
日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース　発行日：2022年6月10日  第756号

C.P.A. NEWS
KINKI

6
JUNE2022
VOL.756

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



04

06
08

09
09
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19

20
20

近畿会会長退任のご挨拶

副会長退任のご挨拶
　副会長３期９年を振り返って

　近畿会副会長　退任につきまして

部・委員長退任のご挨拶
　総務部長　退任のご挨拶

　経理部長退任のご挨拶

　会報部長　退任のご挨拶

　広報部長退任のあいさつと御礼

　退任のご挨拶

　退任のご挨拶

　厚生部長退任のご挨拶

　地区会部部長退任のご挨拶と感謝

　監査会計委員長としての3年間を振り返って

　公会計委員長退任ご挨拶

　国際委員会委員長退任にあたって

　コロナ禍での素人のあがき

　経営委員会委員長退任にあたりまして

　歴代最初のダイバーシティ推進委員会委員長として

　IT委員会委員長退任のご挨拶

　３年間の活動を振り返って

　組織内会計士委員会 委員長を退任するにあたり

専門委員長退任のご挨拶
　専門委員長退任にあたりまして

　NPO法人専門委員長退任のご挨拶

北山　久恵

　

後藤紳太郎

廣田　壽俊

小松野　悟

髙見　勝文

山添　清昭

宮口　亜希

山本　憲吾

矢本　浩教

荒井　　巌

種田ゆみこ

柴原　啓司

奥谷　恭子

富田　真史

田中久美子

安井　聖美

原　　繭子

細谷　明宏

谷間　　薫

原田　貴志

小幡　寛子

金　　志煥

KINKI C.P.A. NEWS INDEX

02 JUNE 2022

SPECIAL SECTION特 集

6
JUNE2022
VOL.756

19570



21
22
22
23
24

25

26
28
30
36

38

40
42
43

44
45
46
47
48
48
49
50
51

　「後入先出法の思い出」  幹事及び社会福祉法人専門委員長の任期満了に伴う退任について

　医療法人専門委員長退任のご挨拶

　非財務情報が激動する時代に

　３年間を振り返って

　社外役員専門委員会専門委員長退任のご挨拶

PAIB-Picks～組織内会計士協議会からのお知らせ～

組織内会計士委員会  「気候変動・SDGs・ESGと財務情報開示のセミナー」開催報告

第273回企業財務研究会報告

監査会計委員会研修会報告　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

ダイバーシティ推進委員会企画記事 

「子育てパパ会計士の日常」第12回（最終回）　子どものほめ方、叱り方（後編）

TheYouの書　わたしのおすすめの一冊 

『新・現代会計入門第５版』

ハイキング部報告

ゴルフ部開催報告

将棋部だより

北山久恵会長活動報告 

公認会計士協同組合INFORMATION 

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 

第56回定期総会開催のお知らせ 

研修会のご案内

2022年度　近畿会開催CPE研修会2022年5月実績及び6月予定 

澤田　義実

大西　正祐

梨岡英理子

宮口　亜希

藤枝　政雄

原田　貴志

山添　清昭

山添　清昭

竹中　陽介

大倉雄次郎

吉川　和美・南方　得男

長瀬　耕治

川喜多由博

REPORT
厚生部

REPORT
報告

03JUNE 202219571



04 JUNE 2022 19572

　令和元年６月、新たな時代ととも
に近畿会 初の女性会長として就任し、
近畿会の先駆けの精神をさらに高め、
新しい取り組みを行いたいとの思い
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
てきました。しかし、令和２年初め
から新型コロナウイルスが発生し、
対面での会議、集合研修、大型イベ
ントを開催することができず、会務
活動に多くの制約を受けました。定
期総会後の記念交流会、賀詞交歓会
や厚生活動などの会員との交流会も
中止せざるを得ず、一部の外部イベ
ントも会場で集合しての開催は難し
い状態でした。
　このような状況の中、Web会議、
オンライン研修、さらにリアルとオ
ンラインのハイブリッドによる役員
会、部・委員会、研修会の開催な
ど、感染予防を十分に図り、積極的
に会務活動を行ってきました。コロ
ナ禍により多くの制約を受けました
が、逆にデジタル化や働き方改革が
急速に進化しました。コロナ禍をイ
ノベーションの大きなチャンスと捉
えて、ITやデジタルを活用して、
ニューノーマル時代に対応した新た
な取り組みにチャレンジし変革を進
めています。

　協会本部においては、監査領域の
拡大や公認会計士が活躍する場の多
様化・拡大など公認会計士業界にお

ける環境の変化、中長期的な事業の
変化に対応するため、様々な施策を
進めてきました。ビジョンペーパー
2022、ブランディング、公認会計士
制度、財政構造改革、ガバナンス、
資質・能力の検討を行っており、順
次、中間報告や提言書等が公表され
ています。
　公認会計士法の改正案が2022年通
常国会で審議され可決・成立し、15
年ぶりに改正されました。上場会社
の監査を担う監査事務所の規律、監
査法人の社員の配偶関係に基づく業
務制限の緩和、企業内会計士の登録
事項の整備など、喫緊の課題に関す
る改正です。今回の改正事項以外に
も、公認会計士の業務の拡大による
公認会計士・監査法人の業務範囲の
定義、公認会計士に求められる資
質・能力の変化に適応した試験・育
成制度の在り方、監査法人の組織運
営の在り方などの重要な課題が残さ
れており、今後もあるべき公認会計
士制度の実現に向けた取り組みを進
めていく予定です。

　近畿会では、多様な価値観を持つ
優秀な人材が活躍できる魅力ある業
界にし、公認会計士業界及び近畿会
におけるイノベーションを推進する
ため、監査法人、個人、組織内会計
士、シニア、若手、女性の枠を超え
て横断的にイノベーションを推進す
る２つの委員会を立ち上げました。
　1つは、ダイバーシティ＆インク

近畿会会長退任のご挨拶
近畿会会長 北山　久恵

ルージョンの
推進です。コ
ロナ禍で在宅
勤務は一気に進みましたが、一人ひ
とりが生き生きと自分の能力・価値
を発揮できるような、真の新たな働
き方の推進、働きがい向上、キャリ
ア形成のための課題や対応策につい
て調査研究を行いました。研修会の
開催や公認会計士のワーク・ライ
フ・バランスとキャリア等に関する
アンケート結果の分析・提言を冊子
にまとめ公表しました。
　もう１つは、近畿会の会務改革を
推進するため、会務活動、情報発
信、財政など、近畿会の在り方の検
討です。協会活動の活性化と効率化
を図り、会員の協会活動への参画を
高め、会員相互間の交流の活発化に
つなげていくことが必要です。近畿
会改革推進特別委員会は、「近畿会
の事務所の在り方」について論点整
理を行い、近畿会の皆様から率直な
ご意見をいただき、引き続き、近畿
会の在り方を検討していきます。

　第56事業年度は現役員の任期3年
間の活動成果を総括しました。今年
３月開催の中日本五会研究大会は、
蔓延防止等重点措置が直前まで適用
され、完全オンライン配信となりま
したが、午前、午後、それぞれ７
テーマを同時にリアルタイムでライ
ブ配信するという大きなチャレンジ
に挑みました。公認会計士が活躍す
る場の多様化・拡大を反映して、自

SPECIAL SECTION特 集
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由論題では、近畿会から10テーマ
で、また、統一論題『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』で、
各部・委員会活動の成果を研究報告
し、活発な議論が行われ、非常に有
意義な研究大会となりました。
　また、地方公共団体や非営利法
人、中小企業支援等、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
方創生・中小企業支援シンポジウ
ム、自治体シンポジウムなどを開催
し、SDGｓをわかりやすく解説した
冊子を配布するなど、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
を行ってきました。近畿会企画の研
修会やシンポジウム、報告書・ツー
ルを他地域会へ積極的に公開し、情
報共有を図りました。
　さらに、これから求められる人材
育成のため研修体系を見直し、スキ
ルアップセミナーなど新たな研修も

導入しました。全国に先駆けて、近
畿会定期総会のWebによる中継、若
手の会員・準会員が中心になってハ
ロー！会計や大学生向け制度説明会
のオンライン化、SNSやYouTubeな
ど新たなツールを使用した広報活動
など、新たな取り組みにチャレンジ
し変革を進めてきました。
　他方、地域会の在り方の議論の深
堀り、会員や部・委員会内での交流
や懇親ができなかったという課題も
あります。また、公認会計士の日の
セミナーや地方創生・中小企業支援
や自治体シンポジウムなど完全オン
ライン配信となったため、会場で外
部交流しながら開催することでき
ず、対外的なアピールが十分にでき
なかったのは残念でした。課題を整
理し、次期執行部に引き継いでまい
ります。

　コロナ危機が収束した後に訪れる
ニューノーマルの時代は、デジタル
化、リモート化、オンライン化、省

おわりに

人化が急速に浸透し、新たなワー
ク・ライフスタイルへの対応が求め
られ、大きく変化していくでしょ
う。公認会計士の業界や会務運営
も、多様性・受容性を重視し、社会
変化に柔軟に前向きに対応していか
なければなりません。全国の地域会
で重要な位置を占める近畿会とし
て、地域会活動、地域会のガバナン
スなど、近畿会の在り方について
しっかりと議論し、変革し続けてい
くことが求められています。

　この３年間、近畿会の会務活動を
共に推進しご尽力いただいた役員・
委員・事務局の関係者、ご理解ご協
力いただいた会員の皆様に深く感謝
いたします。
　次年度以降、新執行部のもと、公
認会計士の未来のために、さらに積
極的な活動を行ってまいりますの
で、役員・委員・会員の皆様のご指
導とご支援を引き続きお願いいたし
ます。



副会長退任のご挨拶

 平成25年６月の近畿会第47回定期
総会終了時から、３期９年にわたっ
て副会長を務めさせていただき、こ
の令和４年６月の定期総会をもって
副会長を退任することとなりまし
た。無事任期を果たせたこと、歴代
の会長をはじめとして近畿会役員、
そして暖かくそして時に厳しく支え
ていただいた会員の皆さんのおかげ
と大変感謝いたします。
 この９年間副会長として様々な会
務に関わらせていただきましたが、
副会長を退任するにあたって、その
中から特に記憶に残っていることに
ついてお話をさせていただきます。
担当した部・委員会の部長・委員長
の皆さんには大変ご尽力いただき、
また、いろいろと無理なお願いに応
えていただき、本当にありがとうご
ざいました。限られた紙面のため、
限られたことしか言及できず、なぜ
あの件は含まれていないのかとお叱
りを受けることもあるかと思います
が、ご容赦いただければと思います。

　高濱会長の時代の平成28年１月に
「日本公認会計士協会近畿会　特殊
法人化50周年記念パーティ」が開催
されましたが、これに関連していろ
いろな取り組みが行われました。そ
の一つとして「日本公認会計士協会
　特殊法人化50周年記念特別企画 歴
代会長が語る！」が会報に連載され
ました。これは、歴代会長にインタ

ビューを行い、当時の状況や重点課
題・取り組み、そして今後の近畿会
に期待することを語っていただいた
ものです。８名の歴代会長にインタ
ビューを行いましたが、そのすべて
に参加させていただくことができま
した。畑下先生（故人）からは、会
計士制度の黎明期の貴重なお話をお
聞きすることができました。記念
パーティの中で流されたビデオ「特
殊法人化50年の歩み」では、畑下先
生自らご出演いただきました。
　いずれの元会長も大変丁寧にご対
応いただき、多くのお話をお聞きす
ることができました。また、直接対
面でお話をさせていただくことで、
先生方の公認会計士としての矜持や
会計士協会や近畿会への思いを直に
感じることができ、私にとって貴重
な経験となりました。ただ、インタ
ビューをさせていただいた先生のう
ち、すでに３名の方は他界されてお
られ、もう直接お話が聞けないのは
大変残念であります。

　髙田会長時代に設置された監査問
題特別委員会は、会計不正事例や監
査業務、監査制度に対する検討を通
じた調査研究により公認会計士監査
のあるべき方向性について提言を行
うことを目的としたもので、委員長を
させていただきました。当特別委員
会は、近畿会の委員だけでなく東海
会、京滋会、兵庫会からもオブザー

バー参加をし
ていただき、
また、松本祥
尚関西大学大学院会計研究学科教
授、林隆敏関西学院大学商学部教授
のお二方を顧問としてご指導をいた
だきました。平成28年11月には、中
日本五会の会員を対象としてアン
ケートを実施し、その結果も含めて
平成29年３月に「提言書～監査の諸
問題に関するアンケート結果から」
を取りまとめて公表をしました。
　参加していただいた方々のご協
力、ご尽力により何とか提言までこ
ぎつけましたが、その過程で皆さん
の様々なご意見が聞け、大変貴重な
勉強をさせていただいたと思いま
す。顧問の先生方にはご多忙にもか
かわらずご来会いただき貴重なアド
バイスをしていただきました。ま
た、委員会の後の食事までお付き合
いをしていただきいろいろとお話が
聞けたこと、大変感謝しております。
　提言書については、その内容を中
日本五会で発表するとともに会計士
協会本部役員、地域会、金融庁、大
学の先生方に送付を行い、日経新聞
等のマスコミに取り上げていただき
ました。公表時点では提言書の影響
力は全くの未知数ではありました
が、その後の公認会計士を取り巻く
議論の中で提言書の趣旨に沿ったも
のが取り上げられたりしていること
から、一定のインパクトがあったの
ではないかと思っています。

特殊法人化50周年記念行事 監査問題特別委員会
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副会長３期９年を振り返って 副会長 後藤　紳太郎



　近畿会は、公認会計士制度発足を
記念して10年ごとに周年行事を行っ
ています。それまでは大阪で記念行
事を行っていましたが、70周年につ
いては、奈良市に開催場所を移し平
成30年８月に奈良春日野国際フォー
ラムの能楽堂で東大寺長老北河原公
敬猊下の記念講演会と能楽鑑賞を行
い、記念パーティはホテル日航奈良
で、奈良県知事や国会議員、奈良県
内の士業団体の代表の方をお招きし
て開催しました。大阪での開催と比
較して運営は大変な面も多くありま
したが、東大寺長老の講演や能、奈
良の地酒や高速餅つきなど奈良開催
ならではの様々な経験をしていただ
けたのではないかと思います。

　KAMについては、平成29年度か
ら監査会計委員会での研究がスター
トし、研究成果を平成30年３月の中
日本五会研究大会で「監査報告書の
長文化～欧州企業の事例分析」とし
て発表を行い、「企業会計」の平成
30年７月号から平成30年12月号にか
けて連載をしました。並行して、出
版の準備も進めておりました。当時
は、KAMについて本格的な検討が始
まった状況で実務界からは否定的な
意見も少なからずある状況だったと
思います。その中で、林先生の指導
の下、先駆的な事例研究を行いその
成果を公表したのですが、「企業会
計」への寄稿や出版に関しては協会
本部との調整や委員の所属法人との
調整に神経を使う必要がありました。

お叱りを受けつつ薄氷を踏む思いで
何とか「企業会計」の連載、出版が
でき、多くの時間を割いて研究に取
り組んだ委員の皆さんの苦労が報わ
れて本当に良かったと思いました。
出版については、林先生と５名の大
学の先生が第Ⅰ部の制度編を、近畿
会のメンバーは第Ⅱ部の事例分析編
を担当して執筆がなされました。通
常は林先生のお名前だけが編著者と
して書籍の表紙に出てくるのです
が、近畿会の活動の成果であること
を示したく、出版社まで監査会計委
員会委員長とともに乗り込んでご相
談をいたしました。執筆者全員の名
前を表紙に並べることも執筆者の人
数が多いためできず、なかなか結論
に至りませんでしたが、最終的には
「日本公認会計士協会近畿会監査会
計委員会（編集協力）」という表記
をしていただくこととなりました。
この「編集協力」は、出版社でこれ
まで一回だけ前例のある例外的な表
記で出版社の役員の方にご提案をい
ただいたものです。しっかりと近畿
会の名を記すことができ、ほっとし
て出版社を後にした記憶があります。

　近畿会改革推進特別委員会につい
ては、近畿C.P.A.ニュースの2022年
３月号でも記載をさせていただいて
いるので、詳細は省略しますが、当
初は事務所移転の具体的な提案をす
ることも意図されていましたが、コ
ロナ禍で具体的な移転計画まで提案
できず「近畿会事務所の在り方につ
いて（中間報告）」の公表にとどま
りました。協会の事務所の在り方に

ついては、本部でも検討が進んでお
り、その検討も踏まえて今後も継続
的に検討を進めていくことになると
考えています。

　国際委員会での国際メッセのこと
やIT委員会での仮想通貨やAIの研
究などなど、まだまだ書き記してお
きたいことはたくさんあります。３
期９年を振り返って思うことは、皆
さんと話をする中で新しく出てきた
アイデアが実現し、それが形ある成
果として残っていくという素晴らし
い経験をすることができたこと、そ
してそれに副会長としてかかわるこ
とができたことは本当に良かったと
思っています。実現までこぎつける
ことができたのは、参加していただ
いた方々の並々ならぬ熱意と貢献の
賜物であり、感謝の言葉しかありま
せん。
　これから３年新しい役割で会務を
行っていきますが、より良い会務と
なるよう精いっぱい務めていく所存
であり、今後ともご支援、ご鞭撻の
ほどよろしくお願いします。

公認会計士制度70周年記念講演会

監査上の主要な検討事項についての

事例研究

近畿会改革推進特別委員会
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　近畿会会員・準会員のみなさま 近
畿会副会長の廣田でございます。
2022年６月の近畿会定期総会をもち
まして、副会長を退任させていただ
きます。副会長については２期６年
担当させていただきました。紙面な
がらご挨拶させていただきます。あ
りがとうございました。
　協会行事全般について振り返りま
す。まず近畿会活動に関しては、最
初に事業部に加わって以来、実際の
部委員会としては、厚生地区担当、
法務会計委員、監査会計委員会委員
長、経理部長と担当させていただき
ました。副会長については２期務め
させていただき、副会長に就任して
からは１期目は厚生部、非営利会計
委員会、社会保障委員会、経理部、
２期目は監査会計委員会、組織内会
計士委員会、会報部、総務部と担当
し近畿会会務につき活動させてもら
う機会を得ました。
　次に、公認会計士協会本部の活動
に関しては、近畿会副会長である２
期において、協会本部理事と監査規
律審査会担当の常務理事も務めさせ
ていただく機会を得、本部役員の立
場から、日本公認会計士協会を取り
巻く官公庁、日本監査役協会、マス
コミ及び監査に関するグローバルな
協議機関等の活動・情報・協会とし
ての対応等に触れさせてもらう経験
と知識を得ました。いずれも貴重な
機会だったと実感しています。
　ここまでの近畿会協会行事を振り
返り特に印象に残りますのは、大き
な行事では、2007年にCAPAが大阪
に招へいされ来賓で当時の皇太子
（今上天皇陛下）をお招きして大阪
国際会議場で開催、それに参加する
機会を持ったことと、自らが監査会
計委員会委員長であったときに、主
催イベントとして、近畿会と大阪弁
護士会との共同で「公正なる会計慣
行」や「内部統制」をテーマにした

