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広報部「大阪市立大学での５回シリーズ ゲスト講師による講義」を終えて

「公会計講座」@近畿大学、関西大学、立命館大学 実施のご報告

ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会『ビジネスマナーセミナー』開催報告

国際委員会『国際メッセ』開催報告

2019年度情報セキュリティ研修報告「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」報告

第268回企業財務研究会報告

公会計委員会  公開シンポジウム
「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～」

組織内会計士委員会  社外役員専門委員会
「企業価値創造を目的としたグループ経営と本社の役割」開催報告

組織内会計士委員会  社外役員専門委員会
「M&Aで失敗しないためのPMIのポイント～Pre PMIを意識したM&Aプロセスとは～」開催報告

公認会計士講談お披露目会のご報告

税制・税務委員会の熱きバトル第４回 『税制改革の背景にあるものは？』

広報部活動のご紹介～公認会計士制度説明会（大学生向け）

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１回　竹中パパの場合

第54事業年度　第10回定例役員会報告 

奈良地区会「『春日大社』の新年の参拝と新年懇親会」開催報告

将棋部だより

テニス交流会　講評

ボウリング大会報告

ハイキング部報告

北山久恵会長活動報告 

海外会計・監査調査研究基金資産（岡本ファンド）による海外派遣の募集について 

CPE協議会からの重要なお知らせ 

公認会計士協同組合INFORMATION 

2019年度　近畿会開催CPE研修会2020年2月実績

会員異動 

事務局だより 

編集後記 

研修会のご案内

中川　美雪

中川　美雪

吉川　和美

富田　真史

河本　高希

山添　清昭

福竹　　徹

芝野　祐二

川瀬　敬義

岩﨑　香織

田中久美子

松井　義継

竹中　陽介

山添　清昭

川喜多由博
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にとって有意義なものだったと思い
ます。グループディスカッションや
クイズも交えるなど、毎回工夫を凝
らした講義となりました。以下、講
義の様子について、それぞれの講師
からご紹介いたします。

　他学部生中心の会計初学者が主な
受講対象者でしたが、とても熱心に
受講される方が多かったことが印象
に残っています。会計監査にも通じ

　大阪市立大学では、一昨年前から
日本公認会計士協会近畿会に所属す
る公認会計士を派遣し、商学部にて
講義を行ってきましたが、今年は対
象を広げ、法学部や理学部、工学部
など他の学部の学生を対象に、大阪
市大大学院経営学研究科廣瀬喜貴准
教授の「社会と会計」の講義をお借
りし、５回シリーズにて講義を行い
ました。
　いずれの講師にも、自分が活躍す
るフィールドでのお話をしていただ
きました。これから社会に出る学生

広報部 中川　美雪

広報部「大阪市立大学での５回シリーズ
ゲスト講師による講義」を終えて

第１回テーマ「監査」

講師：荻窪輝明
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るようなお題について、少人数グ
ループでの検討時間を設けたとこ
ろ、問題意識の高い複数の学生から
飛び出した意見の中には、現役顔負
けのハイレベルな回答内容が含まれ
るなど、学生の潜在能力の高さにも
驚きの連続でした。
　ガバナンスが問われる事例に会計
不祥事、ニュースは絶えません。過
去の実例も踏まえながら、学生には
不正が今後もなくならない厳しい現
実を伝えたうえで、１人１人が大人
として正しく行動し対応することが、

健全な社会づくりに欠かせないこと
を伝えたつもりです。
　所感ですが、対話を交えつつ、会
計監査の必要性を学生たちと共有で
きた点は大きな収穫でした。一方
で、このような講義の場などがなけ
れば、人が人生の中で会計監査とい
う言葉にすらたどり着く可能性はほ
ぼないのだろう、と感じたことも事
実です。
　極端な言い方ですが、世間から
もっと、監査は何をしているのだ、
公認会計士は何を見ているのか、と
いう声が多く挙がってこそ、世間の
会計監査に対する関心が高い証、と
も考えられます。その意味で、この
道を選択されない方々にも、会計監

査というのはね…というメッセージ
を届ける地道な活動は、きっと業界
を良い方向に導いてくれるものと確
信しています。この度はありがとう
ございました。

　第２回目は、「IPO・ベンチャー
支援における公認会計士の役割」と

題し、冒頭に日本公認会計士協会制
作のDVDを放映後、適宜グループ
ディスカッションを交えながら講義
を行いました。公認会計士について
紹介した協会のDVDはとても面白
く作られており、受講生の興味を引
いたようでした。その後も併せて
100分という長丁場でしたが、多く
の方に最後まで聞いていただきまし
た。具体的な講義内容としては、自
身のキャリアを含めた自己紹介、ベ
ンチャー支援の必要性、ベンチャー
の成長過程と公認会計士がそこにど
のようにサポートを行うか、そして
IPOと公認会計士の役割について、
といった話をしました。今回の講義
は簿記知識の取得を目的とした一般

