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第43回 日本公認会計士協会研究大会
横浜大会 2022
公認会計士に期待される役割と業務〜変化し続ける社会に向けて
2022年９月15日（木）、「公認会計士に期待される役割と業務〜変化し続ける社会に向けて」をテーマに第43回日本
公認会計士協会研究大会が開催されました。
各発表者による大変熱心な研究発表や討論が繰り広げられました。以下、その概要をご報告いたします。

【記念講演

11：00〜12：30】

「シウマイ物語」

【研究発表
●研究発表

13：30〜17：20】
第１部

13：30〜15：10
テ

１
２

ー

マ

Game Changeの時代にこそ、公認会計士の強みを社外役員として活かす！
〜Are we ready to change the world?〜
税務行政のDX化推進への公認会計士の貢献の可能性
〜監査DXのノウハウを税務行政の効率化・高度化に如何に活用できるか〜

３

倫理規則の改正とこれからの公認会計士の職業倫理の在り方について

４

経営分析で企業実態を把握し、VUCA時代の企業成長を促す

５

【学術賞受賞】人的資本の会計 −認識・測定・開示−

※「経営分析で企業実態を把握し、VUCA時代の企業成長を促す」の報告記事はございません。
●研究発表

第２部

15：40〜17：20
テ

６
７
８

ー

マ

アフターコロナ時代における社会福祉法人の諸課題と公認会計士の役割について
学校法人のガバナンス強化に向けて公認会計士及び監査に期待される役割の考察
サステナビリティ関連情報開示によるコーポレートガバナンス改革の課題
−変化し続ける経済社会において公認会計士に期待される役割と業務−

９

スポーツアカウンティングと公認会計士の貢献

10

相続時における不動産の評価、財産評価基本通達と総則６項

※「アフターコロナ時代における社会福祉法人の諸課題と公認会計士の役割について」の報告記事はございません。
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記念講演

11:00〜12:30

シウマイ物語
発表者

株式会社崎陽軒 代表取締役会長

野並 直文 氏

イを販売することを決意し、昭和３

のケンミンSHOW」にも取り扱って

（1928）年にシウマイを販売した。

いただいた。また、他社とのコラボ

冷めてもおいしいことにこだわり、

ではまねき食品と関西シウマイ弁当

豚肉と帆立貝柱を混ぜ合わせたシウ

を2021年に発売したり、他社とのコ

マイを販売した。また、電車内でも

ラボ等を多数行っている。また、季

一口で食べれるよう、小粒のシウマ

節製品・コトモノ製品（限定製品）

研究大会の記念講演として、「シ

イとした。当時の社長が栃木訛りで

に力を入れている。

ウマイ物語」をテーマに、株式会社

あったことや本場中国での発音に一

ある専門家の講演で聞いた地域ブ

崎陽軒代表取締役会長 野並直文氏よ

番近い言葉としてシウマイとした。

ランド６カ条を聞いて、崎陽軒も目

り、お話をいただいた。以下にその

昭和25（1950）年には、戦後の横浜

指していかないといけないと感じた。

内容をまとめている。

に明るさを取り戻そうと、横浜駅に

その内容は①地域の誉れである②地

「シウマイ娘」を登場させ、弁当を

域限定③地域の文化・風土と一体と

販売させた。昭和28（1953）年には、

なっている④安心・安全が見えるよ

社崎陽軒に入社され、平成３年５月

「シウマイ娘」が登場する連載小説

うに、分かるように⑤地域の価値を

に社長に就任し、令和４年５月に会

「やっさもっさ」が映画化され、全

引き立てるもの⑥地域の人達が日常

長に就任している。

国に知れ渡るようになり、シウマイ

的に消費であった。特に⑥を大事と

まずは新型コロナウイルス感染症

の売上も伸びていった。昭和29

考えている。

の影響ですが、株式会社崎陽軒もコ

（1954）年に「シウマイ弁当」を発

崎陽軒の経営理念は平成21（2009）

ロナの影響がかなりあった。コロナ

売し、大ヒットとなった。シウマイ

年に改定した。改定前の経営理念は

のピーク時はコロナ前と比較すると

弁当のおいしさの秘密は蒸気炊飯方

社長就任時に作成したものであった

売上が40％にもなったが、足元では、

式で炊き上げたお米、シウマイの具

が、わかりやすくする必要があると

90％程度まで回復している。コロナ

となる干帆立貝柱、大量に作る筍煮、

感じ、100周年宣言を行い、宣言を

禍において、売上が急激に減少した

おひつ効果のある経木の折である。

経営理念として改定した。以下の３

ため、ロードサイドに出店し、現在

1955年には「ひょうちゃん」という

つが経営理念である。

は20店舗出店している。また、製品

しょう油入れが誕生した。その後順

崎陽軒はナショナルブランドをめ

面では冷凍品の「おうちで駅弁シ

調に成長し、平成15（2003）年には

ざしません。

リーズ」の通信販売を行った。総務

横浜工場を倍に拡張した際に工場見

真に優れた「ローカルブラン

省のシュウマイへの支出額の調査を

学を開始し、今でも大人気である。

ド」をめざします。

みると、横浜市はずっと全国で１位

崎陽軒の歴史から得られる教訓６カ

崎陽軒が作るものはシウマイや料

であり、シュウマイは横浜市民のソ

条がある。①差別化戦略②ローカル

理だけではありません。

ウルフードとして愛されている。

色をテコ③ニッチ戦略④ハンディ

常に挑戦し「名物名所」を創り

崎陽軒は、明治41（1908）年に創

キャップ・ピンチをバネに⑤フリー

つづけます。

業し、当初は通常の弁当を販売して

パブリシティの活用⑥明確な事業範

崎陽軒は皆さまのお腹だけを満た

いた。ただ、横浜には名産品がなく、

囲である。⑤については、1996年に

しません。

名産品を探していると、中華街で付

「料理の鉄人」に出演、2015年に「カ

食をとおして「心」も満たすこ

き出しとして出されていたシュウマ

ンブリア宮殿」に出演した。「秘密

とをめざします。

野並氏は、昭和47年９月に株式会
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経営理念は会社の目指す方向を示

「変えるべきものを変える勇気、

すものであり、中小企業にとって重

変えてはならないものを変えない包

要と考える。

容力、それを見分ける英知、それを

アメリカの牧師としてラインホル

神よ、与えたまえ」という内容であ

ド・ニーバーの祈りというものがあ

る。これは経営にも通ずるものがあ

る。

り、大事にしており、日々考えてい

研究大会

第１部

る。これからも崎陽軒の応援をよろ
しくお願いします。
（報告：谷間

薫）

13:30〜15:10

Game Changeの時代にこそ、公認会計士の強みを社外役員として活かす！
〜Are we ready to change the world?〜
コーディネーター

日本公認会計士協会神奈川県会 社外役員支援チーム リーダー 日本公認会計士協会 社外役員会計士協議会 委員 同社外役員研修研究専門委員会 副委員長

パネリスト

一般社団法人Green innovation 代表理事

鈴木 智子 氏
菅原

聡氏

株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役 主席アナリスト

鈴木 行生 氏

大原大学院大学 教授 青山学院大学 名誉教授

八田 進二 氏

けは、2019年のインターナショナル・コー

の企業における運用資産に占めるサステ

ポレートネットワークの年次総会での

ナブル資産の割合は現在の18%から2025

オーストラリアの会計士の印象的な発言

年には37%に増加するという調査結果が

です。「投資家にとって非財務情報が重

発表されています。ESGの中でもとりわ

要な情報に加わって、従来の伝統的な財

け重視されるのはE（：環境）です（S：

務情報の重要性が相対的に低下している。

社会、G：統治）。なぜ環境なのか、出

それが進んでいくと我々公認会計士の仕

発点は気候変動リスクです。世界気温が

事はどうなっていくのか」とかなりの危

3.2℃上昇することにより2050年までに

リポートする研究発表は、2021年11月

機感を持ってお話しされていました。ま

GDPが最大18%消失すると言われる中、

にISSB（国際サステナビリティ基準委

た、ESGに熱心な経営者や機関投資家に

企業においても気温上昇が持続的な事業

員会）が設立される等ESGの潮流がます

話を伺うと、ESGやSDGsは企業の生き

経営へのリスクを高めると認知され、

ます強まり、企業経営におけるサステナ

残りをかけた取り組みなのだとお話しさ

国・自治体だけではなく、大企業から中

ビリティ課題の捉え方も外部要因から企

れています。また、別の観点で見れば、

小企業まであらゆる組織が気候リスク対

業戦略へ変化しつつある中、 企業のあ

SDGsは2015年に国連サミットで採択さ

応として排出削減目標を提示し始めてい

るべき姿 を議論してきた私たち公認会

れましたが、その当時15歳であった子供

ます。環境問題を発端として、持続可能

計士がボード・メンバーとしてその強み

が22歳になり大学を卒業して社会にでて

な社会へのシフトを軸とした大きな波に

を活かすために、展望すべき未来と挑戦

くること、2020年に学習指導要領で「持

よって、カーボンニュートラル（=脱炭

すべき課題について、パネル・ディス

続可能な社会の作り手の育成」というこ

素）実現と豊かな経済の両立は、努力目標

カッションを通じて浮き彫りにするとい

とがメインにされている中で、SDGsネ

ではなく政策・経営アジェンダのTOP

う内容です。

イティブの世代に今の日本企業は受け入

になってきました。

日本公認会計士協会神奈川県会 社外役員

れられるのか、公認会計士という職業は

「なぜGame Changeが起きているか」

支援チームの鈴木智子氏がコーディネー

彼らにとって魅力的な職業であるのか、

一方で、気候変動対策は環境問題であ

ターとなり、一般財団法人Green innovation

というような疑問が出てきます。このよ

るという認識もまだまだ多く、特に中小

代表理事 菅原聡氏、株式会社日本ベル投

うな中で、今回のテーマを想起するに至

企業では、理解不足やコストの問題等で

資研究所 代表取締役 主席アナリスト 鈴

りました。また今回は、モニタリングモ

脱炭素に向けた取り組みを検討できてい

木行生氏、大原大学院大学 教授 青山学

デルの取締役会を前提としての議論です。

ないのが実情です。しかし、パリ協定を

院大学名誉教授 八田進二氏をパネリスト

まず、最初に「今起きているGame

転換点として、世界的に太陽光発電のコ

に迎えての非常に内容の濃い研究発表で
した。かいつまんでリポートいたします。
研究発表のテーマが提起されたきっか

Changeとは」

ストが低減し化石燃料と遜色がなくった

現在、世界のESG投資額は4,000兆円

こと、さらに太陽光発電ではCO₂を発生

を超え、今後もこの流れは加速し、世界

させないことにより、「脱炭素」は安く
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なる、というのが世界のトレンドになり

そういった公認会計士が企業サイド

ためには、自らの強みのフレーム

ました。再エネに競争優位性が出たこと

においてコミットできるのは社外役

ワークを意図的に広げていくこと、

で、「脱炭素」は環境問題対策の域に留

員である。公認会計士は社外役員と

対話力を高めて経営者に的確に発言

まらず、経済合理性の観点からも経営の

しても十分に活躍しうる。特に公認

すること、バックキャスティング（未

TOPアジェンダとなりました。この結

会計士は複数の企業の全体像に精通

来のあるべき姿から解決策を見つける

果、世界のGDPの９割超がカーボン

すること、さらにパーパス経営をサ

こと）が重要であり予測力を高めること

ニュートラルを標榜し、資金の流れも新

ポートできることが、公認会計士の

（データを元に予測し、当たらなかっ

強みである。

た場合には原因分析し予測の蓋然性

規脱炭素市場に移行しています。さらに
は、脱炭素をしなければサプライヤーリ

▶公認会計士は、サステナビリティの

ストから外される、CO₂排出にコストが

評価のフレームワークを自身で持つ

かかる様になる等、中小企業にとっても

必要がある。その上で企業全体を取

▶公認会計士は今後発生する新たな保

看過できない状況です。

り巻く環境も含めてフレームワーク

証業務を担う監査人としても活躍で

「Game Changeに対してどう対応するべ

を考え直す。その際に、マテリアリ

きる。そのためには独立性、倫理性

きか」

ティ（重要なことは何か）、コネク

に加え、不足するスキルや知見を吸

を高めること、これは見積もりの会
計にも通じる）が重要である。

投資家は「伸びる企業に投資する」こ

ティビティ（ストーリーを繋げて関

収する必要がある。今後関わる専門

とに加えて、「リスクが特定できていな

連性を見出す）、コンパラビリティ

的な領域の保証ないしはコンサルに

い企業への投資はリスクである」と考え

（比較可能性）を検討し、自分自身

おいて、信頼しうる知見を持つため

ており、投資家からの「リスクをあぶり

で納得することが重要である。

に十分に努力する必要があるだろう。

だしたい」要請を背景に、企業にとって

▶投資家が企業を見る目線は、まず

は、TCFD対応等、非財務情報の開示が

「経営者は本当に経営力があるの

フェッションを辞めるべきである。

非常に重要になっています。

もしその努力が嫌であればプロ

か」、そして「企業が抱えている課

▶日本において、公認会計士ほど厳格

翻って、このような「Game Change」

題に対してどんなイノベーションを

な独立性を維持している専門家はい

の時代に我々公認会計士はどのように変

しようとしているか」、「企業では

ない。社外役員になった場合にも、

化していくべきか、どのように強みを活

想定外の事が起きるが、それに対す

独立性を率先して維持していくこと

かしていけるか、との懸念が生じます。

るリスクマネジメントの仕組みがそ

が重要である。

将来も公認会計士の魅力は持続可能なの

もそもできているのか」ということ

▶監査人としても経営者と十分な知見

でしょうか。

である。それを全体で支えるのがサ

を持って対話すべきである。監査価

公認会計士の可能性と取り組むべき事

ステナビリティの要素であるESGであ

値を高めて企業価値を高めることが

項について、パネリストから以下の様な

る。その全体が価値創造の仕組みと

重要である。保証業務も財務の領域

ご発言がありました。

してのビジネスモデルである。現在

から非財務の領域に広がり、公認会

▶ESGの情報開示は過熱し過ぎである感

のビジネスモデルだけではなく、将

計士の価値は今後さらに高まる。監

もあるが、この流れは止められない。

来のビジネスモデルをどのように作ろ

査報酬は上がっていくであろうが、そ

職業会計人にとってはビッグチャンス

うとしているのかが重要である。将来

れは費用ではなく企業価値が上がる

である。何故なら、独立性、信頼性、

のありたいビジネスモデルになるた

ための投資である。監査の価格戦略

倫理性をもつ公認会計士は、情報の

めに不足するものを作り上げるのが戦

を見直し、企業の付加価値向上に結

保証人や介在人として最適である。

略であるが、その戦略の手の打ち方に

び付けていただきたい。

非財務情報は貨幣的評価ができず、

どのようなものがあるか、それが定

▶現行の監査報酬の決め方が間違って

会計基準の様な依るべき基準がない

性的なのか、サステナビリティのKPI

いる。日雇い労働者的な報酬体系（単

ものの、非財務情報のアカウンタビ

として定量的なのか考える。そして

価報酬）ではなく、以前の様な基本

リティにも客観的なエビデンスが必

定性的なデータと定量的なデータが

報酬と単価報酬を組み合わせた報酬

要であり、読み手が納得の出来る説

統合されて非財務情報となり、それ

制度の方がベターであると思う。監

明が必要である。公認会計士は財務

がいずれ財務情報に落ちてくる。公

査を高く評価してもらうために、監

諸表監査でエビデンスを扱うことに

認会計士は、非財務情報を財務情報

査人は経営者やCFOと対等または対

は慣れており、財務諸表と同じ目線

と同じように見つめて、財務情報に

等以上の立場で、知見を持って対話

で保証をすることが可能である。非

結び付けるフレームワークを自身が

する必要がある。20年以上前に「こ

財務情報は未だ財務情報には落とし

納得する所まで作り上げることが大

れからの会計は覚える会計から考え

込めない「未」財務情報であるが、

切である。

る会計に移行する」と言っていたが、

あらゆる企業を取り巻く事案は、最

▶公認会計士は、サステナビリティと

後は財務情報に帰結する。従って、

の親和性が高く、社外役員として非

財務情報の信頼性を担保する公認会

税務情報と財務情報のフレームワー

計士は、「未」財務情報の段階でも

クを結びつける担い手になり得る。

実際に上場企業の６割に公認会計士が

然るべき役割を担う必要がある。また、

10年後に社外役員として活躍している

社外役員として就任しており、取締役会
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これからは「考える監査」あるいは
「対話する監査」をお願いしたい。

で発言できる機会を得られていることか

「非」財務情報は「未」財務情報でもあ

最後に、当研究発表を拝聴して、我々

ら、GDPで考えてもそれなりの影響力

り、社外役員として企業運営に貢献して

公認会計士が持つべき資質とは、「Game

があると考えられます。その規模感を考

いくためには、監査人以上に事業活動の

Changeの時代だからこそ」というチャ

えると、我々公認会計士が日本の経済や

理解をし、その先を見るという力が必要

レンジスピリットとアジリティの高さ、

社会、脱炭素等の環境についても大きな

です。リソースや現状の知見で足りるか

日々研鑽する力ではないかと感じました。

インパクトを与えうる存在であるという

という課題はありますが、継続的専門研

示唆に富んだ、そして我々公認会計士に

こと、また、意思決定の場にいるという

修プログラムの研究を続け、知見を蓄積

対する叱咤激励をいただいたパネル・

事は社会システムに影響を与える可能性

し続けなければなりません。

ディスカッションでした。

があるのだということが認識できますが、

（以上が研究発表のリポートです。）

（報告：中尾志都）

そのことについて我々はもう少し自覚を
持つ必要があるのではないかと考えます。

税務行政のDX化推進への公認会計士の貢献の可能性
〜監査DXのノウハウを税務行政の効率化・高度化に如何に活用できるか〜
コーディネーター

立教大学大学院 人工知能科学研究科 客員教授 公認会計士 税理士

前田順一郎 氏

国税庁 長官官房企画課 課長補佐

山﨑 大介 氏

日本公認会計士協会 租税担当常務理事

佐藤 敏郎 氏

パネリスト

税理士法人フェアコンサルティング 代表社員
日本公認会計士協会 IT委員会 委員長

細田

明氏

紫垣 昌利 氏

なフローとしては、

行うことが可能になるように目指し

①【納税者⇔取引

ている。

先】日頃の取引・記
帳、②【納税者⇒税

１．はじめに

務署】申告・納付、

３．電子帳簿保存法/インボイス制度の
概要からJICPAの検討状況

③【税務署⇒納税

2022年１月施行の改正電子帳簿保

者】税務調査、滞納

存法についての説明や、企業決算期

整理という３つの

とインボイス制度導入の関係、イン

フェーズある。これ

ボイス制度と企業のDX化に関する

らに対し、データや

実務対応などについて解説がなされ

デジタル技術を活用することで、よ

た。

昨今、フィンテックに関する議論

り簡単、便利に、かつ正確に手続き

その上で、紙書類については、税

や研究が盛り上がってきている。そ

（①②）を行うことが可能になる。

務実務においても多く存在しており、

うした中で、国税庁及び監査法人

また、申告誤りの是正など（③）も

調査手法としても紙書類を前提にし

（公認会計士）はいずれも財務諸表

効率化、高度化を図ることが可能に

た手続きが多い。そうした中で、電

をベースとした業務であり、両者の

なる。このような取り組みを通して、

子帳簿保存法改正により、オリジナ

目的は異なるもののDXに関しては

税務コンプライアンスを高めること

ル証票の廃棄も認められたことが監

類似する課題を抱えていると考えら

がこの分野におけるDXの目的とい

査にも大きな影響が生じる可能性が

れる。そこで、今回、税務行政の

える。

あるといわれている。紙書類がなく

DX化推進と公認会計士の貢献につ
いて議論が行われた。

２．税務行政とDXの現状
国税に関する手続や業務の一般的

これらを踏まえた新しい税務行政

なりデータに移行すると改ざんが増

モデル（税務行政3.0）において、

えるのではないかという懸念はある

税務に関する手続きは、納税者の日

が、これまで紙書類であったとして

ごろの生活や業務の中に溶け込み、

も改ざんされることは多くあったこ

また、よりシームレスに負担感なく

とは事実であり、当該議論について
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は必ずしも重大ではないのではない

