産とは、物理的実体のな
い識別可能な非貨幣性資産をいい
ます。
　識別可能の要件については、以
下のどちらかを満たす必要があり
ます。
①契約またはその他の法的権利か
ら生じている場合
②分離可能である場合

（２）認識・測定
①認識要件
　次の３つの要件を満たすもの
は無形資産として認識する必要
があります。
・無形資産の定義を満たす。
・将来の経済的便益が流入する
可能性が高い。
・取得原価を信頼性をもって測
定することができる。

②当初認識及び測定
　無形資産は、取得方法に応じ
て認識及び測定が定められてい
ます。
・個別に取得した無形資産につ
いては、取得するために支
払った金額で測定します。

・企業結合により取得した無形
資産については、公正価値に
より測定します。
・自己創設の無形資産について
は、開発フェーズで支出した
金額により測定します。

（３）自己創設の無形資産の認識要件
　開発段階の支出で無形資産の認
識要件を満たすものは、無形資産
として資産計上します。
　開発費は、以下６つの事項をす
べて立証できる場合に限り、無形
資産として計上します。
Ⅰ．技術的に実現可能である
Ⅱ．無形資産を完成させ、これを使

用または売却する意図がある
Ⅲ．無形資産を使用または売却す
る能力がある

Ⅳ．無形資産が将来の経済的便益
を創出する可能性が高い

Ⅴ．開発を完成させるための技術
上、財務上及びその他の資源
が十分である

Ⅵ．無形資産に起因する支出を、
信頼性をもって測定する能力
がある

（４）当初認識後の測定
　資産の種類ごとに、取得原価モデ
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第56事業年度 IFRSセミナー（第３回）実施報告
IFRS学び直し講座　IFRS第３号「企業結合」、IAS第38号「無形資産」で
規定されている無形資産・のれん（開示含む）（有形固定資産は対象外)

藤末　亮太 ・ 谷田　健一

１ . はじめに ２. IAS第38号「無形資産」

有限責任 あずさ監査法人
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ルか再評価モデルかのいずれかを選
択適用します。
　償却及び減損について、耐用年数
を確定できる無形資産は減損の兆候
が存在する場合に、減損テストを行
い、耐用年数が確定できない無形資
産は、償却せず毎年一度減損テスト
を行う必要があります。
　償却方法は、資産の経済的便益が
消費されるパターンを反映する方法
（定額法、定率法、生産高比例法な
ど）とされており、将来の経済的便
益の消費パターンに変更がない限
り、毎期継続して適用することにな
ります。

（１）定義
　企業結合とは、取得企業が１つ
又は複数の事業に対する支配を獲
得する取引又はその他の事象をい
います。事業を構成しない資産又
は資産グループの取得は企業結合
の範囲には含まれません。

（２）企業結合の会計処理
　企業は、取得法を適用して各企
業結合を会計処理しなければなら
ない。プーリング法については採
用が棄却されています。
　取得法とは、取得した資産と引
き受けた負債を、以前に被取得企
業が認識していなかったものも含
めて、財務諸表において認識し、
ほとんどすべての取得した資産及
び引き受けた負債をその公正価値
で当初認識する。一方、プーリン
グ法は「持分の結合」に該当する
場合の会計処理方法の１つで、全
ての結合当事企業の資産、負債及
び資本を、ぞれぞれの適切な帳簿
価額で引き継ぐ方法をいいます。

　取得法の会計処理については以
下の７つのステップを基に行いま
す。
ステップ１　取得企業の識別
ステップ２　取得日の決定
ステップ３　取得資産及び引受負
　　　　　　債の識別及び測定
ステップ４　移転された対価の識
　　　　　　別及び測定
ステップ５　非支配持分（NCI）
　　　　　　の測定
ステップ６　のれんの算定
ステップ７　測定期間中の修正の
　　　　　　認識

（３）のれん事後測定
　のれんについては償却を行わ
ず、IAS第36号「非金融資産の減
損」に従い、毎年減損テストを実
施します。毎年の減損テストのみ
では、企業結合の成果を図るため
の十分な情報を投資家に提供でき
ていないという意見もあり、追加
開示も含め議論が継続していま
す。

（４）無形資産及びのれんに係る減
　　　損テストの留意事項
　減損テストは、減損の兆候があ
る場合に実施します。ただし、耐
用年数が確定できない無形資産、
まだ使用可能でない無形資産及び
のれんは、減損の兆候がなくても
年１回は減損テストを実施します。
　のれんは、企業結合のシナジー
から便益を得ると見込まれる資金
生成単位または資金生成単位グ
ループに配分し減損手続を行いま
す。
　のれんの減損テストについて、
資金生成単位又は資金生成単位グ
ループに配分されたのれんの減損