第 2回テーマ「ベンチャー支援」

講師：吉川和美
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教養の受講生を対象としており、理
系学部や将来の職業を公務員や教師
と決めているような受講生にとって
は民間企業やベンチャー企業は少し
遠い存在と感じたようでしたが、ベ
ンチャーやベンチャー企業の支援体
験談などは興味深く感じた方もいた
ようです。20年前にIPOした会社の
株価がどのように推移したか、と
いった話もさせていただいたとこ
ろ、早速株を買った受講生もいたと
聞きました。この講義をきっかけ
に、少しでもベンチャーに興味を
もっていただけたのであれば大変う
れしく思います。

　母校の講師依頼でしたので、恩返
しのつもりでお引き受けさせていた
だきました。
　広報部の事業であることから、会
計士（税理士含む）の職業紹介を短
く話したあと、講義テーマが「社会
と会計」だったこともあり、税理士
会が重要施策にしている租税教育の
紹介をしました。実際に中学生相手
に実施している租税教室と同様に学
生をグループ分けし、グループごと
に所得が違うという前提で、学校を
作るためには、資金をいくら出すか
どうか、という質問をし、グループ
の代表者に回答してもらいました。
当初、グループディスカッションは
３分のつもりでしたが、予想以上に
盛り上がり、結果的に10分以上時間

をかけました。租税教室では、グ
ループディスカッションで公平性に
ついて考えてもらうとともに、予算
が足らない場合の税金の集め方、ま
た学校を建てる予算を変更するのか
等の税金の使い道は、選挙で選ばれ
た国会議員が決めるので民主主義の
話まですると授業の趣旨を説明しま
した。
　後半は、今回は理学部や生活科学
部の学生が多かったため法人の税務
には興味がないであろうことから、
個人の税金である所得税、相続税、
贈与税等の仕組みについて説明しま
した。
　学生からのアンケートでは、前半
のグループワークが楽しかったとい
う意見が多く、また後半の個人の税
金の仕組みについては知っているよ
うで知らなかったこともあり勉強に
なったと好評でした。

　学生の皆さんにお伝えしたかった
ことは、「公認会計士が行う業務は
幅広く、かつITと結びつきがとて
も強い」ということでした。ただ、
理系学部の学生さんも多く聴講する
とのことでしたので、できるだけ皆
さんに興味を持ってもらえるよう話
のネタを考えました。
１．監査業務は機械的なものではな
く、すべてがAIにとって代わ
られることはない

　監査業務は、非定型的で創造的な

第 3回テーマ「税務」

講師：西村智子

部分も多いという例を挙げながら、
AIを類型化しどのタイプのAIでも
これに代わるのは難しいであろうと
いう話をしました。AIと監査の話
は鉄板ネタのようで、市大の学生さ
んにも興味をもってもらえたようで
した。
２．公認会計士が行う不正調査でも
ITを駆使して成果を上げている

　不正調査では、消去した電子デー
タは復元することができ、不正の証
拠として抽出することができるとい
うデジタル・フォレンジックの話を
クイズや写真や実例を交えて説明し
ました。また、人為的に手が加えら
れていない数字の出現割合は“１”
が一番高く、以後順番に低くなると
いう「ベンフォードの法則」を利用
した不正検知の話もいたしました。
この不思議なベンフォードの法則に
ついては多くの学生さんが興味を
もったようで、Logを使った数式も
登場したからか理系の学生さんにも
好評のようでした。

　まずは行政における公認会計士の
役割について、自分のこれまでの業
務経験を交えたお話をさせていただ
きました。大阪市立大学ということ
で、私がこれまでたずさわった大阪
市の「包括外部監査」「外郭団体の
監査」「公会計（複式簿記の導
入）」「地下鉄民営化業務」につい
てお話しました。また、税務の講義

第 4回テーマ「IT」

講師：細谷明宏

第 5回テーマ「公会計」

講師：中川美雪
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の延長線の話として、集めた税金が
行政でどのように使われるか、政治
家の影響について自治体での委員経
験を踏まえた話をしました。
　次に、大学生向けの講義で毎回お
話しているのですが、国と地方の財
政について、高齢化により福祉費や
高度成長期時代に整備したインフラ
の更新費が増加していること、借金
が増加し、将来世代の負担の増加が
見込まれることなどについてお話さ
せていただきました。
　講義後、グループディスカッショ
ンとして、「あなたのミッションは
なんですか？」をテーマに話し合っ
ていただきました。これは、冒頭の
自己紹介で自分のミッションが「持
続可能な自治体財政を実現するこ
と」だと話したことによります。学
生も面食らったと思います。私も大
学生時代、そのようなことを考えた