スマイニングへの活用も可能になる

将来的には、電子インボイスが重要

か。むしろ書類がどう保存されるか

と期待されている。

なマッチング情報になると考えられ
る。

ではなく、取引の実態は何である
か？という点をしっかりと見極め裏

５．税務調査へのAI/DX活用の可能性

付けをとることが重要であるとの意

税務調査は人・もの・金で調査す
ることが基本であるが、いずれも紙

見が出された。

６．まとめ
今後、デジタル化が進展すること

ベースになっている。しかし今後は、

は、業務のシームレス化が進行する

４．昨今の会計監査のDX化の状況

ECなどビジネスモデルのデジタル

ため、税務行政・会計監査のいずれ

最新の監査業務でのデータ分析の

化や暗号資産を決済手段としての利

においても、何が異常であるのかと

事例の紹介がなされ、監査DＸには

用、商品自体のデジタル化といった

いった勘の鋭さがこれまで以上に必

経理のDX化が前提になる旨、説明

ように、紙ではなくデータ化の進展

要となり、職業的懐疑心の発揮の重

された。監査DXを進める上で、そ

が想定されることから、税務調査方

要性が高まる。

の第１歩としてはデータの標準化が

法のデジタル化も重要なテーマに

重要な要素になる。現状でも各種分

なってきている。

また、オープンデータを活用した
税務調査をイスラエルやスペインで

そのため、税務当局による保有

は開始しており、今後日本でもこの

約70％が分析のためデータ加工に時

ビッグデータのAI活用（調査選

ような取り組みに向けた研究を進め

間を要しているといわれている。そ

定）なども進んでくることが予想さ

ていくことが考えられる。このよう

のため、このような加工時間削減の

れる。将来的には、データのマッチ

な各方面での試行錯誤が進められて

ために、データの標準化が重要であ

ング、リスクの分析、分析結果の活

いくことになるが、共通する課題が

る。この課題対応のため、日本では

用のプロセスなどでのAIの活用を見

ある監査及び税務行政が協力して電

デジタル庁が中心となり、「Peppol」

据え、幅広いデータの分析により、

子化を進めることの意義は大きいと

（Pan European Public Procurement

申告漏れの可能性が高い納税者の判

いえる。

Online）の開発普及に向け取り組み

定や、滞納者の状況に応じた対応を

また、開発に当たって、利用者に

を進めている。特に、日本のPeppol

行うなど、課税・徴収の効率化・高

とってはデータを収集されるという

は、インボイス制度に合わせた請求

度化にむけた取り組みが検討されて

ネガティブなイメージを持たれやす

部分にフォーカスした規格化が進ん

いる。その際、納税者が留意すべき

いが、手続きが便利になるため利用

でいるため、債権照合や入金突合等

マッチングデータとしては、会社の

者にとってもメリットがあるという

の手続き効率化が見込まれている。

場合は

メッセージも重要であり、win-winな

析がなされているが、全体時間の内、

さらに、受発注や納品、入金消込も
規格化されると、不正分析やプロセ

法人番号

、個人の場合は

マイナンバーの付番

などが考え

関係を意識することも重要である。
（報告：植村達生）

られ、これらの正確性も重要になる。

倫理規則の改正とこれからの公認会計士の職業倫理の在り方について
コーディネーター

日本公認会計士協会 倫理担当常務理事

パネリスト

仰星監査法人 理事

１．倫理規則の改正の概要
（報酬・非保証業務以外）
改正前の倫理規則の課題として、
以下が挙げられた。
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日本公認会計士協会 副会長

西田 俊之 氏
南

成人 氏

東京霞ヶ関法律事務所 パートナー弁護士

遠藤 元一 氏

明治大学専門職大学院 会計専門職研究科 専任教授

弥永 真生 氏

一般社団法人 日本IR協議会 専務理事

佐藤 淑子 氏

・倫理規則は、公認会計士の業務に
対する社会からの信頼の基礎とな

とって分かりやすく、遵守を促進
するものである必要がある。

る重要な規則であり自主規制の対

・改正前の倫理規則では、倫理に関

象となることから、本会会員に

する規則が分散しており、複雑な

（２）外部の視点から

構造で分かりにくく、一貫した理

おける開示」「事業報告における開

解が困難との声が聞かれた。

示」「監査報酬の水準」「監査報酬

・市場関係者からみた監査業務と

・複数の規則に分散していることに

に対する監査以外の業務の報酬の割

非保証業務の同時提供について

より、個別の規定のみを確認し、

合」についての説明がされた後、以

（３）法律の専門家及び監査役等の

その規定の根底にある概念的枠組

下のポイントについて、各々の立場

みなどの考え方を正しく理解する

からの意見を踏まえ、活発なディス

ことができない可能性も懸念され

カッションが行われた。

ていた。

（１）監査人の立場から

また、国際的な動向として、以下

・報酬に関する改正が監査品質に

が挙げられた。
・国際会計士倫理基準審議会（以下

どのように影響するか。

・会社法上の監査役等に関する枠
組みとの関係
・ガバナンス上の期待
・監査役等から見た実務における
懸念点

・監査事務所が特に対応しなけれ

「IESBA」）は、2018年４月に「職
業会計士のための国際倫理規程（国

視点から

ばいけない事項には何があるか。
（２）外部の視点から

３．倫理宣言と公認会計士の倫理への期待
倫理宣言について、その内容につ

際独立性基準を含む。）」（以下

・報酬関連規定が強化されたこと

「再構成版IESBA倫理規程」）を

を、公認会計士以外の視点から

ついてディスカッションが行われた。

公表し、要求事項の遵守を徹底す

どのように評価するか。

・高い倫理観を持っている公認会計

る等の観点から、要求事項と適用
指針の区別を含む全面的な体系及

（３）その他
・特に中小監査事務所にどのよう

び構成の見直しとともに、実質的
な内容の変更を伴う個別規定の見
直しが行われた。
・その後も報酬や非保証業務を含む

な影響があるか。
②非保証業務
非保証業務に関する改正内容とし

いて説明がされ、以下のポイントに

士が行う業務の価値について、社
会からの認知度を上げるために必
要なことは何か。
・弁護士の視点から倫理宣言をどの
ように見るか。

て「監査との同時提供（非保証業務

・今後の職業倫理の在り方について、

複数回の改正が行われた。

の提供における独立性に関する規則

公認会計士と日本公認会計士協会

以上を踏まえ、倫理規則における

の強化）」「監査役等とのコミュニ

に何を期待するか。

理解のしやすさを向上させ、その遵

ケーション」「監査役等の了解」に

守を促進するため、再構成版IESBA

ついての説明がされた後、以下のポ

倫理規程を参考に、倫理規則の体系

イントについて、各々の立場からの

及び構成を見直した点や、再構成版

意見を踏まえ、活発なディスカッ

IESBA倫理規程やその後の改正も踏

ションが行われた。

まえ、個別規定の見直しを行った点

（１）監査人の立場

の説明と上記２点の見直した内容に

から

ついて、具体的な説明がされた。

・パネリストからのご意見を受け、
監査人として考えること。
（報告：綾木彰吾）

・会社や監査人に
どのような影響

２．個別テーマのディスカッション

があるか。会計

①報酬

事務所のビジネ

報酬に関する改正内容として「報
酬依存度」「報酬関連情報の透明性

スモデルに影響
はあるか。

向上（PIEの場合）」「有価証券に
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人的資本の会計 − 認識・測定・開示 −
発表者

神戸学院大学 経営学部 教授

島永 和幸 氏

まるようになってきた旨の説明があっ

核をなすものであり、いかに見える

た。

化（可視化）していくかが重要とな
る旨の説明があった。

３．人的資本会計の基本的視座
①人的資本会計の意義
人材戦略の立案や実行に役立つだ

４．人的資本の会計時代の幕開け
①2020年、SECによる開示義務化

けでなく、積極的な発信と対話を行

SECによる開示義務化（原則アプ

ううえで、重要な役割を果たすツー

ローチ、詳細な開示項目設定なし）

ルになり得るため、単なるレポー

は、「人的資本の会計」の到来を加

ティングとしてではなく、財務報告

速させ、グローバルスタンダードへ

昨年上梓した書籍について、グ

と非財務報告の統合化による、「企

と押し上げることへとつながった旨

ローバル会計学会賞および日本公認

業のステークホルダーの経済的意思

の説明があった。

会計士協会学術賞の受賞を機に、発

決定に有用な人的資本に関する情報

②2018年、ISO30414の公表

表となった旨の説明があり、当該書

を収集・加工し、情報伝達するため

11項目の人的資本領域について、

籍の第１章の内容を中心に概説が行

の会計」として定義づけることがで

組織内部向けと組織外部向けの測定

われることとなった。

きる旨の説明があった。

指標を設定しており、非常に重要な

②財務報告上の取り扱い

情報が体系立ててまとめられている。

１．研究発表に至る経緯

２．株主資本主義からステークホルダー
資本主義へ
①株主資本主義の失敗

現行のISA38「無形資産」、IFRS

「後継者育成計画」をはじめ非常に

「企業結合」でも規定されていると

重要な項目が盛り込まれている旨の

おり、人的資本はB/S上の資産では

説明があった。

世界経済人会議（WBCSD）でも

ない。資産をなすための本質的特質

「標準化された強制力のあるESG会

の一つである「支配可能性の要件」に

計ルールの欠如」が指摘されており、

抵触するため、過去のFASBとIASB

投資家やステークホルダーの情報

多くの場合、非財務報告は強制では

の共同プロジェクトでも資産計上が

ニーズに対応して、外部報告のあり

なく、任意のままであり、これらが

見送られた経緯があり、この要件を

方が早急に検討され、企業の開示実

株主資本主義の根本的問題である

緩和するか、別の規定に改めなけれ

務が急速に進んでいくと因果関係分

「真の価値の創造だけではなく、価

ば、資産認識は難しい旨の説明が

析が出来るため、理論研究から実証

値の抜き取りにも報酬を与えてい

あった。

研究の段階に進むことができる。

る」ことにつながっている旨の説明

③人的資本の本質的特性

５．まとめ

しかしながら、研究者や基準設定

IMA（米国管理会計人協会）で

団体は、人的資本の会計を単なる開

も人的資本は「他のあらゆる無形資

示問題として取り扱うことに満足す

による人的資本への注目

産を生み出す中核をなすもの」とさ

るのでは不十分であり、本質的な問

ステークホルダー資本主義とは

れており、人間を中心とした経験や

題として、人的資本の認識・測定と

「民間企業を社会の受託者」として

問題解決力など多面的なものを表象

いう問題に踏み込んだ研究が必要で

みなす考え方であり、これらを背景

した資産である。これらが転換され

ある。会社の最大の資産である人的

に、従来から存在していたESG問題

て、プロセスや財産、顧客などの領

資本のオンバランス化は、様々なア

はより注目され、近年とくにヒトの

域で様々なキャパシティとなること

プローチから検討していくべき課題

側面、すなわち人的資本に注目が集

から、企業の価値創造プロセスの中

である旨の説明があった。

があった。
②ステークホルダー資本主義の台頭

（報告：中野誠亮）
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研究大会

第２部

15:40〜17:20

学校法人のガバナンス強化に向けて公認会計士及び監査に期待される役割の考察
コーディネーター

日本公認会計士協会 学校法人委員会 委員長

小野寺 勝 氏

文部科学省 高等教育局私学部参事官付 私学経営支援企画室長

田井 祐子 氏

TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

大河原遼平 氏

公友監査法人 代表 学校法人駒澤大学 監事 国立大学法人東京海洋大学 監事 公認会計士

青山 伸一 氏

日本公認会計士協会 学校法人委員会 副委員長

恩田 佑一 氏

パネリスト

り、学校法人の経営

ては教育サービスの担い手であり、

の難しさがガバナン

公共性が高く、税制上の優遇措置を

ス強化の必要性の背

受けており、税金を原資とした公金

景となっている。ま

が投入されており、学校法人に求め

た、学校法人以外の

られるものとして、学校教育機関と

非営利法人のガバ

して社会からの期待に応える役割・

ナンス強化の動き

内部統制を強化して健全な学校運営

として会計監査人

を担う責務・国民にその財務状況に

の制度化が公益法人

関する情報を広く開示し、透明性の

については平成20年

ある仕組みの下で学校経営に取り組

から、社会福祉法人については平成

む義務がある。私学法に基づく監査

コーディネーターの小野寺氏から

28年から開始されている点について

を行うことでこれらの期待に応える

パネリストの紹介があり、私学法改

私学法改正の中でも整合性を図る必

ことが可能になる。また、非営利法

正を担う行政の立場、法律の専門家

要がある。私学法の改正は、令和元

人の中でも社会的な影響の大きな法

としての立場、監事としての実務の

年以降学校法人のガバナンスに関す

人については、ガバナンスの強化が

立場、監査人としての立場の多角的

る有識者会議や学校法人ガバナンス

図られた経緯も踏まえて学校法人に

な視点でのパネルディスカッション

改革会議等を経て、議論は継続して

ついても私学法監査の実施が求めら

が期待される点を説明された。

おり、私学法の改正法案の骨子の中

れている。現行制度では、助成法に

では、①監査の導入範囲、②私立学

基づく公認会計士監査、私学法に基

校振興助成法に基づく会計監査と二

づく監事監査が実施されているもの

重監査との一本化等が主要な検討事

の、異なる法律に基づくものであり、

項とされている。

会社法監査と異なり、監事監査では

１．はじめに

２．学校法人ガバナンス改革と私学法改正
の状況
田井氏より、①学校法人制度を取
り巻く状況、②私学法改正の検討経
緯、③学校法人制度改革特別委員会

財産の状況の監査を免れることがで
きないこと及び監事監査における会

報告の概要、④私立学校法改正法案

３．学校法人監査制度の見直しに関する
論点・課題

骨子についてパネルディスカッショ

恩田氏より、①非営利組織におけ

このため、私学法監査を導入するこ

ンの前提として説明された。18歳人

るガバナンスの在り方、②私学法監

とにより、監事が学校法人の業務や

口の減少により入学定員充足率の低

査のための法令等の整備について説

理事の業務執行の監査に集中でき、

下があり、令和３年度は私立大学全

明された。人口減少・学校法人の不

役割の明確化・双方の監査の実効性

体で初めて100%を下回る状況となっ

正が相次ぐ中、学校法人としてのガ

が高まることが期待されている。私

ていること、その中でも入学定員充

バナンス強化が私学法の改正の中で

学法監査においては、計算書類の作

足率については二極化する傾向があ

制度化されている。学校法人につい

成期限の延長（決算日から３か月以

計監査の限界が問題点となっている。
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内）を行うことにより、助成法監査

轄法人等が適用の対象となってい

法監査では監事監査の期限が先に

と同様十分な監査期間の確保ができ

る。また、強制適用対象外の法人

到達するため、決算日から２か月

る。また、助成法監査と私学法監査

についても任意での適用を行政と

を超えると計算書類の訂正が実務

が併存することになるため、２つの

してはガバナンス強化の取り組み

的に困難となる課題があり、私学

法律に関する計算書類や監査につい

として推進することが検討されて

法監査の導入により作成期限の延

て実務上一元化する配慮が必要とな

いる。

長が図られることにより適切な監
査期間の確保が可能になる点も期

る。また、私学法監査の背景となる

②私学法監査と私学助成法監査では、

会計基準についても現行の学校法人

制度並存の必要性と二重監査回避

会計基準を基礎としつつ、非営利組

について議論された。補助金適正

④学校法人会計基準の見直しについ

織モデル会計基準を基準検討の参考

分配の視点から現行の私学助成法

ては、私学法監査の導入に伴い議

にすることで非営利法人の横断的な

監査の継続が必要となる一方で、

論はされているが、私学法導入の

評価が可能となる。

学校法人のガバナンス強化及び監

施行日を考慮すると根本的な改正

事監査との役割の明確化の観点で

の議論を行う余地が少なく、現行

４．パネルディスカッション
「学校法人のガバナンス強化実現に向けて」

私学法監査の導入が必須であり、

の会計基準をベースにすることが

両制度の並存は避けられない。そ

検討されている。このため、会計

パネルディスカッションでは、①

の中で課題となる計算書類におい

基準の改正は私学法導入後に継続

私学法監査の範囲、②私学法監査と

て何を監査対象にするのかなど具

して実施することが見込まれてい

私学助成法監査、③監事との連携、

体的な検討が必要になる。

る。また、基準の設定主体として

待されている。

③監事監査との連携においては、現

利害関係者の参画や、非営利法人

４つのテーマで議論された。

行制度においても三様監査として

の会計基準との比較可能性への配

①私学法監査の範囲については、全

監査計画や監査結果の報告を受け

慮が必要となる。基準改正の中で

法人とするのか、規模を考慮する

ており、連携は実務上行っている

は、中長期的な視点で基本金の見

のかという２つの視点で議論され

が、私学法監査の導入に伴い、業

直しや現行制度において課題と

た。ガバナンス強化を優先する場

務監査に注力できる点、監事とし

なっている固定資産の減損や計算

合は全法人での導入が望ましいが、

て期待が大きいとの発言が青山氏

書類の注記であるセグメント情報

現在検討されている私学法改正の

からあった。会計監査の法的義務

の開示等も議論の対象となる。特

骨子の中では、非営利法人の会計

についても私学法の導入により任

にセグメント情報については、助

監査導入において規模の考慮がさ

意で排除できないためガバナンス

成法の内訳書との関係や開示単位

れたこととの整合性を踏まえて、

を強化することが可能になる点、

について議論されている。

計算書類の公開責任を負う大臣所

大河原氏から説明がされた。助成

④学校法人会計基準の見直しという

（報告：森野久美）

サステナビリティ関連情報開示によるコーポレートガバナンス改革の課題
−変動し続ける経済社会において公認会計士に期待される役割と業務−
コーディネーター

甲南大学 経営学部 教授

大塚 晴之 氏

甲南大学 教授 株式会社日伝 社外取締役監査等委員 公認会計士

古田 清和 氏

税理士法人川嶋総合会計 代表社員 公認会計士

山田 善紀 氏

有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部RA新規事業推進 マネジャー 公認会計士

伊庭壮太郎 氏

パネリスト

「ガバナンスの有効性に係る信頼
性付与をいかに実現するか」という
テーマで社内外の公認会計士に期待
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される役割について論じた研究報告