テストを行う時点で、のれんを含
む資金生成単位又は資金生成単位
グループに含まれる資金生成単位
に減損の兆候がある場合、以下の
ように減損テストを行います。
＜STEP1＞
減損の兆候がある資金生成単位に
ついて減損テストを実施
＜STEP2＞
減損後の資金生成単位とのれんを
含む、資金生成単位グループ全体
について減損テストを実施

　なお、過去に認識した減損損失が
もはや存在しないか又は減少してい
る可能性を示す兆候がある場合、当
該資産の回収可能価額を見積り、回
収可能価額が帳簿価額を上回る場合
は減損損失の戻入れを認識します。
ただし、のれんは減損損失の戻入れ
は認められていません。

　新型コロナウイルスの感染拡大を
受け、2022年１月から実施されてい
たまん延防止等重点措置が同年３月
21日をもって終了していましたが、
本研修は会場受講とMi c r o s o f t 
Teamsを利用したリモート受講のハ
イブリッドのセミナーとなりまし
た。リモート受講の方が多く、行き
届かなった部分もあるかと思います
が、各基準について少しでも理解を
深めていただくことができましたら
幸いです。
　当日ご参加いただいた受講者の皆
様に感謝申し上げます。

３. IFRS 第３号「企業結合」

４．おわりに

39MAY 202219555
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　３月19日コンサル・組織内・独立
といった立場の違う公認会計士３人
から、いろいろな視点で公認会計士
のスポーツビジネスへの関わり方や
思いも含めてご講演をいただきまし
た。
 

（１）スポーツビジネス全般の話
　従前から、プロ野球やJリーグ
などの「興行（みるスポーツ）」
や、スポーツ用品等の製造・販売
という形で、スポーツ分野の産業
は存在していましたが、日本にお
いてスポーツビジネスが本格的に
成長産業として位置づけられたの
は2016年頃です。
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組織内会計士委員会　副委員長 川瀬　敬義

　従来より、スポーツ業界はボラ
ンティアベースで成立することも
多く、なかなかスポーツで稼ごう
という考えはありませんでした。
この点、欧米（特に米国）におい
ては、従来からスポーツビジネス
の概念が根付いており、日本は大
きく後れを取っていました。しか
し、2016年に日本政府が掲げる
「日本再興戦略」の中で、「ス
ポーツの成長産業化」が日本の経
済成長にとって重大であると掲げ
られ「スポーツが他産業を巻き込
む」ことによって、スポーツの成
長産業化の実現が期待される流れ
となりました。
（２）スタジアムを中心としたまち

づくりについて
　スポーツに関する政策上の分野
はいくつかありますが、「スポー
ツの成長産業化」を目指す際に中
心となるのは「スタジアム・ア
リーナ」を核とした「まちづく
り」です。
　従前は、スタジアムや体育館は
「使い勝手の悪い公共施設」とし
て整備され、「コストセンター」
扱いされていました。しかし、近
年においてはスタジアムやアリー
ナで稼ぐ、つまり「プロフィット

「公認会計士のスポーツビジネスへの関わり方」開催報告
組織内会計士委員会

センター」としての役割が求めら
れるようになっています。魅力
的・機能的なスタジアムやアリー
ナを整備する事で、施設単体の収
益化はもとより、開発地域一体を
巻き込むことで経済効果を波及さ
せるといった構想の下でスポーツ
施設が整備される流れとなってい
ます。

（１）バンビシャス奈良の紹介
　奈良県初のプロスポーツチーム
（バスケットボール）です、現在
はB２に参戦しています。B１
リーグに参戦しているチームは大
きなスポンサーやオーナーがつい
ているのですが、B２リーグのバ
ンビシャス奈良でもロート製薬や
大和ハウスが創業家の発祥の地と
いうこともありメインスポンサー
として入っていて事業規模を拡大
しています。
　アリーナがコンパクトであるこ
とも手伝って、身長が２m近い選
手がぶつかり合うようなプレーが
間近で見ることができ、迫力があ

Ⅰ．スポーツビジネス全般の

話とスタジアムを中心と

した街づくりについて（徳

丸翔氏　株式会社日本総

合研究所　地域・共創デ

ザイングループスポーツ

イノベーションチーム

（SIT））

Ⅱ．プロスポーツチームの運

営について（稲増崇氏　

株式会社バンビシャス奈

良）
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るのが売りです。そして、地域密
着型のクラブであるため試合の
ハーフタイムでは地域の方が盛り
上げる企画や学校訪問などの活動
も行っています。
　売り上げ規模としては立ち上げ
期が１億円程度だったのですが、
現在は３億円をめざしています。
利益としてはコロナ前にようやく
黒字になりましたが、コロナで赤
字に戻っているような状況です。
（２）運営について
①売上の割合
　プロ野球以外のプロチームに
ついては、ほぼ同じような構造
となっていて、スポンサー収入
が半分かそれを少し超えるぐら
い、残りがチケット・グッズ・
スクール・リーグの分配金と
なっています。海外だと、リー
グの放映権料が大きく少し違っ
た割合になっています。
②費用の割合
　選手・コーチの人件費などの
チーム運営費が４割ぐらいと
なっており、その他にフロント
の人件費などの販管費や興行費
用などが挙げられます。この配
分がプロクラブの在り方にかか
わってきます。
③通常の会社との違い
　収入の増加をチームの強化費
用にあてるという構造となって
おり、利益を追うことに匹敵す
るぐらいに強いチームを作り上
げることが重要であること。企