REPORT 01報 告

こともありませんでした。それで
も、どんな仕事があるか調べようと
思う、大学生の間に見つけたい、勉
強のため株をやってみようと思うな
どの意見が出ました。自分の将来の
職業などを考えてもらうきっかけと
なったようです。

　以下、受講生の講義全般に関する
主な感想です。
・聞いていてためになる話ばかりで講
義に参加する価値が非常にあった。
・将来の進路を考える上でとても参
考になった。

・会計に限らず人生の肥やしとなる
と感じました。
・グループワークが楽しかった。
・こちらの興味を引くための工夫な
ども欠かさず、大変よかった。

　各講師、本当に忙しい時間の合間
をぬって学生を飽きさせないよう工
夫を凝らした資料を作成し、また自
分の体験に基づいた話をしていただ
きました。その甲斐あって非常に好
評だったと思います。

　このような機会を作ってくださった
廣瀬先生、お忙しい中講義をしてくだ
さった講師の皆様、毎回のように立ち
会ってくださった広報部の皆様、本
当にありがとうございました。受講
生の皆様にとって、この講義が少し
でもお役に立てば幸いです。
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　近畿会では、研修会や厚生行事、地区行事等の案内について、電子メールアドレスでの案内を行っております。

　メールアドレスの利用設定を行っていない方は、早々に設定いただけますようお願いします。また、既に利用さ

れている方についても、転送先の設定など登録状況に変更がないかどうか、改めてご確認いただけますようお願い

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のウェブサイトの会員マイページから可能です。

　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 

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い



公会計委員会　副委員長 中川　美雪

「公会計講座」＠近畿大学、関西大学、
立命館大学 実施のご報告

はじめに 近畿大学

年月日
対　象
講　師
テーマ

令和元年12月３日
経営学部  会計学科学生  24名
中川　美雪
国、地方の財政状況、国際公会計

　経営学部　会計学科の川原尚子教
授の「国際会計Ⅱ」の授業の一コマ
をお借りし、公会計講座を実施させ
ていただきました。
　お話した内容は昨年からあまり変
えず、地方や国の財務状況と、授業
が国際会計であるため、国際「公」

　公会計委員会では、社会に向けた
情報発信の取組の一つとして、大学
生向けに、地方自治体等のパブリッ
ク分野における会計のしくみや公認
会計士の役割について紹介する取り
組みを実施しています。
　今年度は、昨年に引き続き近畿大
学、立命館大学、関西大学で講座を
実施しました。それぞれの講義の様
子についてご報告いたします。

会計（IPSAS）、そして近畿大学経
営学部は東大阪にあるので、東大阪
市の財務諸表や公共施設の将来の更
新費、人口動向などについてお話し
ました。
　新しい試みとしては、質疑応答に
Slido（スライドゥ）を取り入れた
こと（https://www.sli.do/）、アン
ケートを紙からGoogleアンケートに
したことです。
　Slidoというのは、あらかじめ登
録しておいたイベントの URL にス

マホ等からアクセスしてもらい、講
義中に質問があれば生徒からスマホ
を通じて質問してもらう質疑応答の
ためのアプリケーションです。質問
された内容をスクリーンに投影する
こともできます。
　最初に質問投稿のテストをし、そ
の段階ではたくさん投稿があったの
ですが、実際の質問は「なぜ日本で
は国際公会計が導入できないの
か？」という一件だけでした。あま
り慣れていなくて使いづらかったの
でしょうか？
　Googleアンケートでは、ほとんど
の方が回答頂けたようです。Slidoも
GoogleアンケートもテキストにQR

コードを印刷しておき、そこからス
マホでアクセスしてもらいました。
おかげでアンケート集計は一瞬で終
了し、作業の効率化に役立ちまし
た。学生も紙に書くよりはスマホの
方が回答しやすかったのではないで
しょうか。このようなITの利用
は、私の大学生時代には考えられな
かったことです。便利な世の中に
なったものです。
　アンケートでは、多くの感想が寄
せられました。今回は公認会計士の
仕事や会計への感想が多く、「会計
士が扱う業務が多いことや関与する
領域が広いことを知れて、まだ将来
の目標が決まっていないわたしに

とっては新たな良い情報になった」
「会計の知識は、本当に色々な
フィールドで活用できると知り、こ
れから会計を勉強するにあたって、
モチベーションが上がった」といっ
た声が寄せられました。後日川原教
授からも、学生は企業会計と違う世
界を知り会計への興味を深めること
につながったようだ、とのお言葉を
いただきました。
　私たちも公認会計士の仕事を知っ
てもらうとても良い機会と考えてい
ます。これからもこのような活動を
続けてきたいと思います。