性が増しており、開示が進められて

の発表である。

いる。サステナビリティ情報は財務

近年サステナビリティ情報の重要

情報とは異なり、情報の信頼性確保

の手段が確立していない。そこでこ

ス・コードの改定においても、企業

れらサステナビリティ情報をも対象

の持続的な成長や気候変動など長期

としたガバナンスの実効性を高める

にわたるリスクへの対応などのサス

ために、公認会計士にどのような役

テナビリティ課題への対応が求めら

TCFDでは、ガバナンス情報の開

割が期待されているかについて、社

れるようになった。ガバナンスの有

示は最上位の要求事項である。これ

内の観点（社外取締役・監査役とし

効性とは、取締役会等で提供される

はIFRS財団のISSBにおいても同様

ての立場）と社外の観点（財務諸表

情報に信頼性があることで意思決定

となる可能性が高い。英国において

監査を行う立場）から報告があり、

に有用な情報となり、その意思決定

はすでに会社法において、TCFD同

ガバナンスの有効性の判断基準の話

に信頼性が付与されるのである。ガ

様のビジネスモデルの開示が求めら

を加えて、「公認会計士に期待され

バナンスの有効性の判断基準は、持

れている。このようなサステナビリ

るガバナンスの役割」をまとめた。

続的な価値創造のため情報が提供さ

ティ情報開示を巡る世界の潮流から、

私見で要約すると下記のとおりで

れ、その情報に信頼性が付与される

外部の公認会計士がサポートしてい

ことでガバナンスの有効性を向上さ

くことが重要である。

あると感じた。
まず社内にサステナビリティ方針

せ、ガバナンス情報を拡充させる。

を定めて情報収集の仕組みを作るこ

これがガバナンスの有効性の判断基

とから始め、社内の公認会計士は、

準となる。

図ることが重要である。

３．社外の立場から（監査、コンサルティングなど）

コーポレートガバナンス・コード
の改定により、社外役員に公認会計
士が増え、またサステナビリティ情

その情報に対しリスク評価の知見を
もって対応する。信頼できる情報を

２．社内の立場から（社外取締役・監査役）

報の充実が求められることは従来よ

もとに取締役会で十分な議論を行う

取締役会の実効性を向上させるた

り一層ガバナンスの実効性が求めら

ための情報の充実を図り、経営者及

めには、活発な議論が求められる。

れるため、当該企業に関わるすべて

び取締役会の意思決定に資する。社

しかしながら、そもそも取締役会の

の会計士が社内外から協力して情報

外の公認会計士は財務諸表監査やコ

テーマにサステナビリティ課題が上

共有し、ガバナンスの有効性を高め

ンサルティングなどを通じて外部の

がらなければ議論の対象とならない。

ることが求められている、というこ

専門家としてサポートし、社内の公

第一にサステナビリティ課題（中長

とが分かった。

認会計士と連携して情報の開示や拡

期の想定外リスク等）を議論の対象

充によって、経営者に気づきを与え

にし、次にその情報に信頼性がなけ

る発言ができるように支援し、ガバ

れば、それに基づく議論も決議も信

ナンスの有効性に信頼性を付与する。

頼性が付与されると

ガバナンスの有効性向上のためには、

は言い難い。社外役

この流れを作るために社内外の公認

員には情報やリソー

会計士が役割を果たすことが重要で

スが不足している。

ある。

まず社内でサステナ

（報告：梨岡英理子）

ビリティ方針を定め、

１．ガバナンスの有効性と信頼性の関係

情報収集体制を構築

ISSBやTCFDにおいて、ガバナン

し、公認会計士のリ

スは要求事項の上位に据えられ重視

スク評価の知見を活

されている。コーポレートガバナン

かして情報の充実を
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スポーツアカウンティングと公認会計士の貢献
コーディネーター 一般社団法人日本スポーツアカウンティング学会 代表理事 双研日栄監査法人 代表社員 副理事長 公認会計士 國井

隆氏

パネリスト

翔氏

一般社団法人日本スポーツアカウンティング学会 専務理事 一般社団法人Challenge Active Foundation 監事

宮本

一般社団法人日本スポーツアカウンティング学会 理事 株式会社スポカチ 代表取締役 一般社団法人アスリートデュアルキャリア推進機構 代表理事

奥村 武博 氏

米田公認会計事務所・非営利組織エヌワン 代表 日本フェンシング協会 常務理事 日本ハンドボールリーグ 理事 JSPO財務委員会・スポーツ推進方策PJ策定委員会 委員

米田 惠美 氏

有限責任あずさ監査法人 パートナー

土屋 光輝 氏

ンスの確保につい

会計・税務関連業務に対する需要と

ての問題意識から

供給の課題について明らかにするこ

スポーツ庁より「ス

とであり、スポーツ選手・スポーツ

ポーツ団体ガバナン

団体及び公認会計士・税理士の会員、

スコード」が公表さ

準会員および受験生に対してアン

れています）。

ケートが行われました。
スポーツ選手からはおカネにまつ

日本スポーツアカウン
ティング学会とは

わる知識習得の機会が不足している

2021年に日本ス

声が聞かれ、またスポーツ団体から

ポーツアカウンティング学会を立ち

は、ガバナンスの観点から必ずしも

上げた経緯やその活動内容について

経理人員や体制が十分ではない点等

これまでの研究大会ではあまり馴染

説明がありました。当学会の研究の

の調査結果が紹介されました。その

みのないテーマでありましたが、ユ

対象は、単に会計だけではなく会計

ような状況に対して、公認会計士・

ニークな経歴を持つパネリストの皆

を構成するすべての領域ということ

税理士からは、スポーツ領域の業務

さんが登壇され、スポーツの分野に

で、具体的には、税務やファイナン

についての興味はあれど、経験値が

対して公認会計士として大いに貢献

ス等の資金を扱う領域、法人の機関

ない、十分な報酬が得られない等の

されていることを知りました。

設計等のガバナンス領域、ステーク

懸念から、なかなか当該業務に関与

パネリストの皆さんはキャリアの

ホルダーとのリレーション等のアカ

する機会がないというアンケート結

中でそれぞれ違った形でスポーツと

ウンタビリティー領域等、数字に関

果が示されました。

関わられており、冒頭で皆さんの自

連する経営全般を広く対象とするこ

己紹介がありましたが、どなたのお

とが特徴になっています。法律の分

話も大変興味深く、スポーツアカウ

野では1992年に日本スポーツ法学会

ンティングに対する熱い思いが感じ

が設立され活動の歴史もあるところ、

れる産業であり、ますます公認会計

られました。

今後、会計分野での当学会の活発な

士に対するニーズが高まっていく一

活動が期待されるところです。

方で、現在は必ずしも公認会計士が

はじめに
スポーツアカウンティングという、

一口にスポーツ団体といっても
色々な団体があり、その特徴として
各都道府県に支部があり、各地のス

ことやそれを起因とした将来不安の

終わりに
スポーツビジネスは成長が見込ま

十分に関与できている状況ではあり
ません。今後スポーツアカウンティ

ポーツクラブなども含めると非常に

スポーツアカウンティングに関する
研究調査

裾野が広い組織が多く、また必ずし

後半ではスポーツアカウンティン

くの会員がスポーツ領域の業務に関

も予算が潤沢な団体ばかりではなく、

グに関するアンケート研究調査につ

与できる環境が整備されることが期

経理部門の人員が十分ではないケー

いて、その調査結果が発表されまし

待されます。

スが多いため、総じてガバナンスの

た。研究調査の目的は、スポーツ選

強化が課題となっていることが挙げ

手及びスポーツ団体の抱える会計・

られます（なお、このようなガバナ

税務に関連する課題や、スポーツの
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ング学会の活動等を通じて、より多

（報告：山本憲吾）

相続時における不動産の評価、財産評価基本通達と総則６項
発表者

日本公認会計士協会 租税調査会 資産課税等専門委員会 副専門委員長 修了考査運営委員会 出題委員（税に関する理論及び実務）

花島 宣勝 氏

と認められる財産の価額は、国税庁

当」とされ、総則６項に基づいて、

長官の指示を受けて評価する」と規

当該不動産の評価額を鑑定評価額で

定している。ここで、著しく不適当

評価すべきとして更正処分等を受け

は、「著しく」と「不適当」という

た。東京地裁、東京高裁、最高裁と

二重の不確定概念であり、租税法律

もに、総則６項の適用を認め、課税

主義の観点からは、納税者の予測可

庁側の各鑑定評価額を支持した事案

能性と法的安定性及び納税者間の実

である。

質的公平を害する恐れがあり、問題
という私見の説明があった。

６．前記判決を受けて今後の税務
実務に与える影響

４．財産評価をめぐる税務訴訟事例紹介

発表者より今後の不動産評価につ

研究発表に至る経緯について、昨

裁判例で、「評価通達によらない

いて総則６項の適否が問題になる

今の不動産にまつわる課税について

ことが相当と認められるような特別

ケースにおいて、対象財産について

様々な問題が生じていることを機に、

の事情」があるとして、課税庁によ

相続税法22条の時価の観点から、評

発表となった旨の説明があった。

る総則６項の適用を認めた決定が多

価通達の定めによらずに評価するこ

くあり、そのうち納税者敗訴となっ

とが相当であるか、対象財産の時価

た数例の事例紹介があった。

を評価通達ではない評価を行うこと

１．はじめに

２．不動産の時価評価
不動産の時価評価のための判断基

発表者より判例を踏まえての問題

で、相続税を課税することが平等原

準について、①財産評価基本通達（相

意識として、裁判所における特別の

則に反しないこと、すなわち評価通

続税評価額）、②固定資産税評価額、

事情について判断基準が必ずしも確

達の定める画一的に評価することが

③不動産鑑定評価基準（鑑定評価

定していない、評価通達には「特別

実質的な租税負担の公平に反すると

額）、④地価公示価格（公示価格）

な事情」に該当する具体的な事例等

いうべき「事情」の有無を検討する

と評価方法があり、不動産の時価に

は例示されておらず、どのような場

等が必要となると推察される旨の説

ついて一物一価ではないところに問

合に総則６項が適用されることにな

明があった。

題が生じてしまう点の説明があった。

るのかについて解釈の余地が残され
ており、上記の通り租税法律主義の

３．財産評価基本通達による不動産
評価の問題点

観点からは問題であるという私見の
説明があった。

評価通達による土地・家屋の評価
額は、その評価方法より客観的交換
価値である時価との乖離が生じうる

７．結び
最後に発表者より、「評価通達の
定めによる方法により画一的な評価
を行うことが実質的な租税負担の公

５．令和４年４月19日
最高裁判所の事例分析

平に反するというべき事情」が存在
する場合には、評価通達の定めによ

ことから、大きな乖離を利用した租

令和４年４月19日 最高裁判所の事

らない評価方法により課税処分を

税回避行為可能など、必ずしも妥当

例が原告及び被告の各主張、争点及

行ったとしても平等原則に違反する

でない場合、評価額が不適切となり、

び判旨とともに紹介された。

ことはないという課税庁の主張・立

著しく課税の公平を欠く場合も生じ

具体的には、共同相続人が、相続

証が可能と判断されれば、今後総則

した不動産を評価通達の定める方法

６項が適用されるケースは増加する

財産評価基本通達第１章総則第６

で評価した価額で相続税の申告をし

と推察される旨の説明があった。

項において、「この通達の定めに

たが、税務署から「評価通達の定め

よって評価することが著しく不適当

によって評価することが著しく不適

る旨の説明があった。

（報告：大川真広）
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第274回企業財務研究会報告
兵庫会

会計制度委員長

千原

徹也

研修概要
日

時：2022 年９月６日（火）10:00 〜 12:00

場

所：オンライン

テーマ：会計上の見積りの開示に関する事例分析〜事業等のリスク及び KAM との関連〜について
参加者：（財務局）山田
（兵庫会）坂井

修司 理財部次長

他６名

（京滋会）山田

陽子 会長

他５名

浩史 会長

他５名

（近畿会）後藤紳太郎 会長

他９名

＜報告内容＞
会計上の見積りの開示に関する
事例分析〜事業等のリスク及び
KAMとの関連〜について

利用者に情報提供が行われている。

見積り開示に関連する下記①〜③の

また、監査人が監査報告書に記載する

各制度に基づく開示内容、制度趣旨

「監査上の主要な検討事項」
（KAM）

の整理を行った旨の報告が行われた。

においても、実施された監査に関連

① 重要な会計上の見積りに関する注記

（１）今回の研究テーマの選定理由

する特定の事項についての情報提供

② 事業等のリスク

が行われている。

③ KAM

兵庫会 勢志監査委員長より、今回

昨年度も、会計上の見積り開示に

更には、2022年６月13日に公表さ

関連する制度（重要な会計上の見積

れた金融審議会ディスクロージャー

財務諸表を作成する上で、経営者

りに関する注記、KAM等）の導入

ワーキング・グループ報告では、我

による将来の見積りは不可欠となっ

後、有価証券報告書の各セクション

が国の企業情報の開示の主要項目と

ており、その重要性は増している。

においてどのような開示が行われて

してサステナビリティ開示を位置づ

会計上の見積りには経営者の主観が

いるかについての事例分析を行った

け、その内容には継続的な充実を図

介入する余地があり、一般的に不確

（特には、「繰延税金資産の回収可

る必要性が指摘されている。これを

実性が含まれることが多いため、財

能性」を取り上げた）。

受け、今回の研究では、サステナビ

の研究テーマの選定理由について、
以下の説明があった。

務諸表に含まれている会計上の見積

当年度も同じ研究テーマとするこ

リティ関連情報のうち、気候関連の

りの内容に関する情報について、経

とで、制度導入後年度が進み、財務

会計上の見積りを取り上げ、これが

営者から財務諸表利用者に丁寧に説

諸表利用者の理解に資する情報提供

有価証券報告書の各セクションにお

明することが期待されている。

が更に進化して実施されているのか、

いてどの程度開示が進んでいるかに

その変化点等はあるのかの考察を

ついても調査することとした。

有価証券報告書においても、経営
者による見積りは、「事業等のリス

行った。
（３）開示事例分析

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（MD&A）」、「重要な

（２）会計上の見積り開示に関連す
る諸制度の概要

会計上の見積りに関する注記」等、

兵庫会 勢志監査委員長より、開示

様々なセクションにおいて財務諸表

事例分析を行うに際して、会計上の
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兵庫会 大脇会計制度委員より、2022
年３月末決算の有価証券報告書提出
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として、「重要な会計上の見積りに
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関する注記」の開示項目の上位６項

その後、兵庫会 瀧監査副委員長と

となり、記述情報を含めた開示に一

目（「繰延税金資産の回収可能性」

分担して、実際の開示事例の紹介及

定のバラツキ等も見られたが、財務

「固定資産の評価」「のれんの評

び分析コメントの報告が行われた。

諸表利用者の理解に資する情報提供

価」「引当金の見積り（貸倒引当金

更には、兵庫会 千原会計制度委員

及び対話の充実という観点で、経営

以外）」「貸倒引当金の見積り」

長より、「気候」関連の開示事例の

者・監査役等・監査人の間で十分な

「収益認識（見積り）」）に、「気

報告として、「気候変動が会計上の

コミュニケーションが行われること

候」を加えた７項目での開示件数を

見積りの主要な仮定に具体的にどの

が実践されており、財務諸表作成者

集計し、分析をした。

ように織り込まれているかまでの具

及び監査人双方による開示実務の進

体的な内容までは読み取れなかった。

展が更に望まれる旨の報告が行われ

して開示件数が一番多かったのは

気候変動に関する開示については国

た。

「繰延税金資産の回収可能性」に関

際的な議論も踏まえて我が国におい

する注記（680件）となっており、

ても検討が行われているところであ

「固定資産の評価（のれん・無形資

り、財務諸表との結合性を含めて、

新型コロナウイルス感染拡大の影

産除く）」（310件）や「のれんの

財務諸表の作成者及び監査人から利

響により、引き続きWeb開催となり

評価」（268件）が続いている。

用者の理解に資する情報提供が行わ

ましたが、参加者の皆様、各会事務

また、各セクション間での開示件

れているかどうかという観点で基準

局の皆様には参加者の調整や情報共

数比較では、「繰延税金資産の回収

策定及び実務の進捗が期待され

有等についてご対応いただき、あり

可能性」に関する開示は、「重要な

る。」との報告が行われた。

がとうございました。また、通常業

「重要な会計上の見積り注記」と

務が忙しい中、企業財務研究会の発

会計上の見積り注記」が680件、
「事業等のリスク」が254件、「KA

＜さいごに＞

（４）まとめ

表のため、日々ご準備・サポートい

兵庫会 千原会計制度委員長より、

ただきました兵庫会 監査委員会・会

一方、「のれんの評価」に関しては、

今回事例分析を行った2022年３月期

計制度委員会のメンバーの皆様並び

「重要な会計上の見積り注記」が

は、「重要な会計上の見積りに関す

に事務局の皆様に厚く御礼申し上げ

268件、「事業等のリスク」が268件、

る注記」や「KAM」も２年目の対応

ます。

M」が307件とバラツキが見られた。

「KAM」が255件とバラツキは小さ
かった。

概要

重要な会計上の
見積り注記

事業等のリスク

KAM

件数

３つのセクション全て

○

○

○

103

た「繰延税金資産の回収可能性」を

KAMなし

○

○

対象としたが、今回はバラツキが小

事業等のリスクなし

○

○

100

見積り注記のみ

○

前回の研究会報告において実施し
た事例分析は、バラツキが大きかっ

さかった「のれんの評価」を開示状
況毎に詳細な分析の対象とした。
右表が、「のれんの評価」に関し
て、各セクションにおける開示状況
である。

40

見積り注記なし

○

事業等リスクのみ

○

KAMのみ
合計（件数）

268

25

268
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○
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第57事業年度 IFRSセミナー（第１回）実施報告

表示及び開示－IAS第１号「財務諸表の表示」及び
公開草案「全般的な表示及び開示」
報告

柏岡

佳樹・北出

旭彦

するためには、「財務報告に関する

諸表の作成にあたっては、このよう

IASB（国際会計基準審議会）で

概念フレームワーク」に示されている

な基準差異についても適切に理解す

実施されている財務報告におけるコ

資産、負債、収益及び費用の定義と

ることが重要となります。また、財

ミュニケーションの改善を目的とし

認識規準に従って、取引及びその他

政状態計算書において資産、負債及

たプロジェクトの一環として、2019

の事象や状況の影響を忠実に表現す

び資本をどのような順番で表示する

年12月に公開草案「全般的な表示及

ることが必要であるとされています。

か、損益計算書において費用機能法

１. はじめに

び開示」（以下、公開草案）が公表
され、現在も審議が継続しています。

を採用するか費用性質法を採用する
（２）財務諸表の構成及び内容

かといった点については、各社の事

2022年９月12日に開催された本セ

IAS第１号では、完全な１組の財

業の内容等を踏まえ、財務諸表利用

ミナーでは、前半で現行の財務諸表

務諸表は、財政状態計算書、純損益

者が企業の財政状態や財務業績をよ

の表示に関する基準であるIAS第１

及び包括利益計算書、持分変動計算

りよく理解することができる方法を

号「財務諸表の表示」の基礎知識及

書、キャッシュ・フロー計算書、注

検討する必要があるものと考えられ

び現行基準に対する基準改訂の内容

記及びこれらに係る比較情報から構

ます。

を解説したうえで、後半では基本財

成されるとし、これらの内容につい

務諸表プロジェクトの動向について

て規定しています。

解説を行いました。以下では、本研

なお、IAS第１号では、資産及び
負債を流動と非流動のいずれに区分

日本基準においても「会計上の見

するかを判断するための規定が設け

積りの開示に関する会計基準」（企

られていますが、特約条項（財務制

業会計基準第31号）が適用されるな

限条項）が付された負債の流動、非

２. IAS第１号「財務諸表の表示」

ど、財務諸表の表示に関する日本基

流動への分類について、IASBは本

（１）はじめに

準とIFRSの差異は縮小しつつある

セミナー終了後の2022年10月にIAS

IAS第１号「財務諸表の表示」は

ものの、日本基準では会計基準の定

第１号を修正する「特約条項付の非

一般目的財務諸表の表示の基準を規

めのない、財政状態計算書における

流動負債」を公表しました。当該修

定することを目的として作成されて

売却目的で保有する非流動資産又は

正基準は2024年１月１日以降開始す

います。

処分グループの区分表示や、損益計

る事業年度より適用する必要がある

IAS第１号では、財務諸表は、企

算書における非継続事業にかかわる

ことから、当該修正基準の適用によ

業の財政状態、財務業績及びキャッ

損益の区分表示など、依然として基

る影響についても留意が必要です。

シュ・フローを適正に表示しなけれ

準差異が存在する部分も残っていま

ばならないとされ、適正表示を達成

す。そのため、IFRSに基づく財務

修の骨子を紹介いたします。
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３. 公開草案「全般的な表示及び開示」