シンポジウム企画を開催できたこと
です。その内容は裁判になった不正
事案をとりあげて、公正なる会計慣
行が法廷で取り扱われると公認会計
士が考えているようにはならないこ
とをシンポジウムで取り上げました。
会計の世界で皆が共通して理解して
いると思っていた内容が、裁判の中
では取扱い方が違ってくる、弁護士
の考える内容と異なってくるという
ことは、全く考えもしなかったこと
であり、とても新鮮でありました。
また、この時期には大きな不正事案
が大手監査法人の関与先で発生し、
今も続いている近畿会の不正事例研
究は、会員からの不正事案について
の質問を受けて始めたことも特に印
象に残っています。
　副会長になってからの最初の３年
間に関して印象に残ることを記しま
す。
　厚生部行事では会員・会員のご家
族が楽しい時間が過ごせるようにソ
フトボールやマラソン大会、囲碁教
室などの新たな企画を取り入れる試
みをしました。非営利会計委員会と
社会保障委員会は公益法人、学校法
人、NPO法人、社会福祉法人、医
療法人を対象にします。学校を除け
ば全く経験していない業務が対象で
あり自分の立ち位置を探すのに苦労
した記憶があります。この年に医療
法人だけでなく社会福祉法人も監査
対象になるため、会議室で開催する
社会福祉法人小委員会が情報を求め
る個人独立系の会員の方で満杯に
なったのが印象的でありました。
　次の３年間はコロナ禍に悩まされ
た３年でした。
　監査会計委員会、組織内会計士委
員会、総務部及び会報部が私の担当
ですが、コロナ禍にさいなまれ、集
合研修自体が開催できない状況下と
なり、その中で部・委員会活動をい
かに遂行するか、との難しい対応が

続きました。
監査会計委員
会はリモート
を活用して何とか委員会としての研
究活動を継続できましたが、組織内
会計士委員会は東海会など他地域会
との共同研修が開催中止になり活動
を縮小せざるを得なくなりましたし、
会報部に関しては外部に対して取材
ができず休刊の検討も行いました。
　しかし、幸い、リモートの活用を
軸に各部・委員長のアイデアが功を
奏し、代わる研修形態の検討、編集
方針の見直しや寄稿内容の発掘等で
しのぐことができました。担当して
いただく部・委員長さんには、その
年その年で苦労される論点がでてき
ますが、コロナ禍に頭を悩まされた
この任期の部・委員長さんには特に
感謝しています。
　コロナの影響は次年度以降も続く
と思われます。近畿会役員会もリ
モート参加が認められるようになり
ました。今後も部・委員会活動はリ
モートをうまく活用して打ち合わせ
を行い、研修会も参加者はリモート
参加の手段が選べるようになってい
きます。
　すると、地域にこだわらない広い
範囲を対象にする活動が十分視野に
入ってきます。近畿会発信の情報を
他地域会にも提供する近畿会活動に
なって、新しい展開が期待されま
す。これからの幹事、部・委員長に
は、そのような新しい展開の中で若
い会員・準会員にも協会活動に参加
してもらえるような試みを継続して
もらいつつ、公認会計士の社会的使
命を世に訴え周知させる活動を望む
次第です。
　会員・準会員の皆様には長期にわ
たりお世話になりました。ご協力ご
厚意につき感謝いたします。ありが
とうございました。

近畿会副会長　退任につきまして 副会長 廣田　壽俊

08 JUNE 2022 19576
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部・委員長退任のご挨拶

　本定期総会をもちまして、３年間
務めました総務部長を退任すること
になりました。総務部長としては、
主に以下の業務に従事いたしまし
た。①定期総会、正副会長会、定例
役員会等の各種会議の実施②記念交
流会、新年賀詞交歓会及び公認会計
士試験合格者懇親会等のパーティー
の実施③協会本部や中日本五会、行
政機関、経済団体、他士業等との連
携④規程等の改訂、近畿会事務局の
運営、設備の更新等の実施⑤その他
各部・委員会に属さない業務もしく
は複数の部・委員会が関連していて
各部・委員会間の調整が必要な業務
の取りまとめ等、総務部の役割は上
記のように多岐にわたることから、
個々の業務を着実に遂行していくこ
とに注力いたしました。具体的に
は、会議において活発な意見が出る
ように進行を滞りなく行い、パー

ティー等は円滑な運営に注意を払
い、他団体との情報交換と交流を深
められるように準備してまいりまし
た。コロナ禍ということもあり、慣
れないハイブリット開催などで従前
よりも配慮する項目が多かったです
が、皆様に多大なご協力をいただい
たことで概ね滞りなく進行できまし
たこと、この場をお借りして御礼申
し上げます。
　任期中の大部分がコロナ禍での会
務運営であったため、多くのイベン
トが対面で実施できなかったことは
非常に残念でした。役員・会員の皆
様と同じ時間・同じ空間・同じ雰囲
気を共有できる機会をもっと持ちた
かった、というのが正直な思いで
す。その中にあって、心に残った出
来事としては、正副会長会の一員と
して、現正副会長との議論の中や、
他地域会等との交流を通じて、諸先

総務部長　退任のご挨拶 総務部長 小松野　悟

輩方の判断・
思いを学ぶ機
会もあり、今
後、協会活動に携わっていくための
土台を得た３年間でした。さらに、
本部の総務委員会の委員を務め、本
部の各部署での検討、理事会での審
議・決定事項が規程等に落とし込ま
れていく過程に携わることで、近畿
会業務への影響を適時に捉えること
ができ、貴重な経験を得ることがで
きたと考えております。
　後任の部長・副部長の方々には、
引き続き会員・準会員の皆様、各
部・委員会の皆様、そして新正副会
長の活動を強力にサポートしていた
だけますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、事務局職員の
方々に大変お世話になりましたこと
を、深く感謝申し上げます。

この度、令和４年６月の定期総会を
もちまして３年間の経理部長の任期
を無事終えることとなりました。
　この３年間は、経理部長の立場か
ら近畿会執行部や各部・委員会の活
動を知るいい機会になりました。ま
た近畿会事務局の方々がしっかりと
統制の効いた中、日常の業務を遂行
している事も知ることができ、監事
監査や会計監査を受けるという立場
も大変勉強になったと思っています。
　経理部長という職務は予算折衝を
経て予算案の策定に始まり、定期総

会での予算の承認、予算執行のモニ
タリング、役員会、定期総会での決
算承認で終わるサイクルです。月次
では請求書の突合せや、ファームバ
ンキングの支払を行います。監査法
人勤務の私にとってはそのそれぞれ
の業務が新鮮で、今となっては思い
出深いです。なれない中、近畿会事
務局の方々には大変ご迷惑をおかけ
しこの場を借りてお礼申し上げま
す。また、近畿会経理部長という貴
重な経験をさせていただいたことに
対して、関係者の皆様に深くお礼申

し上げます。
　今後は今ま
での会務活動
や経理部長としての経験を基に引き
続き近畿会の運営に微力ながら貢献
していきたいと思います。次年度か
らは経理部担当副会長として、経理
部業務に関わっていく予定をしてお
りますので、今後とも引き続き、皆
様のご支援の程よろしくお願い申し
上げます。

経理部長退任のご挨拶 経理部長 髙見　勝文
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　３年前に、広報ベテランの種田ゆみ
こ前部長からバトンを受け、私の広
報部長としての活動が始まりました。
　任期中、新型コロナウイルス感染
症という未曽有の事態があったもの
の、無事活動を終えることができた
のは、多くの方々の支えがあったか
らにほかなりません。熱い気持ちで

企画、運営に取り組んで下さった副
部長のみなさん、制度説明会やハ
ロー！会計に進んでスピーカーや裏
方を志願してくださったサポーター
のみなさん、新しい取り組みに近畿
会の「やってみなはれ！」の精神で
背中を押してくださった北山会長、
常に冷静な判断をくださった安井副

会長、オンラ
インでの活動
には欠かせない
IT知識に長けた山部さん、数える
ときりがないほどたくさんの方のご
支援、ご協力のもとに活動を進めて
まいりました。みなさまに心より感
謝いたいます。

広報部長退任のあいさつと御礼 広報部長 宮口　亜希

　本定期総会をもって、３年間務め
させていただきました会報部長を退
任することとなりました。会報部の
業務としては、以下の業務があります。
①近畿会の委員会活動を会員に伝える
②近畿会派遣の本部常置委員会の活
動状況を適時に伝える
③地区会等の活動状況を伝えること
により、会員相互の親睦やボラン
ティア活動のための情報源として
もらう
④話題性のあるものは、取材等を通
じて適時に伝える
⑤研究大会、総会等の活動状況を取
材し、参加できない方に情報を伝
える
⑥公認会計士制度に関わる重要な問
題は、適時に内容を伝える
⑦連載記事、特集記事等、会員に読
んでもらえるような、より親しみ
やすい記事を検討する
　これら会報部の活動は、「近畿
C.P.A.ニュース」を通じて近畿会の
活動の内容を会員の皆様に伝えるこ
とにあります。これらの目的を果た
すため、会報部長としては、毎月１
回、月初に会報部の会議を開催し、
「近畿C.P.A.ニュース」の記事の企
画、編集、発行を行ってきました。
コロナ禍の中で、何度も記事が減少

し、発行が難しくなるのではという
心配がありましたが、部・委員会の
報告や研修記事、地区会の報告記
事、会報部員の報告記事などで紙面
は埋まり、発刊できなくなる月は、
３年間ありませんでした。記事を提
出していただいた皆様にこの場を借
りてお礼申し上げます。今後も、記
事の執筆にご協力をお願いします。
　会報部会では、当月の記事の記載
内容の確認、翌月以降の記事の予定
の確認や特集記事についての企画
や、会員から掲載記事の依頼があっ
た場合の記事案の確認や毎月の掲載
記事の誤字や記載の内容確認なども
行ってきました。
　記事の内容は、毎月の近畿会の活
動の内容を会員の皆さんがつかんで
いただけるように工夫しました。特
集記事としては、毎年、１月号の年
男年女の新年の抱負、３月開催の中
日本五会研究大会の報告、６月開催
の近畿会総会や９月開催の本部研究
大会報告などを取り上げることがで
きました。
　３年前の会報部長就任時から、特
集記事についての取材を企画しまし
た。特に、「士業のリーダーに聞く」
という企画を考え、大阪弁護士会の
会長を手始めに取材に行こうと試み

ましたが、コ
ロナ禍の中で、
取材に行くこ
とができなかったのが残念です。ま
た、本部主催の研究大会の取材も、
会報部員のみんなで分担して行くこ
とができなかったのも残念です。コ
ロナ禍の中で会報部の外部取材が難
しいということで、近畿会の各部・
各委員会の活動報告を特集記事とし
て、掲載記事をお願いし、直近号の
記事の内容は、これら各委員会・各
部の活動報告記事で、会報の内容が
充実したものになったと思います。
　紙媒体での会報が親しみやすく見
やすいものでありますが、紙媒体か
らウェブへの検討が始まっていま
す。次期の会報部長に、検討をお願
いします。
　近畿C.P.A.ニュースが、今後も近
畿会の会員の皆様に役立つ内容とな
ればと考えております。
　最後になりましたが、印刷業者と
記事執筆者との綿密かつ頻繁な連絡
と対応には、事務局の安藤さんに多
大なご助力をいただきましたこと
を、深く感謝申し上げます。ありが
とうございました。

会報部長　退任のご挨拶 会報部長 山添　清昭
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　活動を終えて、自身として大きな
貢献ができたかというとうつむいて
しまいますが、広報部としてはさま
ざまな活動が展開できたと実感して
おります。
　新たな試みとしてSNS等を利用し
た広報活動やオンラインによるハ
ロー！会計の開催がありました。今
や若い方でSNSを利用しない人はい
ないというくらいですのでチャレンジ
しましたが視聴者を増やすことの難
しさを痛感いたしました。ハロー！
会計オンラインは全国に先駆けて近
畿会が実施し、毎回近畿地区だけで
なく、全国各地から（時には海外か
らも！）参加いただくイベントとな

りました。何より、この３年間で新
たな若手サポーターが多く関与して
くれるようになったのは、今後のハ
ロー！会計、ひいては広報部を充
実、発展させていく中で本当に心強
いことだと感じています。
　コロナウイルス感染症により、任
期１年目終わりから２年目は、外部
向けセミナーや大学等向けの制度説
明会がほとんど中止となりました
が、最終年度は公認会計士の日セミ
ナーのオンライン開催、外部向け会
計セミナーのハイブリッド開催、制
度説明会等のオンラインや録画配信
等により復活ができました。コロナ
ウイルス感染症拡大といった、広報

活動にとっては逆風かと思われるよ
うな事態が継続していますが、逆に
コロナがなかったら、こんなに早期
に実現し得なかったオンライン広報
の実施、様々なノウハウの蓄積がで
きました。
　次期は桂真理子新部長にバトンを
渡します。もともと副部長として部
を切り盛りしていただいていた桂さ
んのもと、さらなる飛躍を遂げるこ
とは間違いなしです！
　引き続き、会員、準会員の皆様の
ご理解、ご協力のほど、よろしくお
願いいたします。
　３年間、本当にありがとうござい
ました。

　この６月の総会をもって３年間担
当させていただいた研究・CPE研修
部長を退任することになりました。
　この３年間の研究・CPE研修部の
新たな施策として、コンサルティン
グ業務に必要と考えられるスキル
（主にソフトスキル）を特定し、
「スキルアップセミナー」として独
自に研修を企画するという取り組み
がありました。
　また、もう１つの大きな仕事とし
て中日本五会研究大会の企画運営が
あり、特に私の任期の３年間では、
近畿会での開催が２度予定されてい
ました（２年に一度近畿会で主催）。
　部長に就任した2019年当初はまだ
コロナ前ということで手探りながら
もこれらの取り組みを中心に活動し
ていたのですが、2020年の春先に新
型コロナウイルス感染症が拡大し、
瞬く間に同年３月に予定されていた第
51回中日本五会研究大会が中止に追
い込まれ、スキルアップセミナーに
ついても中止することとなりました。

　一時はどうなることかと思いまし
たが、その後、社会全体としても
ウィズコロナへの移行が始まり、オ
ンライン等のデジタルツールを利用
した活動を中心に世の中が動き出し
ました。
　スキルアップセミナーについても
Zoomを使ったオンライン開催に全
面的に切り替えて再開することにな
りました。ソフトスキルを磨くため
の研修であり、講師あるいは受講生
同士の双方向コミュニケーションを
ベースに研修を進める必要があるた
め、オンラインで開催が可能なのか
当初は本当に心配しましたが、研修
を実施いただいた講師の方や、受講
いただいた皆様の高い適応能力のお
かげで、結果としてオンラインのメ
リットも取り入れながら予定どおり
研修を開催することができました。
　中日本五会研究大会についても、
２度目の近畿会当番会である第53回
は、2022年３月の開催直前までまん
延防止等重点措置が発出されること

となり、結果
的にリモート
開催となりま
したが、MS Teamsを利用してコロ
ナ前と同様のプログラム（統一論題
と自由論題14テーマ）でライブ配信
することとし、大きなトラブルなく
開催することができました。
　この３年の間に、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大に伴う行動制限等
で世の中が大きく変わってしまいま
したが、一方でオンラインツール等
のテクノロジーを使っていろいろな
ことができる環境にもなりました。
その中で、このような新しい取り組
みやチャレンジをさせていただけた
ことは、私にとって本当にいい経
験、思い出になりました。部長とし
て至らぬ点も多々あったかと思いま
すが、３年間支えていただいた研究・
CPE研修部のメンバー、事務局の皆
様には心より感謝を申し上げます。

退任のご挨拶 研究・CPE研修部長 山本　憲吾
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　この６月を以て、会員業務推進部
の部長としての役割を終えることと
なりましたのでご挨拶させていただ
きます。『会員業務推進部』は、従
来は近畿会の会員への業務を紹介す
る『会員業務部』でしたが、現在は
公認会計士と経済社会をつなぎ、積
極的に会員に対して業務の依頼をい
ただくような活動を行うため『会員
業務推進部』となりました。
　『会員業務推進部』の活動として
は、まずは、よりよい業務推薦を行
うために、登録名簿の見直し、登録
数を増やすための様々な施策を実施
してまいりました。また時には、第
三者委員会の委員の依頼や包括外部
監査人、各地方自治体からの委員就
任依頼などもあり、なるべく偏りの
ないように、また、応募者が少ない

自治体とは意見交換や要望をお伝え
することを通じてよりよい推薦の在
り方を模索してまいりました。
　また、大阪銀行協会及び公益財団
法人大阪市中小企業勤労者福祉サー
ビスセンターへの講師派遣事業や、
大阪グローイングアップビジネスプ
ランコンテストへの書類審査員派遣
事業や協賛の実施を通じて参加者の
皆様に近畿会の知名度アップの機会
を設けることができました。コロナ
禍で、会議の多くがオンラインとな
り、セミナーもオンラインが増加し
た結果として、当初計画どおりにい
かないことも多くありましたが、３
年間楽しく行うことができたのは、
副部長及び部員として支えていただ
いた皆様と後藤副会長及び担当の山
部さんのおかげだと思っております。

　2025年には
大阪・関西万
国博覧会が開
催される機会となり様々な団体とコ
ラボレーションを行うのに絶好の機
会が訪れていると感じています。コ
ロナの影響で進化した経済と蓄積さ
れた正味財産を生かしてコロナ禍か
らの回復をエネルギーとして近畿会
がますます発展することを祈念して
おります。
　2013年６月に初めて幹事に就任さ
せていただいてから９年間様々な委
員会や事業に関わることができて、
とても楽しい時間を過ごさせていた
だきました。お世話いただいた事務
局の皆様も本当にありがとうござい
ました。

退任のご挨拶 会員業務推進部長 矢本　浩教

　この度、令和４年６月の定時総会
をもちまして３年間の厚生部長の任
期を無事終えることとなりました。
　この３年間は、厚生部長の立場か
ら近畿会会員の皆様と交流するよい
機会になりました。また各行事のサ
ポーターの皆様や近畿会事務局の方々
がしっかりとサポートをして下さっ
ており、各厚生部の行事がこういっ
た方々のご協力に支えられ成り立っ
ていることを実感することができ、
大変勉強になったと思っています。

　厚生部は、会員の福利厚生の向上

及び会員相互の親睦の推進のため、
様々な行事および支援活動を行って
います。各行事の催行には、数か月
も前からサポーターの方々を中心に
企画内容を検討し、日程の調整、会
場の押さえ、パフォーマーや講師の
手配、案内文の作成発送、申込者の
抽選、お土産や備品の手配、催行当
日の参加者案内、司会進行、事後の
会報の作成等、様々な作業が発生し
ます。これらをサポーターの方々や
事務局の方々が分担協力をして進め
ていきます。一昨年、昨年はコロナ
禍のなか多くの行事や活動が中止せ

ざるを得ませ
んでしたが、
各行事とも直
前まで事前準備を進め、開催の方法
を模索して下さいました。

　各行事のサポーターの方々、近畿
会の事務局の方々には、多大なご尽
力ご協力を頂き、この場を借りて御
礼申し上げます。また、各行事の関
係者の皆様、ご参加頂きました会員
の皆様にも深くお礼申し上げます。

　今後は今までの会務活動や厚生部

厚生部長退任のご挨拶 厚生部長 荒井　巌
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長としての経験を基に、引き続き近
畿会の運営に微力ながら貢献してい
きたいと思います。次年度からは広

報部・会員業務推進部及び非営利会
計委員会担当副会長として、会務に
関わっていく予定をしておりますの

で、今後とも皆様のご支援の程よろ
しくお願い申し上げます。

　この度、地区会部長を退任する種
田ゆみこです。近畿会での幹事５期
目で、再び地区会部長（前回は初幹
事の2007年～2010年に厚生地区会部
長）を担当し、会員の皆様の意見を
賜わりながら、担当副会長・副部長
や近畿会事務局の方々と一緒に頑
張ってきました！
　地区会部の活動は「地区会の活動
支援」と「補習所同期会の活動支
援」を基本項目とし、各事業年度に
次のような活動をしています。