（報告：中川美雪）
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関西大学

年月日
対　象
講　師
テーマ

令和元年12月20日
商学部  商学科学生  58名
横田　慎一
行政における会計や監査

立命館大学

おわりに

年月日
対　象

講　師
テーマ

令和２年１月20日　
経営学部
経営学科生・国際経営学科生  60名
長竹　孝直
行政における会計・監査と
公認会計士

　商学部の馬場英朗教授にご協力い
ただき、公会計講座を実施させてい
ただきました。
　行政における会計や監査という幅広
いテーマですが、具体的な内容とし
て、日本の将来に関するイントロダク
ション、生活の周りの「パブリック」
と公認会計士をテーマに概要的な説
明をし、その後、私のこれまでの経
験を踏まえて、公共施設等マネジメ
ント、地方公会計、包括外部監査に
ついて実例などの紹介をしました。
　先行して近畿大学にて実施された
中川さんのアドバイスにより、Google
アンケートを用いて、講義中の質問
と講義後アンケートを提出してもら
いました。
　講義中の質問に対する回答は、授業
のラスト10分ほどで十分足りると想定
していたところ、32件という多数の質
問が学生から寄せられ、一部のみの回
答になりましたが、実務の雰囲気をお
伝えできたかと思います。
　講義後のアンケートでは、「直接
公認会計士という現場で働く方のお
話を聞くことが出来て大変興味深
かった」「特に公共施設等マネジメ

ントについての課題や取り組みにつ
いてもっと知りたいと思った」など
の感想をいただきました。

（報告：横田　慎一）

　昨年度より、立命館大学の大阪い
ばらきキャンパスで瀧博教授が開講
されている「監査論」の講義の一コ
マをお借りして、公会計講座を実施
しています。
　昨年度は、石崎一登さんと谷口信介
さんが担当し、「公的機関における公
認会計士の役割」と題して、幅広い分
野についてお話ししましたが、当年度
は「監査論」の一コマということを若
干意識して、地方公営企業、地方独立
行政法人、監査委員監査を取り上げ、
それぞれに対する会計士の業務内容
や私の実務経験についてお話しさせ
ていただきました。
　レジュメを作成していて、少し難し
い話も織り込んでしまったかもしれな
いと思いつつ当日講義しました。案の
定、アンケートでは少し難しかったと
の声があり、反省材料となりました。

一方で、水道事業の将来の経営に不安
があることに意外だった、との声や、
授業中少し紹介した非営利法人の会
計基準の多様さに驚く声もあり、真
摯に聴講していただけたものとうれ
しく思いました。
　立命館大学のアンケート集計でも
Googleのアンケートを利用しまし
た。非常に便利で授業後すぐに結果
の集計ができましたし、学生にとっ
てもスマホですぐに回答できると
あって、回収率は高かったのではな
いかと思います。
　瀧教授からは、来年度もぜひお願い
したいとのお言葉を頂戴いたしました
ので、引き続き学生が公会計や公認
会計士に興味を持っていただけるよ
う取り組んでいきたいと思います。

（報告：長竹　孝直）

　どの授業でもたくさんの感想や質
問があり、取組みの手ごたえを感じ
ました。
　公会計委員会では、今後も引き続
き公会計講座を実施し、行政における
会計や公認会計士の役割について、広
くアピールしていきたいと思います。
　また公会計委員会では、委員や大
学の講座で講義してくださる方を募
集中です。ご興味のある方は、ぜひ
公会計委員会までご連絡ください。
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んです」という合格直後の大学3回
生から、キャリア歴数十年のベテラ
ン会計士、大手監査法人のパート
ナー（経験者）までご参加いただ
き、まさに「ダイバーシティ推進」
というにふさわしいセミナーとなり
ました。

　講師には、過去３回お世話になっ
ている株式会社クラスアプレシエ代
表取締役　田中桂子先生をお迎えし
ました。田中先生は、誰もが知って

　2019年12月21日（土）、女性会計
士専門委員会では、ビジネスマナー
の習得を主とし、「今さら聞けない
ビジネスマナー」と題したセミナー
を会員向けに開催しました。昨年度
までは女性会計士委員会の委員を対
象としていましたが、今年度は男女
問わず、また、準会員の皆様にもご
参加いただける企画としました。そ
のためもあって、集まった約20名の
参加者のうち半数以上は男性であ
り、「ビジネスマナーに自信がない