業規模に比して有名であるた
め、地域とのかかわりが重視さ
れることがあげられます。な
お、B２リーグの場合チーム費
用と勝利数は相関関係があり、
チーム成績は経営に左右される
とも言えます。

（１）アスリートのキャリアデザイ
ン支援

　アスリートがセカンドキャリ
ア・デュアルキャリアにおいて、
自律的に人としての包括的なキャ
リアを形成し、人生を豊かに歩む
ためには、基礎的なファイナンス
の知識を持ってもらうことは重要
です。このキャリアデザイン教育
を心理学的なアプローチも組み入
れて、株式会社BorderLessで
行っておられます。
（２）弁護士・公認会計士によるス

ポーツ業界支援
　アスリート
個人へのキャ
リアデザイン
教育は株式会
社BorderLeSS
で行っていま
すが、それ以
外のアスリー
トやスポーツ

Ⅲ．アスリートやスポーツ業

界への支援について（黒

川剛史氏　一般社団法人

BLeSS ／株式会社 Border

　　LeSS）

チームへの支援業務につきまして
は、一般社団法人BleSSで行われ
ています。具体的には、スポーツ
チームでの事業計画作成や融資申
請の支援、プロリーグ立上げや新
チームの設立の支援、海外プロ
チームの日本での事業展開の支援
等を行っております。最初は有志
の弁護士・会計士による勉強会
だったものを一般社団法人にされ
たとのことです。

　スポーツ施設の建設で採算性を考
えていくようになってきているこ
と、スポーツクラブ運営において特
殊な損益構造における事業計画や運
営、引退後に各選手が事業を立ち上
げる際の支援など会計の専門家とし
てスポーツビジネスに対していろい
ろなかかわりがあるということを感
じました。
　講師の方々にはお忙しい中、事前
の打ち合わせを含めお時間を取って
いただきありがとうございました。

受講しての感想

41MAY 202219557
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大相撲三月場所観戦
泉地区会　山本　菜摘美

泉地区会

　春らしい陽気ながら
もまだ少しの肌寒さが
残る2022年３月20日
（日）、13組25名の参
加者が難波のエディオ
ンアリーナ大阪に集い
ました。泉地区会初の
試みとなる、大相撲大
阪３月場所観戦がこの
日無事に開催されまし
た。当行事はご家族で
参加されている方が多く、小学生のお子さんも数名い
らっしゃいました。会場の入り口には大阪名物商品の出
店や力士グッズの屋台が並んでおり、まるでお祭りのよ
うな雰囲気が漂っていました。
　会場内に入り、まず行われたのは親方との写真撮影で
す。今回我々と写真を撮ってくださったのは鶴竜という
元力士で、第71代横綱という経歴に違わぬ存在感があり
ました。写真撮影の際に男性の会員の方々が、女性やお
子さんを前の方に誘導してくださり、地区会コミュニ
ティの温かみを感じました。撮影の合間に参加者の方々
とお話する機会があり、相撲観戦の経験についてお聞き
したところ、観戦に何度か来られている方から今回初め
て観戦される方もおられ、様々なお話を伺うことが出来
ました。撮影後、各々が気持ちを高揚させながら、まず
は十両の土俵入りが始まりました。