原則は導入されているものの、適切

とで、その透明性・信頼性を高める

（１）はじめに

に適用されていないとの懸念が生じ

ことを目的としています。IFRS基準

IASBから公表された公開草案

ていることから、集約と分解表示に

で定められた合計又は小計（段階利

「全般的な表示及び開示」は現行基

関する詳細なガイダンスを導入する

益）及び特定の小計はMPMに該当

準であるIAS第１号を置き換えるこ

ことで、この原則を強化することが

せず、比率や財政状態計算書及び

とを念頭に、純損益及び包括利益計

提案されています。特に純損益計算

キャッシュ・フロー計算書を基礎と

算書を中心として基本財務諸表の構

書において「その他」などの名称を

した指標も含まれません。

造や表示内容の改善を図ることを目

用いる場合は、追加的な開示が必要

的としています。

となります。

（５）キャッシュ・フロー計算書

営業費用の表示については、費用

間接法によるキャッシュ・フロー

機能法又は費用性質法の選択適用に

計算書の出発点について、現行基準

公開草案では、企業間の比較可能

ついてはIAS第１号の定めを引き継

下ではばらつきがありますが、公開

性を向上することを目的として、純

ぐとともに、適切な選択に資するガ

草案では営業利益に統一することが

損益計算書を営業、不可分な持分法

イダンスを追加することが提案され

提案され、暫定決定されています。

投資損益、投資及び財務の４つに区

ています。さらに、公開草案では、

また、利息及び配当金の分類につい

分することが提案されていました。

費用機能法を用いて表示している場

て選択の余地をなくし、投資区分又

このうち、不可分な持分法投資損益

合、全ての営業費用について費用性

は財務区分に統一を図ることが提案

については、その後の再審議により

質法による分析を開示することが提

され、暫定決定されています。

提案を取り下げることが暫定決定さ

案されていましたが、その後の再審

れています。営業区分（利益）には

議により減価償却費、償却費、従業

企業の主たる事業活動から生じる収

員給付の３項目に限定することが暫

益及び費用が区分されることになり

定決定されています。

（２）純損益計算書

ますが、多種多様な、また、多角化
する事業活動を的確に捉えた定義を

４. おわりに
新型コロナウイルスの感染状況を
踏まえ、本セミナーは会場とリモー
ト受講を併用する形での開催となり

（４）経営者業績指標：Management

ました。行き届かなかった部分もあ

開発することが困難であるとの考え

performance measure（以下、

るかと思いますが、本セミナーが受

の下、投資及び財務区分以外の収益

MPM）

講者の皆様の理解の一助となれば幸

及び費用が分類されるという形で、

財務諸表利用者とのコミュニケー

間接的に定義することが提案され、

ションにおいて、財務諸表の枠外で使

暫定決定されています。

用されている業績指標（例：EBITDA）

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。

について財務諸表の枠内において開
（３）集約と分解表示
IAS第１号でも集約と分解表示の

示を要求することが提案されていま
す。財務諸表の枠内で開示を行うこ
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組織内会計士委員会 社外役員専門委員会 研修報告

先読み経営の真髄 ～真のCFO 水野省三氏に学ぶ～
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

副委員長

桂

真理子

研修概要
日

時：2022年９月22日（木）18:30〜20:30

近畿会研修室＋MS Teams

テーマ：「経理財務部門が経営の羅針盤として全社経営改革のアクションを起こすには
〜大企業や急成長ベンチャーで経営危機を救ったノウハウを学ぶ〜」
講

演：水野

省三 氏（元グリー（株）執行役員 経営管理本部長）

対

談：中田

清穂 氏（（有）ナレッジネットワーク 代表取締役、公認会計士）

１. 登壇者紹介
水野

２. 水野氏講演概要

省三 氏

（３）キャッシュフロー及び自己資
本比率は大きく改善し、盤石の財

パナソニック（株）の経理として、

務体質を構築。

国内・海外、製造・流通の現場で20

３. 中田氏との対談

年、本社部門の経理・財務・監査の
３部門で15年間勤務。最後は海外部
門CFOや、財務・IR部門責任者を
歴任。パナソニックの金庫番と呼ば

講師の水野氏は、パナソニック（株）

れる。その後、グリー（株）に入社。

の財務部長として経営危機を克服し

執行役員 経営管理本部長として同社

た後、急成長のベンチャーであった

の経営危機を救った。現在は帰阪し、

グリー（株）に転身されました。そ

企業の取締役、社外監査役として活

こで実行された、大企業での経営管

動中。

理ノウハウの伝授について、図や

後半１時間は、ご講演を受けて、

チャートを用いて、明瞭かつ具体的

お二人でご対談いただきました。見

に秘伝の技をお話しいただきました。

える化の具体的な実行方法、部下の

講義要旨を集約すると以下の３点

育成、PDCAの肝要などにつき、緩

中田

清穂 氏

公認会計士。青山監査法人を経て、

（左：水野 省三 氏、右：中田 清穂 氏）

旧PWCにて連結経営システム構築

です。

急織り交ぜた軽妙なトークで講演の

プロジェクト等、多くの会社の経営

（１）「管理会計システム」を構築

内容をさらに深掘りしていただきま

改革に従事。その後（株）DIVAを設

して、「経営の見える化」を実行。

立し、連結経営システムDivaSystem

事業部門にも開放して数値に基づ

の開発を行う。現在は（有）ナレッ

く科学的経営が浸透。

した。

４. 受講の感想

ジネットワーク代表取締役として、

（２）毎月の「見通し検討会」によ

講演開始５秒で水野氏のお話に引

対談やセミナーなどを通じ、鋭い視

りPDCAを回し、高い見通し精度

き込まれました。淡々とした語り口

点による情報発信を行っている。

の「先読み経営」を実践。

ながら、情熱的。全てが実践に基づ
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いて培われたお話には、会計人とし

・会計知識のない社内メンバーにた

み経営の真髄』を、明日からの業務

てのゆるぎない信念を感じ、これこ

こ焼き屋の例で損益分岐点や限界

に少しずつでも活かしていきたいと

そ真のCFOだと感じました。２時

利益を教えた（ハロー！会計と同

心を新たにいたしました。

間があっという間で、もっと学びた

じ‼）。

いと思う程でした。

このような非常に実りの多いご講

・予実の実績分析よりも予算や見通

以下、印象的なキーワードです。

しの精度を重視。

・大事なのは先読み経営をすること。

・経理財務は税金分野の事業責任者。

・外部と内部の環境分析で内向き思

・事業は人なり。上司の仕事の半分

考を外向きに変える。

演を行ってくださった講師の水野様、
中田様、並びに関係者の皆様にこの
場を借りて厚く御礼申し上げます。

は部下育成。

・財務会計と管理会計の一体化によ
り１時間で全社の決算分析可能な

数値に基づく

仕組みに。

科学的経営を徹

・現場にPLと分析ツールの閲覧権

底される水野氏

限を与えたら、数値を分析して説

の足元にも及ば

明する人が現れてきて、経営者の

ないと内省しつ

卵が産まれたのを確信した瞬間

つも、本日の研

だった。

修で得た『先読

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
近畿会会報部では会員の皆さまからの原稿を募集しております。
近畿C.P.A.ニュースでは会員の皆さまに自由にご寄稿いただける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。

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

原稿執筆要領と問合せおよび原稿送付先
・掲載号：随時掲載

・文字数：2000〜2500字程度（紙面１〜２ページ）

・締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）

・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

（F A X の 場 合）
（06）6271−0415

（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
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第24回各士業女性合同研修会

『成果につなげるテレワークの取組と課題』セミナー開催報告
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

副委員長

宮口

亜希

研修概要
日

時：2022年10月１日（土）13:00〜16:00

開催方法：Zoomウェビナー
テ ー マ：成果につなげるテレワークの取組と課題
講

師：【講演】平石
永津
【報告】嶋

卓 氏（積水ハウス株式会社 ITデザイン部 IT戦略室長）
英子 氏（デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 パートナー兼執行役）
祐香 氏（弁護士）、今中

はじめに

明子 氏（税理士）、中田

圭子 氏（社会保険労務士）

IT担当を歴任されています。セキュ

デロイトの永津様からは、社内の

2020年の春から始まった新型コロ

リティ面やテレワークにおける住環

テレワークへの取り組みや、テレ

ナウイルス感染症ですが、いまだ収

境の大切さなどハウスメーカーなら

ワークにまつわる女性対象のアン

束はみず、ウィズコロナに向けた取

ではのお話を伺えました。

ケート調査結果の紹介とその考察に

り組みを企業、監査法人、個人事務

セキュリティ度が高く、使いまわ

所、個々人等々、それぞれの立場で

し（？）がきくパスワードの作り方

進められていることと思います。今

などは大変興味深かったです。

回の研修は同感染症拡大によって一
セキュリティ：３つだけやれば

ク」をテーマに実施しました。

８割方リスクは排除できる

ですが、弁護士、司法書士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、公認会計
士で企画・運営を行っており、今年
で24回目（24年目！）を迎えます。

テレワークにおいては、
○自らのWell-beingが最も大事！心
身の健康管理が重要！自分ファー

気に進んだといわれる「テレワー
さて、この各士業女性合同研修会

ついてお話しいたただきました。

ノートPC・タブレットに
情報を残さない
例）クラウドストレージの利用
OneDrive、GoogleDrive、BOX

ストで考える！
○やり方や効率は人・状況によって
それぞれなので、状況に応じての
対応が必要
と締めくくられていました。

一昨年より、リアル開催ではなく

メールの添付ファイルや

研修会第２部
「法律的観点及び個人事務所の視点から」

Zoomを使ったオンライン研修会と

URLは必ず疑う

嶋佑香弁護士からは、テレワーク

なり、関西圏のみならず全国から視
聴いただいております。今年は約
130名の方にご参加いただきました。

研修会第１部「大企業の視点から」
積水ハウスの平石様は、企業内の

22

NOVEMBER 2022

19822

パスワードは
長ければ長いほど良い

における法的対応について、よくあ
る相談をQ＆A方式でお話いただき

最低12文字

ました。今中明子税理士はご自身の

例）おすすめパスワードの設定の仕方
Mugi4Kinako6Leo3a+

フである女性スーパーパートタイマ
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や、使用しているソフト、テレワー

は、チームで働くときにより意

が、「謝らなくてもいい」という

クツールの紹介、事業主としての心

識して、階層別にケアをしてい

のは、だれにもわかりやすい素

得などをお話しいただきました。中

こうと思いました。また、管理

敵な言葉だと思います。自分が

田圭子社会保険労務士にはテレワー

職としては組織の構成員のウェ

同じ立場になったら、という想

ク導入のきっかけ、テレワークの必

ルビーイングのために、自分も

像力をつけていきたいと思いま

要性、具体的な導入方法等をお話し

大事にするという視点を意識し

す。

いただきました。

ていきたいと思いました。

オンライン懇親会
受講の感想

弁護士 嶋氏：FAQ方式で法律的な

研修会の後、Zoomのブレイクア

今回のセミナーで、準備や当日の

テレワークの背景をわかりやす

ウト機能を使って５〜６名の小部屋

運営に携わっていただいたダイバー

く整理できました。テレワーク

に分かれて、セミナーの感想や現況

シティ推進委員会の森野久美副委員

の開始当初は監査法人でも試行

など、ざっくばらんに懇談を行いま

長に各講演の感想をいただきました。

錯誤しながら順次ツールや機器

した。ある参加者の方からは、小規

の設定がありましたが、小さな

模な事務所で年代もばらばら、温度

平石氏：テレワークが住環境に左

ところから始められるテレワー

差もまちまちで、テレワークはあき

右されるというのは実感しまし

クを経営者として悩みながら取

らめかけていたけれど、セミナーを

た。コロナ直後はテレワークが

り組まれたことをお聞きし、環

聞いてもう一度チャレンジをしよう

できる環境を設定できず、腰を

境を整えてもらう側の立場とし

と思った、と前向きな意見もお聞き

痛めたりしていましたが、デス

て改めて周囲の人に感謝しなけ

できました。セミナーを聞いて新し

クとセカンドモニターなど、働

ればと思いました。

い気づきを得ていただけると、企画

く環境を整えられたことでテレ

側としてもとてもうれしく思います。

ワークのストレスもなくなりま

税理士 今井氏：テレワークの各種

懇親会の最後は、北山久恵前近畿会

した。講演でご紹介いただいた

取り組みの背景に、働かれてい

会長の挨拶で締めくくられました。

画像が素敵でしたので、部屋を

る方の要望に応えることで色々

整理して、リフレッシュもでき

な方が働ける環境づくりにつな

同研修会は、一つのテーマを各士

る環境の改善もできればと思い

がっていることを理解できまし

業の切り口で掘り下げていくといっ

ました。

た。

たところに面白さがあり、また士業

パスワードの設定については

間の交流のきっかけにもなります。

利便性を優先してきましたが、

社会保険労務士 中田氏：背景の違

来年は25回目（四半世紀！）、面白

セキュリティ重視の視点につい

いをお互いに理解しあい、「謝

くて、ためになるセミナーに期待が

て自省しました。また、添付ファ

らなくてもいい」働き方ができ

高まります。

イルについては、一呼吸おいて

る環境づくり

メールの授受の経緯との整合性

という強い思

を確認するというポイントで今

いが素晴らし

後気を付けようと思います。

いと感じまし
た。会計士の

永津氏：リモートワーク時のスト

業界でも女性

レスを緩和するためにはネット

が働き続けら

ワークやコミュニケーションが

れる環境づく

重要であるということについて

りは課題です
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ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会 研修会

「挑戦する人を応援する」kay meのストーリーと
マーケティング・職業専門家としてのファッション 開催報告
ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

副委員長

吉川

和美

研修概要
日

時：2022年10月８日（土）15時半〜17時

講

場

所：近畿会研修室およびMicrosoft Teams（オンライン）

参加人数：48人

師：毛見

純子 氏（kay me株式会社 代表取締役）

今回のテーマであるkay me株式会

ば下記で、同じような方は一定数い

社の商品は、忙しい方でも洋服のメ

らっしゃると想定され、同社の商品

ンテナンスに時間をかける必要がな

をご存じの方もそうでない方にとっ

く、着ていてずっとラクでいられる

ても、今回のお話は興味深くお聞き

というコンセプトで開発されました。

いただいたのではと考えています。

研修会前半では、コンサルティング
業界のご出身でアパレルのご経験は

会計士の先輩がパリッとスーツを

なかった毛見様が、課題解決型のア

着こなされているのはカッコいいな。

プローチでアイデアを商品化し、仲

毎日シャツにアイロンをかけて組み

には何か欠けている感覚があるのか

間を集め、システムを開発し、販売

合わせのネクタイを考えて、ポケッ

もしれない。もちろん小綺麗にして

の仕組みを構築して2011年に創業後

トチーフまで手配して革靴を磨き上

いたいが、考えることや、やること

今まで展開してこられた経緯につい

げてくださる献身的な奥さんがい

満載でなかなか服まで気が回らない。

てのお話を伺いました。後半では質

らっしゃる方も中にはおられるのだ

20代だったら何を着ても若さでカ

疑応答を中心に、経営についての質

ろうな。残念ながら私にはそういう

バーできるし体型も（今よりは）

問の他、職業専門家、特に会計士が

奥さんはいないので自分で考えざる

シュッとしていたこともあって選択

時と場合に応じてどのようなファッ

を得ない。

肢も多かったけれど、40代50代とな

ションをするとより効果的に見せら

女性の先輩で素晴らしく素敵な装

るとなかなか似合うスーツも売って

れるかといったお話も伺いました。

いをされている方もいらっしゃるの

いない。オーダーすると時間と手間

に、毎日服装を考えるのって結構め

がかかる。なのに監査役に就任して、

購入したワンピースとジャケットを

んどくさい、着たら洗わないといけ

毎月取締役会に参加することになっ

着て司会をさせていただきました。

ないが、クリーニングに持っていっ

た（あるいは、自分より立場が上の

他にも参加者の一部にユーザーがい

て出来上がる日を手帳に記録してお

方が同席する何らかの会合に参加す

らっしゃったようです。

いて、できた時に取りに行くとか勘

ることになった）。他の方は大半が

弁してほしい、と思ってしまう自分

50代以上の男性であまり失礼な格好

実は私も同社のユーザーの一人で、

ユーザーのペルソナとしては例え
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もできない。会議の後にはホテルで

きに光沢感がおしゃれに見えるジャ

た。今回の研修に参加された皆様が

会食もあるらしい。さて、服装はど

ケット（これいいかも！）等々、着

今後の業務に何らかのヒントを得て

うしよう。

る状況から逆算して考えたデザイン

いただけたのであれば大変うれしく

で作られています。さらに、海外工場

思います。

こういった「課題」に対するソ

での大量生産大量廃棄ではなく国内

ダイバーシティ推進委員会 女性会

リューションの一つが毛見様ご提案

生産、廃棄をゼロにする工夫、アニ

計士専門委員会では、今後も皆様の

の、２秒でスタイルが決まる「ワン

マルウェルフェアといった持続可能

参考となる研修会を企画しておりま

ピース」と「ジャケット」の組み合

性を考えたこだわりが、ターゲット

す。多数のご参加をお待ちしており

わせであり、自宅で丸洗いできてア

層の共感を呼んでいるのだろうと思

ます。

イロン不要、しわにならず着ていて

われました。詳細は省略しますが、

ラクな「ジャージー素材」となりま

経営の観点からも興味深いお話でし

す。とはいえ類似の商品が多い中で

た。

同社の商品が支持されている理由の
１つに、幅広い年代のキャリア女性

洋服という、

に特化したデザインが挙げられるで

誰もが着なけれ

しょう。例えば伸縮可能で動きやす

ばならないが個

く体型をカバーするワンピースのデ

人的な問題とさ

ザインや、採用面接のときは威圧感

れやすい事項に

を与えないような淡い色に丸い襟の

ついて、キャリ

ジャケット、裁判官の方には濃い色

ア支援の観点か

のきちんとした織模様のジャケット、

ら研修会を企画

会議の後会食がある場合は昼には派

するのは一つの

手に見えず夜にライトがあたったと

チャレンジでし

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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「公認会計士たる国会議員という職業
～国会議員の目から見た公認会計士業界～」開催報告
組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会