女性会計士専門委員会　副委員長 吉川　和美

ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会
『ビジネスマナーセミナー』 開催報告

いる大企業から病院その他多数の団
体でビジネスマナーや話し方教育を
されているほか、国際博覧会・海外
からの要人のアテンド教育等にも長
くかかわっていらっしゃる先生で
す。大変お忙しくていらっしゃる
中、「若手からベテランになって
も、また男女問わず思わず迷ってし
まうマナーやビジネス上のスマート
な所作を教えていただきたい」とい
う依頼に快くご対応いただきました。

　セミナーでは、まずは古くて新し
い話題、名刺交換の方法と、来客時
のマナーとして、客人を会議室にお
迎えしてからそれぞれ自己紹介を
し、退室時にドアを開けて客人をエ
レベーターまでお送りするところま

でを実践で行いました。「もらった
名刺は名刺入れの上においていい
の？」「ドアは先に出たほうがいい
の？」等々、現役パートナーの皆さ
んからも積極的な質問が飛び出し、
会場は熱気にあふれていました。

　個人的に興味深かったのは食事の
マナーでした。昨今、独立性の観点
から監査クライアントとの会食は
減っていますが、上位の職責になれ
ばなるほど、また独立した場合など
は特に、クライアントとのお付き合
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き、時節柄ニーズにあった大変役立
つセミナーとなりました。
　２時間のセミナー時間はあっとい
う間に過ぎ去り、終了後も質問が相
次いでいました。
　最後に教えていただいた、雑草と
いう草はない。それぞれが個性と名
前を持った草です。という昭和天皇
が話されたお話も、ダイバーシティ
推進委員会主催セミナーにふさわし
い締めくくりでした。

　今回のビジネスマナーセミナーで
は、所作はもちろんのこと、「セミ
ナー開始時間に遅刻しない」といっ

いとして会食の機会は増える傾向に
あります。「フランス料理の場合、
フォークとナイフは外側からとる」
といった初歩的なところは知識とし
て知っているものの、懐石料理とな
るとなかなか自信のないところで、
「割りばしはどのように割るのがよ
いでしょうか？」「汁物を飲んだ後
のお椀のふたの置き方は？」「接待
でお寿司をいただいたあと、『あが
り』『おあいそ』などと言っていま
せんか？」など矢継ぎ早に先生に質
問され、受講生一同たじたじとなる
場面もありました。
（先生によると、「割りばしは水平
に割る」「汁物を飲んだ後のお椀の
ふたはひっくり返さずに食べ終わっ
たら元通りの状態にする」「『あが
り』や『おあいそ』は、おすし屋さ
んがお客さんをもてなすために言う
言葉であるため、お客のほうから
『あがり（おあいそ）お願いしま
す』とは言わない」がそれぞれ正解
とのことです！）

　その他にも、ご招待いただいた後
に送るお礼状の書き方やお礼メール
のマナーについても教えていただ

た「心がけ」の面と、「専門家とし
てクライアントのニーズに沿った十
分なサービスを提供する」ことを前
提としてはじめて学んだマナーが生
きてくるのだ、ということをあらた
めて認識するとても良い機会となり
ました。
 大好評のセミナーでしたので、次
回も引き続き行うよう企画を進めて
おります。今回受講いただきました
皆様も、今回は所用があって受講が
かなわなかった皆様も、次回機会が
ございましたらぜひご受講をおすす
めします。委員一同、今後の多数の
皆様のご参加をお待ちしております。
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いる諸外国における会計・税務トピッ
クや、日系企業の課題等について情報
提供いただくとともに、参加会員とも
個別にネットワークを構築していただ
く場の提供を目的としています。
　今回お集まりいただいた、海外で
活躍されている10名の会員の皆さま
は次の通りです。

加藤　芳之 氏（公認会計士）
加藤ビジネスアドバイザリー
　マレーシアにて日系企業向けに、
進出支援から進出後の月次会計・税
務処理代行や、年次税務申告・会計
監査等を行っている。クライアント

　本年度も2019年12月26日（木）18
時より、「国際メッセ」を開催いた
しましたので、ご報告いたします。
今回で５回目の開催となりますが、
場所も引き続き西梅田のガーデンシ
ティクラブ大阪（リッツカールトン
の手前、ハービスプラザの６階）を
利用し、講義形式のセッションの後
に懇親会を行いました。

　国際メッセは、いわゆるビッグ４
の海外ネットワークとは関係なく、主
に国外で業務提供されている会員を講
師としてお招きして、業務展開されて

国際委員会　委員長 富田　真史

国際委員会 『国際メッセ』 開催報告

国際メッセの趣旨と概要

は大手から中小、製造から非製造と
様々で、数十社の日系企業にサービ
ス提供している。日本人会計士２名
とローカルスタッフ約10数名の体制
で業務を行っている。1997年にビッ
グ４の初代マレーシア駐在員として
赴任、2007年から中堅監査法人パー
トナーを経て2019年10月に独立し現
在に至る。