（１）地区会活動活性化のための意
見交換会の実施（地区会会長
会の実施）

（２）地区会の活動実績把握
（３）地区会活性化に向けた企画の

提案
（４）その他地区会活動のサポート

の実施

14地区会：
①豊能地区会②北部大阪地区会③吹
田・摂津地区会④京阪地区会⑤河内
地区会⑥泉地区⑦大阪市北地区会⑧
大阪市南地区会⑨みやこ地区会⑩北

摂地区会⑪阪神地区会⑫みなと地区
会⑬奈良地区会⑭和歌山地区会

（１）補習所同期会活性化のための
意見交換会の実施（同期会世
話人意見交換会の実施）

（２）補習所同期会の活動実績把握
（３）合同補習所同期会の企画・立

案及び実施
（４）補習所同期会登録制度の企

画・立案
（５）補習所同期会の広報活動の実施
（６）その他補習所同期会のサポー

トの実施

　地区会は、普段活動されている職
場という枠とは異なり｢住所地｣とい
う基準で会員の皆様が交流を図るこ
とを目的として創設されており、補
習所同期会は、｢補習所入所年次」
という基準で同年代の会員の皆様の
交流を図ることを目的として創設さ
れています。
　地区会部の活動は、会員の皆様が
普段活動されるフィールドを離れ、
会員間でのオープンな交流を行う場
を提供し、その活動を支援していく

ことによって、
会員の皆様、
ひいては近畿
会全体の発展に寄与することと考え
ています。

　さて、2020年２月くらいから新型
コロナウイルス感染症で社会が騒が
しくなり、３月からは近畿会も集合
での活動を見合わせるようにお願い
したときもありました。しかし、こ
の２年間でワクチン接種も進み、
「緊急事態宣言」や「まん延防止等
重点措置」以外の時期には、感染対
策に十分な注意とやむなく直前の中
止をお願いしながらも、2020年度も
2021年度も総会や懇親イベントを企
画して頂いた地区会会長等幹事や補
習所同期会世話人の皆様には大変感
謝です。直近では、2022年３月21
日、「まんぼう」が約２か月半振り
に解除され、３月26日ネスタリゾー
ト神戸で、みなと地区会がイベント
を実施でき、嬉しい限りです。

　最後に、この３年間、地区会部の
活動にご協力頂き、本当にありがと
うございました。

地区会の活動支援

補習所同期会の活動支援

地区会部部長退任のご挨拶と感謝 地区会部長 種田　ゆみこ
お  い  だ



　2019年７月より３年間、監査会計
委員長を務めさせていただきまし
た。ここまで無事に務められたのも、
近畿会事務局の皆様をはじめ、担当
副会長、副委員長、委員の皆様のお
かげと心より感謝申し上げます。本
当にありがとうございます。
　監査会計委員長は、関係団体との
調整、委員会の運営、成果物の品質
管理等があり激務と言えます。しか
し、事務局の和田さんのご協力なし
には成り立ちません。この２年間に
監査会計委員会関係で2,657通の
メールを受け取っていますが、その
ほとんどが和田さんとのやり取りで
す。この場をお借りしてお礼申し上
げたいと思います。本当にありがと
うございました。
　任期途中の2020年７月に23年間務
めたあずさ監査法人を退職し、みの
り監査法人に移りました。KAMな
どの研究をしていたため、大手監査
法人に所属していないことのビハイ
ンドを懸念しましたが、副委員長や
委員の皆様に助けていただき、2022
年３月24日の中日本五会研究大会統

一論題では、無事にコーディネーター
を務めることができました。関西学
院大学の林先生やパナソニック常任
監査役の富永様と濃密な時間を共有
させていただけるのも監査会計委員
長の醍醐味であり、先輩方が関係組
織と良好な関係を気付いてくださっ
た貴重な財産であると、深く感謝し
ております。また、事務局の安藤さ
んにはいつも締め切りを超過してご
迷惑をおかけしました。この場をお
借りして、お詫びと御礼を申し上げ
ます。
　どの部・委員会も同じだと思いま
すが、この２年間はコロナに翻弄さ
れました。委員会活動は基本リモー
トとなり、最初の１年のように、委
員会終了後に食事に行くこともなく
なりました。もともと監査会計委員
会の懇親会参加率は高く、常時８名
～10名が参加し、所属法人の情報な
どを活発に情報交換していました。
MS Teams会議による委員会になる
と、議題以外の遊びが無くなるため、
皆さんから生の情報を引き出すのに
苦労しました。経験豊かな安井さん、

山添さん、疋
田さん、渡部
さんらがムー
ドメーカーとなり、助けてください
ました。
　今後も、デジタル技術の発展によ
り、監査環境は大きく変わることが
予想され、我々公認会計士の誠実
性、判断力、人間力といったソフト
スキルがこれまで以上に問われるこ
とになります。その中でいろいろな
アンケートやインタビューを行い、
委員会や監査役協会の共同研究会の
皆様と議論ができたことは大きな財
産になりました。監査会計委員会は
間違いなく会計士を成長させる委員
会であると思います。私の在籍期間
は４期12年ですが、諸先輩方のご指
導のおかげでかなり成長できたとい
う実感があります。今後も副委員長
として参加し、このバトンを次世代
の会計士にしっかりと渡していきた
いと思います。
　ありがとうございます。
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監査会計委員長としての３年間を振り返って 監査会計委員長 柴原　啓司

　この度公会計委員長の任務を終え
ることとなりましたのでご挨拶いた
します。私は、2019年度（第54事業
年度）から2021年度（第56事業年
度）まで公会計委員長を担当いたし
ました。従前より公会計委員、公会
計委員会副委員長を担当していた経
験はあったものの、委員長の職責は
副委員長時代と比べ物にならないぐ
らい多く、数多くの経験を得ること
ができました。３年間を振り返って

３点ほど特に記憶に残っていること
を挙げたいと思います。

　2020年１月に「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～」を開催し、総務省担
当者、西宮市長による講演や西宮市
担当者、豊中市担当者を交えたパネ
ルディスカッションを行いました。さ

らに、2022年
２月に「「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－」を開催
し、吹田市長、河内長野市長による
講演、吹田市、河内長野市担当者を
交えたパネルディスカッションを行
いました。自治体関係者、会員をは
じめ数多くの方にご参加いただき、
パブリック分野における公認会計士

１．自治体向け公開シンポジウムの開催

　　（2019 年度、2021 年度）

公会計委員長退任ご挨拶 公会計委員長 奥谷　恭子
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２．全国自治体監査委員事務局向け

　　アンケートの実施（2020 年度）

３．公会計委員の専門性を生かした

　　  多様な事業の取組み

に対する認知度向上にも少なからず
貢献できたと思っています。

　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
ケートの実施とその分析結果の発信
を行いました。北山会長のご尽力に
より全国の地域会からのご協力もい
ただき、600近くの自治体から回答
をいただくことができました。今回
は法改正直後のアンケート実施と
なっており、この先、経年で実施し
て回答を比較することも大変有用と
思っておりますが、次の委員長に託

したいと思います。

　その他「自治体監査委員事務局職
員への監査実務研修」や「包括外部
監査人・監査委員協議会」を継続実
施できたこと、地域会による自治体
首長への表敬訪問の同行、会員向け
研修会の実施、大学生向け講義の担
当（パブリック領域での公認会計士
の活躍状況の紹介）等、様々な事業
を行いました。また、一般社団法人
日本アセットマネジメント協会様と
の共同勉強会を開始し、パブリック
の領域のインフラ資産のあり方につ
いて意見交換を開始したことも特色

ある取組みでした。委員会に所属す
る委員のみなさまの多様な専門性を
生かして実施できたと思います。
　３年間のうち大部分は新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けた期間
であり、一部事業が未実施となった
り、セミナーが無観客形式のオンラ
イン形式となったことなど、様々な
影響を受けたものの、おおむね予定
する事業は実施できたと思います。
安井担当副会長、中川美雪副委員
長、福竹徹副委員長、有馬浩二副委
員長、各委員の皆様、近畿会事務局
の皆様に支えられ、任期を終えるこ
とができました。改めて感謝申し上
げます。

　このたび国際委員会委員長を退任
いたします富田です。私はこれまで
３期９年間国際委員会の活動に参画
してまいりましたが、その間、田中
委員長時代には国際メッセが、山本
委員長時代には海外視察ツアーが始
まり、その立ち上げにも携わってま
いりました。３年前に委員長を拝命
した際には「これらの企画を近畿会
国際委員会にとってレガシーと言え
る企画にしたい」という思いから、
いかに価値のある企画として継続で
きるかを考えることが私の使命とと
らえ、取組んでいくつもりでした。
　ところが初年度の任期を半分ほど
終えた頃から、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で、以降の国際委
員会の活動そのものに様々な制約が
かかる事態となりました。
　国際メッセは会員の皆さまと海外
で活躍されている会員とを繋ぐ、
ネットワーキングを目的とした企画
であり、会場に人を集められない・
海外会員に来阪いただけない、とい

う状況下で、難しい運営となりまし
た。私自身はデジタルツールの活用
自体に抵抗感がないため、オンライ
ン企画への変更で対応しましたが、
参加会員の皆さまが慣れておられる
訳ではなく、満足度の高い企画にで
きませんでした。一方でこれまで全
員が一つの場所に集まることを前提
にしていたため、年末（海外会員の
一時帰国が多い時期）を開催時期に
していましたが、オンラインと併用
すればそのような必要性もなく、よ
り違ったアイデアで企画・運営でき
るのではないか、という気付きが
あったのは嬉しい誤算です。
　海外視察ツアーは私自身も副委員
長として企画立案から深く携わり、
思い入れも強い企画でしたが、初年
度１回だけの開催になってしまいま
した。渡航時期やセットで実施する
研修内容を再考し、年間を通して一
つのパッケージ企画として成立させ
たいと考えていましたが、これも実
現できずに任期を迎えてしまい残念

に思います。
　その他にも
定例のセミナー
など様々な企画の運営もありました
が、いずれも十分に役割が果たせた
か自信がなく、心残りがあります。
　一方で委員会メンバーには大変恵
まれ、これまでに副委員長や委員で
継続いただいていた方が多く、安定
した委員会運営ができました。また
皆さん多忙な中、積極的に参画いた
だき、委員会メンバーの皆さんに支
えられた３年間でした。
　また、各種企画にご参加いただい
た会員の皆さまには、私の拙い運営
でご迷惑をおかけいたしました。こ
れに懲りずに、今後も国際委員会の
企画にご参加いただければ幸いで
す。
　最後に副委員長・委員の皆さま、
事務局井上さん、安井副会長、本当
にありがとうございました。植村新
委員長の元、近畿会国際委員会の更
なる飛躍を期待しております。

国際委員会委員長退任にあたって 国際委員長 富田　真史



　「税務業務をやったこともなけれ
ば、今後やるつもりもない私が税
制・税務委員会の委員長って何を血
迷った結論ですか？！申告書も書い
たことのない私に一体何ができるの
でしょうか？しかし、税制・税務に
関しては素人の私ではありますが、
素人目線だからこそ一般会員が必要
とする情報発信ができるかもしれな
い。そのための重鎮もエキスパート
も揃っているのであれば、私はアレ
ンジャーに徹するのも悪くはないの
ではないか。それが、私の貢献でき
る道のひとつではないでしょうか。
どうかこれから３年間よろしくお願
いいたします。」
　就任時の挨拶にはそのようなこと
を書かせていただいておりました。
あれから３年、税制・税務の素人が
一体何をしてきたのか、改めてここ
で振り返ってみることにいたします。
　委員会のメインの仕事としては
「一般会員向け研修」と「税制税務
に関する調査研究」の二つでした。
この研修についてはエキスパートや
重鎮がいらっしゃるので、委員長は
そのアレンジャーとして、その筋の

専門家の方にお願いし続けた３年間
でした。やっぱり税制・税務の素人
には、一朝一夕に研修講師を担うこ
とは畏れ多くてできませんでした。
調査研究に関しては、弁護士会と共
同で実施する長期のプロジェクトと
定期的に委員会のメンバーで税制税
務のトピックスを取り上げてディス
カッション等を行う単発のものがあ
りました。単発ものについては、会
員に有用なトピックスを委員会内で
抽出し、２か月に１回程度の頻度で
委員会を開催して、その道の達人を
中心に熱い議論を交わしていただき
ました。テーマとしては、譲渡所得
課税や税制改正、さらには離婚にま
つわる税務トピックス等について取
り上げ、この検討結果については、
「税制税務委員会の熱きバトル！」
と題して、近畿C.P.A.NEWSに載せ
て広く会員に情報提供しておりまし
た。こうした議論は、素人には「目
から鱗」で非常に勉強になりました
ので、素人のできる貢献として会報
の原稿を書くことに専念しておりま
した。ところが、例のコロナ禍とな
り、集まって熱く議論するというこ

とができない
状況となり、
オンラインで
は限界もあり、熱きバトルの掲載も
途中で断念せざるを得ませんでし
た。弁護士会との共同研究について
は、経営委員会との連合軍で進めて
おり、セミナーや研究発表、出版と
いう多様な成果の発表の場を検討で
きるところにまで来ております。こ
こでの素人の役割は、それぞれの専門
家が執筆した原稿のつなぎとなる前
書きを作成したり、先生方に執筆い
ただいた原稿の校正を行ったりとい
うものに終始することとなりました。
　結局、税制・税務の素人である委
員長がやってきたことは、元会報部
長の経験を生かした原稿執筆・校正
といったもので、この税制・税務と
いう分野においては素人の域を超え
ることはできませんでしたが、色々
と勉強させていただき、その成果を
少しではありますが会員の皆様に貢
献できたのではないかと思います。
コロナ禍での素人のあがきではあり
ましたが、３年間どうもありがとう
ございました。

コロナ禍での素人のあがき 税制・税務委員長 田中　久美子
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　会員及び委員の皆様、３年間経営
委員会の活動にご理解・ご協力いた
だきありがとうございました。私は
平成28年７月経営委員会副委員長に
続いて、令和元年７月に経営委員会
委員長に就任させていただきました。
　今回委員長を務めさせていただい
た任期中一番やりたかったことは、
中小企業支援に対して公認会計士の
経験と専門的能力が果たしうる大き
な役割をアピールしたいということ

でした。
　そのため、私自身の中小企業支援
の経験からキーを握るのは、中小企
業が資金調達を大きく頼っている金
融機関との連携を深めることである
と考えておりました。
　金融機関も融資先の財政状態、損
益状況、資金の状況という会計・財
務数値には、大きな関心をもって融
資先を判断していますし、融資先の事
業性や組織体制、経営者の資質にも

注意を払っ
ています。
　中小企業
の経営実態を的確に判断するため、
会計システムやガバナンス体制の構
築を指導し、資金の供給先である金
融機関に対する経営者の開示責任
（アカウンタビリティ）に関与して
いくことは、我々公認会計士がまさ
に得意とするところだと思います。
　経営委員会の活動として、まず金

経営委員会委員長退任にあたりまして 経営委員長 安井　聖美
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　近畿会初の女性会長である北山久
恵会長の就任に伴い新設されたダイ
バーシティ推進委員会、この６月で
はや３年が経ち、私の委員長として
の任期も終えようとしています。こ
の間、ダイバーシティ推進委員会の
新しい取り組みに対して、多くの会
員の皆さんからの参加や応援をいた
だけましたこと、心よりお礼申し上
げます。　
　当委員会は、「多様な考えを受け
入れ合う風土を公認会計士業界に醸
成すること、そしてその風土から新
しいイノベーションが起こること」
を目標として設置されました。本部
や全国の地域会に先駆けてダイバー
シティに取り組む委員会新設が決
まったことは、新しいことに取り組
む近畿会の気風の表れの一つと言え
るでしょう。女性活躍の取組は女性
会計士専門委員会にて継続しつつ、
前述の目標のために、ジェンダー、
世代、勤務先、勤務形態、ライフ、
キャリア、組織マネジメントなどの
視点で具体的な活動、企画を実施し
てきました。

　活動内容は、近畿会HP内に設け
ているダイバーシティ推進委員会サ
イトに掲載していますので是非ご覧
ください。中でも、ダイバーシティ
推進を個人としても企業の一員とし
ても長年実践しているアクサHD
ジャパン株式会社代表取締役社長兼
CEO安渕聖司氏、日本法人立ち上
げ責任者として組織の混迷を経験し
働きがいのある会社を目指してUS
に次ぐ事業規模へ成長させた株式会
社コンカー代表取締役社長三村真宗
氏による一般公開講演会は、講演内
容はもちろん、講演会運営を通して
ご本人と接することからも学べる、
運営側にとっても大変充実したイベ
ントでした。また子育てをするパパ
や、親の介護の予備軍（＝子）を応援
するための記事を近畿C.P.A.ニュー
スに定期的に掲載することにより、
会員にとって「当たり前の話」「誰
もがいずれ経験する日常の一コマ」
と思えるような雰囲気づくりを目指
しました。
　また女性会計士委員会時代に実施
した「公認会計士のワーク・ライ
フ・バランスとキャリアに関するア
ンケート調査2017年版」のレポート

作成・中日本
五会研究大会
での発表をきっかけにして、ダイ
バーシティ推進委員会では2019年に
全国研究大会千葉大会にて研究発
表、2020年に本部e-Learning研修会
への登壇を果たすことができまし
た。さらに「公認会計士のワーク・
ライフ・バランスとキャリアに関す
るアンケート調査2020年版」を継続
実施し、アンケート結果を分析し報
告書にまとめ、３月開催の中日本五
会研究大会での発表を行うことがで
きました。
　ダイバーシティ推進委員会が目指
す目標「多様な価値観・考え方を受
け入れ合う風土を公認会計士業界に
醸成すること、そしてその風土から
新しいイノベーションが起こるこ
と」のために行う活動は人の意識に
作用する活動ですので、じっくり長
期的に続けていく必要があります。
ダイバーシティ推進委員会の活動と
その背景にある、近畿会の先駆的発
想、心意気も一緒に、次の世代にも
引き継いでいただけることを心から
願い、退任のご挨拶とさせていただ
きます。

歴代最初のダイバーシティ推進委員会委員長として
ダイバーシティ推進委員長 原　繭子

融機関を監督する近畿財務局との情
報交流・意見交換を行い、金融実務分
野に明るい大学教授とも勉強会を重
ねました。そうして、公認会計士の
中小企業支援が新しい金融行政方針
とコロナ禍の金融支援に非常に大き
な役割を果たすことがわかりました。
　次に金融機関とも個別に勉強会・
研修会を重ねることにより、中小企
業の資金調達に関わる具体的な課題
や今後の交流方針について共通認識
が深まりました。
　さらには、中小企業支援の専門的

知識・経験を持った「専門士業」
が、経営者に寄り添っていくことが
重要との認識から、弁護士会、弁理
士会、不動産鑑定士協会との共同研
究を継続的に行いました。研究の成
果は、共同シンポジウム・研修会の
開催や研究報告の発表という形で、
外部発信しています。
　これら活動は、経営委員会担当の
安原副会長の豊富な経験や見識、人
脈に基づくリーダーシップと北山会
長の深い理解とサポートに支えられ
てのものだと感謝しております。

　最後に、CSR専門委員会では、専
門委員の方々の努力により、小冊子
「ESG・SDGs素朴な疑問　Q＆A」
を発刊することができました。内容
はとてもわかりやすく有用なものに
なっていると思います。
　こうした中小企業支援の歩みは、
公認会計士のブランディング向上の
ためにも、永く続いていくことを願
いながら、次の経営委員会の方々に
バトンを渡したいと思います。
　皆様、本当にありがとうございま
した。



　IT委員会のメンバーは多種多様
なバックグラウンドを持った方が多
く、また現在取り組まれているメイ
ン業務も、会計監査業務のみならず、
システム監査業務や、各種コンサル
ティング業務、不正調査業務、税務
業務など、独立開業されている方も
多くおられ、様々な知見を持った方
がおられるのが特長であると思いま
す。そのせいもあってか、委員会で
は様々な観点から意見が飛び出し、
私の思い至らぬところをうまく埋め
ていただくことができました。委員
の皆様には感謝しかありません。あ
りがとうございました。