専門委員長

川瀬

敬義

今回、近畿会所属の公認会計士で

国会に提出された後、法律案は通

会計士懇話会でヒアリング→党の財

ある杉久武参議院議員を講師にお招

常、所管の委員会に付託され、その

政金融部会→政調部会長会議」とい

きして組織内会計士委員会の研修を

委員会で審議されます。委員会でま

う党内審査を経ました。自民党での

開催いたしました。

ず大臣による趣旨説明（国会用語で

法案審査も終えたあと、閣議決定と

「お経読み」と呼ばれています）が

いう流れでした。ちなみに、会計監

行われ、審議を経て、採決されて本

査ジャーナルの2022年８月号の特別

1976年１月生まれ。1997年公認会

会議に提出されます。衆参の本会議

座談会「公認会計士法の改正につい

計士２次試験に合格後、1998年３月

で可決されることで法律は成立しま

て」の13ページで金融庁の審議官が

創価大学経営学部卒業。中央監査法

す。法案は１つの会期の中で衆参と

「与党による法案審査」の話に言及

人に入所し、2006年PwCのオハイ

もに通過しないといけません。会期

されていますが、ここで言及された

オ州コロンバス事務所勤務、2009年

内で成立させないと原則廃案となり

内容は、杉議員が公明党の法案審査

米国公認会計士試験合格、同年７月

ます。国会は審議日程をその都度決

の中で取り上げたことが含まれてい

アメリカより帰国し、あらた監査法

めていくので、国会対策がとても重

ます。

人勤務。2012年10月退職後、2013年

要です。

杉久武参議院議員の経歴

今回の公認会計士法改正において、

７月参議院議員選挙の大阪選挙区に

法律を作る前に専門家などによる

協会の懸念として条文では明確に

初当選し現在２期目。2016年８月か

議論が行われることがあります。公

なっておらず協会がクリアにしてほ

ら2017年８月には財務大臣政務官に

認会計士法の場合には金融庁の研究

しいと考えていた内容がありました

就任されています。

会に位置付けられる「会計監査の在

（次頁）。

現在、参議院法務委員長、公明党

り方に関する懇談会（在り方懇）」

これをクリアにするための１つの

青年委員会副委員長、同大阪府本部

がこれに当たります。この成果物が

方法が委員会で質問して議事録に残

副代表。

論点整理です。これを基に、金融庁

すことです。委員会での質疑は一言

が改正法案を作ります。

一句議事録として残るので、条文だ

近畿会所属の公認会計士であり税
理士。米国公認会計士試験合格者で
す。

その後閣議決定がされて、国会に
法案が提出され審議されるという流

けでは明確になっていない部分につ
いても明らかにすることができます。

れなのですが、教科書には載ってい

公認会計士法改正にあたり会長声

法律はどのようにしてできるのか？
ー公認会計士法の改正を通じてー

ない、閣議決定前の「与党の法案審

明が出されていますが、この中の次

査」と呼ばれるプロセスがあります。

頁の部分については主に杉議員がさ

法律は議員立法と内閣提出の法律

政府と与党は連携して内閣から国会

れた質問によるものです。法改正の

（閣法）があります。法律案は、ほと

に出された議案はすべて通すことが

ど真ん中の質問をするためには、業

んどの場合は衆議院→参議院の順で

求められるため、与党では事前に法

界を知っている議員でないとできま

審議されるのですが、参議院→衆議

案審査を行います。公認会計士法の

せん。公認会計士資格を持った国会

院の順に審議されることもあります。

場合には、公明党においては「公認

議員が委員会のメンバーにおられる
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ことが業界にとっても重要だと感じ

ナウイルス感染症の関係で特殊な支

に独自の上乗せをしている自治体が

ました。

出がありました）。

あるということや、兄弟が早生まれ

なお、財務省の公会計室長は公認

の場合も考慮に入れるのか、そして

会長声明「公認会計士法の改正に

会計士でもある園田雅宏氏です。こ

対処法として税制を修正するのかそ

ついて」2022年５月11日

こでも公認会計士が活躍しています。

れとも給付制度側で考慮するのかな
どです。

（前略）
併せて公認会計士・監査審査会の

一人の声が仕組みを変える

これらの内容の検討や具体的な制

立入検査権限等の見直しも行われ

杉議員が取り組まれた内容で「就

度設計を文部科学省で行い、先ほど

ています。これについては、当該

学支援金−高２で起こる早生まれの

の答えとしては、本人が早生まれの

見直しが、当協会の品質管理レ

不利−」について取り上げます。

場合に限り税制ではなく給付制度側
で考慮するとし、文部科学省は2021

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

問題が生じていた理由

年７月に来年度から実施という方針

ではないことについて、国会の質

・就学支援金を支給するかの判定

を各都道府県に通知しました。杉議

疑等によって確認されています。

基準は親の住民税課税標準額

員はこの後改めて2022年２月に国会

（後略）

（所得金額−所得控除）

で質問をされ、７月に政令改正がさ

・扶養控除は12月31日の年齢で判

国の財務書類と行政のフルコスト開示
近年になって国の貸借対照表を作
成するようになりました。これを見

定
・15歳以下の扶養控除金額はゼロ
で16歳以上から控除される

れました。
この話は新聞報道もされていたの
で知っている人もいると思うのです
が、きっかけは一人の話でそこから
国会質問を通じて大臣が認識し、省

ると大幅な債務超過となっています。

庁も動き、政令の改正まで到達する。

資産もあるのですが、換金性のある

高等学校等就学支援金制度は授業

資産はほとんどの場合対応する負債

料に対し、国から親の住民税課税標

この政令の改正内容は文章で見ると

があり自由に使えるものではなく、

準額が一定水準以下の人は支援金が

シンプルなのですが、その裏にある

資産といってもインフラには換金性

支給されるという制度です。

数々の動きがとても興味深く思いま
した。

がありません。しかし国は自国通貨

杉議員がある一人の方から「子供

での貨幣発行ができるため民間とは

が早生まれなので、ぎりぎりの線で

違う面があり、国会でも様々な議論

就学支援金を受けることができな

があります。

い」という話を聞き問題意識を持た

公認会計士として知っておいた方

行政サービスを行うためにも費用

れ、これを文部科学大臣に認識して

がいいことが山盛りで、そして国会質

が掛かります。この行政サービスの

もらうために2020年に国会で質問さ

問には数々のドラマがあるというこ

原価計算をすることが、財務省が取

れました。この答弁をされたのは萩

とも感じたとても面白い研修でした。

り組んでいるフルコスト情報の開示

生田文部科学大臣と安倍総理（当

杉議員はじめ開催にご尽力いただい

です。フルコストということですか

時）だったのですが、特に萩生田文

た方々に厚く御礼を申し上げます。

ら間接費や支出を伴わない減価償却

部科学大臣がご自身の

費も含まれます。これとともに自己

言葉で前向きな答弁を

収入（例：手数料）比率も算出して

されていました。

います。

終わりに

これにより役所はが

例えば、令和２年の公認会計士試

ぜん動きやすくなりま

験事業の場合は4.6億円、これを出願

す。しかし、その制度

件数で割ると１人当たり32,826円と

設計の段階でいくつも

なり、自己収入割合は約６割となり

の課題が出てきました。

ます（ただし、この年度は新型コロ

例えば、大阪府のよう
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スキューバダイビング︒それは簡易な宇宙服を
身に纏い︑酸素ボンベ一つを背負って︑人間が存

昌虎
有本

在することを許さない神秘の世界に立ち入ること
が出来るスポーツ︒
自分がスキューバダイビングを始めて３年ほど
経つが︑スキューバダイビングは想像よりずっと
安全なスポーツであり︑想像より癒しがあり︑ゆっ
たりとした運動ができるスポーツでした︒
そしてなにより一番感じたことは︑海への謙虚
な気持ちと尊敬の念を持つことができることでし
た︒
今回はそんな素晴らしい海の世界について︑体
験したことのほんの一部を共有したいと思います︒
どこまでも広がる青い海の中︑酸素もない世界
で日常とはかけ離れた世界に身を置く︒
透き通る青い海の中では色とりどりの魚が出迎
え て く れ る の だ と 期 待 に 胸 を 膨 ら ま せ︑水 底 が
はっきりと見えるほど澄んだ海へボートから降り
て潜っていく︒
サンゴが広がる水底に向かっていくが︑あまり
にもきれいな海の中では︑自分がどこまでも落ち
ていく感覚に陥ってしまう︒
水中旅行の始まり
だ︒
サンゴに向かって
降りた先に待つの
は︑映 画 で 有 名 に
なったカクレクマノ
ミや︑ナンヨウハギ
がイソギンチャクや
サンゴの中で過ごし
て い る 風 景 だ っ た︒
そして青︑赤︑紫と

01

スキューバダイビング in 西表島
CONTRIBUTION

様々な色合いが広がるユビエダハマサンゴやテー

様々な魚が戯れている風景の中を酸素ボンベ一

ブルサンゴ︒

つ背負って漂っていく︒

いつも見ている太陽の光も︑海の中では違った

光を見せてくれる︒ゆらゆらと光とともに︑魚と

ともに自分も揺られ︑海と一体になる感覚を得な

がら︑さらに奥に︑そして下にと潜っていく︒

少し泳げば海はすぐに表情を変え︑新しい風景

や生き物と出会うことが出来る︒

次に出迎えてくれる風景は︑サンゴをバックス

テージにきらきらと

光り輝くスカシテン

ジグダイや真っ赤に

栄えるアカネハナゴ

イ︑青 い 宝 石 の よ う

なルリスズメダイの

群 れ︑そ し て サ ン ゴ

の上でかわいく漂う

ミ ナ ミ ハ コ フ グ︒ミ

ナミハコフグとにら

めっこしていたらふ

いに大きな影が自分

の上を通っていく︒

なにがいるのかと

見 上 げ て み れ ば︑そ

こにはウミガメが優

雅に泳いでいく姿が

見られた︒

優雅にそして堂々

とウミガメは泳いで

い き︑そ し て そ の 姿

は遠 く ま で 見 る こ と
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リレー随筆

寄稿

ウ ミ ガ メ の 優 雅 な 姿 を 見 て︑自 分 が 海 と 一 体 に

が出来た︒
先ほどと違って不思議な雰囲気を感じる︒

い︒水 底 が ま た 深 く な り︑ま た 別 世 界 に 来 た が︑

海の中ではまったく遠くに来たことを感じさせな

在する︒

ンネルがあり︑岩場に穴が開いているところが点

どうやったらこんな地形になるのか︑所々にト

メッセージの

その穴から太陽光が降り注ぐ︒その光は神様の

界が広がる︒本当に静かな世界だ︒見えるのは青

よ う に︑な に

たくさんの生物がふと姿を消し︑静寂な海の世

なる感覚を得ながら︑さらに奥に︑下に潜ってい
く︒
く 透 き 通 っ た 海 と︑自 分 の 呼 吸 で で き る 泡 だ け

か祈りたくな

る よ う な︑そ

だった︒
そんな時︑遠くの方を見てみるとうっすら大き

んな特別な光

を感じる︒

この素晴ら

しい風景を壊

してはならないのだと強く感じてしまう︒

最後に言葉にできない気持ちを感じて︑この水

てくることが出来ることを祈って︑日常に戻って
いく︒

自分のスキューバダイビングの経験を少しお話

しさせていただきました︒

言葉では伝えることが出来ない非日常の世界が体
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水底が見えたところに待っていたのは︑ひらひ
らと羽のようにヒレをはためかせて誘惑する︑毒
を 持 つ ミ ノ カ サ ゴ︑そ し て 岩 場 に 頭 だ け 出 し て

最初は１匹であったのが︑徐々に３匹︑８匹と

な生き物が近づいてくる︒

除する門番のようにいるウツボ︑華やかで変わっ

増えてきた︒そしてその姿がどんどん大きくなっ

じっとこちらを窺い︑海の世界を脅かすものを排
た姿の彼らだが︑危険な毒や牙を持っている生物

バラクーダだ︒バラクーダの群れがこちらへと

てくる︒

ここは彼らの世界なのだ︒どれほど美しい世界

向かってきているのだった︒どんどん大きな姿と

でもある︒
であっても︑人間の自分が決して軽々しく入って

今回出逢うことが出来なかったが︑次回こそは

中旅行は終わりを迎えた︒

来 た︒自 分 の 身 長 ほ

海の神様であるマンタと出逢えることを夢見て陸

なって僕らの近くに

海 の 門 番 に 敬 意 を 払 い つ つ 生 物 を 見 て い る と︑

どのバラクーダは群

に戻っていく︒

はいけない世界なのだと思い出させてくれる︒
そこで魚たちの捕食活動が始まっていた︒小さい

れで旋回を始めたの

今回自分が訪れたのは︑沖縄のさらに南西に位

生物が大きな生物に捕食されることを避けるた

ルネードが始まった

だ︒バ ラ ク ー ダ の ト
の だ︒勇 猛 で 雄 大 な

め︑一所懸命逃げ切ろうとしていたのだ︒
ふと横を見ると︑白く輝くサンゴがある︒綺麗

彼らのトルネードは

界︒この自然を壊すことがないように︑また非日

な見た目に見えるが白化したサンゴであった︒今
年は台風が夏場に来ず︑水温が上がってしまった

とても感動的な風景

常の経験ができることを祈って︑またここに戻っ

が少なくなってくると海の世界では人間は住むこ

東洋のガラパゴスとの異名を持つ自然豊かな世

ためサンゴの白化が進んでしまったのだ︒白化の

であった︒

置する西表島︒

進んだサンゴが︑海流に耐え切れず脆く崩れてい
く姿を目にしてしまう︒白化したサンゴも運よく
年ほどかかってしまうそうだ︒

とが出来ないのだと嫌でも気付かせるのだ︒酸素

旅も終わりに近づいてきた︒酸素ボンベの残留

海の生物は優雅に見えるものの︑想像より過酷

のない世界︑人間が存在することが許されない世

生き残れたとしても︑サンゴが新たに色づくのは

な状況を生きており︑海の中の風景は︑想像して

界にお邪魔できるのは︑酸素ボンベを背負って宇

動能力も関係なく︑海に対しての好奇心と謙虚な

験できるスキューバダイビング︒年 齢 も 性 別 も 運
その酸素が終わりを迎えている︒

ぜひ皆様も体験してはいかがでしょうか︒

気持ちがあればどなたでも体験できるスポーツ︒
進んでいく︒

最後に少し陸に近づき︑入り組んだ地形の中を

宙服に身を纏うからなのだ︒

いるより脆く︑その姿を変えてしまう︒

だいぶ遠くまで来たはずなのに︑透明度の高い

でいく︒

そんな海の世界を覗きつつ︑さらに奥へと進ん
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場

定例役員会報告

日 時：2022年９月６日（火）18時〜20時
所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：40名、うちオンライン参加17名（役員数43名）

審

議

事

項

第１号議案 税制・税務委員会、経営委員会編（大阪弁護士会中小企業法律センター共同作成）

「永続するファミリービジネス（仮題）」の公表について

（提 案 者）担当副会長

安原

徹

（提案内容）提案者より、税制・税務委員会、経営委員会及び大阪弁護士会（中小企業法律センター）では、2019
年より、「ファミリービジネス研究会」を立ち上げて、ファミリービジネスの在り方、成長発展についての研
究を重ねてきた。このたび、その研究成果を清文社から刊行することとしたい。なお、発行部数は1,500部で読
者は他士業（法曹関係者・職業会計人など）、中小企業経営者等を想定しているとの説明があり、審議の結果
承認された。

第２号議案 協会本部広報委員会委員の推薦について
（提 案 者）総務部長

柴原

啓司

（提案内容）提案者より、本部より協会本部広報委員会委員の推薦依頼があり、下記のとおり推薦したいとの説明
があり、審議の結果承認された。
記
桂

真理子（近畿会広報部長）（敬称略）

第３号議案 地区会規約の変更について
（提 案 者）地区会部長

宮口

亜希

（提案内容）提案者より、地区会規約について、全14地区会定期総会において、「地区会総会、地区会役員会につ
いて電話会議システム、テレビ会議システム等による参加を出席として取り扱うことができる」変更の決議が
行われ、近畿会規約第46条第２項に基づき、承認願いたいと説明があり、審議の結果承認された。

報

告

事

項

第１号 会長報告
（報 告 者）会長

後藤

紳太郎

（報告内容）報告者より、９月の報告があった。
７月25日の本部定期総会終結時より茂木会長のもと新執行部が始動を開始した。しかし、行動制限はないも
のの、新型コロナウイルス感染症感染者数等の急増により近畿会会務も本部会務もリモートベースとなってい
る。本部では関係者に感染者が発生したこともあり新執行部の挨拶回りも縮小・中止といった状況でやや出鼻
をくじかれた感はあるものの、会務はリモートをフル活用して従来と変わらないペースで進んでいる。
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近畿会会長は、地域会会長会議の副議長となり、本部副会長としては地域会を担当するのだが、今回は、地
域会担当に加えて倫理と法規・制度の領域も担当をすることになった。東京会会長も本部副会長として地域会
の担当以外に租税の領域を担当される。
近畿会は、会務の増加に伴い今期から副会長を１名増員しているが、本部でも会務の増加は顕著であり地域
会会長として本部副会長に就任した者も、本部の業務部門にもかかわるという総力戦の状況となっている。
８月28日午前９時から29日午後12時までの１日半の本部正副会長の合宿に参加をしてきた。
ここのところの新型コロナウイルス感染症の状況から十分な感染対策を取りながら都内のホテルで対面、泊
り込みでの実施であったが、いろいろな課題について、率直で有意義な意見交換ができ、茂木執行部は順調な
滑り出しができたのではないかと思っている。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

髙見

勝文

（報告内容）８月４日開催の常務理事会及び８月５日開催の理事会報告
■会長報告
１．所信表明
２．会長動静
・金融庁との意見交換
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．監査基準委員会からの公開草案『監査基準委員会研究報告第６号「監査報告書に係るＱ＆Ａ」の改正』
に関する件
２．公会計委員会からの答申『IFAC-国際公会計基準審議会（IPSASB）コンサルテーション・ペーパー
「公的部門のサステナビリティ報告の推進」に対するコメント』に関する件
■理事会審議事項
１．指名常務理事の選任に関する件
２．自主規制モニター会議の外部委員の委嘱に関する件
■理事会報告事項
１．「倫理宣言」の公表及び周知に関する件
２．会館リニューアルプロジェクト設計者選定に関する件

第３号 関西地区三会交流報告
（報 告 者）会長

後藤

紳太郎

（報告内容）報告者より、関西地区三会の４委員会による交流（キックオフミーティング開催）について報告が
あった。
（日

時）2022年９月７日（水）18:00〜19:00

（場

所）近畿会研修室（オンライン併用<MS Teams利用>）

（交流委員会）・社会保障委員会（社会福祉法人専門委員会、医療法人専門委員会）
・組織内会計士委員会（組織内会計士専門委員会、社外役員専門委員会）
・ダイバーシティ推進委員会（女性会計士専門委員会）
・非営利会計委員会（公益法人専門委員会）
（参加予定者）会長、担当副会長、委員長、専門委員長
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第４号 総務部報告
（報 告 者）総務部長

柴原

啓司

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．2022年度地区会長会議の実施結果について
（日

時）2022年８月２日（火）18:00〜19:30

（場

所）近畿会研修室（オンライン併用<MS Teams利用>）

（テーマ）「会務報告」、「地区会部からの連絡とお願い」、「各地区会活動報告並びに地区会部への要望等」
（出席者）地区会長等12名、正副会長・地区会部長等14名
２．協会本部各種協議会等委員について

第５号 厚生部報告
（報 告 者）厚生部長

末永

直之

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．「第４回家族で楽しむ囲碁会」（関西地区三会共催）の実施結果について
（日 時）2022年７月30日（土）13:00〜15:00
（場 所）近畿会研修室
（参加者）23名（会員家族含む）
２．夏休みグルメツアー「川床料理in京都貴船」の実施結果について
（日 時）2022年８月20日（土）10:30〜12:45
（場 所）川床料理旅館「貴船べにや」
（参加者）75名（会員家族含む）