　私自身相撲観戦は２回目で
したが、球技などのスポーツ
とは違い選手同士の肉体が直
接ぶつかり合って勝敗を決す
る様は何度見ても独特な迫力
がありました。隣の席に座っ
ていた参加者のお子さんも、
開始当初は手持ち無沙汰な様子でしたが、取組が始まる
やいなや力士の真剣な激突に息を呑んで観戦されていま
した。競技場は西と東に分かれており、我々は西側に
座っていたため自然と西側の選手を応援する流れになり
ましたが、不思議なことに西側の力士の黒星が続きまし
た。感染拡大防止のため大きな声援を送ることは出来ま
せんでしたが、地区会の方々と「西側頑張れ、西側負け
るな」と、小さく呟きながら試合を見守ったことはとて
も良い思い出として記憶に残っています。
　生で見る伝統国技は臨場感に溢れており、15時の十両
土俵入りから18時の幕内取組最終試合までの３時間が束
の間のことのように感じられました。取組中に競技の
ルールなどで分からないことがあると、横に座っていた
方が親切に教えてくださり、相撲の魅力を学びながら楽
しく観戦することが出来ました。相撲独特の制度として
企業が取組に懸賞を出すと、取組前に企業名の書かれた
旗が土俵上で掲げられるのですが、観戦中に懸賞のこと
が話題にのぼるとそこから企業や会計のトピックへ発展
し、会計士はどこにいても会計士なのだと感じました。
相撲と会計にまつわるお話を沢山お聞きすることが出
来、とても貴重な経験となりました。
　我々が観戦したのは３月場所の中日でしたが、千秋楽
の３月27日、関脇の若隆景が平幕の高安との決勝戦を制
し、初優勝を果たしました。新関脇の優勝は昭和11年の
双葉山以来86年ぶりの快挙とのことで、歴史に残る本場
所の１ページに地区会の皆さんと共に参加出来たことを
大変嬉しく思います。普段あまりお話する機会の無い地
区会の方々との大相撲観戦で最初は少し緊張していまし
たが、会場の臨場感と一体感を共有しながら観戦するこ
とが出来、忘れがたい素敵な思い出となりました。来年
度も大相撲観戦行事が開催出来ることを願っています。
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Let’sネスタリゾート
みなと地区会　会長　加藤　毅

みなと地区会

　みなと地区会では、2022年３月26日（土）にファミ
リー向け企画として、ネスタリゾート神戸にてBBQや各
種アクティビティを楽しんでいただくイベントを開催い
たしました。年明けから新型コロナウイルスの感染者が
増加傾向にあり、開催可否の判断が難しい状況ではあり
ましたが、まん延防止等重点措置が３月21日に解除され
たことを受け、開催に踏み切りました。前回は2020年
11月の開催で、１年以上間が空いたこともあり、首を長
くして待って下さった方の期待に応えることができ、安
堵しております。
　前回ご参加頂いたリピーターの方や今回はじめてみな
と地区会の活動にご参加頂く方も含めて58名という多く
の方にご参加頂き、盛況にイベントを終えることができ
ました。参加者の皆様には、自由な時間にネスタリゾー
トに入場してもらい、お昼のBBQで集合し、その後は自
由解散する方式をとりました。
　ネスタリゾート神戸は、約230万m²にもおよぶ広大な
敷地があり、１Dayパスで楽しめる40種類以上のアク
ティビティをはじめ、話題のグランピングや大自然に囲
まれた天然温泉など、全部で60以上もの施設が勢ぞろい
しています。人気の高い施設で例年入場ゲートから渋滞
しているため、比較的早く現地に行ったのですが、当
日、一台も並んでおらず閑散としていました。というの
も、当日の天気はあいにくの雨。皆様に楽しんでもらえ
るのか？という不安を抱きながら準備に入りました。
　まん延防止等重点措置が解除されたとはいえ、新型コ
ロナウイルス対策に留意すべく、BBQテーブルは家族ご
とに分け、受付には消毒液、各テーブルにはアルコール
除菌シートや紙ナプキンを置くなどの対策を行いまし
た。受付の際には、小学生以下のお子様にお菓子の詰め
合わせをプレゼントし、大きな袋を両手にもって喜んで
いただけたことが印象的でした。
　受付終了後、11時から各テーブルで火おこしが完了す
るとBBQが本格的に開始となります。みなさま、久々の
BBQを楽しまれている様子でした。そのような中、みな
と地区会恒例の近況報告を実施頂きました。会員それぞ
れのバックグラウンドや手掛けている多様な業務はもち
ろん、ご家庭の話なども織り込んでいただき、会員間で

距離が近づいた印象です。雨ではありますが、みなさま
お肉や海鮮を楽しまれて
いたことはもちろん、雨
がやんだ瞬間には外を走
り回るお子様もいて、和
気あいあいとしていまし
た。13時以降は自由解散
ですが、15時までテーブ
ルを利用できることもあ
り、ゆっくり過ごされて
いたご家族もありました。
　解散の後は、せっかくのネスタなので施設を楽しもう
と屋内のアクティビティに行きましたが、こちらも数え
ることができるくらいの人数しかおらず、周りに気兼ね
なく子供と遊びまわることができました。また、CMでお
馴染みの「スカイ・イーグル」も並ばずに乗れる状況
で、楽しまれたご家族も多く聞きました。「スカイ・
イーグル」は雨がやんでいる瞬間は良いですが、雨の中
で乗ると顔が痛いという貴重な感想も伺えました。
　家族みんなでBBQやアクティビティを楽しんでいただ
け、開催して本当に良かったと感じております。雨のネ
スタという例年と違った一面も体感でき、非常に良い１
日となりました。コロナ禍において、人が集まる機会が
減少しており、地区会としての活動が難しい状況です
が、法人の枠を超えた交流が行える貴重な機会ですの
で、やり方を工夫して多くの皆様に参加いただける企画
を今後も検討していきます！
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　2022年２月26日（土）に、谷口弘一会員のご紹介