橘内　進 氏（公認会計士）
Asia Alliance Partner Co., Ltd.
　タイ、ベトナム、インドネシア、
インド、メキシコに拠点を持ち、現
地進出日系企業（主に中堅・中小企
業）向けに進出手続支援から進出後
の月次会計税務処理代行や年次決算
税務申告・会計監査・法務業務・人
材紹介・不動産紹介・保険代理業
務・地方自治体海外拠点支援等を
行っている。
2004年にスター
トしたタイ事務
所を中心に、現
地常駐日本人会
計士５名を含む、
日本人スタッフ

30名とローカルスタッフ約400名の
体制で現地での業務を行っている。

坂本　直弥 氏（公認会計士）
株式会社アイキューブ
　フィリピンに1997年から駐在。
2001年に現地で創業して以来、日本
企業のフィリピン進出支援のみなら
ず、産業振興やインフラ整備等の政
策支援も行っている。関連会社であ
る朝日ネット
ワークス・フィリ
ピンを含み、日
本語担当者９名
（内、資格者５
名）、総勢50名
体制は、日系事

務所としてはフィリピン最大規模。
南紀に「アイキューブ古座川ラボ」
を置き、南紀の国際化にも貢献して
いる。

鶴田　明久 氏（準会員）
AGS ベトナム
　ベトナムにて進出支援から現地会
計・税務、労務、法務、人材紹介、
市場調査、営業支援、総務支援、
M&A支援サ
ービスをワン
ストップにて
提供中。常駐
日本人専門家
20名（内、会
計関連資格保
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業務や不正調
査業務、決算
早期化支援業
務など、コン
サルティング
業務にも多数
携わっている。

洞　大輔 氏（公認会計士）
SCS Global
　2013年SCS Globalへの参画と同時
にミャンマーを担当。進出検討中の
企業及び既進出企業に対する、会社
設立、会計・税務・労務・法務関連
のコンサルティング実績は100社を
超える。SCS Globalは、2002年の創
業以来、一貫して日本企業や外資系
企業の海外ビジネス展開を支援し、
アジアをはじ
め、北米、中東、
欧州もカバー
する独自のネッ
トワークと450
名超の専門家
を有する。

宮田　智広 氏（公認会計士）
SCS Global
　シンガポール本社をはじめアジア
を中心に19か国に拠点を有する日系
の会計事務所。2016年よりカンボジ
ア拠点担当の日本人会計士として、
会計記帳や税務申告代行等のコンプ
ライアンス業
務、進出支援
や内部統制構
築支援等のコ
ンサルティン
グ業務を提供
している。

浅井　俊博 氏（公認会計士）
Harsono Strategic Consulting
　2013年よりインドネシア・ジャカ
ルタに滞在。2015年より現地独立系
税務コンサルティング事務所、
Harsono Strategic Consultingにおい
てジャパン・デスクを担当。日系企
業を中心に、税務調査対応、税務裁
判支援、移転価格、税関問題、税務
戦略構築等に関するアドバイザリー
サービスを提供している。（今回、
浅井会員はオ
ブザーバーと
して参加のた
めプレゼン
テーションは
されませんで
した）。

　まず安井担当副会長の開会のご挨
拶の後、ご紹介した会員の皆さま方
に講師をご担当いただき、各国の会
計・税務等のトピックや日系企業の
進出状況などをお話しいただきまし
た。お一人あたり、10分から15分程
度の持ち時間ということで、合計９
か国約２時間半に渡ってご説明いた
だきました。現地でビジネス展開さ
れる中で体感された生の声を、皆さ
ま熱っぽく語っていただきました。
講師の皆さまの中には全５回皆勤で
ご参加いただけている方もおられ、
初めての司会で不慣れな私の運営を
絶妙にサポートする形でお話を進め
ていただき、前半の講義セッション
についてはほぼ時間通りに終えるこ
とができました。
　講義セッションの終了後は会場後
ろのスペースで懇親会を開催し、講
師の皆さんと講義に参加いただいた
会員の皆さんと食事をしながら交流
を図っていただきました。懇親会は

有者３名）体制はベトナム国内最大
規模。現地スタッフは250名超。日
本品質のサービスで幅広い顧客をサ
ポートしている。

中西　潤 氏（公認会計士）
マイツグループ
　2013年税理士法人マイツ大阪事業
所に入所。主に国内の税務関連業務
に従事。2015年上海マイツ蘇州事業
所に出向。主に中国江蘇省に進出す
る日系企業に
対する会計税
務関連、設立・
撤退支援等の
サービスを提
供している。