第６号 広報部報告
（報 告 者）広報部長

桂

真理子

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

時）2022年８月６日（土）、７日（日）11:00〜16:30

（場

所）オンライン開催（Zoom利用）

（参加者）初級編「焼きそば屋台大作戦」11:00〜12:00
対象

小学校４年生・５年生

８月６日（土）78名、７日（日）69名
中級編「牛丼VSステーキ究極の二拓」13:00〜14:00
対象

小学校５年生・６年生

８月６日（土）88名、７日（日）78名
上級編「ドーナツ屋経営は甘くない!?」15:00〜16:30
対象

中学生

８月６日（土）57名、７日（日）72名

第７号 研究・CPE研修部報告
（報 告 者）研究・CPE研修部長

濵田

善彦

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．CPE研修計画及び実施結果について
２．2022年度スキルアップセミナーの実施について
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第８号 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

藤枝

政雄

（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。
奈良地方裁判所 評価人の推薦
他２件

第９号 組織内会計士委員会報告
（報 告 者）組織内会計士委員会 社外役員専門委員会専門委員長

種田

ゆみこ

（報告内容）報告者より、一般向け「社外役員に関する研修会」の実施結果について報告があった。
（日

時）2022年９月２日（金）18:30〜20:30

（場

所）近畿会研修室（MS Teams併用）

（テ ー マ）「コンサルタントから見た『リーダーはなぜ、D&Iを推進すべきなのか（人的資本情報開示の時代）』」
（参加資格）事業会社役員（執行役員含む）相当の方
（出 席 者）会員51名、企業役員等４名

受験生向けキャリアセミナー動画公開のお知らせ

2022年９月10日に公
認会計士小山晃弘氏を
近畿会にお迎えして実
施したイベントの内容
を編集し、10月下旬よりSNSサイト
にアップしております。
キーワードは「逆算思考で成功を
掴む」。受験生や準会員の皆様の今

後のキャリア選択の考え方に役立つ
内容となっています。
各動画は12分〜20分前後ですので、

私も司会を誰よりも楽しませて
頂きました！
（広報部長

桂

真理子）

お仕事の合間にぜひご覧下さい。
左より、青柳敏文準会員、小山晃
弘氏、鈴木陸眞準会員です。
左右のお二人が小山氏のトークを
引き出してくれました。

19833

NOVEMBER 2022

33

厚生部

REPORT
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第13回フットサル大会 開催報告
友永

達哉

2022年９月18日（日）、近畿会、京滋会、兵庫会の三

ナスで１点追加、②女性がゴールを決めた場合は３点と

会共催の第13回フットサル大会が大阪市住之江区にある

いった特別ルールが設けられております。そのため、女

マグ・フットサルスタジアムにて開催されました。新型

性がフル出場してボーナス点を狙うチーム、女性をゴー

コロナウイルス感染症の影響により昨年、一昨年は開催

ル前に配置し一気に３点を狙いにいくチーム、男性メン

できなかったため、今回が３年ぶりの開催となりました。

バーのみでパワーで押し切るチームなど、各チームの戦

台風の接近により当日の天候が心配されましたが、快晴

術に個性が見られて非常に面白かったです。また、１チー

にも恵まれ絶好のフットサル日和になったと思います。

ム２名まで経験者の出場が認められているため、経験者
を加えてチーム力を強化しているチームもありました。
今回は親睦リーグのみの開催でしたが、各試合とも非
常に白熱した試合となり、経験者同士のマッチアップで
はレベルの高い駆け引きが行われ、見ているだけでワク
ワクしました。また、女性が得点を決めた際には観客側
も一緒に盛り上がるなど、活気ある大会にすることが出
来ました。リーグ名にある通り、法人の垣根を越えて親
睦を深めることができたのではないでしょうか。
大会の結果ですが、優勝は「PwC Funs‒A」、準優勝は

このフットサル大会は、例年経験者リーグと親睦リー

「ライノサラス」で幕を閉じました。決勝戦はPK戦サド

グの２リーグでの構成でしたが、今年は経験者リーグの

ンデスに持ち込む接戦で非常に見応えのある試合でした。

開催はなく、初心者向けの親睦リーグのみの大会となり

優勝・準優勝チームの皆様、本当におめでとうございま

ました。しかしながら当日は10チームに申し込みをいた

す！

だき、100名ほどの方々にご参加をいただきました。
開会式に続き準備運動が行われ、いよいよコートに
入って試合開始です。今大会では10チームが2つのグ

最後になりますが、運営に携わっていただきました皆
様、ご参加いただきました選手の皆様、ご協力いただき
ましたことを心よりお礼申し上げます。

ループに分かれて総当たりの予選リーグを行った後、全

来年も気温が落ち着く９月頃の開催を予定しておりま

チーム参加のトーナメント形式で決勝リーグが行われま

す。今年同様、是非楽しんでいただきたいと思いますの

した。

で、少しでもご興味のある方はご参加いただけますと幸

余談になりますが、親睦リーグには女性の方にも楽しん
でいただけるように、①女性がフル出場した場合はボー
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いです。多数のご参加を心からお待ちしております。

フットサル大会を振り返って

PwC Funs‒A

乙重

遼太

我々PwC大阪フットサル部は前回大会にも参加させて

来年度において優勝チームとして恥ずかしくないよう

いただきましたが、出場した２チームとも思うような結

により練習を重ねて、チーム全体としてレベルアップし

果を出すことができず、今回の出場にあたってせめて表

ていこうと思います。

彰式には出ようと決意を新たに参加させていただきまし
た。
大会当日は気温が高く、チーム事情として控えのメン
バーが１人という非常に厳しい状況でした。また、他の

最後になりましたが、今大会の開催にあたって企画・
運営していただきました関係者の皆様、ご声援をいただ
いた皆様には大変感謝しております。ありがとうござい
ました。

参加チームもとてもレベルが高く、チームメンバー一致
団結して選手交代をうまく駆使しながら、試合運びをす
る展開となりました。
その結果として、予選リーグでは２位通過することが
でき、決勝トーナメントでも善戦することができたと思
います。特に決勝戦ではPK戦にもつれ込む白熱したゲー
ム展開となり、とても楽しくプレーすることができまし
た。
また、年齢、性別関係なく法人の垣根を越えていろい
ろな方々とプレーすることができ、他法人の方々と交流
するいい機会になったと感じております。

優勝を目指して
我々あずさ大阪IT監査部フットサルチーム（FCライノ
サラス）は、前回大会で優勝（経験者リーグ）してお
り、本大会においても優勝しなければというプレッ
シャーの中、一致団結し、練習に励んで参りました。
予選リーグから決勝戦と長きにわたる戦いが想定され
る中、チーム課題の体力不足を補うべく、指揮官の下、

ライノサラス

川本

一仁

の団結力は深まりました。来年こそは優勝できるよう、
チームでトレーニングを積んでいければと思います。
最後になりましたが、猛暑の中、大会を運営して頂き
ましたスタッフの皆様、ご声援を頂きました皆様には本
当に感謝しております。
ありがとうございました！

戦略を綿密に練り、まずは予選リーグに挑みました。
他チームのレベルは高く、予選から苦戦を強いられる
中、女性は１ゴールで３得点という、大会独自ルールを
活かして、我らの女性エースが予選からハットトリック
を達成する活躍をしてくれました。
そして、ついにトーナメントの決勝。同点で迎えた
ゲーム終了間際にエースがドラマのワンシーンかと思う
ほどのシュートを放ちました。惜しくもゴールとはなり
ませんでしたが、皆がエースにボールを繋ぎ、エースが
シュートするという最高の形を作ることができました。
引き分けからのPK戦で敗れ優勝を逃したことについて、
チームメンバー全員で悔しい思いをしたものの、チーム
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初心者向け社交ダンスの会 開催報告
厚生部

日

時：2022年９月25日（日）13:15〜15:00

場

所：ジャンティ（京阪シティーモール３階にあるダンス専用スタジオ）

講

師：前田雅仁プロ、宮崎梢プロ、アシスタント３名

関西地区三会共催の厚生行事として、今回初めて「初心者
向け社交ダンスの会」を開催いたしました。当日のレッスン

副部長

小幡

寛子

くなりギブアップ。しかし、皆さん楽しく踊っておられるよ
うだったので、マスターされたのかな？

内容及び参加者の様子を報告いたします。

レッスン開始からレッスン前半の様子
参加者は26名（男性12名（うち中学生１名）、女性14名
（うち小学生２名））で、小学生から80歳の方まで幅広い
年代の方々が集まりました。
動きやすい服装に着替え、後藤会長の開会あいさつの後、
全員で記念撮影。いよいよレッスン開始。ほとんどの参加者
がダンス初体験でドキドキのスタートでした。
まずは、「ジルバ」。講師お
ふたりのデモを見て、感嘆の拍
手と不安のため息。男女に分か
れて足の運びの基本練習。女性
は、右へスロー（S）、左へス

参加者のご感想

ロー（S）、少し後ろにクイッ

多くの方が「楽しかった！」というご感想で、「社交ダン

ク（Q）、前にクイック（Q）。

スの楽しさが少しわかった」「初めてだけど、それなりにで

これを２回続けて、次は、右へ

きた」「ジルバは覚えた」「ブルースはうまくいった」

（S）、手を挙げて左足で回り

等々、口々に感想を言い合い、レッスン終了後もにぎやかで

（S）、（Q）
（Q）。男性の動き

した。また、「今後もダンスイベントを続けてほしい」「参

は、左右逆で、手を挙げて女性が回るのを助けます。

加希望者が多いようなので回数を増やしてはどうか」という

皆さん、真剣そのもの。何回も練習した後、ペアになっ

ご提案もいただきました。

て、先生の手拍子に合わせて、次に音楽に合わせて、毎回ペ

参加者の皆様、ありがとうございました。また、募集人員

アを変更して練習。徐々に「うまくいった！」の声が増え、

を上回る参加希望があり、抽選に漏れてご参加いただけな

１フレーズが終わるたびに楽しそうな声があがっていまし

かった皆様にはお詫び申し上げます。

た。

次の機会に多くの方々とご一緒にダンスを踊れることを楽

二つ目は「ブルース」。４拍子でステップがゆっくりして
いて、ペアレッスンでも何とかなったように思い
ました。

休憩後のレッスン後半
レッスン後半は、「ルンバ」。初級編の特徴は
ステップ「ニューヨーク」で、身体を横に開いて
手を挙げる動作を繰り返します。気持ちの良い動
きでした。
最後に「ワルツ」。これが一番簡単だろうと
思っていたら、ターンが入ると動きが大きく「ど
ちらの足から？」と迷っているうちに、わからな
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ゴルフ部開催報告
上村

日

時

令和４年10月４日（火）

参加者

16名

場

所

泉ヶ丘カントリークラブ

天

晴れ

天気は快晴、しかし気温はこの夏の最後の猛暑にな
るばかりの、体温に近い程の暑さです。
新型コロナウイルス感染症もさることながら熱中症
にならないように、水を飲み飲みのラウンドでした。
開催コースは、大阪府堺市の泉ヶ丘カントリークラ
ブです。
同クラブは大阪南部では名門といわれており、来年

候

恭一

金剛 葛城 GROSS HDCP NET REMARK

NAME
中丁 卓也

43

48

91

28.0

63.0

山田 拓幸

54

54

108

35.0

73.0

廣田 壽俊

51

51

102

29.0

73.0

増田 明彦

51

53

104

29.0

75.0

吉川 雅偉

50

47

97

21.0

76.0

優勝
２位
３位
４位
５位

4月には、｢関西オープン選手権｣のトーナメントが開

ドラコン

小川泰彦、上村恭一、吉川雅偉、中丁卓也

催されます。

ニアピン

長瀬耕治、吉川雅偉、杉本光伸、中丁卓也

また11月26日（土）には、恒例の近畿Ｃ.Ｐ.Ａ.ゴル
フ選手権が開催されますので、その下見プレイという
ことになります。
コースの方は、砲台グリーンが多く、また距離も
たっぷりありますので、難易度が高いのですが、優勝
は2月26日開催の城陽カントリー倶楽部でも優勝され
た、成長著しい中丁卓也会員でした。スコアは表のと
おりNET63という、ぶっちぎりの成績でした。

ベストグロス
バーディ

小川泰彦

杉本光伸、小川泰彦、中丁卓也

【今後の予定】
令和４年12月 １日（木） 鳴尾ゴルフ倶楽部
令和５年 ２月25日（土） 城陽カントリー倶楽部
西コース
令和５年 ４月 ５日（水） 宝塚ゴルフ倶楽部
新コース
令和５年 ６月 ８日（木） 茨木カンツリー倶楽部
西コース

次回は12月１日（木）鳴尾ゴルフ倶楽部です。グ
リーンも高麗芝ながら高速グリーンに改修されたと聞
きます。
またプレイ後の忘年会のすきやきも楽しみです。
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豊能、吹田・摂津、北摂地区会

コンラッド大阪のランチビュッフェのご報告
豊能地区会

会長

織田

三津雄

2022年10月16日（日）に、吹田・摂津、北摂、

白な螺旋階段

豊能の３地区合同で３年ぶりに人気企画の１つである

はホテルのア

「高級ホテルのランチビュッフェ」を開催しました。

イコニックス

今回も申込みは150名を超え、人気の高さが伺えます。

ポットで、こ

今回の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染予

こで撮影した

防のため、貸し切りとした上で、97名の参加になりま

写真をたくさ

した。そのため、応募頂いた方々の多くがご参加いた

んの方がSNS

だけない結果となったことは運営者として大変申し訳

に投稿してい

なく思っております。この点は来年に向けて１人でも

ます。階段を歩けば誰もがプリンセス気分になること

多くの方々にご参加いただけるよう企画を練っており

間違いなしです。私の奥さんもここで写メを取り、か

ますので、来年度の開催、楽しみにしておいてください。

なりご機嫌になって、私も満足しておりました。こう

今回の「高級ホテルのランチビュッフェ」は、コン

いう気分転換にでも活用できるのがホテルの素晴らし

ラッド大阪で開催されました。会場となるコンラッド

いところですね。

大阪は大阪メトロの肥後橋駅と渡辺橋駅に直結してい

ビュッフェ台は大きく分けて３つありました。まず

ます。電車で肥後橋駅から西梅田駅までは約３分。若

は前菜が並ぶビュッフェ台。テーブルをぐるっと囲う

者に人気の街である難波までは電車で約５分という便

ように料理が並んでいます。２つ目は温かい料理が並

利さです。また、ホテルのすぐそばを流れている堂島

ぶビュッフェ台。ローストビーフのカービングサービ

川沿いには、美術館や科学館などの観光スポットも点

スもここで行われておりました。最後は可愛いおしゃ

在しており、ランチビュッフェ後も堪能できるエリア

れなデザートが並ぶビュッフェ台。オブジェも可愛く

です。都会の便利さと川辺ののどかさが融合する魅力

写真映えも抜群です。

的な環境となっております。

料理は全て美味しく最高でした。ご参加いただいた

コンラッド大阪はビルの最上階に位置していて、地

方々も満足していただいたかと思います。それとコン

上200mから望む景色は絶景そのものです。他にも洗

ラッド大阪の「アトモス・ダイニング」は、地上

練された客室や食事、数々のアート作品などが写真映

200mの景色と天井高10.5mが特徴的です。足元から

えし、女子旅の憧れのホテルとして人気になっていま

天井まで全面に配された窓は圧巻で、開放的な空間で

す。夜景も素晴らしく、朝から夜まで魅力がいっぱい

す。

となっており、そんな非日常があふれる天空のホテル

本行事は、各テーブル自由解散となります。早めの
解散のため、拘束時間が短く、参加し易い点も魅力か

です。
ランチビュッフェが行われているレストラン「アト
モス・ダイニング」は40Fで、エレベーターに乗って

と思います。来年もぜひ企画をしていきたいと思いま
す。

向かいます。40Fはロビーがあり、天井が高く、全面

その際は１人でも多くの方々にご参加いただける企

ガラス張りで外の景色を一望でき、ものすごい開放感

画を練って参りますので、皆様ご期待頂きますようお

となっております。38F〜40Fの吹き抜けにある真っ

願い致します。
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2022年度

後藤紳太郎会長活動報告

TOPICS
関西地区三会（京滋会、近畿会、兵庫会）の連携がこれまでになく進んでいます。関西地区三会会長会は、それぞれの会長就任前から開催
したものを含めてこの10月までで３回開催しており、９月に関西地区三会連携キックオフミーティングを行い、10月11日の関西地区三会連携
協会では、関西地区三会の事業計画について情報共有をするとともに意見交換を実施しました。
京滋会の会長、兵庫会の会長は、それぞれの会務がより良くなり充実した会員サービスが提供できるよう意欲的に会務に取り組んでおられ
ます。また、新しい領域での会務にも取り組もうとされています。そのような状況の中、それぞれの地域会の枠の中で活動するより関西地区
三会で協力できるところは協力していこうということで、これまで以上の連携を進めていくこととなりました。
関西地区三会の連携は、活動の単なる効率化や均一化を目指すものではなく、他会の状況を知ることで、自会の活動を客観的に見ることが
でき、さらにそれぞれ地域の現状に沿った差別化された会務に繋がっていくものと考えています。この連携により近畿会の活動もより充実し
たものになると考えています。
会計士業界全体としては、四半期開示制度や内部統制報告制度・監査制度の議論が進んでいます。いずれの議論も論点が多く、協会内でも
様々な意見が出ており最終的にどのような結論になるのかは予断を許さない状況だと思います。公認会計士は、レビューや監査については唯
一の担い手ではありますが、その制度については、金融庁を中心として会計士協会の外で議論がされており、必ずしも業界の意見が通る状況
ではないと認識しています。しかし、単に結論を受け入れるという姿勢でなく、監査・レビューの担い手としてしっかりと意見を出し、適切
な制度となるよう活動していく責任があるという認識で取り組んでいきたいと考えています。
日

付

9月26日

曜日
月

時

間

会務の内容

場

所

10:00〜14:00

採用面接

日本公認会計士協会近畿会

12:30〜12:55

本部

日本公認会計士協会（Web）

13:00〜18:00

地域会活動評価会議

日本公認会計士協会近畿会

財務省との打合せ（倫理委員会関係）

9月27日

火

9月28日

水

16:00〜17:50

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

9月29日

木

16:00〜17:00

本部

倫理委員会関係打合せ

日本公認会計士協会（Web）

9月30日

金

14:00〜15:30

大阪商工会議所令和４年度 年次経済財政報告

大阪商工会議所

10月1日

土

17:00〜19:30

関西地区三会会長会

兵庫会

10月3日

月

10:00〜11:50

本部

業務部門打合せ

日本公認会計士協会（Web）

10月4日

火

13:30〜15:20

本部

総務打合せ

日本公認会計士協会（Web）

10:00〜12:00

金融審ディスクロージャーWG傍聴

Web

13:00〜13:50

本部

日本公認会計士協会（Web）

13:00〜17:00

監査役全国会議

Web

10:00〜15:00

監査役全国会議

Web

17:00〜17:30

本部

日本公認会計士協会（Web）

15:00〜18:00

関西地区三会連携協議会

美濃吉本店

13:00〜13:50

本部

地域会会長会議事前打合せ

日本公認会計士協会

15:00〜16:50

本部

経営会議

日本公認会計士協会

10:00〜14:30

本部

常務理事会

日本公認会計士協会

10:00〜16:00

本部

理事会

日本公認会計士協会

16:30〜16:55

本部

国際会議報告

日本公認会計士協会

16:00〜19:00

組織内会計士委員会主催研修会（杉議員）
・懇親会

日本公認会計士協会近畿会

17:30〜17:50

本部

金融庁との打合せ（倫理委員会関係）

日本公認会計士協会（Web）

18:00〜19:00

本部

倫理委員会関係打合せ

日本公認会計士協会（Web）

10月5日

水

10月6日

木

10月7日

金

10月11日

火

10月12日

水

10月13日

木

10月14日

金

10月15日

土

10月17日

月

10月18日

火

10月19日
10月20日
10月21日

10月24日
10月25日

水
木
金

月
火

法規・制度委員会正副委員長会議

外為法の取扱いに関する打合せ

外部会場

竹茂楼

9:00〜 9:30

本部

法規・制度委員会関係打合せ

日本公認会計士協会（Web）

10:00〜11:20

本部

法規・制度委員会全体委員会

日本公認会計士協会（Web）

16:00〜18:00

正副会長会議

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜19:00

本部

日本公認会計士協会（Web）

17:00〜20:00

地域会会長会議懇親会

本部

10:00〜12:00

地域会会長会議

福山ニューキャッスルホテル

13:30〜17:00

西日本連合総会

福山ニューキャッスルホテル

16:30〜17:30

倫理委員会関係打合せ

日本公認会計士協会（Web）

8:40〜 9:30

倫理委員会関係打合せ

外部会場

倫理委員会関係打合せ

日本公認会計士協会（Web）

16:00〜17:50

本部

経営会議

日本公認会計士協会

13:00〜15:00

本部

中小監査事務所連絡協議会 研修会

日本公認会計士協会（Web）

17:00〜19:00

監事とのミーティング

日本公認会計士協会近畿会
(作成月日:2022年10月26日)
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2022年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2022年10月実績および11月予定
間