により、城陽カントリー倶楽部にて、通算第307回の

近畿CPAゴルフ会が開催されました。

　近畿CPAゴルフ会は、年６回、原則として偶数月の

平日に開催されています。ですが、2009年以降毎年

２月の例会は、城陽カントリー倶楽部で、かつ土曜日

に開催されています。といいますのは、城陽カント

リー倶楽部は、この時期は土曜日でも平日コンペ料金

でプレイが可能だからです（谷口会員に感謝です）。

　私にとっても、この土曜日開催の例会は、職場ス

タッフに気兼ねなく参加できるのと平日の例会だと参

加しにくい会員の方々とお会いできるので、楽しみに

している大会です。

　いつもは、トーナメントコースである東コースをラ

ウンドしているのですが、今回趣向を変えて、西コー

スをラウンドしました。東と違って、西はセルフプレ

イも可能なコースなので、少し舐めていたのですが、

距離もしっかりあってなかなか難しかったです。私は

非力で飛距離が出ないので、その分パターで補うので

すが、グリーンも読みにくく、かなり苦戦しました。

いつかリベンジしたいです。

　優勝は、昨年２月例会初参加で、成長著しい中丁卓

也会員。準優勝は、数字的には優勝なのですが、初参

加なので繰り下がった岡本真哉会員でした。

　実は、私は2005年４月に、もう一人の幹事の西谷

会員とタッグを組み、17年間に亘って、この近畿

CPAゴルフ会の幹事をしております。次回の４月から

は新会長杯に変わりますが、現会長杯（2019年４月

～2022年２月の３年間）はとうとう一度もカップを

手にすることはありませんでした。別に幹事だから遠

中丁  卓也

岡本  真哉

山本  宏昭

南方  得男

小田  利昭

優勝
２位
３位
４位
５位

REMARK

73.0
72.0
76.0
76.0
79.0

NET

21.0
25.0
21.0
36.0
10.0

HDCP

94
97
97

112
89

GROSS

45
47
45
52
49

IN

49
50
52
60
40

OUTNAME

ゴルフ部開催報告REPORT
厚生部

01
上村　昌也

日　時　　2022年２月26日（土）
場　所　　城陽カントリー倶楽部

参加者　　21名
天　候　　晴れ

【今後の予定】

2022年 ６月 ２日（木）茨木カンツリー倶楽部

2022年 ９月13日（火）田辺ゴルフ倶楽部

2022年10月 ４日（火）泉ヶ丘カントリー倶楽部

2022年12月 １日（木）鳴尾ゴルフ倶楽部

慮していたわけではありませんので、新会長カップこ

そは狙っていきたいと思います。

　近畿CPAゴルフ会の特色は、普段なかなかプレイで

きない名門コースをラウンドできることです。参加し

ている会員も、技量・年齢が多岐にわたっておりま

す。ゴルフに興味のある方は是非、近畿会事務局まで

ご一報ください。

優勝：中丁卓也会員

（グリーンが鳴尾ターフに改装後
　楽しみです）
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・４月12日、公認会計士法の改正案が国会衆議院で通過しました。上場会社監査事務所登録制度や監査法人の社員の配偶関係
による業務制限等、15年ぶりの改正です。それに先立って４月８日、衆議院財務金融委員会で審議され、その質疑応答は
YouTubeで公開されています。国会で公認会計士の業界について幅広い論点で質疑がされていますので、是非、視聴してく
ださい。今回の公認会計士法の改正は、喫緊の課題を解決するものであり、抜本的な見直しには至っていません。企業活動
の複雑化・高度化や社会情勢の変化等に伴う公認会計士監査の必要性・有用性のさらなる増大、非財務情報を含む企業情報
開示の拡大・充実、急速なデジタル化、公認会計士の活動領域の多様化・拡大、社会の期待に応え続けていくために優秀な
人材の確保・育成等、対処すべき重要な課題は多々あります。公認会計士の使命・職責・業務、公認会計士に求められる資
質・能力の再定義による公認会計士試験・実務従事・業務補助・実務補習・修了考査・継続的専門研修制度、公認会計士の
登録制度、監査法人制度、協会の指導・連絡及び監督の在り方の検討など、公認会計士法の全体的な抜本的な見直しが必要
です。公認会計士制度の検討PTでは中間報告を公表予定ですが、今後も継続的な議論を深めていく必要があります。

・岸田総理の施策方針の「新しい資本主義」のもとで「四半期開示の見直し」があげられ、政府、金融審議会ディスクロ
ジャーワーキンググループ、経団連等で議論されています。監査レビューの在り方など制度の具体的な内容に関わるもので
あり、今後の状況に注視してください。