中村　正英 氏（公認会計士）
株式会社 FutureWorks
　東京、大阪、インドネシア、タイ
に拠点を持ち、現地進出日系企業
（主に中堅・中小企業）向けに進出
手続支援から進出後の月次会計税務
処理代行や年次決算税務申告・会計
監査・法務業務等を行っている。グ
ループのシステム会社において、日
系企業の記帳業務の内製化を進める
ため、多言語クラウド会計システム
を製作し、各国
の税制に対応し
た本格的な会計
システムの販売
をスタートして
いる。

野瀬　大樹 氏（公認会計士）
NAC Nose India Private Ltd.
　インド・ニューデリーにて日系企
業向けに会計税務サービスを提供す
るNAC Nose India Pvt. Ltd.を自身で
経営。基本となる記帳・税務・給与
計算サービスの他、最近は財務調査
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の国際担当常任幹事の方や、近畿税
理士会の方が見学に来られるなど、
内外でも評価いただけているように
思います。
　国際委員会では、今後もこうした
イベントを通じて、会
員の皆さま方の情報収
集やネットワーキング
の場の提供を積極的に
行っていきたいと考え
ております。また、国
際メッセが更に有意義
なイベントとなるよ
う、少しでもご興味を

１時間と時間に限りはありました
が、参加者の皆さま一様に、積極的
なコミュニケーションを取っていた
だき、懇親会も盛会のうちに終える
ことができました。

　講師を務めてくださいました10名
の皆さま方には年末のご多忙のとこ
ろご協力いただき、本年度も無事に
開催することができました。この場
をお借りして御礼申し上げます。
　また、本年度は近畿会国際委員会
のこの取り組みを聞きつけ、東京会

最後に

持っていただける会員の皆さまに
は、来年度の国際メッセに是非ご参
加いただきたく、宜しくお願い致し
ます。
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氏をお招きし、企業、行政でセキュ
リティポリシーを守らなかったため
におきた事件・事故の紹介ととも
に、実演を交えながらお話しいただ
きました。
　以下、要点をかいつまんでご紹介
いたします。

　情報セキュリティ事件・事故の分
析では、特に人為的なミスによる情
報漏洩が多くを占めているとのこと
でした。なかでも、紛失・置き忘れ、

　2020年１月14日（火）、近畿会
IT委員会主催で情報セキュリティ
研修「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」を開催
しましたので、報告いたします。
　昨今、会計士業務においては、
ITの利用が欠かせません。仕事
柄、機密情報を取り扱う事が多い私
たちにとって、情報セキュリティは
なくてはならない知識となります。
　今回は、様々な企業の情報セキュ
リティ対策の事例にあたられている
情報システム監査株式会社の上田明

ＩＴ委員会　委員 河本　高希

2019年度情報セキュリティ研修報告
「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」報告

１. 情報セキュリティの脅威

３. 日常業務におけるセキュリティ対策

誤操作、管理ミスによるものが多く
を占めており、各個人におけるセ
キュリティ意識の醸成が非常に重要
です。

　組織向けの脅威で特に近年多いサ
イバー攻撃事例をご紹介いただきま
した。標的型攻撃メールや、感染し
たコンピュータ内のファイルを人質
にとり身代金を要求するランサム
ウェア、本物とまったく同じ偽請求
書で担当者をだまし代金を窃取する

等のビジネスメール詐欺に注意が必
要とのことです。

　日常業務の各ライフサイクルの中
で、情報には「収集・作成」から
「保管」、「利用」、「廃棄」まで
のライフサイクルがあり、それぞれ
リスクがあるのでライフサイクル毎
にセキュリティ対策を考えるべきと
のことでした。それぞれの場面での
対策の一例をご紹介させていただき
ます。
（１）日常業務全般
・外部の人と接する場所では、業
務に関する会話は控える

・印刷物や、FAX用紙は放置し
ない
・電話での本人確認は、慎重に行う
（２）収集・作成
・第三者と接する付近のパソコン
には覗き見防止フィルター設置
・クリアデスク・クリアスクリー
ンを心掛ける
・収集・作成した情報の内容、書
類の宛先など誤りがないか再確
認する

（３）保管
・重要情報（個人情報、機密情報）
は、鍵付ロッカー等に保管する
・重要なデータはパソコンでなく
サーバに保管する

（４）利用
・端末等に格納された情報資産を
容易に取得、閲覧できないよう
暗号化又はユーザ認証等を用い
た保護をする
・情報資産を持ち出した場合は身
の周りから離さない