　IT委員会では、①IT監査やITト
ピックに関する研究、②他団体・協
会本部との交流、③セキュリティ意
識の啓発活動を中心に活動してきま

した。特に、AIを利用した監査につ
いて、特にAI技術に関する研究
や、監査手法についての研究を行う
ことに力点をおいて活動いたしまし
た。本部IT委員会や近畿会監査会計
委員会と共同で研修会を企画し、ま
た、研究成果を中日本五会研究大会
にて発表いたしました（第52回中日
本五会研究大会　統一論題『激変す
る環境に対するIT監査の次の一手』、
第53回中日本五会研究大会「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」）。

　３年間の活動を振り返ってみると、
①IT監査やITトピックに関する研
究、特に、AIと監査についての研
究はまだまだ取組が足りなかったと
の思いがあり、反省する点でもあり
ます。

　会計監査
に お い て
も、その他
コンサルティング業務においても、
公認会計士に関連する業務では、今
後ICT（情報通信技術）の重要性が
益々高まることは間違いのないこと
であると思われます。その一方で、
ICTは複雑化・高度化をたどってお
り、公認会計士としてITリテラ
シーの向上が益々重要になるであろ
うと思われます。
　この点、IT委員会は、今後とも
会員の皆様に少しでもお役に立てる
よう活動を行うつもりです。この思
いを次のIT委員長に就任されます
ひびき監査法人の北川廣基会員に託
したいと思います。
　３年間ありがとうございました。
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IT委員会委員長退任のご挨拶 IT委員長 細谷　明宏

　中堅・若手会計士委員会は、研究
発表やセミナーの実施を通じて、40
歳未満の中堅・若手会員の会務活動
の参画意識を高めることを目的とし
た委員会です。この３年間はほとん
どコロナ禍での委員会活動で、今ま
で経験したことのない制限下のもと
での委員会活動でした。その中でも
中堅・若手会計士委員会は、研究発
表やセミナーの実施を行いました。
　中堅・若手会計士委員会が対象と
する40歳未満の会員の共通の関心ご
とは、今後のキャリアでした。そこ
で中堅・若手会計士委員会は前委員
長時代から「キャリアデザイン・
ワークショップ」を行ってきまし

た。具体的には、独立開業した個人
会計士、海外で活躍する会計士、投
資ファンドで活躍する会計士等様々
な会計士をお招きし、皆様のキャリ
アについて、ご講演いただきまし
た。また、大手監査法人からパート
ナー、マネージャー、シニア及びス
タッフの各職階の講師をお招きし、
大手監査法人でのキャリアについて
もご講演しました。この場をお借り
して、ご協力頂いた講師の皆様、厚
く御礼を申し上げます。
　また、最終年度である2022年３月
には、中日本五会研究大会で「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」というテー

マで発表しま
した。これは、
前委員長時代
に若手会員のニーズを把握し、若手
にとってより魅力的な協会活動を実
践していくために、40歳未満の会員
を対象とした「若手会計士の協会活
動に関する意識調査」アンケートを
実施し、アンケート結果について分
析をした内容を中日本五会研究大会
において「若い世代が考える今後の
公認会計士協会」を発表しまたが、
その発表を受けて更なる考察を行っ
た結果を発表しました。具体的に
は、ニューノーマル時代の会計士の
業務にどのような影響があったのか、

３年間の活動を振り返って 中堅・若手会計士委員長 谷間　薫
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　組織内会計士委員会 委員長の原田
貴志と申します。今般、任期３年を
経て、委員長を退任することとなり
ました。そのため、簡単ではありま
すが、任期中の組織内会計士委員会
の活動内容を振り返りたいと思いま
す。就任の際には、色々と新たなこ
とに取り組みたいと考えており、計
画も進めておりました。しかし、コ
ロナウイルスの感染拡大の影響もあ
り、断念した内容もございます。で
きたこと、できなかったこと、双方
を合わせてご報告させていただきま
す。
　組織内会計士委員会のメインの活
動として、会員向けセミナーの開催
があります。従来、近畿会に講師を
お招きしてセミナーを行っており、
セミナーの後には懇親会の場を設け
て、講師の方々と意見交換をしてお
りました。コロナウイルスの感染拡
大により、中止になったこともあり
ましたが、リモート配信を活用する
ことにより、再開することができま
した。また、配信により場所を選ば
ずに視聴できることとなり、参加者
数が大きく増えたことは、よかった
と思います。
　また、東海会・北陸会所属の組織
内会計士の皆様との合同での宿泊研

修もコロナウイルスの感染拡大の影
響を受けました。感染拡大前には岐
阜に集まって開催することができま
したが、その後２年間はリモートで
の開催となりました。全国の組織内
会計士委員会向けに配信したり、意
見交換会を行ったりと、工夫して開
催できました。
　反対に、うまくできなかったこと
の一つとして、組織内会計士の講談
の発表があります。古典芸能の一つ
で、注目を集めていると聞いており
ました講談を、広報活動に使用でき
ないかと考えた企画です。組織内会
計士の活動内容を創作講談として講
談作家の方にまとめていただきまし
て、講談の定席で講談師に組織内会
計士委員会の委員向けに発表してい
ただきました。ただ、その後の広報
活動にうまく結びつけることができ
ず、ほとんど活用できませんでした。
　他地域会との交流も、計画してお
りましたが、できなかったことの一
つです。西日本を中心とした各地域
会の組織内会計士の皆様に近畿会に
集まっていただいて、セミナーや意
見交換会を行うことを考えておりま
した。しかし、一か所に集まっての
交流会の開催はできず、かといっ
て、面識のない皆さんとリモートで

の開催も難
しいであろ
うと判断し
て、断念することになりました。こ
ちらの件については、本当に残念で
した。
　また、組織内会計士委員会の中に
ある社外役員専門委員会の活動につ
きましては、専門委員会の藤枝委員
長にほとんどお任せすることになっ
てしまいました。会員向けや外部向
けの連続セミナー等、様々な活動を
精力的に行っていただきました。
　こうやって３年間の活動を振り
返ってみますと、もっと色々なこと
に取り組みたかったと感じますし、
もう少しやり方があったのではない
かと思うところもあります。やは
り、委員長としての活動は初めての
ことで、分からないことばかりで、
委員長としての自分の取り組みが足
りなかったものと反省しておりま
す。ただ、組織内会計士委員会の委
員をはじめ、事務局の皆様、講師の
方々など、大勢の方々にご協力をい
ただいて、この３年間、組織内会計
士委員会を運営することができまし
た。本当に感謝の念しかありませ
ん。改めて、皆様、ありがとうござ
いました。

組織内会計士委員会 委員長を退任するにあたり 組織内会計士委員長 原田　貴志

若手会員にサウンディングを行い、
今後の協会の在り方について考察し
た結果を発表いたしました。
　最後に、委員長としての３年間を
振り返ると、反省すべき点は多々あ
りました。コロナ禍の委員会活動と
いうことで、ほとんどの委員会活動
がリモートであったことから、委員
同士のコミュニケーションが十分で
きなかったことや中堅・若手会計士
委員会の目的である中堅・若手会計

士の参画意識を高めるための新規委
員の拡大が十分にできなかったこと
です。また、この３年間で中堅・若
手会計士向けの厚生活動を実施する
ことを検討してまいりましたがこれ
もコロナにより実施できませんでし
た。この反省点は次期委員長にも伝
え、次の中堅・若手会計士委員会で
は是非実施してもらえたらと思って
おります。その中でも一定の成果を
あげられたのは、何よりでした。中

堅・若手会計士委員会には委員時代
も含め、12年間委員会活動を実施さ
せていただきました。最後に委員長
という大役をまっとう出来たのは、
今までお世話になった過去の委員長
の教えがあったからです。また、副
委員長をはじめ、委員や事務局の皆
様のご協力があったからです。本当
にありがとうございました。



　３年前に初めて近畿会幹事に就任
し、同時に非営利会計委員会委員長
兼公益法人専門委員会専門委員長の
大任を仰せつかりました。早いもの
で３年が過ぎ、この度専門委員長を
退任することになりました。皆さま
のご支援・ご協力に感謝いたします。

　３年間の活動の一部を紹介いたし
ます。
　主な活動としては、①公益法人特
有の制度や会計の研究、②自治体公
益法人担当部門との意見交換、③会
員向けの研修会などです。コロナ禍
での活動時期も長くありましたが、
委員会はハイブリッド方式で実施
し、毎年、委員会を８回～10回開催
し、活発な議論と情報交換を行いま
した。
　初年度は公益法人制度や会計の特

徴及び最近の動向についての情報収
集と意見交換を中心とし、２年目か
らは公益法人に関する事例（運営・
ガバナンス、会計、税務、財務三基
準）を各自が作成するとともに、そ
の事例について委員会内で検討・意
見交換を行いました。事例は多く集
まっているのですが、残念ながら冊
子の形にすることができず、次年度
に持ち越しとなりましたことは、申
し訳なく思っております。
　なお、2022年３月開催の中日本五
会研究大会の自由論題の部に参加
し、「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～」と題して、委員４名
にて研究発表ができましたことは、
成果のひとつと考えております。

　さて、専門委員会の新運営体制で
すが、専門委員長に石崎一登氏、副

委員長に衣目
成雄氏、前本
修氏の就任が決まっております。全
員、委員会活動歴が長く積極的に委
員会活動を支えてこられた方々で
す。今後の活発な活動及び新しい取
り組みにご期待ください。私は、や
り残しました事例集の完成に向け引
続き力を注いでいく所存です。
　公益法人・一般法人の運営や会計
に関心を持たれている方は多くおら
れると思います。専門委員会へのご
参加をお待ちしております。
　なお、私は非営利会計委員会の委
員長は継続いたしますので、引き続
き同委員会へのご協力もよろしくお
願いいたします。

はじめに

３年間の活動を振り返って

今後の専門委員会活動に向けて

専門委員長退任にあたりまして
非営利会計委員会　公益法人専門委員長 小幡　寛子

専門委員長退任のご挨拶

20 JUNE 2022 19588

　NPO法人専門委員長の退任に際
して、一言ご挨拶申し上げます。私
が専門委員長をお引き受けする契機
となったのは、当時の担当副会長で
あった廣田副会長のお声がけです。
その後、洪副会長にバトンタッチさ
れましたが、小幡非営利会計委員会
委員長と一緒にご指導していただ
き、何とか３年間務めさせていただ
くことができました。
　専門委員長就任に際して、さて何
をするかと思案していましたが、洪

副会長から中日本五会の発表を前提
とした活動要請があり、自ずと目標
が定まった次第です。テーマは
「NPO法人の経営管理の実証研
究」です。中日本五会の発表から逆
算して、委員会での協議やNPO法
人へのアンケート調査及び個別訪
問、そして報告書作成や発表と振り
返えればあっという間の３年間であ
りました。
　特に、中日本五会の発表に向け
て、３年目は毎月のように委員会を

開催し、報告
書や発表内容
について喧々諤々の議論を行いまし
た。前月の委員会で検討したことを
今月の委員会で確認して新たな課題
を出すなど、次回の委員会の準備に
追われた１年でした。各委員が担当
する報告書の確認や発表の事前打ち
合わせなど直前でバタバタしました
が、何とかぎりぎりで間に合わせる
ことができました。
　取りまとめに大変な時期があった

NPO法人専門委員長退任のご挨拶
非営利会計委員会　NPO法人専門委員長 金　志煥
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　三年間の短い期間でありましたが、
一番の思い出は私が委員長として最
後に務めました令和４年１月22日の
社会福祉法人向けの研修会での大阪
府立大学 大学院 人間社会システム
科学研究科 教授 関川芳孝先生のご
講演の最後の方の言葉です。
　演題は『社会福祉法人はどこに向
かうのか－社会福祉法人制度改革の
展望と課題』ですが、関川先生は、
2016年の社会福祉法人の制度改革に
ついて厚生労働省の委員として、深
く関わった先生です。また、制度改
革の５年後の見直しにも詳しくご講
演頂きました。
　その中で、厚生労働省からの見方
ないし評価及び社会福祉法人側から
の評価の他に国民目線からの見方、
評価が重要でありますとのお言葉で
ありましたものと存じます。
　ややもすると、社会福祉法人の監
査対象の拡大のみに目を奪われて、
肝心の制度改革の持つ意味合いを見
失っておりましたが、目の覚める思
いです。

　話が変わりますが、知床半島遊覧
船の事故については、ほんの一日か
二日前に行政の監査ないし調査が行
われていましたが、大きな問題もな

く及第点が与えられていました。事
故後、大慌てで近隣の遊覧船業者に
特別監査が行われていました。
　ニュースの中で、特別監査に立ち
会った業者の方から、こんな発言が
聞かれました…「そんな書類ばかり
見ないで、「無線（装置）」を見てい
たら、こんなことにならんのや。」
と。

　翻って、我々の業務に関しての不
正事件について、国民目線での見方
はどうでしょうか？業務外の事件で
もマスコミは、大げさに書き立てま
すが、マスコミの大衆受けする記事
を書きたがるところは差し引きまし
ても、国民全般として、会計士業界
に対する不満はあるのかと思います。
　二、三年前に大監査法人の代表者
が、経済誌の記者の質問に対してで
しょうが、「コストパフォーマンス
の悪い監査契約については、切って
いく｣といった発言があったと記憶
します。思い上がりに映っていたも
のと存じます。

　監査業務も益々増えて参ります。
業務も複雑化して参りますが、国民
目線での会計士業務の理解を深める
べく努力が必要かと存じます。

　ところで、こ
の三年間はコロナに始まりコロナに
終わりましたが、リモート参加での
研修会により、より多くの方々に参
加のチャンスを広げられましたこと
は、不幸中の幸いというべきもので
す。
　社会福祉法人への事業所にお伺い
しての｢出前研修会｣もリモート参加
も可能になり、受講時間に制約され
ないYouTubeによる配信へと広げ
ることができましたことは、事務局
からのお誘いに感謝申し上げますと
ころです。

　また、近畿税理士会、大阪司法書
士、所轄庁（特に大阪府の佐藤様）、
協会本部の皆様のご協力がありまし
て、講演会の内容も充実しましたも
のと存じます。
　ご協力を頂きました皆様に、この
場を借りて深く感謝を申し上げたく
存じます。

　最後に、余分な一言を付け加えさ
せて頂きますと、是非、役員会をリ
モート参加も可能なようにされては
と存じます。また、事前承認も必要
ですが、オブザーバー参加も可能で
す。

「後入先出法の思い出」

社会保障委員会　社会福祉法人専門委員長 澤田　義実
幹事及び社会福祉法人専門委員長の任期満了に伴う退任について

ものの、終わってみればある程度の
成果が出せたので、これで良かった
のではないかと考えています。終わ
り良ければすべて良しですね。この
間、各委員や近畿会事務局にも相当
の負荷をおかけしました。また、洪
副会長や小幡非営利会計委員会委員
長、NPO法人へのアンケート調査
及び個別訪問の際にご協力をいただ
いた認定NPO法人大阪NPOセンター

副代表の山田氏にも可能な限り助言
をいただき、ここにあらためて関係
者の皆様に感謝いたします。
　この間の一番の思い出は、NPO
法人への個別訪問です。全部で８法
人を訪問しまして、それぞれ特徴が
あり楽しくお話を伺うことができま
した。コロナ禍ということもあり、
対面ではなくリモートで実施した
NPO法人もありましたが、法人の

現場の生の声を聞けたことは、我々
にとっても貴重な経験になったこと
と思います。
　私は今回で専門委員長を退任させ
ていただきますが、NPO法人専門
委員会には引き続き参加し、微力な
がら貢献できればと思います。本当
にありがとうございました。今後と
もよろしくお願いいたします。



　平成16年から当委員会の委員長を
拝命し令和３年度をもって委員長を
退任することとなりました。この間
多数の委員の方々に委員会運営を支
援いただき改めてお礼申し上げます。
　平成16年は、厚生労働省において
「非営利を徹底した医療法人」制度
（のちの社会医療法人制度）が検討
されており、医療法人に監査を導入
しようという案があり、会計士協会
も関わって医療法人会計基準（案）
が作成された時です。ところがこの
会計基準及び監査制度導入は導入が
見送られました。委員会もいったん
解散してもよかったのですが、委員
会に参加された委員の方の意向もあ
り、アドバイザリー業務や税務業務
について様々なテーマを設定し医療
法人専門委員会を続けました。
　その後、平成26年に四病院団体協
議会（医療機関の業界団体の連合体）

が医療法人会計基準を発表します。
そしてこの会計基準をほぼ踏襲する
形で平成29年の医療法改正において
医療法人会計基準が制定され、会計
士等による会計監査も導入されまし
た。これにより、医療法人専門委員
会は活動のテーマを会計監査に移し
ました。また私は、会計士協会本部
の医療法人専門委員会にも参加させ
ていただきました。
　そして、数年が経過し、令和３年
度は医療法人の計算書類の開示事例
についての調査研究を行い、中日本
五会研究大会において発表を行いま
した。監査導入が検討されて以来18
年間委員長を務めさせていただきま
したが、監査導入後の事例検討を行
い、ちょうど一つの区切りかなとい
う想いです。
　このように、私の委員長の在任期
間中その半分以上はアドバイザリー・

税務業務を
テーマに活動
をしてきたことになります。私は監
査法人において医療分野を専門に業
務を行ってきましたが、監査よりも
アドバイザリー業務が中心だったた
め、ちょうどよかったのかなと感じ
ています。
　そして、医療法人は平成29年まで
会計基準が不存在の状況であったた
め、会計基準導入と同時に監査制度
も導入されましたが、まだまだ会計
基準自体も医療法人側の対応も不十
分と感じます。この点においては、今
後も監査制度が定着するように、指
導的機能を中心に監査を実施するこ
とが必要と感じています。今後は、
医療法人監査のエキスパートの委員
が委員長に就任される予定です。今
後も一委員として委員会の運営を支
えていきたいと考えております。
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医療法人専門委員長退任のご挨拶
社会保障委員会　医療法人専門委員長 大西　正祐

　「ESG・SDGs　素朴な疑問Ｑ＆
Ａ」は御覧いただけましたでしょう
か？近畿会HPのトップバナーから
PDF版がダウンロードできます。基
本事項から最新情報まで、この分野
を本業としている委員が一問一答で
分かりやすく解説したQ&A第３弾
です。今回は、書いている最中から
どんどん新しい事項が追加され、こ
の分野のスピードの速さを感じなが
ら任期を期限に必死で完成させた成
果物です。お配りした本部や企業、
大学等から良い評判もいただきまし

たので、ご活用いただければ嬉しく
思います。
　SDGsが社会に浸透し、社会課題
の解決に貢献することが企業に求め
られ、サステナビリティが企業の重
要事項となり、気候変動をはじめと
するESG情報、非財務情報の開示が
この数年急速に重要性を増してきま
した。CSR専門委員会として、激動
する最先端の情報を会員の皆様や近
畿圏内にある企業様に分かりやすく
伝えるべく、年１回セミナーを開催
し、読みやすい冊子を作成する等の

活動を続けて
参りました。
　IFRSがこの
分野もカバーし、ISSBによるサス
テナビリティ情報開示基準が年内に
も策定されようという中、EUの動
向を見るに、来年は保証の議論が視
野に入ってくるかもしれません。こ
のような激動の時代にCSR専門委員
長を務めさせていただき、貢献がで
きたか気がかりですが、Ｑ＆Ａ本を
出せたことで一先ず責務が果たせた
ように感じております。