土

月

火

水

木

月

火

水

月

水

木

金

月

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（Web）

日本公認会計士協会

会計教育研修機構

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（Web）

日本公認会計士協会（Web）

日本公認会計士協会（Web）

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

本部会長　推薦委員会

予算特別委員会

正副会長会

本部　会務運営諮問会議との意見交換

本部　経営会議

会計教育研修機構　ESGセミナー（手塚正彦会長）

本部　相談役との意見交換

第57事業年度予算個別折衝

本部　総務打合せ会

本部　経営会議

本部　公認会計士制度PT

予算特別委員会

正副会長会

定例役員会

本部会長　推薦者当選会議

本部　常務理事会

本部　地域会会長会議

本部　理事会

大阪弁護士会　新役員就任挨拶

(作成月日:2022年４月18日)

3月26日

3月28日

3月29日

3月30日

3月31日

4 月 4 日

4 月 5 日

4 月 6 日

4月11日

4月13日

4月14日

4月15日

4月18日

Topics北山久恵会長活動報告2021年度／2022年度

10:00～17:00

15:00～16:00

16:00～18:00

15:00～17:00

10:00～12:00

14:00～16:00

10:00～12:00

  9:30～17:30

14:00～15:30

10:00～12:00

13:00～15:00

15:00～16:00

16:00～18:00

18:00～20:00

13:30～15:00

10:00～14:30

14:30～17:00

10:00～17:00

15:30～16:00
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INFORMATION

現場で使える

「会計上の見積り」の実務

令和４年度

税制改正早わかり

消費税＆インボイスが

ざっくりわかる本

内部監査

実務ハンドブック　第３版

協同組合

新刊書販売のご案内

中野　雄介　監修 / 日本公認会
計士協会京滋会　編著 
株式会社清文社　刊
定価　3,300円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書では、「会計上の見積
り」に関する実務上の取扱い
について、基礎から応用、過
去の事例や税務処理などをわ
かりやすく対話形式で解説し
ています。

高山　弥生　著
税務研究会出版局　刊
定価2,310円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　この本では、消費税法をまだ
体系的に勉強をしたことがない
人が税区分コードを自分で選べ
るようにするため、４社の税区
分を例示し、例に挙げなかった
他社の会計システムであって
も、どうやって考えて選択すれ
ばよいのかがわかるように説明
しています。

中村 慈美 / 松岡 章夫 / 秋山 友
宏 / 渡邉 正則　共著
一般財団法人大蔵財務協会　刊
定価2,860円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　令和４年度の税制改正につ
いて、いち早く国税・地方税
の主要項目を税目別に「改正
前の制度の概要」「改正の内
容]「適用時期」の構成により
要点を分かりやすく簡潔明瞭
に図表、各種資料を交えて解
説。

有限責任監査法人トーマツ　編
株式会社中央経済社　刊
定価5,390円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　内部監査の体制構築から計
画・実施・報告までを体系的
に解説。第３版ではDX、サイ
バーセキュリティ・個人情報
保護監査、ロイヤルティ・外
部委託先監査等を新章として
追加。

公認会計士協同組合ホームページのリニューアルにつきまして

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

公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

★マイページ導入によりさらなる組合員向けサービスの拡充
★書籍・印刷物の注文、研修会の申込がクレジットカード払い
に対応
★新刊案内・研修会案内など最新情報をメール配信いたします
★パソコンの他、スマートフォンやタブレット端末にも完全対
応
★ご不明点等ございましたら公認会計士協同組合までお問い合
わせください。
　03-3515-8960　
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『The You の書 ～わたしのおすすめの一冊～』

　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。ぜひ、ご寄稿いただけますようお願いいたします。
　また、引き続き下記のご寄稿も受け付けています。

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

・掲載号：随時掲載
・締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
・文字数：2000～2500字程度（紙面１～２ページ）　
・その他：掲載の画像等がありましたら、あわせてお送りください。
【原稿送付先、問合せ先】
（E-Mailの場合） r.ando@sec.jicpa.orjp
（郵 送 の 場 合）日本公認会計士協会近畿会　会報部
　　　　　　　　 〒541-0056　大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号　クラボウアネックスビル２階
（F A X の 場 合）（06）6271－0415

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集

原稿執筆要領と問合せおよび原稿送付先

近畿会開催CPE研修会 2022年４月実績および５月予定2022年度

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 開催方法 講　師職業

倫理
税務 その他

監査の品質
及び不正リ
スク対応

単位

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

「2022年3月期の会計・監査上の主な改正点と開示

上の留意点」

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「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