分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

各士業女性合同研修会（ダイバーシティ推進委員会
コンサル 女性会計士専門委員会）
1 0 月 1 日 13:00〜16:00
ティング 「成果につなげるテレワークの取組と課題〜テレ
ワークでワークライフバランス〜」

1 0 月 8 日 15:30〜17:00

10:00〜11:40
10月13日

13:00〜14:40
15:00〜16:40
10:00〜11:40

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員
女性会計士専門委員会）
ティング 「「挑戦する人を応援する」kay meのストーリーと
マーケティング・職業専門家としてのファッション」
秋季全国研修会
監 査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告
事項事例の説明）」
秋季全国研修会
監 査
「上場企業における不正を事例から学ぶ」
秋季全国研修会
監 査
「政治資金監査について」
秋季全国研修会
倫理等
「倫理規則改正及び倫理規則実務ガイダンスについて」
コンサル 会

10月14日 13:00〜14:40 監

10月15日
16:00〜18:00

10月29日

9:00〜12:00

1 1 月 2 日 18:30〜20:30

1 1 月 5 日 13:00〜15:00

11月11日 14:00〜17:00

第１部
14:00〜16:30
11月14日
第２部
18:30〜21:00

査

2

務

Zoom

講

師

講演：平石卓氏（積水ハウス株式会社ITデ
ザイン部IT戦略室長）、永津英子氏（デロ
イトトーマツファイナンシャルアドバイ
ザリー合同会社パートナー兼執行役）
報告：嶋祐香氏（弁護士）、今中明子氏（税理
士）、中田圭子氏（社会保険労務士）

研修室参集・
リモート
毛見純子氏
（kay
（MS Teams）
併用

me株式会社代表取締役）

露口允朗氏（本部品質管理委員会主査レ
ビューアー）、鈴木隆昭氏（本部品質管理委
研修室参集・ 員会レビューアー）
リモート
真木靖人氏（公認会計士）、駒井昌宏氏（公
（MS Teams）
併用
認会計士）
佐藤彰氏（総務省政治資金適正化委員会事
務局参事官補佐）

2

2
不正
事例

2

山田雅弘氏（本部倫理委員会副委員長）

2

秋季全国研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表」

秋季全国研修会
「非営利法人の税務」
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
スキル 「クリティカルシンキング〜仮説思考による問題解
決〜」
（前半）
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 組
織内会計士専門委員会）
倫理等
「公認会計士たる国会議員という職業〜国会議員の
目から見た公認会計士業界〜」
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
スキル 「クリティカルシンキング〜仮説思考による問題解
決〜」
（後半）
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 社
組 織
外役員専門委員会）
環 境
「監査等委員会設置会社への移行と移行後の実務」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 組
織内会計士専門委員会）
スキル
「スピルと新しい関数たち2022「会計人として知っ
ておかなければならないExcel新機能」」
関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎
会 計
知識研修会（第１回）〜地方公共団体および地方公営
企業関連業務の基礎知識〜」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
税 務 「相続税・贈与税の基礎理論と判例を精読し、
相続税
法の理論的な側面の理解を深める 第１回」
（第１部と第２部は同じ内容です）

15:00〜16:40 税

9:00〜12:00

3

開催方法

（公認会計士・監査審査会会長）
、
研修室参集・ 松井隆幸氏
リモート
西村智洋氏（公認会計士・監査審査会主任
（MS Teams）
併用
公認会計士監査検査官）

2

中田ちず子氏（公認会計士・税理士）

2

3

2

3

Zoom

瀧口奈歩氏（株式会社グロービス講師）

研修室参集・
リモート
杉久武氏（公認会計士、参議院議員）
（MS Teams）
併用

Zoom

瀧口奈歩氏（株式会社グロービス講師）

2

研修室参集・
太子堂厚子氏（森・濵田松本法律事務所
リモート
（MS Teams） パートナー 弁護士）
併用

2

研修室参集・
田中亨氏（一般社団法人実践ワークシート
リモート
（MS Teams） 協会代表理事）
併用

3

研修室参集・
石崎一登氏、鳥生紘平氏（近畿会公会計委
リモート
（MS Teams） 員会委員）
併用

3

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

3

豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会
14:00〜16:00

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

研修室参集・
プロジェクトマネージャー）、好本行輝氏
リモート
2
（MS Teams）
（大阪府中小企業再生支援協議会サブマ
併用

ネージャー、公認会計士）

11月16日

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:00〜21:00 スキル 「経営戦略分析・立案のための思考プロセス〜企業経
営の定石と活用方法」
（前半）
関西地区三会共催研修会（公会計委員会）
「公認会計士が活躍するパブリック関連業務の基礎
11月17日 14:00〜17:00 会 計
知識研修会（第２回）〜地方公会計および地方独立行
政法人関連業務の基礎知識〜」
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3

3

Zoom

沼野利和氏（株式会社グロービス講師）

研修室参集・
大川裕介氏、江見拓馬氏（近畿会公会計委
リモート
（MS Teams） 員会委員）
併用

実施月日

時

間

第１部
14:00〜16:30
11月21日
第２部
18:30〜21:00
13:00〜14:40
11月25日
14:50〜16:30

11月28日 16:00〜17:45

11月29日 13:00〜15:00

第１部
14:00〜16:30
第２部
11月30日 18:30〜21:00

18:00〜21:00

分野

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
税 務 「相続税・贈与税の基礎理論と判例を精読し、
相続税
法の理論的な側面の理解を深める 第２回」
（第１部と第２部は同じ内容です）
関西地区三会共催会計・監査トピックスDVD研修会
監 査
「企業会計・監査」
関西地区三会共催会計・監査トピックスDVD研修会
監 査
「非営利法人（学校法人含む）」
関西地区三会共催研修会（社会保障委員会 医療法
人専門委員会）
監 査
「監基報315の改正を受けた、医療法人監査への適用
における留意点」
関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会 公益
会 計 法人専門委員会）
「公益法人の制度、会計、監査の動向について」
本部税務業務部会・関西地区三会共催研修会（税制・
税務委員会）
税 務 「相続税・贈与税の基礎理論と判例を精読し、
相続税
法の理論的な側面の理解を深める 第３回」
（第１部と第２部は同じ内容です）
スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
スキル 「経営戦略分析・立案のための思考プロセス〜企業経
営の定石と活用方法」
（後半）

3

開催方法

講

師

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

3

2
研修室参集

本部担当役員、本部委員会委員

2

研修室参集・
宗本徹彦氏（本部非営利法人委員会医療法
リモート
（MS Teams）
人専門委員会委員）
併用

2

2

3

研修室参集・
島村路子氏（本部非営利法人委員会公益法
リモート
（MS Teams） 人専門委員会委員）
併用

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

3

3

Zoom

沼野利和氏（株式会社グロービス講師）

協会本部からのお知らせ
Ⅰ．（普通会費・地域会会費関連）会費納付手段拡充と決済代行会社導入のご案内
このたび、普通会費及び地域会会費を納付いただく際の会員及び準会員の皆さまの利便性向上と協会の業務
効率化を目的として、決済代行会社であるSMBCファイナンスサービス株式会社が提供するサービスを利用す
ると共に、当協会の会費請求・収納業務の一部を同社に委託いたします。
※詳細は、会員マイページ、JICPAニュースレター９月号「（普通会費・地域会会費関連）会費納付手段拡充
と決済代行会社導入のご案内」を参照ください。

Ⅱ．お問い合わせ電話番号がフリーダイヤルに変わりました
※普通会費・地域会費／業務会費／ヘルプデスク／有報サーチ／出版のお問い合わせが対象です。
〈お問い合わせ〉0120-616-230
〈受 付 時 間〉平日9:00〜17:00（土日祝日、年末年始を除く）
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第44回研究大会 研究発表の募集について
〈メインテーマ〉 多様性に挑む公認会計士 〜期待と信頼を胸に
〈開

催

日〉 2023年９月８日（金）
場〉 ロイトン札幌（札幌市中央区北１条西11丁目）

〈会

第44回研究大会は、北海道会の主催により、札幌にて
開催させていただきます。

ます。また、会計監査の分野においてもAIの活用や新型
コロナウイルスの流行に対応したリモート機器の活用な

第41回研究大会2020の開催地に決定し、開催に向けて

ど、その手法も大きく変化してきております。

準備を進めていたところに、新型コロナウイルスの感染
が拡大し、人々の移動が大きく制限される事態となった

このように、我々公認会計士は「多様性」への対応が

ことから、やむを得ず札幌大会としては中止し、東京か

求められる環境に置かれております。その基礎にあるの

らのオンライン開催となりました。

は、社会からの我々に対する「期待と信頼」に他なりま
せん。我々はそのこ

北海道会としては再チャレンジとなります。

とを胸に刻みながら、
地球温暖化が原因といわれる気候変動が世界的に問題

常に多様性に挑戦し

となる中、国連が「持続可能な開発目標（SDGs）」を掲げ

続ける姿勢が必要で

るなど、地球環境を保持しながら人類が平等に発展して

はないでしょうか。

いく方法が問われる時代となりました。その一環として、

今研究大会では、

各国で二酸化炭素排出量などの非財務情報の開示義務化

社会の期待と信頼に

が拡がりを見せ、合わせて当該非財務情報の信頼性を確

応えるために多様性

保するために公認会計士の監査の知見を活用しようとい

に挑んでいく方法に

う動きが出てきております。

ついて皆様と共に学

会計監査の独占資格として位置付けられている公認会
計士ですが、その業務分野は年々拡大し、会計監査以外

ぶ機会にしたいと考
えております。

の分野で活躍する公認会計士が非常に多くなってきてい

研究発表募集要領
１．応募資格

します。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発表

会員・準会員及び一般有志

方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表者の同意
を得ている旨を明記の上、お送りください。

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「多様性に挑む公認会計士 〜期待
と信頼を胸に」に関連するテーマとします。

②パネルディスカッション形式による発表
研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当
日、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行っ
ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェア

３．募集内容
（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

を利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書（テー
マ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション

①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表し

形式とした理由・パネリストの略歴を記載）を作成し、選考結

ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェア

果の送付先となる住所を明記の上、電子データをメールに添付

を利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送付先とな

してお送りください。

る住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送りく

・A４判の５頁程度

ださい。

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料

・A４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

（MS PowerPointソフトウェア利用）を後日ご提出いただ

・１頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

きます。

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象と

42

NOVEMBER 2022

19842

・人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守)

（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

６．発表予定テーマ数

公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内

今大会（第44回研究大会）では、10テーマの発表を予定して

容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマについ

おり、うち２テーマは、研究大会開催地域会である北海道会に

てのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例

割り当てる予定です。

えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣
旨、目的を作成いただき、発表者として希望する者のリスト

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

を添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコー
ディネーター等発表者を選定します。

７．研究発表の決定
2023年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡し

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

ます。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の
上ご応募ください。

４．応募及び推薦締切日

８．送付先及び問合せ先

2023年２月28日（火）（必着）

〒102-8264

東京都千代田区九段南４-４-１

日本公認会計士協会

５．選考

会務運営戦略本部研修グループ

TEL 03-3515-1126（直通）

継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとし
てふさわしいか否かを基準として審査・決定します。

E-Mail

kenkyutaikai@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、

北海道会研究大会実行委員会

フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し選考い
たします。
ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第43回研究大会）
前回メインテーマ：公認会計士に期待される役割と業務〜変化し続ける社会に向けて〜
【 研究発表 ① 】
テーマ１
テーマ２

【パネルディスカッション】

Game Changeの時代にこそ、公認会計士の強みを社外役員として活かす！
〜Are we ready to change the world?〜

【パネルディスカッション】

税務行政のDX化推進への公認会計士の貢献の可能性
〜監査DXのノウハウを税務行政の効率化・高度化に如何に活用できるか〜

テーマ３

【パネルディスカッション】

倫理規則の改正とこれからの公認会計士の職業倫理の在り方について

テーマ４

【パネルディスカッション】

経営分析で企業実態を把握し、VUCA時代の企業成長を促す

テーマ５

【論文発表】

人的資本の会計 −認識・測定・開示−

テーマ６

【パネルディスカッション】

アフターコロナ時代における社会福祉法人の諸課題と公認会計士の役割について

テーマ７

【パネルディスカッション】

学校法人のガバナンス強化に向けて公認会計士及び監査に期待される役割の考察

【パネルディスカッション】

サステナビリティ関連情報開示によるコーポレートガバナンス改革の課題

【 研究発表 ② 】

テーマ８

−変化し続ける経済社会において公認会計士に期待される役割と業務−

テーマ９

【パネルディスカッション】

スポーツアカウンティングと公認会計士の貢献

テーマ10

【論文発表】

相続時における不動産の評価、財産評価基本通達と総則６項
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

法人税法
令和４年度版
渡辺

淑夫

著

株式会社中央経済社

刊

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

https://cpacos.or.jp

相続税・贈与税の実務と申告
令和４年版

消費税の「インボイス制度」
完全解説

令和４年版
個人の税務相談事例500選

福島

太田

野原 久照 編

重雄 / 田所

寛幹

一般財団法人大蔵財務協会

共編
刊

達也

著

税務研究会出版局

刊

株式会社清文社 刊

定価8,360円（税込）

定価4,950円（税込）

定価1,980円（税込）

定価4,620円（税込）

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

（送料別）

法令に規定された制度の解
説に加え、沿革、会社法や会
計との関係、外国との比較な
どから法人税法を立体的に理
解できるように配慮した体系
書。令和４年度改正をフォ
ロー。

「相続」そのものの捉え方
から、相続税・贈与税に関し
ての基礎知識・実務処理の仕
方までを平易に解説。相続税
法には「相続」、「遺贈」、「相
続の開始」に関しての規定が
なく、このために必須な民法
や家事事件手続法に関しても
詳解。設例や各種申告書、明
細書の記載例を充実させた実
務と申告に便利な必備書です。

本書は、適格請求書発行事業
者の登録制度、適格請求書等
保存方式における帳簿・請求
書等、適格請求書等の交付・
保存等、仕入税額控除の要件、
税額計算の方法、免税事業者
の取扱い、実務上の諸課題へ
の対応など、適格請求書等保
存方式（インボイス方式）に
ついて、基本事項から実務レ
ベルの必要事項や留意点など
を一通り網羅しています。

個人及び個人事業にまつわ
る税金に関する質問を選りす
ぐり、Ｑ＆Ａ方式でわかりや
すく解説。
住宅ローン控除の見直し、
住宅取得等資金に係る贈与税
の非課税措置など令和４年度
税制改正事項等について収録。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

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

一般カード

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

会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,823

40

3,863

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

29

805

計

合計

846

4,709

（2022年９月30日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）

９月21日付

堀川

晴希 （会

員）

湯川

卓人 （会

藪上

研亮 （会

員）

有澤

和真 （四号準会員）

矢吹

孝介 （会

員）

岡田

愛子 （四号準会員）

吉野

征宏 （会

員）

竹森

重順 （四号準会員）

飯田

康資 （会

員）

千本

哲也 （四号準会員）

入江

剛

（会

員）

堤

愛理 （四号準会員）

上森

太一郎（会

員）

片岡

尚美 （四号準会員）

鎌田

拓

（会

員）

左々

雄一朗（四号準会員）

外山

敦史 （会

員）

兒玉

寛文 （四号準会員）

原

大三 （会

員）

中谷

理暉 （四号準会員）

前田

桂司 （会

員）

人見

嘉昭 （四号準会員）

三谷

昌史 （会

員）

員）

【事務所・自宅】

青笹

匡克

黒澤

健太

中武

裕一朗

糸川

昌佑 （会

員）

菅本

祐一 （会

員）

有澤

和真

見上

泰規

中村

佑輝

榎本

翔太 （会

員）

藤原

正貴 （会

員）

大輔 （会

員）

清水

康之 （四号準会員）

健志 （会

員）

吉田

悠希 （四号準会員）

池田

直樹

阪口

嘉紀

濵本

あさひ

加納

井上

総一郎

澤田

圭太

藤本

亮

清水

今西

知磨

杉本

奈穂

堀江

芳穂

植田

啓道

千馬

一扇

松本

瑞季

大川

祐輝

竹森

重順

三上

弘子

大道

慎也

田中

翔子

水河

香穂梨

奥

裕輔

千本

哲也

南

卓也

葛西

良信

豊田

圭亮

宮崎

和也

川﨑

大輝

内藤

啓貴

山本

龍生

衣笠

亜矢子

仲

さおり

吉木

康平

木下

徹

中島

洋

入会者
梅田

智貴

転入者

９月21日付
(会

員）

能宗

明子

会員名簿記載事項の変更

(会

員）

９月１日〜27日

【事務所】
河原

拓也 （会

員）

川相

知正 （会

員）

小西

章夫 （会

員）

川西

英之 （会

員）

新宅

潤一郎（会

員）

久保田

匡美（会

員）

千古

和也 （会

員）

戸奈

常光 （会

員）

寺坂

有起 （会

員）

松本

毅

（会

員）

中村

圭佑 （会

員）

三島

圭史 （会

員）

森

聡

（会

員）

竹内

敬太 （四号準会員）

吉田

登

（会

員）

大川

祐輝 （四号準会員）

太田

旨威 （会

員）

【自宅】

９月７日〜27日

宇野

佐世 （会

員） 京 滋 会 よ り

尾崎

基史 （会

員） 東 京 会 よ り

川本

寛弥 （会

員） 東 京 会 よ り

神田

正史 （会

員） 中 国 会 よ り

木村

元紀 （会

員） 東 京 会 よ り

竹内

義幸 （会

員） 東 京 会 よ り

武田

修一 （会

員） 東 京 会 よ り

中村

文彦 （会

員） 東 京 会 よ り

藤野

泰生 （会

員） 兵 庫 会 よ り

堀川

裕希 （会

員） 兵 庫 会 よ り

陣内

利奈 （四号準会員） 東 京 会 よ り

増田

康平 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

巣籠

拓真 （四号準会員） 東 京 会 よ り

転出者

９月１日〜27日

齊藤

剛一 （会

員） 兵

庫

会

へ

築地

宏明 （会

員） 兵

庫

会

へ

藤谷

卓哉 （会

員） 東

京

会

へ

米谷

浩孝 （会

員） 兵

庫

会

へ

松宮

信也 （会

員） 東

京

会

へ

吉澤

温子 （会

員） 東

京

会

へ

大野

芳隆 （会

員） 京

滋

会

へ

鶴本

大祐 （会

員） 東

京

会

へ

長坂

芳充 （会

員） 東

海

会

へ

三好

祐輔 （会

員） 東

京

会

へ

岡田

龍樹 （会

員）

寺﨑

榛名 （会

員）

山本

寛志 （会

員） 京

滋

会

へ

小竹

信二 （会

員）

寺田

和宏 （会

員）

杉田

斉弥 （四号準会員） 東

京

会

へ

田中

佐也加（会

員）

樋野

智也 （会

員）

山下

慶

（四号準会員） 東

京

会

へ
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退会者

監査法人の変更

南

俊三 （会

員） 6 月 5 日 付

死

亡

福原

顕憲 （会

員） 7 月 2 5 日 付

死

亡

山下

廣行 （会

員） 9 月 2 1 日 付

業

神原

さおり（四号準会員） 9 月 2 1 日 付

退

会

橋本

亜矢子（四号準会員） 9 月 2 1 日 付

退

会

2022年度

務

廃

監査法人ユウワット会計社

９月１日付

新 設

止

近畿会および各部・委員会行事予定（2022年11月14日〜2022年12月14日）

11.14（月）
税制・税務委員会研修会（昼／夜：二部制）

経営委員会 SDGs・ESG専門委員会

研修室/MicrosoftTeams

11.30（水）
税制・税務委員会研修会（昼／夜：二部制）

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜16:30

14:00〜16:30

18:30〜21:00

18:30〜21:00

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

12. 2（金）
本部会長経営方針説明会及び意見交換会

研修室/MicrosoftTeams
16:00〜17:20

11.16（水）
経営委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:00

12. 5（月）
組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
15:00〜17:00

11.17（木）
公会計委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

社会保障委員会 医療法人専門委員会

14:00〜17:00
11.18（金）
監査会計委員会（新収益分科会）

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00
12. 7（水）
税制・税務委員会研修会（昼／夜：二部制）