非財務情報が激動する時代に 経営委員会　CSR専門委員長 梨岡　英理子



23JUNE 202219591

　本定期総会をもちまして、３年間
務めました女性会計士専門委員会委
員長を退任することとなりました。
2010年からの３年間、当時、協会活
動に幹事として初めて携わった私
が、恐れ多くも歴史ある女性会計士
委員会の委員長を務めさせていただ
き、この任期中に光栄にも２度目の
委員長を拝命し、さらに３年間活動
をさせていただきました。
　当委員会はダイバーシティ推進委
員会の中の専門委員会として位置づ
けられ、女性会計士の活躍推進に資
するべく、キャリアセミナーを中心
とするセミナーの企画、運営を行っ
ています。「女性」向けということ
にとらわれず、どなたが聞いても面
白い内容のセミナーを目指して、そ
の時その時で会員、準会員の方々に
興味を持っていただけるようなテー
マを考え、企画してまいりました。
　以下、この３年間で実施した主な

セミナーです。
・公認会計士の多様なキャリアから
自分の働き方を考える
・組織内会計士から見た信頼できる
監査人
・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（共催）
・宝塚歌劇団におけるマネジメント
について（宝塚歌劇団前理事長を
お迎えして）
・今さら聞けないビジネスマナー
・リモート、ウェブ会議等におけ
る、分かりやすい伝え方と好印象
を持たれるマナー、表現術
　また、年１回、各士業（会計士、
税理士、弁護士、司法書士他）合同
での研修会も行っており、なんと第
23回（23年目！）を迎えました。
　振り返ってみると、コロナ禍以降
は委員会やセミナーもすべてリモー
ト開催となったのですが、会場まで

足を運ぶ必要
がなく参加の
ハードルが下
がったのか、以前より多くの方に視
聴いただけたのではないかと思いま
す。また、この３年間でお会いでき
たセミナー講師の方々や委員のみな
さんはとてもパワフルかつ聡明で、
私自身とても勉強になることが多
く、刺激を受けました。３年間、北
山会長はじめ、安井担当副会長、事
務局安藤さん、委員の皆さん他、多
くの方に支えていただいたおかげで
何とか任期を全う（！？）すること
ができました。本当にありがとうご
ざいました。次期は中尾志都新委員
長にバトンタッチいたします。引き
続き、微力ながら委員会活動には携
わっていきたいと考えおります。今
後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。

３年間を振り返って　ダイバーシティ推進委員会　女性会計士専門委員長 宮口　亜希

　現在はSDGsを企業経営に浸透させ
ているのは大企業がほとんどです
が、これからは中小企業等へさらに
範囲を拡大させ、一方で上場企業に
は開示義務化が（もしかすると監査
も？）予想され…ますます拡大する

この分野、次も近畿会で何らかの活
動があることと期待しています。
　この任期中はほとんどコロナ禍に
あり、ほぼすべての会議をオンライ
ンで行い、委員の皆様と直接お会い
することが出来なかったことだけが

残念です。前半活動ができなかった
中、後半怒涛の追い込みへのご協力
に心から感謝いたします。長い間、
ありがとうございました。
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　本年６月24日開催の近畿会定期総
会をもちまして、組織内会計士委員
会社外役員専門委員会の専門委員長
の任期を終えることとなりました。
在任中は、担当副会長、組織内会計
士委員会委員長はじめ委員の先生
方、近畿会事務局の皆様には多大な
ご支援を賜りました。この場をお借
りして厚く御礼申し上げます。
　2015年のコーポレートガバナン
ス・コード制定以降、企業の持続的
成長、中長期的な企業価値向上に寄
与する社外役員、その担い手として
の公認会計士への期待が高まってい
ます。
　社外役員に就任される、もしく
は、就任を希望される会員の皆様へ
様々な活動を実施しましたこの３年
間の活動につきご報告いたします。

　近畿会社外役員専門委員会は、そ
の活動目的として、以下の３つを挙
げております。

１．社外役員候補としての公認会計
士が適正であることの周知
　社外役員候補としての公認会計
士が適正であることは、すでに一
定の周知はされておりますが、引
き続き協会本部の社外役員協議会
とも連携しながら進めました。
２．社外役員の適正性の確保
　複雑・多様化する企業環境に対
応し、社外役員としての役割・責
務を果たす上で、公認会計士の専
門性だけでなく、幅広い知識が求
められております。社外役員の適
正性の確保になるような研修を開
催すべく、委員の方々や、協会本
部、他地域会とも連携して企画を
進めました。
３．社外役員を探している企業と就
任希望の会員との橋渡し
　協会本部では社外役員候補者紹
介システムを整備・運用しており
ます。近畿会では、公認会計士が
社外役員に適していることを周知

するととも
に、企業と
公認会計士の方とが身近に接する
機会の場を企画しております。残
念ながら、新型コロナウイルス感
染対応の影響で、直近は実施がで
きておりませんが、コロナ禍収束
後には再開できるでしょう。

　コロナ禍の影響を受けた３年間で
社会システムや企業環境が大きく変
化しました。社外役員専門委員会の
活動も、リアルの研修が中止になる
など、活動が制限されました。一方、
オンライン研修が広がり、最近では
他地域会の研修も聴講できるように
なりました。今後も環境の変化に対
応しつつ、次期専門委員長を中心に
積極的に活動を続けてまいります。
引き続き、皆様のご協力のほど、よ
ろしくお願いいたします。

社外役員専門委員会専門委員長退任のご挨拶
組織内会計士委員会　社外役員専門委員長 藤枝　政雄

※継続される副会長、部・委員長、専門委員長の掲載はございません。
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織内会計士の定義からネットワーク会員登録のメリッ

ト、年会費やCPEの減免に触れることで、サイトに訪れ

た潜在的な新規登録者の登録導線を改善します。

　まだまだPAIBとして組織内で活躍される事例は、会員

の中では少しずつ事例が身の回りでも増えてきている印

象はありますが、公認会計士ではない一般企業の方々に

ついては、それぞれの企業にとって有用な情報を届け

て、PAIBの認知を高めていくことが重要と考えていま

す。具体的な内容としては、例えば公認会計士登録をす

ることで、オンライン講義を含めた協会運営の研修は現

在全て無料で受講できる状況になっています。また、年

会費の減免制度があることや、他社の組織内会計士活用

事例（組織内会計士の主な活躍場所）、組織内会計士の

採用方法としてキャリアナビ（日本公認会計士協会無料

職業紹介所が運営する求人情報サイト）や人材紹介会社

へのリンクなどをご紹介し、対外的にも組織内会計士の

認知と価値向上に向けたコンテンツを拡充します。

　既存会員への情報提供・会員間コミュニケーションに

ついては、随時開催しています研修会やイベント、メル

マガなどの情報、アンケート結果の報告を引き続きご紹

介していきます。また、冒頭に記載したような電子帳簿

保存法やインボイス制度の対応事例のご紹介なども行っ

ていければと思います。コロナの影響が長期化し、直

接・対面でのイベントがなかなか実現しにくい環境です

が、Zoomを用いるとともに、実際に商品を自宅で届ける

ことで実現したワインセミナーなど、オンラインで実現

できたような施策も少しずつ出てきます。今後も色々な

アイディアを集めて実現し、PAIBの価値を高めていきま

す。新サイトの完成をお待ちください。

※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。

　https://paib.j icpa.or.jp

PAIB-Picks
～組織内会計士協議会からのお知らせ～～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」「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（１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

　コロナワクチンの普及が進み、東京都における感染者

数も執筆の2021年11月24日時点で１か月間、７日間平

均で30人以下の状況が続いています。とはいえ諸外国で

は相変わらず増加傾向にある中で、岸田新政権も発足し

た日本では、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタ

ル化を。」というミッションを掲げたデジタル庁の推進

もあり、テレワークの礎であるオンライン会議や電子署

名による印鑑の廃止の流れが進んでいます。そして2022

年１月からは電子帳簿保存法の改正内容が施行され、

2023年には的確請求書（インボイス）制度も開始される

こととなっており、ますますPAIBとして取り組まなけれ

ばいけないことが増えています。このようなデジタル化

の加速を受け、組織内会計士協議会はウェブサイト

（https://paib.jicpa.or.jp/）について、より会員やPAIB

と関わる方々に向けた有用な情報を提供できるように改

修を進めています。本稿では改修の内容についてご案内

いたします。

　現状のサイトは専ら内容別に大項目を区分していまし

たが、新サイトでは「組織内会計士の皆様へ」「組織内

会計士の採用を検討する企業の方へ」など、利用者ごと

に大項目を整理し、その他の情報もカテゴリーを組み直

しています。この整理により、利用者によって自身に有

用と考えられる情報にアクセスしやすくなります。

　2021年度の公認会計士試験合格者数は1,360人で、直

近４年間では毎年1,300人余りの方が継続的に増えてお

り、会員及び準会員の合計は４万人を超える状況になっ

ています。相対的に監査法人から組織内会計士へ転職さ

れる方の数も増えており、また社会人を含む多様な人材

が受験しやすいようにと2006年から実施された新試験制

度により、PAIBの数は年々増えています。このような状

況下で、組織内会計士ネットワーク会員数も現時点で正

会員2,252人、賛助会員475人の合計2,727人が登録され

ていますが、まだ認知度の向上や登録のメリットなど改

善の余地があると考えています。【階層の整理】によ

り、「組織内会計士の皆様へ」のカテゴリーの中で、組

階層の整理

組織内会計士を採用検討する企業向けコンテンツ

その他既存コンテンツ等

新規登録者の導線
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　組織内会計士委員会におきまして
は、組織内会計士の資質の維持と向
上を図ると共に組織内会計士の組織
化を推進して会員及び準会員の活動
領域の拡充及び人材の流動化を促進
することを目的として、定期的に研
修会を企画・開催しております。
　今回は、近年に注目を集めている
テーマであるSDGsやESGと財務情
報開示との関連性と重要性に関する
セミナーを企画・開催いたしました。
　講師は、有限会社ナレッジネット
ワーク代表取締役である、中田清穂
先生（公認会計士）にお願いしまし
た。

　まずは、中田先生のプロフィール
をご紹介いたします。
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組織内会計士委員会 委員長 原田　貴志

　中田先生は、1985年に青山監査法
人に入所され、1992年にプライス
ウォーターハウスコンサルタント株
式会社に転籍、1997年には株式会社
ディーバを設立され、同社の取締役
副社長に就任されます。2005年に独
立して、有限会社ナレッジネット
ワークでの活動を始められました。
　その他にも、日本公認会計士協会
組織内会計士協議会　研修企画専門
委員会の専門委員の他、一般社団法
人日本CFO協会の主任研究委員や、
上場会社の社外監査役をされてい
らっしゃいます。

　セミナーは、2022年３月18日に、
近畿会の研修室にて、MS Teamsで
の配信と併用で行いました。セミ
ナーの内容は、以下の通りになりま
す。
＜SDGsとESG＞
　SDGsとは、Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）のこ
とで、国連が2030年までに達成すべ

「気候変動・SDGs・ESGと財務情報開示のセミナー」開催報告

く定めた目標のことです。これは、
政府だけでなく、企業や個人も取り
組むべき課題であるとされていま
す。ESGは、環境（Environment）、
社会（Social）、企業統治（Gover-
nance）のことです。GPIFのような
ESG投資を積極的に推進している投
資家から見ると、企業価値、つまり
SDGsの達成に貢献している企業が、
投資の対象になるとの考え方になり
ます。
（その際、従来の投資判断基準であ
る財務情報だけでなく、ESG要素と
いった非財務情報が必要となりま
す。）

＜非財務情報の開示と統合報告＞
　財務情報については、会計基準や
開示省令が整備されており明確です
が、非財務情報の開示基準は統一・
確立されておりません。非財務情報
の開示が進んでいる背景には、そも
そも企業の事業に影響を与える様々
な変化が起きており、従来の財務情
報だけでは投資家が意思決定を行う

日　時：2022年３月18日（金） 18：30～20：30
場　所：日本公認会計士協会 近畿会 研修室（MS Teams併用）
講　師：中田　清穂 氏（有限会社ナレッジネットワーク代表取締役、公認会計士）

１．講師のご紹介

２．セミナーの内容

組織内会計士委員会
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ために必要な情報を提供できないと
の課題があります。そのため、非財
務情報の開示が進んできたわけです
が、財務情報と非財務情報を整理す
る必要性が出てきたことから、統合
報告の必要性が認識されてきていま
す。従来、非財務情報の開示は各
国・地域でばらばらに開発され、統
合報告の国際的なコンバージェンス
への取り組みが始まっています。具
体的には、これまで複数存在してい
た非財務情報の基準を策定する団体
の集約が進み、IFRS財団が設立し
た国際サステナビリティ基準委員会
（ISSB）へと統合されることにな
ります。

＜日本企業の開示＞
　最後は、日本企業の有価証券報告
書における記載事例の紹介です。J
フロントリテイリングの有価証券報
告書での事業等のリスクに関する記
載は、非常に優れた内容です。会社
が認識したリスクとそれに対する対
応策を示しています。
　また、気候変動を原因としたリス
クについて具体的にシナリオを検討
し、その上で、財務への影響を定量
的に試算されています。これこそ
が、統合報告の見本となる内容です。

　中田先生には、東
京より近畿会までお
越しいただきまし
て、セミナーの講師
を務めていただきま
した。SDGs、ESG、
統合報告書といった、

近年注目を集めているテーマであっ
たため、リモートを含めて、多数の
方にご参加いただきました。誠にあ
りがとうございました。
　なお、2022年度も組織内会計士委
員会では、皆様に興味を持っていた
だける内容でセミナーを開催してい
きたいと考えております。引き続
き、よろしくお願いいたします。

３．最後に

会議室18:00〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

Zoom14:00〜15:30

会議室16:00〜18:00

（2022年６月15日〜2022年７月14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

広報部

国際委員会

正副会長会

定例役員会

第56回定期総会

　協会本部会務報告

　会員の声を聞く

　記念交流会

非営利会計委員会　公益法人専門委員会

組織内会計士委員会  社外役員専門委員会研修会

組織内会計士委員会  社外役員専門委員会研修会

公認会計士の日記念セミナー

正副会長会

6.15

6.21

6.24

（水）

（火）

（金）

（火）

（水）

（木）

（木）

（金）

6.28

6.30

7.  1

7.  7

7.14

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

会議室18:30〜20:00

ザ・リッツカールトン大阪10:00〜11:30

ザ・リッツカールトン大阪11:30〜13:30

ザ・リッツカールトン大阪13:30〜16:20

16:30〜17:30

17:30〜18:00

18:20〜20:00
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　2022年４月８日（金）に、第273
回企業財務研究会がWEBで開催さ
れました。当日の出席者は、近畿財
務局からは、黒田正二理財部次長 他
６名、公認会計士協会からは、近畿
会 廣田壽俊副会長 他９名、京滋会 
髙井晶治副会長 他５名、兵庫会 宮
田勇人会長 他３名が出席しました。
　今回の研究会は、10時～11時半の
時間で開催されました。最初に、近
畿会 廣田副会長より挨拶があり、そ
の後、近畿会監査会計委員会の担当
者が「最新の不正事例の分析」を
テーマに報告を行いました。11時半
より、近畿財務局のご担当者より、
３月25日付け金融庁より公表された
「有価証券報告書の作成・提出に際
しての留意すべき事項及び有価証券
報告書レビューの実施について（令
和４年度）」の内容が報告されまし
た。
　以下、近畿会監査会計委員会の報
告の内容について報告します。

　近畿会の監査会計委員会で、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。コロナ禍
の中で報告者６名は近畿会の会議室
に集合し、WEBで報告を行いまし
た。本報告は、３月24日に開催され
た中日本五会研究大会の自由論題で
報告したものと同じ内容です。

１．報告担当者と報告のねらい
　報告は、以下の監査会計委員会の
メンバー６名で行いました。

報告担当者：近畿会 監査会計委
員会メンバー（報告順）
　柴原　啓司、山添　清昭
　奥村　孝司、松本　尚哲
　疋田　鏡子、安井　康二

　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す。

２．直近の不正事例の検索と事例選
定について

　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。
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山添　清昭

第273回企業財務研究会報告

Ⅰ．近畿会の報告：テーマ「最新の

　　  不正事例の分析」

監査会計委員会　副委員長

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。

３．不正の実例について
　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。
　中日本五会研究大会の報告では、
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。
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●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
●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）
●当企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ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

「特別調査
委員会調査
報告書」

「特別調査
委員会調査
報告書」

「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」

東証一部

東証一部

ＪＳＱ

ＪＳＱ

東証マザーズ

東証マザーズ

東証一部

情報・通信
業

化学

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

109

63

38

42

23

91

71

１

２

３

４

５

６

７

Ａ社

Ｂ社

Ｄ社

Ｆ社

Ｉ社

Ｊ社

Ｋ社

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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　2022年４月14日（木）13時30分か
ら15時30分までの時間で、近畿会の
監査会計委員会主催の研修会「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」を行いました。
本セミナーは、新型コロナウイルス
感染症（COVID－19）の対応で、
近畿会の研修室とWebの併用での開
催で、参加者は、会場での参加者17
名とWebでの参加者47名の計64名で
した。期末の監査に向けた内容です
ので、ご参考にしていただければと
思います。
　セミナーで説明した内容を中心に
報告します。なお、文中の意見や解
釈は、講師の私見によるものである
ことを申し添えます。

　本セミナーの前半では、2022年３
月期の主な改正点を整理し、その内
容を説明しました。　　　　
　2022年３月期においては、会計処
理の主な改正として、「収益認識に関
する会計基準」と「時価の算定に関す
る会計基準」が、いずれも2022年３
月期において適用が強制されます。
また、新「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関す
る取扱い」が公表され、2022年４月
１日以後適用となり、2022年３月期
早期適用ができます。これら新基準
や新取扱いは、2022年３月期に影響
のあるものであり、留意が必要です。
　一方、監査に関連する改正・公表
としては、2018年７月５日付け「監

査基準」の改訂がされ、監査報告書
に「監査上の主要な検討事項（KA
M）」の導入がされ、2022年３月期
は２年目の取扱いに留意が必要で
す。さらに、2020年11月６日付け
「監査基準」が改正され、公認会計
士の監査報告書に「その他の記載事
項」の区分新設や、リスク・アプ
ローチの強化に向けた内容を盛り込
んだ改訂が行われました。「その他
の記載事項」は、2022年３月期にお
いて適用が強制されます。
　これら、改正項目等について、実
務上の留意点について解説をしまし
た。以下にセミナーで説明した主な
内容と、2022年３月期の実務上の主
な留意点を以下の【図表１】に記載
していますので、ご参考にしてくだ
さい。

監査会計委員会　副委員長  （講師） 山添　清昭

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

監査会計委員会研修会報告

１．2022 年３月期の会計・監査上の

　　  主な改正点と実務上の留意点

【図表１】2022年３月期の会計・監査上の主な改正点と実務上の留意点

１．「収益認識に関する会計基準」等の公表
（企業会計基準第29号、企業会計基準適用
指針第30号、2018年3月30日付け公表）

（改正内容は、下記ⅡとⅣで解説）

・収益認識会計基準が、企業会計基準より、2018年３月30日付け
で公表され、2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事
業年度の期首から適用が強制され、留意が必要です。

Ⅰ．2022年３月
期における会
計・監査上の
主な改正点

2022年３月期の実務上の主な留意点

（１）会計基準等の改正

研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）テーマ
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２．「時価の算定に関する会計基準」（以下
「時価算定会計基準」という）等公表（企
業会計基準第30号、企業会計基準適用指針
第31号、2019年7月4日公表）