「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

「最近の照会事項」学校法人

関西地区三会共催監査事例DVD研修会

「最近の照会事項」非営利法人

関西地区三会共催DVD研修会

「令和3年度　学校法人の会計・監査における留意事項」

（3/15関西地区三会共催研修会収録）

山添清昭氏（近畿会監査会計委員会副委員

長）

研修室参集

1

2

1

1

3

2会 計

倫理等

監 査

監 査

監 査

監 査

4 月 1 4 日

4 月 2 1 日

4 月 2 2 日

13:30〜15:30

11:00〜12:10

13:00〜14:40

14:50〜15:50

16:00〜17:00

13:00〜16:00

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会　社

外役員専門委員会）

「経営視点でコーポレートガバナンスを考える－ガ

バナンスを支えるミドルマネジメントが身につけて

おくべき基礎的リテラシーとは？－」

近 藤 章 氏（ 株 式 会 社 F O O D & L I F E  

COMPANIES社外取締役）、石田正氏（カ

ルビー株式会社監査役、日本CFO協会主

任研究委員、公認会計士）、コーディネー

ター：廣田壽俊氏（近畿会副会長）

2
組 織

環 境
5 月 2 0 日 18:30〜20:30

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用
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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

　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。



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

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2022年３月31日現在）

3,710 35 3,745 12 29 960 1,001 4,746

安達　実穂
石井　浩大朗
石崎　日香莉
石田　敦也
今村　広
植木　美咲稀
小林　雅季
武智　華乃子
田村　真樹人
土壁　裕人

寺嶋　優斗
中野　哲柊
中山　蒼葉
西口　茉那
林　　千華
藤田　想太郎
守屋　靖子
山田　航平
横谷　友里

井川　翼
川澄　里紗
佐藤　和子
塩本　章子
周藤　雅史
戸田　彩菜
藪下　淳矢
山田　真輝
所司原　賢

東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
神奈川県会より
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り

転入者 ３月11日～25日

【事務所・自宅】
後藤　洋平
菅原　義男
西尾　朋且

岡野　信也
佐野　良承

会員名簿記載事項の変更

前島　召治
道中　泰雄
梅木　郁千可
黒川　賢大
梅本　和紀

鳴滝　裕寛
朝田　和史
金原　大貴
鎌苅　直
竹田　由梨
東平　尚之

３月２日～29日

【事務所】

入会者 ３月23日付

退会者

会員異動

饗庭　昇一
樋口　秀和
紙森　聡司
新土　雄介
松本　真理子
飯田　みのり

２月15日付
１月21日付
３月23日付
３月23日付
３月23日付
３月10日付

死 亡
死 亡
業 務 廃 止
業 務 廃 止
業 務 廃 止
退 会

【自宅】
浜川　昇士
浜端　拓郎
福田　泰明
増田　聖加
三代　隆寛
小森　恭弘
佐藤　誠子
福島　康生
山川　貴嗣
北本　啓
小園　優佳
佐藤　里紗

林　　夏輝
水河　香穂梨
守屋　佑里
山村　慎太郎
横山　雄也
植田　遼平
小山　弥
福嶌　駿季
赤松　典子
井貝　草太
石田　千晴
髙森　亮佑

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

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

田　　凌弥
濱　　美月
原　　水貴

松本　早代
山田　竜也

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（四号準会員）
（四号準会員）

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

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

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（会　　　員）
（会　　　員）

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

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

勝木　亮太
柴田　曜
北田　悠策
水野　公貴
池田　奏
篠原　春菜
嶋本　脩士
立田　夕貴
中村　彩歌
林　　凌
三野　莉果子
若林　未絵
木村　碧依
西堀　唯

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

転出者 ３月２日～29日

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

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）
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業 務 内 容

応 募 資 格

応 募 方 法

お問合せ先

①法定監査

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

〒541‐0052　大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

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

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

事務局だより

編 集 後 記

【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。

　

監
査
業
務
の
繁
忙
期
も
そ
ろ
そ
ろ
山
場
を
越

え
る
時
期
か
と
思
い
ま
す
が
、
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？
と
こ
ろ
で
、
土
用
の
丑

の
日
と
申
し
ま
す
が
、
土
用
と
は
い
つ
の
こ
と

か
ご
存
じ
で
す
か
？
土
用
と
は
、
立
春
、
立

夏
、
立
秋
、
立
冬
の
前
18
日
間
の
こ
と
で
、
こ

の
期
間
は
「
土
公
神
（
ど
く
じ
ん
）
」
と
い
う

神
様
が
土
の
中
を
支
配
す
る
と
い
わ
れ
て
い

て
、
土
い
じ
り
を
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
禁
忌
が
生
ま
れ

た
の
は
、
土
用
は
季
節
の
変
わ
り
目
で
体
調
を

崩
し
や
す
い
時
期
だ
っ
た
為
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
ま
た
、
丑
の
日
と
は
昔
は
十
二
支
で
日
に