18:30〜20:30
11.21（月）
税制・税務委員会研修会（昼／夜：二部制）

会議室/MicrosoftTeams

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:30
18:30〜21:00

研修室/MicrosoftTeams
14:00〜16:30

12. 8（木）
冬季全国研修会

18:30〜21:00

正副会長会

会議室/MicrosoftTeams

会議室/MicrosoftTeams

定例役員会

研修室/MicrosoftTeams

会議室10:00〜16:40
13:30〜15:30

11.24（木）
正副会長会

16:00〜18:00
経営委員会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

11.25（金）
会計・監査トピックスDVD研修会

15:30〜17:30
12. 9（金）
冬季全国研修会
税制・税務委員会

研修室11:00〜17:00

18:00〜20:00
IT委員会

11.28（月）
社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams

12.10（土）
公会計委員会 監査実務者研修会
12.12（月）
中堅・若手会計士委員会研修会

13:00〜15:00
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

研修室/MicrosoftTeams
16:00〜17:45

11.29（火）
非営利会計委員会 公益法人専門委員会研修会

研修室10:00〜16:40
会議室/MicrosoftTeams

研修室/MicrosoftTeams

研修室10:00〜17:30
研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

12.13（火）
本部会計監査人監査
国際委員会 IFRSセミナー

18:30〜20:00

会議室10:00〜17:00
研修室/MicrosoftTeams
13:30〜16:30

12.14（水）
ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室/MicrosoftTeams
18:00〜19:30

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

■監査実務ハンドブック 2022年版
寄 贈 者 日本公認会計士協会
編
集 日本公認会計士協会
発
行 日本公認会計士協会出版局
■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
2022年版 第２四半期提出用
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

月以降も残暑がしばらく続き︑つい最近ま

で半袖の方もたくさん見かけた記憶もあるので
月に入ると︑気温がグッと下がり︑い
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すが︑

〒541‐0052

よいよ冬の足音が聞こえ始めてきたのではない

お問合せ先

でしょうか︒

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。

気象庁のホームページによると︑世界の平均

回日本公認会計士協

応 募 方 法

気温は︑様々な変動を繰り返しながら上昇して
お り ︑ 長 期 的 に は １ ０ ０ 年 あ た り ０ ．７ ３ ℃ の
割合で上昇しているとのことです︒いわゆる地
球温暖化問題です︒ただ地球温暖化であって
も︑﹁温暖化によって逆に冬は寒冷化する﹂と
いう学説もあるらしく︑やはり﹁冬は寒い﹂と
月号の表紙は︑つい飲みに行きたくなる

いう言葉はしばらく無くなることはなさそうで
す︒

ような意欲を駆り立てる表紙になっております
が︑夜はグッと冷え込むこともありますので︑
夜に出歩く際は風邪をひかないように暖かい恰
さて︑今月号では﹁第

好で出かけることをお勧めいたします︒
会研究大会 横浜大会２０２２﹂の報告記事を特
集として記載しておりますが︑﹁公認会計士の
役割や可能性﹂に関する記事が多いため︑改め
て今の自分を見つめなおす機会と考え︑是非お
冒頭での記載のとおり︑気温の変化が激しい

読みいただければと思います︒

月には準

ため︑身体がうまく対応できずに︑風邪もこじ
らせやすい時期に入りました︒来月

会員にとってのビックイベントである﹁修了考
査﹂があります︒修了考査は１年に１度の開催

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

11

です︒修了考査を受験される皆様におかれまし

杉田完二︶

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

10

ては︑より体調管理を徹底し︑万全の体調で全
︵会報部

大阪事務所

仰星監査法人

43

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

TEL:06-6265-8461

担当:池上

満52歳

11

力を出し切られることを願っております︒

①法定監査

業 務 内 容

12

・会員 板戸 史朗氏のご尊父 史様
2022年10月14日ご逝去 満96歳
・会員 星野 凌氏のご尊父 誠様
2022年10月23日ご逝去 満60歳
満60歳

今西 貴子氏
2022年９月14日ご逝去
・会員 城 哲哉氏
2022年９月26日ご逝去
・会員 星野 誠氏
2022年10月23日ご逝去

満42歳

【弔事】 ・会員

【寄贈図書】

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につきましては、近畿会事務局までお問い合せください。

編集後記

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

研修会のご案内（2022年11月〜2023年２月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会が延期、中止または開催方法変更となる場合が
あります。あらかじめご承知おきください。
先着順でお申し込みを受付し、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。
近畿会主催研修会
2022年12月２日（金）16:00〜17:20

研修コード 履修単位

本部会長経営方針等説明会及び意見交換会
企

1101

１

画 総務部

哲也 氏（日本公認会計士協会
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
講

研修室参集

Online
（Teams）

師 茂木

会長）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

本年７月25日の定期総会終了時をもって新会長に就任した茂木哲也会長より、３年間の経営方針等をご説明するとともに、広く会員・
準会員の皆様から会務に関するご意見をお伺いさせていただきます。

2023年１月14日（土）・１月28日（土）両日とも９:00〜12:00（15分前にログイン）

スキルアップセミナー

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

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

画 研究・CPE研修部

講

師 黒山

会

場 Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。
員 25人 ※定員を超えたお申込みがあった場合、このセミナーを初めて受講される方、受講動機を記載された方を優先して

定

友香 氏（株式会社グロービス講師）

お申込みを受付けさせていただきます。

当研修では、関係者の知恵とやる気を引き出し、深い納得に裏付けられた合意を導き、参加者がその合意実現
に責任を持って行動するよう方向付ける高度なコミュニケーションスキルを習得します。多様性の高い場での
議論を通じて、効率的・効果的に意思決定を行うための場の設計及び流れの作り方について理解を深めます。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講
前の事前学習を前提として進めて行きます。

2023年２月４日（土）・２月18日（土）両日とも9:00〜12:00（15分前にログイン）

スキルアップセミナー
企

画 研究・CPE研修部

講

師 平康

会

場 Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。
員 25人 ※定員を超えたお申込みがあった場合、このセミナーを初めて受講される方、受講動機を記載された方を優先して

慶浩 氏（株式会社グロービス講師）

お申込みを受付けさせていただきます。

当研修では、自分自身が目指すリーダー像、果たすべき役割を明確にするとともに、現状認識を深め、今後の
課題を特定することを目指します。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講
前の事前学習を前提として進めて行きます。
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各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：12月９
日（金）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

リーダーシップ〜目指すリーダー像と果たすべき役割をアップデート〜

定

9201

9301

各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：12月16
日（金）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

関西地区三会共催研修会
2022年11月25日（金）13:00〜16:30（①13:00〜14:40 ②14:50〜16:30）

監査

研修コード 履修単位

会計・監査トピックスDVD研修会（旧：監査事例研修会）

研修室参集

①「企業会計・監査」②「非営利法人（学校法人含む）」
企

画 研究・CPE研修部

講

師 日本公認会計士協会

会

場 近畿会研修室

①3191

2

②3191

2

※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。

担当役員、日本公認会計士協会 委員会委員
定 員 研修室各60人（リモート配信なし）

2022年10月に本部で収録された会計・監査トピックス研修会（旧：監査事例研修会）の録画DVDによる研修会を開催します。この研修
会はCPE ONLINEでeラーニング配信されますので、是非そちらもご利用ください（eラーニングなどで既に受講した方がこの研修を受
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11月28日（月）16:00〜17:45

監査

研修コード 履修単位

社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会

研修室参集

監基報315の改正を受けた、医療法人監査への適用における留意点

企

画 社会保障委員会 医療法人専門委員会

講

師 宗本

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

徹彦 氏（日本公認会計士協会

Online
（Teams）

3102

２

非営利法人委員会 医療法人専門委員会 専門委員）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

改訂監査基準のリスク・アプローチの強化を受けて大幅に見直された監査基準委員会報告書315が2023年３月期の監査から適用されます。
社会福祉法人監査には、非営利法人委員会研究報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽
表示リスクの識別と評価」を社会福祉法人監査に適用するに当たっての留意点」（見直し検討中）がありますが、医療法人監査にはそう
した研究報告がありません。今回の監基報315改正を機に、制度導入から５年を迎える医療法人監査に適用するに当たっての留意点等を
解説いただきます。

2022年12月５日（月）15:00〜17:00

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会研修会

研修室参集

Online
（Teams）

6203

２

会社法は誰のためにあるのか
〜人間のための仕組みが人間離れした要素によって支配されていくことへの危機感〜
企

画 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

講

師 上村

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

達男 氏（弁護士）、新井

武広 氏（公認会計士）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

第１部「会社法は誰のためにあるのか」
「会社は株主のもの」は米国型企業に対する概念を端的に示す象徴的な言葉ですが、欧州でもその表現が存在します。しかし、米国型
が「資金を持ち株式をたくさん買った人が大株主」というのに対し、欧州では市民主権の延長として「株主主権」が尊重され「株主」
の位置づけが異なります。「株主の属性」が明らかにされ、そして株主であることに伴う社会的責任を強く求めています。この30年
間、法学を中心として欧州型から米国型へと転換してきた日本において、「モノ言う株主」について、どう考えるべきか。最近の株主
総会での事例も踏まえ、原点に戻り、検証していくことは有意義なことと考えます。
第２部 ディスカッション
上村弁護士と新井公認会計士によるディスカッション

2022年12月５日（月）13:30〜16:30

税務

研修コード 履修単位

インボイス制度の概要と実務上対処すべき課題

企

画 日本公認会計士協会京滋会

講

師 熊王

会

場 京都経済センター３階−Ｆ + Microsoft Teams

Online
京都経済センター
（Teams）
参集

4301

３

征秀 氏（税理士）
定

員 会場：50名（オンラインは上限なし）

令和５年10月１日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。適格請求書を発行するためには、令和５年３月31日
までに登録申請書の提出が必要となります。そこで、講師に税理士 熊王 征秀氏をお招きし、インボイス制度についてお話し頂きます。
インボイス制度は、課税事業者、免税事業者に関係なく全ての事業者に係わるものです。
またインボイス制度の導入の影響は、経理事務や税務申告関連業務のみならず、取引先との価格交渉など、事業者の業務全般に及びま
す。関与先の状況を踏まえ適切に指導を行えるような内容の研修となります。
※この研修会は京滋会主催研修会のため、問い合わせは京滋会事務局までお願いいたします。電話番号：075-211-5061
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関西地区三会共催研修会
2022年12月９日（金）18:30〜20:30

研修コード 履修単位

IT委員会研修会

研修室参集

公認会計士業務のための事例から学ぶ情報セキュリティ
企

画 IT委員会

講

師 情報システム監査株式会社

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

6303

２

講師
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

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

2022年12月10日（土）10:00〜17:30

研修コード 履修単位

（①10:05〜11:20 ②11:30〜12:45 ③13:50〜17:30）

②③ 監査

研修室参集

公会計委員会研修会

地方公共団体の監査委員監査

①講義
「地方自治体の債権管理Q＆A」
②講義
「外郭団体の管理と監査〜決算書を中心として〜」
③講義・演習「監査委員監査の実施上の留意点」
「ケーススタディ演習（グループ演習形式）」
企

画 公会計委員会

一登 氏（公認会計士）②寺川 徹也 氏（公認会計士）
③道幸 尚志 氏（公認会計士）
演習アドバイザー
（近畿会）石崎 一登 氏（公認会計士）、寺川 徹也 氏（公認会計士）
谷口 昌央 氏（公認会計士）
（京滋会）西木 由行 氏（公認会計士）
（兵庫会）中原 純一 氏（公認会計士）、本村 勲 氏（公認会計士）
定 員 研修室各60人（リモート配信なし）
会 場 近畿会研修室
講

師 ①石崎

①2109

１

②3112

１

③3112

３

※この研修会は、公会
計協議会「地方公表
団体会計・監査部会」
継続研修として認定
されています。
※地方自治体監査委員
事務局職員も出席予
定です。

日本公認会計士協会関西地区三会は、監査委員監査の充実が地方公共団体のガバナンスの強化に寄与すると考え、公認会計士が包括外
部監査等で培った地方公共団体の監査経験等を生かして、平成25年から地方自治体職員の監査能力の向上のための監査実務者研修会を
開催してきました。この研修では、地方公共団体監査の実務に合わせた講義及び実践型のグループ演習を実施しているため、包括外部
監査人、同補助者及び地方公共団体の監査委員に就任されている会員の方にも、有用な研修内容となっております。

2022年12月14日（水）18:00〜19:30

研修コード 履修単位

ダイバーシティ推進委員会研修会

研修室参集

支える人を支える、ケアテックと会計士の交差点
企

画 ダイバーシティ推進委員会

講

師 宇井

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

吉美 氏（株式会社aba

Online
（Teams）

5116

２

※講師はオンラインで
ご登壇されます。

代表取締役）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

ケアテックを使う介護者さんたちは、日々高齢者／障害者の方々を支えています。そんな介護者さんたちを支える私たちケアテック企
業は、支える人を支える存在です。
公認会計士の皆様も同じく、民間企業を支える存在だと思います。
今回聴講される公認会計士の方の７割が監査法人にお勤めであると聞いています。通常、監査法人というと、文字通り企業を 監査
し、企業の財務に関する情報の信頼性を確保する立場だと思います。
この講演会では、ぜひお互いの交差点である、「支える人を支える」に準えながら、abaの理念である「よく生きよく死ぬ未来つく
り」について考えたいと思います。
また、議論の足がかりとなればと思い、私自身がどのように子育てをしてきたか等についてもお話しようと思います。
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関西地区三会共催研修会
2022年12月15日（木）18:30〜20:30

研修コード 履修単位

不正事例研究 組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会研修会

研修室参集

最近の不正・不祥事について2022

企

画 組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会

講

師

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

さちえ 氏（株式会社ビズサプリ

Online
（Teams）

3192

２

代表取締役、公認会計士・公認不正検査士）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

2022年も不正・不祥事について多数の調査報告書が発表されました。多すぎて内容を追えていないという人がほとんどだと思います。
組織内会計士の人にとって来年のアクションにつなげるために、この中に書かれている再発防止策に特に焦点をあてて研修を開催いたし
ます。私たちが他山の石として使えそうと感じる防止策なのか、それともそんな防止策では実施ができなかったり意味がないと感じるの
か、いろいろ考えることのできる研修です。

2022年12月16日（金）13:30〜15:30

研修コード 履修単位

会員業務推進部研修会

Online
（Zoom）

金融を取り巻く環境変化と銀行経営
企

画 会員業務推進部

講

師 佐倉

会

場 Zoom ※パソコン、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。

定

員 100人

勲 氏（三井住友銀行

経営企画部

5102

２

副部長）

銀行を取り巻く環境変化や今日的な課題を踏まえ、これからの金融の役割や銀行経営について、SMBCグループの戦略を例に解説いただきます。

2022年12月20日（火）18:30〜20:30

研修コード 履修単位

中堅・若手会計士委員会、一般社団法人研友会共催研修会

研修室参集

公認会計士のキャリア選択としての独立開業
企

Online
（Teams）

画 中堅・若手会計士委員会

省一 氏（メイコウ税理士法人、公認会計士・税理士）
柴田 康太 氏（柴田会計事務所、公認会計士・税理士）
門坂 聡太 氏（Aves総合会計事務所 公認会計士・税理士）
田村 尚久 氏（たむら公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士）
会 場 近畿会研修室 + Microsoft Teams
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人
講

9201

２

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

師 今浦

独立開業している公認会計士が、独立開業の際に準備したことや事業を軌道に乗せるまでの成功談や失敗談を、パネルディスカッション
形式でお話しすることで、受講者の公認会計士としての幅広いキャリア選択を考える機会を提供するとともに、疑問点を解消します。

2022年12月26日（月）18:00〜20:00

国際メッセ
企

３年ぶりに会場開催します！

※終了後、懇親会（会場のみ）

研修コード 履修単位
会場参集

Online
（Teams）

5999

２

※懇親会は会場参加の
方のみとさせていた
だきます。新型コロ
ナウイルス感染症の
状況により、懇親会
を中止させていただ
く場合があることを
ご承知おきくださ
い。
（懇親会申込期限：
12月12日（月））

画 国際委員会

潤哉 氏（株式会社フェアコンサルティング、公認会計士）
マレーシア ： 加藤 芳之 氏（Kato Business Advisory Sdn Bhd、公認会計士）
進 氏（Asia Alliance Partner Co., Ltd.、公認会計士）
タイ
： 橘内
フィリピン ： 坂本 直弥 氏（株式会社アイキューブ、公認会計士）
インドネシア ： 中村 正英 氏（株式会社FutureWorks、公認会計士）
インド
： 野瀬 大樹 氏（NAC Nose India Private Ltd.、公認会計士）
ベトナム
： 堀切 泰孝 氏、鶴田 明久 氏（AGS ACCOUNTING CO.,Ltd.、準会員）
※講師のうち数名は会場にお越しになる予定です。
会 場 ガーデンシティクラブ大阪 + Microsoft Teams
定 員 ガーデンシティクラブ大阪：50人 ／ Teams：100人
講

師 シンガポール ： 伊藤

恒例の国際メッセを今回はハイブリッド（ガーデンシティクラブ大阪とMicrosoft Teams利用）開催いたします。国際業務を提供され
ている会員（８名参加予定）にご協力いただき、「国別プレゼンテーション」として、ご担当国の現在の会計・税務の状況や日系企業
が抱えている問題点等をご説明いただきます。その後、会場で受講されている方々と講師の皆様との懇親会を予定しております（軽い
お食事と飲み物をご用意します）。これを機に国際経験豊かな講師の皆様との交流を深めていただければと思います。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

発行人：後藤 紳太郎

kinki@jicpa.or.jp
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