（改正内容は、下記ⅢとⅣで解説）

３．「収益認識に関する会計基準」等の改正
（企業会計基準第29号、2020年3月31
日改正）

（改正内容は、下記Ⅱの４で解説）

４．「収益認識に関する適用指針」の改正（企
業会計基準適用指針第30号、2021年3月
25日改正）

５.「時価の算定に関する会計基準に関する適用
指針」の改正（企業会計基準適用指針第31
号、2021年6月17日改正）

６．「取締役の報酬等として株式を無償交付す
る取引に関する取扱い」の公表（実務対応
報告第41号、2021年1月28日公表）

・時価算定会計基準では、IFRS第13号「公正価値測定」の定めを
基本的にそのまま取り入れ、時価（公正価値）の定義や算定方
法等を定めることとされ、時価の算定方法について、「評価技
法」と「インプット」を組み合わせた算定方法が定められまし
た。算定された時価は、インプットのレベルによって、「レベ
ル１」から「レベル３」に分類され、レベル区分別の開示（注
記）が求められることになります。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用され、留意が必要です。
・2018年の収益認識に関する会計基準においては、注記につい
て、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記の
み定め、2018年会計基準が適用される時までに、注記事項の定
めを検討することとされていました「注記と開示」の部分につ
いて、今回の改正で取扱いが定められました。
・2020年に改正した本会計基準は、2021年４月１日以後開始する
連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされていま
す。
・企業会計基準委員会では、2020年８月以降、電気事業連合会と
日本ガス協会からの要望（検針日基準の継続適用）について検
討してきました。この要望は収益認識会計基準第96項に則って
提起されたものです。
・審議の結果、検針日基準による収益認識は認められず、適用指針
において見積方法についての代替的な取扱いが定められました。
・本改正企業会計基準適用指針第30号の適用時期は2021年４月１
日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用すると
されています。
・投資信託の時価の算定及び貸借対照表に持分相当額を純額で計
上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いについて、
公表された。
・2022年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用することとしており、2021年４月１日以後開始する連
結会計年度及び事業年度の期首、又は2022年３月31日以後終了
する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務
諸表及び個別財務諸表から早期適用することができるとされて
います。
・2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法律」（令和
元年法律第70号。以下「改正法」という。）により、「会社
法」第202条の２において、金融商品取引法第２条第16項に規定
する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式
会社が、取締役等の報酬等として株式の発行等をする場合に
は、金銭の払込み等を要しないことが新たに定められました。
本実務対応報告は、前項に記載した取締役等の報酬等として金
銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会
計処理及び開示を明らかにすることを目的としています。
・本実務対応報告は、改正法の施行日である 2021年３月１日以後
に生じた取引から適用されます。なお、その適用については、
会計方針の変更には該当しないので、ご留意ください。

2022年３月期の実務上の主な留意点研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）テーマ
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７．「LIBORを参照する金融商品に関するヘッ
ジ会計の取扱い」の改正公表（実務対応報
告第40号、2022年3月17日公表）

（２）監査基準等の改正
１．「監査基準」の改訂と「監査上の主要な検
討事項（KAM）」の導入（2018年７月５
日公表）

（改正内容は、下記Ⅴで解説）

２．「監査基準」の改訂（2020年11月6日公
表）

１．収益認識会計基準の基本的な方針について
・連結財務諸表に関する方針
・個別財務諸表に関する方針

・ロンドン銀行間取引金利 （London Interbank Offered Rate。以
下「LIBOR」という。）の公表が2021年12月末をもって恒久的
に停止され、LIBORを参照している契約においては参照する金
利指標の置換が行われる可能性が高まっています。LIBORは5
つの主要な通貨について公表されており、LIBORを参照する取
引は広範に行われているため、金利指標改革により多くの取引
に影響が生じる可能性があります。LIBORを参照する金融商品
について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開
示上の取扱いを明らかにするために、本実務対応報告が公表さ
れました。
・LIBORの公表停止とそれに伴う後継金利指標への置換は企業に
とって不可避的に生じる事象であるため、「このような事態を
想定して開発されていない金融商品会計基準等に基づいてヘッ
ジ会計を終了又は中止した場合、取引の実態を適切に表さず、
財務諸表利用者に対する有用な財務情報の提供につながらない
可能性があると考えられる」（34項）ことから特例的な取扱い
を定めたものです。
・また、金利指標置換後に一定要件が満たされている場合には、
2024年３月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以
降も金利スワップの特例処理（金利スワップを時価評価せず、
金銭の受払の純額を利息に加減する）の適用を継続できること
を明確化されました。

・金融庁から、2018年７月５日付け、「監査基準」の改訂が公表
され、公認会計士の監査報告書に「監査上の主要な検討事項
（Key Audit Matters:ＫＡＭ）」（以下、「ＫＡＭ」という。）
の記載が新たに設けられるとともに、監査報告書の記載内容の
明確化や充実を図る観点からの改訂が行われました。
・これら改正のうち、KAMについては、2022年３月期に係る財務
諸表の監査から適用するとされています。2022年３月期は、２
年目の対応が求められているので、留意が必要です。
・金融庁より、2020年11月６日付け、「監査基準」の改訂が公表
され、公認会計士の監査報告書に「その他の記載内容」の区分
新設や、リスク・アプローチの強化に向けた内容を盛り込んだ
改訂が行われました。
・「その他の記載内容」の区分新設については、2022年３月決算
に係る財務諸表の監査から適用されます。ただし、2021年３月
決算に係る財務諸表の監査から適用することを妨げない（早期
適用可）とされています。
　また、リスク・アプローチの強化については、2023年３月決算
に係る財務諸表の監査から適用するとされています。ただし、
それ以前の決算に係る財務諸表の監査から適用することを妨げ
ない（早期適用可）とされています。
・新基準では、財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号
の基本的な原則を基本的にすべて取り入れるとされており、ま
た、適用上の課題に対応するために、代替的な取扱いが公表さ
れています。

Ⅱ．「収益認識に
関する会計基
準」の内容と適
用上の留意点

2022年３月期の実務上の主な留意点研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）テーマ
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２．原則的な取扱い
　・収益認識の５段階のステップ
３．代替的取扱い
４．2020年３月末公表の改正会計基準につい
て

１．新基準の概要
・時価が「出口価格」であるとことが明確に
された
・評価技法とインプットを用いた算定
・適用時期について

１．「収益認識に関する注記」の改正
・重要な会計方針に係る事項に関する注記
・収益認識に関する注記
２．「金融商品に関する注記」等の改正
・資産の評価基準及び評価方法の記載
・金融商品に関する注記

１．監査基準の改訂のねらい
２．KAMについて
（１）KAMとは何か
（２）KAMの決定プロセス
（３）監査報告書のKAMについて記載すべき事
　項

３．KAMの適用２年目に向けての留意点

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

・2020年３月31日で、収益認識基準が改正され、「注記と開示」
の部分の取扱いが明確にされました。また、収益の認識の「表
示」についても、その「科目」、「金融要素の影響の区分の要
否」、「契約資産と債権」等の取扱いが定められたので、留意
が必要です。
・時価算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針と
して、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上さ
せる観点から、IFRS第13号「公正価値測定」の定めを基本的に
すべて取り入れることとなりました。
・時価算定会計基準では、時価の算定方法として、「評価技法と
インプットを組み合わせて算出する」とされ、「時価のレベル
別に内訳等を開示」することが求められます。
・2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用するとされています。
・法務省は、2020年８月12日付けで、「会社計算規則の一部を改
正する省令」（令和２年法務省令第45号）を公布し、同日から
施行されています。今回の主な改正内容は、企業会計基準委員
会が改正した「収益認識に関する会計基準」等に対応するもの
で、「重要な会期方針に係る事項に関する注記」、「収益認識
に関する注記」等が追加されました。
・法務省は、2020年３月31付けで、「会社計算規則の一部を改正
する省令」（令和２年法務省令第27号）により、金融商品に関
する事項として表示すべき事項に「金融商品の時価の適切な区
分ごとの内訳等に関する事項」が追加されています（会社計算
規則第109条第１項第３号）。また、「資産の評価基準及び評価
方法」の「その他有価証券」の記載が、見直しが必要となりま
す。
・会社計算書類規則に基づく「連結注記表」、「個別注記表」の
記載に留意が必要です。
・KAMとは、「当年度の財務諸表の監査の過程で、監査役等と協
議した事項のうち、職業専門家として当該監査において特に重
要であると判断した事項をいう」とされていますので、KAM導
入によりこれまで以上に監査役等と監査人との連携が重要とな
るものと考えられます。
・2022年３月１日付けで、日本公認会計士協会より、「監査上の
主要な検討事項（KAM）の適用２年目に向けて」が、会員（公
認会計士）向けの留意点として公表されています。
・日本公認会計士協会と日本監査役協会は、2021年４月14日、
「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正を
公表しました。
・監査上の主要な検討事項（KAM）の導入などに対応するもの
で、年間を通じて監査役等・監査人との間のより密接なコミュ
ニケーションが求められることなどが記載されています。

Ⅲ．「時価の算定
に関する会計
基準」の内容
と適用上の留
意点

Ⅳ．会社計算規則
の改正につい
て

Ⅴ．ＫＡＭの仕組
みと適用２年
目の留意点に
ついて

Ⅵ．監査役等と監
査人との連携
について

2022年３月期の実務上の主な留意点研修の内容（主な基準等の改正点に下線を記載）テーマ

REPORT 03報 告
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　本セミナーの後半では、2022年３月
期の有価証券報告書の開示上の留意点
について、説明しました。主な改正点
と改正内容について、まとめています

ので、ご参考にしてください。
（１）金融庁：有価証券報告書の作

成・提出に際しての留意事項
及び有価証券報告書レビュー
の実施について（令和４年度）

　2022年３月25日付けで、金融庁よ

り、下記「有価証券報告書の作成・
提出に際しての留意すべき事項及び
有価証券報告書レビューの実施につ
いて（令和４年度）」が公表されて
います。

２．2022 年３月期の有価証券報告書

　　の開示上の留意点

（２）2022年３月期の有価証券報告
書の主な改正点

　2022年３月期の有価証券報告書の
主な改正点について、財務会計基準

機構公表の「有価証券報告書の作成
要領（2022年３月期提出用）」を参
考に、下記【図表２】「2022年３月
期における有価証券報告書の主な改

正点」にまとめていますので、ご確
認ください。

　令和４年３月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。
（１）新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
　令和３年３月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
●「収益認識に関する会計基準」の公表を踏まえた財務諸表等規則の改正
●「時価の算定に関する会計基準」、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正、及び「金融商品に関する会計
基準」の改正（以下「時価の算定に関する会計基準」）の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正

（２）有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
●令和３年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は 別紙１のとおりです。
　令和４年３月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過
去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施しま
す。（別紙２参照）

　以下の会計基準の公表に関連する財務諸表等規則等の改正について審査を行います。有価証券報告書提出会社は、
別添の「調査票」*に回答していただき、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、
所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
●「収益認識に関する会計基準」
●「時価の算定に関する会計基準等」
 (*)当調査票は、有価証券報告書の作成後の事後チェックのみならず、有価証券報告書の作成時にも適宜参照し、開示
漏れ等の防止の観点で利用することを期待しています。但し、当調査票のみで判断することなく、必ず該当の会計基
準や財務諸表等規則等を併せてご参照ください。
　今回（令和４年３月期以降）の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から
別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
●「収益認識に関する会計基準」
　上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。
（参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口（ディスクロージャー・ホットライン）

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項及び有価証券報告書レビューの実施について（令和４年度）

１．有価証券報告
書の作成・提
出に際しての
留意すべき事
項について

２．有価証券報告
書レビューの
実施について

（１）法令改正関
　係審査

（２）重点テーマ
　審査

（３）情報等活用
　審査

※別紙１、２，調査票は、本資料には添付していません。金融庁のHPでご確認ください。
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　2022年3月期の会計・監査上の改
正点は、上記に示していますように
多くあります。また、適用上の留意
点も多岐にわたります。とくに、
2022年3月期では、「収益認識に関
する会計基準」と「時価の算定に関
する会計基準」の強制適用などに留

意が必要です。また、有価証券報告
書の開示面の改正もこれら会計基準
の改正を受けた項目を中心に対応が
求められます。
　これら改正点等の対応について、
適用上の相談をクライアントからい
ろいろと受けることが考えられま
す。また、監査の局面では、「監査

基準」の改訂に伴い、KAMの導入
の２年目の対応や「監査報告書」の
記載事項の見直しなどの対応を通じ
て、監査役等とのより一層の連携も
求められます。以上の観点から、こ
れら会計・監査上の改正点に対する
理解をより深めておくことが重要に
なると考えます。

おわりに

【図表２】「2022年３月期における有価証券報告書の主な改正点」

＊2019年７月４日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたこと及び 2021年６月17日に改正企
業会計基準適用指針第31号 「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」が公表されたことに伴い、以下の事項が改正されてい
ます。

＊2020年３月31日に改正企業会計基準第29号「収益認識に関
する会計基準」 等が公表されたこと及び 2021年３月26日に
改正企業会計基準適用指針第30号 「収益認識に関する会計基準
の適用指針」が公表されたことに伴い、以下の事項が改正され
ています。

＊2021年８月12日に実務対応報告第42号「グループ通算制度
を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表さ
れたことに伴い、以下の事項が改正されています。 

＊2019年６月27日及び 2020年３月17日に監査・保証実務委
員会実務指針 第85号「監査報告書の文例」等が改正されたこと
に伴い、以下の事項が改正されています。 

・冒頭記載 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項 
・会計方針の変更等 
・金融商品関係 
・デリバティブ取引関係 
・棚卸資産関係 
・重要な会計方針 
・会計方針の変更等 
・有価証券関係
・主要な経営指標等の推移 
・連結貸借対照表 
・連結損益計算書
・連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項 
・会計方針の変更等 
・連結貸借対照表関係 
・連結損益計算書関係 
・金融商品関係 
・収益認識関係 
・セグメント情報等 
・貸借対照表 
・損益計算書 
・重要な会計方針 
・会計方針の変更等 
・貸借対照表関係 
・収益認識関係
・連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項 
・税効果会計関係 
・重要な会計方針 
・税効果会計関係
・独立監査人の監査報告書（連結） 
・独立監査人の監査報告書（個別）

有価証券報告書の該当項目主な改正内容項　目

１．時価の算定に
関する会計処
理及び開示等
に関する事項

２．収益認識に関
する会計処理
及び開示に関
する事項

３．グループ通算
制度に関する
開示に関する
事項

４．監査報告書に
関する事項
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間を育ててしまうとのことです。ま
た、このような子育てを経験した子
どもは、自身が親になったときも同
様に権力を行使する専制的な接し方
をすることが多くなるそうで、罰の
連鎖は世代を超えることもわかって
いるとのことです。両親の接し方が
子どもの人格形成に影響するという
のはなんとなく理解していたつもり
ですが、このように具体的に指摘さ
れると、ドキッとしてしまいますよ
ね。

　さて、それでは逆に、上手に叱る
ためにはどうすればよいか。上手な
叱り方には４つのポイントがあるそ
うです。

　上手な叱り方の４つのポイント
①「ダメ！」「違う！」をでき
るだけ使わない
②結果ではなく努力やプロセス
に目を向ける
③好ましくない行動の理由を説
明する
④親の気もちを正直に伝える

　こうして見ると、ほめるときのコ
ツ（努力した過程をほめる）との共
通点が見受けられますね。筆者の場
合、上記は理屈では理解できるもの

方はNG」というところ。罰には体
罰だけでなく、例えば「いい加減に
しなさい！」と怒鳴る、口頭による
罰や、「学校の宿題をやらないと今
月のお小遣いはなしね！」といった
ように物を取り上げる物理的な罰、
「言うこと聞かないと置いていく
よ！」と子どもを置いてきぼりにす
る行動による罰などが含まれます。
どれも自分がやりがちなため筆者も
動揺しておりますが、さて罰を与え
て叱った場合、どのような問題が生
じるのでしょうか。

　子育てにおける罰には４つの
大きな問題があります。
①より攻撃的、反発的な態度を
生みだす
②力を使った問題解決方法が正
当化される
③親子関係にヒビが入る
④罰を与えても反省を促さない

　どれもなるほど、といった感じで
すが、この中で私が個人的に気に
なったのが②です。書籍によると、
子育ての中で用いる罰が子どもたち
に「暴力や圧力で問題を解決でき
る」というメッセージとなって伝
わってしまい、結果として、平和的
な解決方法を自分で導き出せない人

REPORT
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ダイバーシティ推進委員会　副委員長 竹中　陽介

「子育てパパ会計士の日常」 第12回  子どものほめ方、叱り方（後編）
ダイバーシティ推進委員会企画記事

　皆様、ご無沙汰しております。諸
事情により、前回の記事よりだいぶ
間が空いてしまい申し訳ございませ
ん。前編に引き続き、書籍「自分で
できる子に育つ ほめ方 叱り方」よ
り、子どものほめ方、叱り方のコツ
をご紹介していきたいと思います
が、「いきなり後編と言われても、
前編なんて覚えてないよ！」という
方が大半だと思われますので、まず
は前編のおさらいから始めさせてい
ただきます。

　前編では、子どもへの「ほめ方」
を中心に子どもとの接し方のエッセ
ンスをお伝えさせていただきまし
た。特に、子どもの行動の善しあし
によって、褒美や罰を用いて行動を
コントロールしようとする「条件付
き子育て」には複数のデメリットが
認められました。また、ほめる際に
は抽象的な「おざなりほめ」や表面
的な「人中心ほめ」ではなく、努力
の過程や手順をほめる「プロセスほ
め」が望ましい、という点も重要で
す。

　さて、今回はほめ方よりも難しい
といわれる叱り方についてお伝えし
ます。叱り方において最も重要な点
は、ほめ方と同様「罰を与える叱り

最終回
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の、叱るときは頭に血が上っている
ことが多いため、ついつい「（私）
それはやったらあかん！」「（子）
なんであかんの？」「（私）あかん
もんはあかん！！」となりがちで、
困ったものです。でもそんなとき
も、後で冷静になってから、なるべ
く「あれはこういう理由で怒ったん
だよ」「大きな声を出してごめん
ね」と伝えるようにしています。仲
直りは大事。

　ここまで本編を抜粋して、ほめ方
と叱り方のコツをお伝えしてきまし
たが、書籍のあとがきにとても大事
なメッセージが書かれていましたの
で、皆様にご紹介したいと思います。

　実際に仕事と子育ての両立で
焦ったり罪悪感を感じたり、あ
るいはストレスを感じている母
親と一緒に時間を過ごすほう
が、子どもの心にネガティブな
影響があることがわかっていま
す。つまり、母親自身の心の満
足度が高い状態であることが非
常に大切だということです。

　ここでは母親とのコミュニケー
ションだけに触れられていますが、
父親に関しても同様ですよね。子ど
もが何かをやってしまったとして
も、両親に心や時間の余裕があれば
ゆっくり話し合うことができます。

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

特に子どもが小さい間だけでも、両
親で融通しながら、ゆとりをもって
子どもと接したいものです。

　最後に私の所感を少しだけ。ほめ
るときも叱るときも子どもに寄り添
うことが大事ということですが、少
し大きくなった子供に対して、とき
には厳しく叱ることも必要なのでは
ないでしょうか。生きていく以上、
子どもであろうと様々な理不尽が目
の前に立ちふさがることがあり、そ
れと戦うためには知恵をつける必要
があります。「厳しく叱る親」という
理不尽に対して、「どうすれば怒ら
れないですむか」と考えることはそ
こまで悪いことでしょうか。大事な
のは、子どもとのコミュニケーショ
ンを怠らないこと。日々のコミュニ
ケ―ションをしっかり取ってさえい
れば、多少理不尽な叱り方になって
しまったとしても、子どもとの関係
が壊れることはないと思います。
　「前半と書いてることがちがうや
ん！」とお思いの方もいらっしゃる
と思いますが、筆者の単なる感想と
いうことで、なにとぞご容赦を。

　さて、タイトルにでかでかと記載
のとおり、実は今回で連載終了とな
ります（決して打ち切りではありま
せん）。このように公の場に文章を
寄稿する、ましてや連載を持つなど
初めての経験で、拙い文章だったと