ち
を
数
え
て
い
た
た
め
、
12
日
ご
と
に
め
ぐ
っ

て
く
る
日
に
ち
の
事
を
さ
し
ま
す
。
な
ぜ
、
夏

の
土
用
の
丑
の
日
に
う
な
ぎ
を
食
べ
る
か
は
、

江
戸
時
代
に
鰻
屋
か
ら
相
談
を
受
け
た
蘭
学
者

の
平
賀
源
内
の
発
案
で
、
店
先
に
「
土
用
の
丑

の
日
う
な
ぎ
の
日
食
す
れ
ば
夏
負
け
す
る
こ
と

な
し
」
と
い
う
看
板
を
立
て
た
と
こ
ろ
大
繁
盛

し
た
こ
と
が
始
ま
り
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
日

本
初
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
月
号
の
近
畿
Ｃ
．Ｐ
．Ａ
．ニ
ュ
ー

ス
で
は
近
畿
会
当
番
会
の
第
53
回
中
日
本
五
会

研
究
大
会
の
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
、
興
味
を
持
っ
て
頂
い
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
ｅ‒

ラ
ー
ニ
ン
グ
も
リ
ー

リ
ー
ス
予
定
と
い
う
事
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
そ
ち

ら
の
方
も
ご
視
聴
く
だ
さ
い
。

（
会
報
部　

髙
見
勝
文
）

■現代社会と会計　第16号
寄　贈　者　関西大学大学院会計研究科
編集・発行　関西大学大学院会計研究科

■日本取引所金融商品取引法研究　第21号
　日本取引所金融商品取引法研究　第22号
寄　贈　者　株式会社日本取引所グループ
発　　　行　株式会社日本取引所グループ

【弔事】
・会員　中尾　志都氏のご尊父　由喜雄様
　2022年４月１日ご逝去　満74歳

■有価証券報告書の作成要領（2022年３月期提出用）
寄　贈　者　公益財団法人　財務会計基準機構
編集・発行　公益財団法人　財務会計基準機構

■有価証券報告書  記載例  連結あり  上巻  2022年版
　有価証券報告書  記載例  連結あり  下巻  2022年版
　有価証券報告書  記載例  連結なし  2022年版
　有価証券報告書  記載例  留意事項編  2022年版
寄　贈　者　宝印刷株式会社
編　　　集　宝印刷株式会社
発　　　行　株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
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研修会のご案内（2022年５月～６月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。  

先着順でお申し込みを受付し、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。

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

関西地区三会共催研修会

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会
近藤　章 氏（株式会社FOOD&LIFE COMPANIES　社外取締役）
パネリスト：石田　正 氏（カルビー株式会社　監査役、日本CFO協会主任研究委員、公認会計士）
コーディネーター：廣田　壽俊 氏（日本公認会計士協会近畿会副会長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会
2022年５月20日（金）18:30～20:30

企　画
講　師

会　場

コーポレートガバナンスは制度設計が重要ですが、事業の現場で、ヒト、モノ、カネ、情報を動かしているミドルマネジメント層がしっ
かりとした考えを持ち、運用面で支えなければ、十分な機能を発揮することはできません。
本研修においては、パネルディスカッション方式で、国際的な知見も豊富な経営者2名がその経験を踏まえて、これからの時代に企業を
支える次世代へ向け、身に着けておくべきリテラシー(経理・財務の知識はもちろん、物事を的確に理解・解釈・分析・記述し、表現す
る力)とは何かを解説します。これらのリテラシーを企業経営のプラットフォームと位置づけ、経営視点でコーポレートガバナンスの実
務について考察していきます。

２

履修単位

6101

研修コード

「経営視点でコーポレートガバナンスを考える」
－ガバナンスを支えるミドルマネジメントが身につけておくべき基礎的リテラシーとは？－

研修室参集 Online
（Teams）

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会
坂本　正明 氏 （株式会社ボードアドバイザーズ  パートナー）
パネリスト：赤松　育子 氏（公認会計士、日本公認会計士協会理事、現在４社の社外役員）
パネリスト：北山　久恵 氏（公認会計士、日本公認会計士協会近畿会会長）        
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会
2022年６月30日（木）18:30～20:30

企　画
講　師

会　場

実際にヘッドハントをされている講師との対話から、「社外役員」としての好事例及び失敗事例を伺い、会計士の皆様に、日本企業の社
外役員としてこれまで以上にご活躍頂くことが、今回の最大の目的で、そのための情報の整理と視座や気付きをご提供頂きます。 主な
テーマは、社外役員が果たす役割、社外役員に求められる“属性”、コーポレートガバナンスの動向、取締役会が果たすべき監督機能、
会計士社外役員への期待、社外役員の選ばれ方などです。
2022年3月16日の日本公認会計士協会社外役員ネットワーク研修会のeランとの違いは、対話形式で、録画ではできない「ここだけ
話」もして頂きますので、是非是非ご参加下さい！

２

履修単位

9101

研修コード

「ヘッドハンターから見た会計士社外役員に対する資質と期待（対話編）」
研修室参集 Online

（Teams）

※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。



会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について

〒102-8264　東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 会員登録グループ

Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp

※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。

　「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請

の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

kinki@jicpa.or.jp

山添 清昭編集人：発行人：北山 久恵
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