思いますが、ここまでお読みいただ
き本当にありがとうございました。
ダイバーシティという大きなテーマ
を前に、パパ目線で様々な内容を取
り上げさせていただきましたがいか
がでしたでしょうか。ほんの数名で
はありますが、この連載を楽しみに
しているという嬉しい声も頂き、と
ても感謝しております。
　それではまたどこかで会えること
をお祈りし、筆を置かせていただき
ます。

（出典）
島村華子「モンテッソーリ教育・
レッジョ・エミリア教育を知り尽く
したオックスフォード児童発達学博
士が語る 自分でできる子に育つ ほ
め方 叱り方」、株式会社ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン
出版社HP：
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-
7993-2599-5　
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一橋大学大学院商学研究科長・商学

部長、副学長、日本会計研究学会元

会長を経て現在、一橋大学名誉教

授、一橋大学CFO教育研究センター

長、商学博士（一橋大学）

日本IR学会会長

　経済産業省が2014年８月に公表

した企業と投資家のあるべき関係に

ついての提言書「持続的成長への競

争力とインセンティブ　企業と投資

家の望ましい関係構築」はプロジェ

クトの座長を務めた伊藤邦雄（一橋

大学教授）先生の名前にちなんで伊

藤レポートと命名された。ここで

は、中長期的な企業価値向上に向け

た企業と投資家の対話を促進するこ

とを提唱している。更にこれまでの

日本企業の資本生産性の低さを指摘

するとともに、資本コストを上回る

８%以上のROE（自己資本利益率）

達成を求めている。

　2015年１月より一橋大学はCFO

伊藤邦雄 著

『新・現代会計入門第５版』

大倉　雄次郎関西大学名誉教授（商学博士）、公認会計士

教育研究センター（センター長伊藤

邦雄先生）を創設し、JPX・東京

証券取引所と連携してCFOを養成

するHELPを開始し、2022年４月

現在第７期を迎え、修了生は約900

名にのぼっていて、2022年８月よ

り第８期を開始する。

　幅広い読者の多様なニーズに応える

ために本の構成は５部16章である。

序章　現代の会計
第Ⅰ部　企業会計のパラダイム
第２章　企業会計の本質とフレー

ムワーク

第３章　会計制度の論理と体系

第４章　企業のディスクロージャー

第Ⅱ部　資源フローの会計
第５章　損益計算書のパラダイム

第６章　経営パフォーマンスの測

定と表示

第Ⅲ部　資源ストックの会計
第７章　貸借対照表のパラダイム

第８章　資産の会計

第９章　持分の会計

第Ⅳ部　公正価値会計
第10章　金融商品の会計

第11章　従業員給付の会計

第Ⅴ部　グループ・グローバルの会計
第12章　連結グループの会計

第13章　企業結合・事業分離等の  

　　　　 会計

第14章　グローバリゼーションの

　　　　 会計

終章　戦略的企業評価に向けて

　会計の生き生きしたとした面白さ

を動画としてのスタイルで描いてい

る。そのために第２章から第14章

までの各章の中身を３つのパートに

分けている。

　先ずAccounting Todayでは、会

計のルールやIFRSの動向を説明し

ている。　

　次に、Theory and Historyでは、

各テーマの理論的側面や歴史的背景

に焦点を当てている。更に、Field 

Studyでは、アンケートや調査結果

それに企業名を挙げたケース・スタ

ディーを紹介している。又、関連す

るトピックを「テクニカルコラム」

に、「会計ア・ラ・カルト」は現代

トピックスを、「実証ア・ラ・カル

ト」は会計の実証研究の成果をそれ

ぞれ簡潔に説明している。

（日本経済新聞出版社、２０２２年）

著者紹介

伊藤レポート

HELP
（Hitotsubashi Financial Leadership Program）

本書の構成 本書の動画スタイルのデザイン
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１．IFRSと日本基準の影響の比較
に力点
　会計は「事業の言語」※１であ

り、「経営の言語」でもあり、本

質的にグローバルに通用するもの

であり、会計言語を知らずして経

済や産業、企業を深く分析するこ

とは不可能である。会計はそうし

た普遍性を持つ一方で、ローカル

な側面も併せ持っている。

　これまで世界の国々は国によっ

て固有の法制度や商慣習を持ち、

資本市場の成熟度各国間で異なる

から独自の会計基準を作り、その

国の中で活用する企業はその国の

会計基準に従って財務諸表などを

作成してきた。しかし近年事業の

グローバル化の急速な進展もあり、

そうしたローカルな側面を持つ会

計の世界に揺らぎが起きていて、

それを牽引しているのが「国際会

計基準」（International Financial 

Reporting Standards:IFRS）で

ある。

　本書では日本基準とIFRSの違

いや、IFRSの動向、日本基準適

用企業とIFRS適用企業の比較分

析等が随所で行われている。

２．企業会計の３つの職能の目指す
もの
　受託責任を果たすことで会計が

信頼し得るものとなり検証可能な

ものになる。※２

　株主と債権者、更に役員報酬へ

の配分のために利益計算のルール

をあらかじめ明示することで利害

調整会計が機能する。更に投資家

本書の読みどころ は会計情報を用いてリスクとリ

ターンを推定して投資意思決定す

ることで株価に反映し会社の資金

調達に影響を及ぼすと同時に資源

配分が製品ポートフォリオを決定

する際に各事業部の業績と将来性

を勘案して資金の傾斜配分を行う

意思決定会計機能を有する。

３．事業会社と監査法人のせめぎあい
　イギリスの基準設定主体FRC

（Financial Reporting Council）

の長文監査報告書に記載されたリ

スク項目は、資産の減損、税務、

のれんの減損、経営者による内部

統制の無視、収益認識における不

正が多かった。※３

４．ディスクロージャーの相乗的効果
　ディスクロージャーの相乗的効

果＝Q×C×T×W

　Q（Quality）：情報の質

　C（Coverage）：情報の量又

　　はそれが対象とする範囲

　T（Timing）：情報開示のタイ

　　ミング

　W（Way）：情報開示の方法

　統合報告書に見る財務情報と非

財務情報の関連性の中外製薬事例

が指標の関連図で紹介されてい

る。※４ 

５．日本におけるNon-GAAP指標
開示企業の増加
　近年、IFRS適用企業を中心に

Non－GAAP業績指標、例えば

「事業利益」「コア営業利益」

「EBITDA」を有価証券報告書内

で重要な指標として開示してい

る。※５これはIFRSでは日本基準

のように段階的な利益の表示が求

められていないので企業のビジネ

スの実態を理解してもらいたいと

いう実務の工夫である。

６．日本企業の中期計画の先進性
　日本企業（16業種×トッブか

ら５位まで＝80社）では売上高、

営業利益、ROE（自己資本利益

率）という絶対額が多いという調

査結果である。明治ホールディン

グスは伊藤邦雄先生の開発した

ROESGを参考にした「明治HD 

ROESG」を達成するために、コ

ア事業の食品セグメントでは消

費者の健康に貢献する高付加価

値製品の開発等が、医薬品セグ

メントでは新型コロナウイルス

ワクチン・治療薬の開発成功と

供給の事業展開など、収益性と

社会性が一体となった事業展開

の中期経営計画が紹介されてい

る。 ※６

（注）※１ 伊藤邦雄『新・現代会計入門第5版』44頁

　　　※２ 前掲書52頁

　　　※３ 前掲書125頁

　　　※４ 前掲書187頁

　　　※５ 前掲書236頁

　　　※６ 前掲書281頁
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吉川　和美

2022年４月３日（日） 桜見と古い町並み散策
 （参加者：会員８名、非会員１名、計９名）

　４月のハイキングは、奈良の宇陀市松山地区の古い町並み散
策と樹齢300年の又兵衛桜を観賞するというコースでした。
　宇陀といえば、古代には阿騎野（あきの）と呼ばれた地域で
す。（ゴルフをされる方はよくご存じかと思います。）以前は
大宇陀町でしたが、いわゆる「平成の大合併」により、2006
年（平成18年）１月１日 に 菟田野町・榛原町・室生村と合併
して宇陀市となりました。
　この地域は柿本人麻呂の和歌「東（ひむかし）の野に炎（か
ぎろひ）の立つ見えて　かへり見すれば月かたぶきぬ」でも有
名です。江戸時代には薬草の採取や栽培、生薬製造が栄え、今
も「薬の館」が市の歴史文化館として公開されています。ま
た、宇陀は城下町でもあり、豊臣政権時代は、大和郡山城、高
取城、宇陀松山城の三城体制で大和国を支配していました。そ
の後も織田信雄（信長の次男）以降４代が80年にわたり織田
宇陀松山藩として栄えました。残念ながら江戸時代に壊されて
しまいましたが、その歴史的重要性から宇陀松山城は平成18
年に国の史跡として指定を受けているそうです。
　当日は近鉄榛原駅に朝９時集合。企画の鈴木さんと山上さん
に車を出していただき、起点となる「道の駅宇陀路大宇陀」ま
で移動後にハイキングをスタートしました。なんとか雨は降り
ませんでしたが、奈良の中でもかなり寒い地域であるため、４
月でも手袋が欲しいと思うような肌寒い日でした。
　事前案内では「全長4.5kmの短いコースです」という触れ
込みでしたが、毎回参加している部員としては、おそらく4.5
キロでは済むまい…と思っていたら案の定、昔ながらの街並み
を少し歩いた後、最初の案内所でいきなり脱線。事前案内の
コースにはなかった宇陀松山城に寄ってみよう！ということに
なりました。メンバーの意向で臨機応変にコースが変わるのも
当ハイキング部の特徴といえましょう。
　しかしこれが大正解。少し上り下りは大変でしたが、上から
の見晴らしがよく、かつての城主はどのような気持ちでこの街
並みを見ただろうと想いを馳せました。奈良県民でもわざわざ
行くことのない宇陀松山城の歴史を学ぶことができたのも大満
足でした。
　その後は脱線つ
いでに、これも
コースになかった
春日神社へ抜け、
国の史跡でもある
松山西口関門へ。
趣のある古い遺構
だなと思って調べ

てみれば、この門は慶長５年（1600年）の関ヶ原の合戦の功
績で、福島高晴（ふくしまたかはる＝福島正則の弟）が宇陀松
山城に入城した際に築かれた城門とのこと。宇陀の街歩きはい
ろいろ楽しいです。みなさまもよかったら一度歩いてみてくだ
さいませ。
　門を過ぎてしばらく歩き、本日のメインスポット、又兵衛桜へ。
大河ドラマ「真田丸」にも登場した戦国武将・後藤基次（通称：
後藤又兵衛）が名前の由来で、定説では大坂夏の陣で討ち死に
した事になっていますが、この地方に生き延びたという伝説が
あり、ここが屋敷跡だと伝わる事から又兵衛桜と呼ばれるとの
ことです。満開までには少し早いかとも思われましたが、樹齢
300年ともいわれる素晴らしい桜を堪能し、近くでお弁当タイ
ムとなりました。（毎回ながら鈴木さんお手製のコロッケも大変
おいしくいただきました。いつもありがとうございます。）桜を
見ながらビールを飲んだメンバーもいたとかいなかったとか。
　コースは歴史情緒あり桜ありで最高だったのですが、なにぶ
ん気温が低いためすっかり冷えてしまいました。事前案内で、
希望者は「大宇陀温泉あきののゆ」で温泉を楽しめるというこ
とで、お昼の後のメンバーの関心は温泉一色に。温泉では「大
和当帰（やまととうき）」という地域の生薬がたっぷりはいっ
たお湯につかってぽかぽかに温まりました。
　その後車で駅まで向かう
際に、崇神天皇（なんと紀
元前！）の時代に創建され
たという「宇陀水分神社」
に寄っていただきました。
鎌倉時代建造の本堂は国宝
という、こちらも由緒ある
神社で厳かな気持ちになっ
たというところで今回のレ
ポートは終了させていただ
きます。

　ハイキング部では引き続
き、部員を募集しています。
平地中心のコースから健脚
向けコースまで様々で、山
歩き、街歩き、花見ありと
季節折々を楽しんでいただ
けるものと思います。多数
の皆様のご参加をお待ちし
ております。

今回使ったハイキングマップです。
赤丸が主な経由地点。
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南方　得男

2022年５月８日（日） 金剛山登山
 （参加者：会員８名、非会員３名、計11名）

　令和４年５月８日（日）長期予報では曇りだった金剛山
は晴れました。河内長野駅に集合した11人は金剛山登山口
でバスを降りました。
　世話役の鈴木邦明会員から、今回は登り３km下り４
km、計５時間くらいで、登りも下りもしっかりある、と聞
いていたので覚悟していました。確かに「沢登り」ではない
が、架けてあるナイロンロープや鎖を掴んで体を持ち上げ
たり、四つん這いになったり、足の踏み場を探し探ししな
がら歩いたところもありました。また、一息つける場所が
なかなか無くて膝を前に上げるのがやっと、というきつい
ときもありました。しかし、先のない上りは無い、とがん
ばって頂上にたどり着きました。今回はナイロンロープを
掴んだり、岩に手をついたりしたので、さっそくトレッキ
ンググローブを購入しリュックに入れておこうと思いま
す。この午前の登りで、全員のペースを合わせながら何度
も入れていただく休
憩の合い間に、沢や
滝の水の流れと音、
新緑の木々や岩間の
花、それらの生気を
含んだ空気と新緑を
通してふりかかる陽
の光に、いつもなが
ら「来てよかった。
生きててよかった。」
と思うのです。
　毎回なのですが、
スポーツにお酒はマ
ナー違反なのだと思
いながらも、お昼ご
飯に180ml日本酒
パックをコンビニ弁
当と一緒に買って、
お茶代わりに頂きま
す。頂上の広場で昼
食をとったのです
が、今回は下りも
しっかりある、とい
うのを思いだしてお
酒はリュックに押し
込みました。ところ

が、下りは林
道で登りのよ
うなことはな
いと伺い、お
酒を頂いても
よかったんだ
と残念でした。
金剛山ロープ
ウェイは当面
停止していま
す。しかし、頂上で
は比較的多くの方が
休憩されていました。
　木津路にて牡丹鍋
をいただいた令和２
年２月のあと、コロ
ナ禍のためハイキン
グを控えてきたので
２年ぶりでした。学
校休業があったり大
阪府で７月に感染者数が百人単位になったりして不安だら
けだった当時に比べて、現在は感染者数が数千人単位でお
られるにもかかわらず、このゴールデンウイークの新幹線
乗車人数が昨年の３倍になったなどと、活動が活発になっ
ています。マスク着用、手指消毒、リモートワーク、ガー
ド設置による会話や飲食の人数制限といった自己防衛と
PCR検査やワクチン接種環境の整備により、新型コロナウ
イルス感染リスクを理解できるようになったのか、慣れて
しまったのか、ということでしょうか。世の中、いろんな
ことが起こっていますが、自分には今日のような時間を持
てるのが幸せです。
　ハイキング部が集合するといつも私は、さる女史の
「ファッションチェック」を受けるのです。なので服装の
上下を決めるのに気が気じゃないのです。本日は合格だっ
たみたいで気をよくしてしまいました。そんなたわいもな
い話に笑いもあって、日頃出会わないのに「仲間」って感
じで会話が始まるので満更でもないのです。ゴルフもいい
けどハイキングもいいですね。
　近畿会事務局に連絡すれば案内を頂けます。リュック
サックとハイキングシューズと帽子は必要です。次回は６
月19日（日）、皆さんもどうぞご一緒しましょう。

滝のわき道を登る

ナイロンの帯を掴んで崖に沿って
（板戸史朗会員撮影）

山野草を目にしながら沢づたいに

集合写真
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　近畿CPAゴルフ会第311回は、宝塚ゴルフ倶楽部で

開催されました。同倶楽部は、1926年に開設された

歴史のあるゴルフ場です。吉田豊道会員の紹介で、新

旧のコースのうち、旧コースでの開催で、機械力を使

用しない手作りのコースの為フェアウェイ、グリーン

ともに細かいアンジュレーションに富んでいます。ま

た、市民の散策道がコース内を通っており、街の中、

自然の中に溶け込んでいます。そういった点で、歴史

を感じさせるコースです。

　しかも、天気は快晴、風もあまりなく、桜満開と、

最高のコンディションでの開催となりました。また、

本大会は、近畿会会長杯取切戦でもあり、B・B戦でも

ある大会で、いつもの大会にも増して、気合の入る大

会でもあり、さぞかし、好スコアのオンパレードかと

思われました。

　個人的にも、同じ組でプレーをさせていただいた美

馬さん、山本さん、竹内さんとも、終始楽しく、純粋

にゴルフを楽しんで、昼食のおでんも楽しんで、とて

も、楽しいラウンドとなりました。皆さんありがとう

ございました。

　しかしながら、グロススコアで100を切っている会

員が４名、110以上が７名という結果で、皆さん、気

合が入りすぎたのか、コースに設けられた罠にはまり

すぎたのか、厳しい結果となりました。かくいう私

も、113という惨憺たるスコアで、栄えあるブービー

賞をいただきました。

　この悔しさをばねに、最近は練習に励んでいます。

いつかは、優勝をして、トロフィーを持った写真を

撮ってもらいたいと思っています。

　このような、楽しいゴルフができて、当倶楽部をご

予約いただいた吉田会員、皆様、ありがとうございま

した。今後ともよろしくお願いいたします。

　当ゴルフ部は毎回名門といわれるコースをラウンド

することが大きな特長です。興味のある方はお気軽に

近畿会事務局までご連絡ください。

宮野  　勝

小黒  敬三

小川  泰彦

村上  圭二

岩堀  晋治

優勝
２位
３位
４位
５位

REMARK

68.0
72.0
73.0
74.0
74.8

NET

34.0
13.0
10.0
29.0
29.2

HDCP

102
85
83

103
104

GROSS

50
43
40
52
48

IN

52
42
43
51
56

OUTNAME

ゴルフ部開催報告REPORT
厚生部

03
長瀬　耕治

日　時　　2022年４月５日（火）
場　所　　宝塚ゴルフ倶楽部

参加者　　20名
天　候　　晴れ

ドラコン　吉川雅偉、岩堀晋治×2、山本宏昭、小黒敬三
ニアピン　小黒敬三×2、又井美香子、吉川雅偉、中丁卓也
　　　　　長瀬耕治
ベストグロス　小川泰彦
バーディ　小黒敬三

優勝：宮野勝会員

取切戦優勝：小黒敬三会員

【今後の予定】
令和４年 ６月２日（木） 茨木カンツリー倶楽部　東コース
令和４年 9月13日（火） 田辺カントリー倶楽部
令和４年10月４日（火） 泉ヶ丘カントリークラブ
令和４年12月１日（木） 鳴尾ゴルフ倶楽部
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　2022年４月９日（土）、第５回将棋部を近畿会会

議室で開催しました。

　５名の近畿会会員が参加しました。

　まん延防止等重点措置は解除されていましたが、繁

忙期直前でしたので、懇親会は行わず、会議室での対

局（総当たりで各４局）のみ行いました。

　各部員、コロナ禍で、人と対面で指すことが久しぶ

りで、棋力は下がっていたようにも感じましたが、そ

れはそれで、逆転が生じやすくゲームとしての魅力は

維持されていました。

　なんと言っても、対面だからこそ、どや顔をした

り、されたり、という面白さがあります。

　これまでも、集まると、日頃の将棋勉強法や将棋関

連アプリの話をしていましたが、コロナ渦で、棋士の

YouTubeチャンネルが増えたなという話になりまし

た。

　YouTubeチャンネルの中でも、5人中3人が、藤森

徹也五段の「将棋放浪記」を見ており、人気でした。

「将棋放浪記」は、見ているだけで強くなった気にな

ります。実際に強くなっているのかは…

　さて、現在、将棋部の部員は、20代、30代、40代、

50代、60代にそれぞれ複数いらっしゃいまして、近

畿会会員・準会員で28名が登録しています。棋力は、

初心者、級位者、低段者、高段者まで幅広いです。部

という名称ではありますが、ゆる～いサークルのよう

なものです。

　コロナ渦で、第３回の2020年２月１日（土）、第

４回の2021年１月９日（土）と間隔が空いていまし

たが、2022年６月以降は、概ね、月１回の開催を予

定しており、次回は、６月18日（土）です。これまで

将棋部だよりREPORT
厚生部

04
川喜多　由博

は、土曜日に開催していましたが、部員のリクエスト

に応じて、平日夜又は日曜の開催も検討します。

　また、関西将棋会館が、今は、福島にありますが、

2023年度に、高槻へ移転する模様です。移転前の将

棋会館で、将棋部イベントをできないか、考えていま

す。

　ご興味のある方は、関西地区三会厚生行事掲示板→

近畿会主催→随時募集中「趣味の会の募集について」

から登録をお願いいたします。

世話役
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　2022年通常国会で公認会計士法の改正案が審議され５月11日に可決・成立しました。公認会計士法の改正は、2007年以来15
年ぶりとなります。上場会社の監査を担う監査事務所の規律、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の緩和、企業内会
計士の登録事項の整備、資格要件に関する実務経験期間の伸長等、喫緊の課題として協会が改正を要望したものです。公認会
計士・監査審査会の立入検査権限等の見直しについては、協会の品質管理レビューを前提とした現在のモニタリング制度に変
化をもたらすものではないことについて、国会の参議院財政金融委員会の質疑等によって確認されています。今回の改正は、
短期的に解決可能な喫緊の課題について行われました。今回の改正事項以外に、公認会計士の業務の拡大による公認会計士・
監査法人の業務範囲の定義、公認会計士に求められる資質・能力の変化に適応した試験制度や実務補習・CPE等含む人材育成
制度の在り方、監査法人の大規模化に適応した組織運営に関する制度の在り方など重要な課題が残されており、継続的な議論
を関係者と深めていく必要があります。公認会計士制度検討PTでは、これら中長期的な課題について論点整理を行っており、
中間報告の公表及び説明会を予定しています。ご参加・ご視聴いただき、ご意見をお聞かせください。

火

水

木

金

月

火

水

木

月

火

水

木

金

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（Web）

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

センチュリーコート丸の内

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（Web）

日本公認会計士協会近畿会

本部会計監査人監査

本部　経営会議

正副会長会

本部　地域会担当副会長、常務理事の意見交換

近畿会監事監査

本部　総務打合せ会

本部　経営会議

本部　公認会計士制度検討PT

正副会長会

定例役員会

公認会計士国会議員と本部正副会長との意見交換

本部　経営会議

本部　財政構造改革PT

本部　常務理事会

本部　地域会会長会議

本部　理事会

(作成月日:2022年５月24日)

4月26日

4月27日

4月28日

5 月 6 日

5 月 9 日

5月10日

5月11日

5月12日

5月16日

5月17日

5月18日

5月19日

5月20日

Topics北山久恵会長活動報告2022年度

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会
「経営視点でコーポレートガバナンスを考える」
（近藤　章 氏・石田　正 氏）

10:00～17:00

10:00～12:00

16:00～18:00

14:30～16:00

10:00～15:00

14:00～15:30

10:00～12:00

18:00～20:00

16:00～18:00

18:00～20:00

18:30～20:30

10:00～12:00

17:00～18:00

10:00～14:30

14:30～17:00

10:00～15:00

18:30～20:30
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INFORMATION

会計士・税理士のための

伝わるプレゼン術

新民法で変わった保証制度と

税務

令和４年版

法人税入門の入門

七訂版

海外勤務者の税務と社会保険・給与Ｑ＆Ａ

協同組合

新刊書販売のご案内

眞山　徳人　著 
株式会社中央経済社　刊
定価　2,750円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　プレゼンで求められるの
は、適切な情報提供と説得
力。でも、会計士・税理士に
求められるプレゼンは専門的
な内容な上に、聞き手の知識
や経験もバラバラなことも多
い…。そんな固有の悩みを解
消し、「伝わる」プレゼンを
するための方法論を大公開！

辻　敢　齊藤幸司　共著
税務研究会出版局　刊
定価1,870円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　特殊な事柄や例外的な事項
は取り扱わず、法人税の基本
的なしくみと考え方が理解で
きるよう、あくまでも実務上
「これだけは必要」というポ
イントにしぼり、豊富な図表
で解説しています。

弁護士法人Ｙ＆Ｐ法律事務所・
税理士法人山田＆パートナーズ　著
第一法規株式会社　刊
定価3,300円 （税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　保証契約の締結から保証債
務の履行、消滅、求償、相続
の取扱いまで、民法改正後の
最新実務のポイントを一冊で
つかめるＱ＆Ａ集。

EY税理士法人People Advisory 
Servicesパートナー　藤井恵　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）
　海外人事等実務担当者及び
海外勤務者の必携書。最新の
情報を基に、海外勤務者の税
務、社会保険・給与事務から
主要国の個人所得税概要・租
税条約、海外勤務者規程の作
成、海外での危機管理などを
Q&Aにより要点を解説。

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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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。



監査法人の名称変更
令和４年４月１日付

【旧名称】
【新名称】協立神明監査法人

協立監査法人

監査法人のビル名称変更
令和３年８月１日付

【旧住所】〒530-0017
　　　　大阪府大阪市北区角田町８番１号
　　　　梅田阪急オフィスタワー
【新住所】〒530-0017
　　　　大阪府大阪市北区角田町８番１号
　　　　大阪梅田ツインタワーズ・ノース

EY新日本有限責任監査法人　大阪事務所
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（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士
　　　　　となる資格を有する者
　　　２．二号準会員は、会計士補
　　　３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
　　　　　（一号準会員に該当する者を除く）

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2022年４月30日現在）

3,711 36 3,747 12 29 963 1,004 4,751

藤田　立雄
藪内　秀和
木戸　流砂
坂口　大起

髙橋　琢也
原　　奈央
山本　佳奈

大川　裕介
太田　匠
山西　裕士
富澤　直幸
山下　雅史
仲　　さおり
平岩　弥樹

東 北 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
京 滋 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 海 会 よ り

転入者 ４月５日～26日

【事務所・自宅】
坂上　恵美子
野﨑　貴裕
松岡　美穂
池田　芳則

齋藤　一将
佃　　隆志
渡邊　大真
米田　輝

資格変更（準会員から会員へ）
畦地　絢子 西堀　唯

会員名簿記載事項の変更

栗栖　正倫
小窪　慎吾
田中　真理
津田　佳典
中島　芽生
中村　晃
美馬　知美
三宅　浩平
伊藤　憲次

石橋　健
井上　卓也
中岡　倫邦
新田　泰生
則岡　智裕
濱　　直樹
三原　秀章
岩﨑　香織
大磯　毅

４月５日～26日

【事務所】

入会者

４月21日付

４月21日付

退会者

会員異動

伊藤　嘉章
石田　重雄
川上　泰秀
菊地　靖
芝　　毅仁
小池　友香
武澤　葉子

２月25日付
４月21日付
４月21日付
４月21日付
４月21日付
２月20日付
４月26日付

死 亡
業 務 廃 止
業 務 廃 止
業 務 廃 止
業 務 廃 止
死 亡
退 会

【自宅】
奥田　祥子
肝付　麻衣子
鯉淵　拓真
坂上　雅亮
﨑山　謙治
玉置　翔大
菱田　美菜
藤井　康雄
勝山　武彦
久保田　尚良
富永　駿
豊山　絢加
前嶋　崇志
宮田　八郎
鴨井　聡志

和泉　翔馬
岡　　大貴
塩崎　颯太
笛木　あゆみ
安達　実穂
木津　純菜
桑原　一樹
後藤　健太
杉田　世奈
滝　　裕次
中井　康稔
宮原　朋子
村井　夕珠
吉岡　郁真

（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）
（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）
（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）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）

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

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

宮田　崇弘
奥田　尚佳
近藤　雅浩
寺田　翔一郎
林　　将真
近藤　怜子

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

転出者 ４月５日～26日

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（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）
（四号準会員）

監査法人の変更
4 月 4 日 付 新 設トラバース監査法人



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）

【慶事】

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。
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る
企
業
様
も
多
く
、
６

月
は
繁
忙
期
真
っ
た
だ
中
で
す
。

　

今
月
号
は
近
畿
会
役
員
の
皆
様
の
退
任
の
あ
い
さ
つ
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
任
期
３
年
間
の
ほ
と
ん
ど
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
私
も

退
任
の
あ
い
さ
つ
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
対
面
で
会
う
こ

と
が
出
来
な
い
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
わ
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
委
員
会
は
、
対
面

開
催
が
１
回
だ
け
（
多
分
）
。
あ
と
は
全
部
オ
ン
ラ
イ
ン
で
委
員
会
活

動
を
続
け
ま
し
た
。
最
初
は
す
ぐ
に
解
除
に
な
っ
て
、
い
つ
も
の
日
常

生
活
が
戻
っ
て
く
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
任
期
始
め
の
２
０
２
０
年

は
コ
ロ
ナ
が
去
る
の
を
待
つ
作
戦
（
何
も
し
な
い
）
で
過
ぎ
て
い
き
ま

し
た
。
や
が
て
「
こ
れ
は
い
か
ん
、
こ
の
ま
ま
で
は
何
も
し
な
い
ま
ま

任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
！
」
と
徐
々
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
活
動
を
始
め

た
も
の
の
、
慣
れ
な
い
Ｉ
Ｔ
の
勝
手
が
わ
か
ら
ず
、
顔
突
き
合
わ
せ
て

ワ
イ
ワ
イ
と
意
見
を
戦
わ
せ
て
い
た
「
議
論
」
が
ど
う
す
れ
ば
可
能
に

な
る
の
か
悩
み
ま
し
た
。
メ
ー
ル
で
の
資
料
や
り
取
り
を
駆
使
し
て
事

前
に
打
ち
合
わ
せ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
画
面
を
見
な
が
ら
頑
張
っ
て
会
話

し
、
意
見
を
交
わ
し
て
（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
一
人
ず
つ
し
か
話
せ
な
い

と
い
う
壁
が
！
）
な
ん
と
か
成
果
物
を
世
に
出
す
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。…
と
、
こ
ん
な
感
じ
で
、
他
の
委
員
会
の
皆
様
も
、
い
ろ
い
ろ
苦

労
や
工
夫
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
な
あ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
Ｃ
．Ｐ
．Ａ
．ニ
ュ
ー
ス
を
企
画
し
て
い
る
会
報
部
も
、
最
初
の

数
か
月
を
除
く
任
期
中
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会
議
で

し
た
。
他
の
士
業
と
の
交
流
企
画
案
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
当

然
、
取
材
も
交
流
も
ス
ト
ッ
プ
。
外
出
で
き
な
い
世
界
で
は
、
記
事
に

出
来
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
面
白
く
て
読
み
ご
た
え
が

あ
っ
て
為
に
な
る
楽
し
い
特
集
記
事
を
掲
載
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念

で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
は
ま
だ
完
全
に
は
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
コ
ロ
ナ

も
人
間
に
慣
れ
て
落
ち
着
い
て
き
た
よ
う
で
す
の
で
、
ま
た
新
し
い
メ

ン
バ
ー
が
素
敵
な
記
事
を
掲
載
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
執

行
部
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。       

（
会
報
部　

梨
岡
英
理
子
）

■新・現代会計入門 第５版
寄　贈　者　大倉雄次郎
著　　　者　伊藤邦雄 
発　　　行　日経BP 日本経済新聞出版

■琉球政府時代の証券史
寄　贈　者　小谷　融
著　　　者　小谷　融 
発　　　行　株式会社中央経済社

・会員　金武　誠

■甲南経済学論集第62巻 第１・２号、62巻 第３・４号
寄　贈　者　甲南大学経済学会
発　　　行　甲南大学経済学会
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2022年６月24日（金）
１．第56回定期総会　　午後１時30分～午後４時20分　
　　＜報告事項＞　（１）第56事業年度事業及び業務に関する報告の件
　　　　　　　　　（２）選挙管理委員及び予備委員並びに選挙管理委員長の選任結果報告の件
　　　　　　　　　（３）近畿会役員選挙結果報告の件
　　＜審議事項＞　第１号議案　第56事業年度財務諸表等承認の件
　　　　　　　　　第２号議案　日本公認会計士協会近畿会規約の一部改正（案）承認の件
　　　　　　　　　第３号議案　会費規程の一部改正（案）承認の件
　　　　　　　　　第４号議案　第57事業年度事業計画（案）承認の件

第５号議案　第57事業年度「正味財産増減に係る予算書（案）」及び「資金調
達、設備投資及び特定資産に係る予算書（案）」承認の件

２．協会本部会務報告　午後４時30分～午後５時30分
３．会員の声を聞く会　午後５時30分～午後６時
４．記念交流会　　　　午後６時20分～午後８時

ザ・リッツ・カールトン大阪
※「定期総会」、「協会本部会務報告」及び「会員の声を聞く会」につきましては、当日、会場の
模様をオンラインによるライブ配信を行います。

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

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

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い

開催日時

開催場所

CPE単位

　定期総会の詳細につきましては、別途、郵送させていただいておりますので、ご確認いただけますようお願い
いたします。（近畿会ウェブサイト：会員専用ページでも閲覧可）
　会員及び２号準会員の皆様におかれましては、事前の議決権行使をお願いします。
　また、記念交流会へのご参加は、必ず事前にお申込みください。着席形式のため、当日の飛び入り参加はでき
ません。

　近畿会では、電子的方法（インターネット）により、総会の議決権行使や役員選挙の投票を実施しております。ま
た、研修会、厚生行事、地区会行事等の開催案内について、リアルタイムで電子メールでの配信を行っております。
　協会・近畿会からの各種情報等をメールにて受信いただくために、会員メールアドレス（メールの転送設定を含
む）のご確認をあらためてお願いいたします。
　なお、現在の登録状況の確認・設定は、日本公認会計士協会ウェブサイトの会員マイページから可能です。会員マ
イページを閲覧するためには、会員マイページのID及びパスワードが必要となりますので、こちらにつきましてもご
確認をお願いいたします。

　ご不明な点がございましたら、【日本公認会計士協会　会員登録グループ】までお問合せください。
TEL：03－3515－1122　　E-Mail：kaiin@jicpa.or.jp
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研修会のご案内（2022年７月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。  

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
鎌田　浩嗣 氏（公認会計士、宝印刷株式会社 執行役員 ディスクロージャー研究一部担当 兼 J-Adviser室部長）
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・会員業務推進部共催研修会
2022年７月１日（金）18:30～20:30

企　画
講　師
会　場

最近注目を浴びるTOKYO PRO Marketの概要（上場制度や上場までのスケジュール、上場要件など）及びTPM上場に組織内会計士（独
立会計士を含む）がどのように関わることができるかについて説明します。
１．TOKYO PRO Market（TPM）の概要
　・市場の特徴、上場要件　・TPM上場のメリット・デメリット
2.　TPMにおけるJ-Adviserの役割
　・J-Adviserの業務と役割　・TPM上場へのステップ
3．TPM上場に成功する会社・失敗する会社
　・TPM上場に失敗するパターン　・スピーディにTPM上場するポイント
4．TPM上場と公認会計士の関わり
　・上場支援の側面　・社外役員の側面

２

履修単位

5114

研修コード

TOKYO PRO Marketと組織内会計士の関わり
研修室参集 Online

（Teams）

近畿会主催研修会

日本公認会計士協会近畿会
手塚　正彦 氏（日本公認会計士協会　会長）
加藤　達也 氏（日本公認会計士協会　副会長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

2022年７月19日（火）14:00～17:00

企　画
講　師

会　場

2022年通常国会で公認会計士法の改正案が可決・成立しました。公認会計士法の改正は、2007年以来15年ぶりとなります。今回の改
正は、上場会社の監査を担う監査事務所の規律、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の緩和、企業内会計士の登録事項の整備
等、短期的に解決可能な喫緊の課題について行われました。さらに公認会計士の業務の拡大による公認会計士・監査法人の業務範囲の定
義、公認会計士に求められる資質・能力の変化に適応した試験制度や実務補習・CPE等含む人材育成制度の在り方など重要な課題が残さ
れています。本部の手塚会長、加藤副会長から、公認会計士法の改正、公認会計士制度の在るべき姿に関する論点整理についてご説明い
ただき、会員との意見交換会を開催いたします。

３

履修単位

1101

研修コード

公認会計士法改正の概要及び公認会計士制度検討PTの報告と意見交換会    研修室参集 Online
（Teams）
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関西地区三会共催研修会

組織内会計士委員会
眞山　徳人 氏（公認会計士）
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研修会
2022年７月29日（金）18:30～20:30

企　画
講　師
会　場

プレゼン指導実績のべ３万人。2016スピーチコンテスト日本一。今月号の会報に掲載されている協同組合INFORMATIONの新刊書販売
にある通り、プレゼンをネタにして書籍まで出してしまった（それも２冊目）、唯一の「プレゼン専門家の公認会計士」による研修で
す。大好評を博した昨年に行われた東京での研修会をさらにパワーアップしてお届けします。
組織内で働く人だけでなく、独立している人、監査法人勤務の人などすべての会計士にとって必聴です。

２

履修単位

9101

研修コード

会計士のための伝わるプレゼン術
研修室参集 Online

（Teams）

関西地区三会共催DVD研修会

※CPEオンラインで
e-ラーニングの受講
（無料）もできます
ので、そちらも是非
ご利用ください。
※ｅラーニングなどで
すでに受講した方が
このDVD研修を受
講した場合は、重複
受講となり、単位は
付与されませんので、
ご注意ください。

2022年７月15日（金）9:15～17:00
（①9:15～11:00 ②11:10～12:45 ③13:30～15:10 ④15:20～17:00）

企　画
講　師

会　場

兵庫会  CPE委員会
①林　敬子 氏（監査・規律審査会審査会長）、廣田　壽俊 氏（監査・規律審査会副審査会長）
②加藤　俊直 氏（IT委員会 情報セキュリティ等対応専門委員会 専門委員長）
③佐藤　康治 氏（公認会計士・税理士）
④岡本　悟 氏（公認会計士、中小事務所等施策調査会 中小事務所IT対応支援専門委員）
兵庫会研修室

①監査提言集の解説
②公認会計士業務における情報セキュリティ
③適用開始直前  グループ通算制度の要点チェック
④データアナリティクスの活用：監査人が「理解の深堀」するための分析シナリオの考え方
　～データ分析におけるリスクフォーカスの実践～

①2022年２月３日開催　本部春季全国研修会収録　②2022年２月４日開催　本部春季全国研修会収録
③2022年３月25日開催　本部研修会収録　④2022年３月29日開催　本部研修会収録

2

2

2

2

履修単位

①3192

②1001

③4105

④3193

研修コード

夏季CPE集中DVD研修会

【会場アクセス】JR・阪急・阪神 三宮駅、地下鉄海岸線 三宮・花時計前駅より徒歩5分

兵庫会
研修室参集

定　員 研修室各40人（リモート配信なし）

不正事例研究
職業倫理
税　　務
監　　査

【夏季CPE集中研修会 お問合せ先】兵庫会事務局 TEL：（078）252-3281
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近畿会開催CPE研修会 2022年５月実績および６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（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

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）

「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）」

坂本正明氏（株式会社ボードアドバイザー

ズ　パートナー）、赤松育子氏（本部理事）、

北山久恵氏（近畿会会長）

3スキル6 月 3 0 日 18:30〜20:30

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用



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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