（５）廃棄
・紙文書は、シュレッダーか溶解
文書として処理
・記憶媒体の情報は、再利用不可
能な状態で廃棄
・専門業者に廃棄を依頼した場合
は廃棄証明を取得

２. サイバー攻撃事例
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　安全なパスワードにするために、
長い文字列（12桁以上を推奨で、英
字と数字と記号の組み合わせ）や、
人に推測されない文字列を使うべき
とのことでした。パスワードの工夫
例として、記号を混ぜるために
【 c】を【 (】と置き換える方法を
ご紹介いただきました。自分なりに
工夫することで、忘れにくく、なお
かつ安全なパスワードにすることが
出来るのではないでしょうか。
　また、Zipファイルのパスワード
クラッキングを実演いただきまし
た。４文字の単純なパスワードは一
瞬で解読されてしまい、危険である
ことが実感できました。
　さらに、2020年１月14日をもって
Windows７のサポート期限切れと
なったことは記憶に新しいです。OS
が最新版に更新されていないと、シ

ステムの脆弱性を突いて、マルウェ
アが侵入し、パソコンやサーバが
乗っ取られる危険性が高まります。

　電子メールの受信時の対策とし
て、メール受信時は、標題欄、送信
元、本文、添付ファイルに注意すべ
きとのことでした。件名欄は適切な
件名か、見知らぬアドレスから送ら
れてきていないか、添付ファイルや
本文中URLがある場合は送信元に確
認するなど、自己防衛が必要です。
　ここでは、URLを開くと自動的に
請求画面へ誘導される実演をしてい
ただきました。
　また、SNSによっても情報漏洩し
てしまう可能性があります。SNSの
メリットとデメリットを理解したう
えで、例えば私的利用での業務に関

４. パソコンにおけるセキュリティ対策

５. ネットワークにおける

　  セキュリティ対策

する書き込みを禁止するといった対
策が必要とのことでした。

　研修の最後にアンケートを実施し
ました。アンケート内容を拝見する
と、多くの参加者からご満足いただ
いたようで、来年度以降もIT委員
会では情報セキュリティ意識を啓発
するための研修を実施すべきと考え
ます。

【研修アンケートの主なコメント】
・業務において留意すべき点を多
数ご教示いただいた
・事例が多くわかりやすかった
・組織内会計士向けの研修も実施
してほしい
・セキュリティ対策の具体例を
もっと知りたい

６. 研修に関するアンケート結果

１. 研修は実務に役立つ内容でしたか？

大変役に立つ

役に立つ

どちらともいえない

あまり役に立たない

９

８

１

０

名

名

名

名

１

２

３

４

２. 研修の内容について、理解度はいかがですか？

理解できた

だいたい理解できた

あまり理解できなかった

15

３

０

名

名

名

１

２

３

３. 教材は講演会終了後も実務に役立ちますか？

役立つ

どちらともいえない

あまり役に立たない

17

１

０

名

名

名

１

２

３

４. 研修の時間はいかがでしたか？

長い

ちょうど良い

短い

０

18

０

名

名

名

１

２

３

５. 講師の説明方法や質問対応はいかがでしたか？

良い

どちらともいえない

悪い

17

１

０

名

名

名

１

２

３

６. 今後も同様のテーマの研修が必要と感じますか？

感じる

どちらともいえない

感じない

18

０

０

名

名

名

１

２

３

役に立つ
44%

どちらとも
いえない
6%

大変
役に立つ
50%

理解できた
83%

役立つ
94%

ちょうど良い
100%

良い
94%

感じる
100%

どちらとも
いえない
6%

どちらとも
いえない
6%

だいたい
理解できた
17%
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　研究発表に先立ち、近畿会 北山久恵
会長から開会のご挨拶をいただきまし
た。
　今回の発表は、「監査基準の改訂
（KAMの導入）について」をテーマ
に報告しました。報告の前半では、近
畿会監査会計委員会の山添から、「監
査基準改訂（KAMの導入）の内容と
留意事項」について報告を90分行い、
柴原委員長より、後半15分ほどで近畿
会の監査会計委員会で今後実施予定の
「監査役等へのアンケートの実施の内
容」について、報告を行いました。

　2020年１月23日（木）午前10時よ
り、近畿財務局において、第268回企
業財務研究会が開催されましたので、
ご報告いたします。今回の担当は、近
畿会の監査会計委員会より研究成果を
発表しました。
　出席者は、以下のとおりです。
（財務局）藤澤一洋 理財部統括証券
　　　　　監査官　他８名
（京滋会）中野雄介 会長　 他５名
（兵庫会）宮田勇人 会長　 他３名
（近畿会）北山久恵 会長　 他７名

近畿会　監査会計委員会　副委員長 山添　清昭

第268回企業財務研究会報告

　文中意見の箇所は、報告者の私見に
よるものです。

１．監査基準改訂（KAMの導入）の
内容と留意事項

　企業会計審議会より、2018年７月５日
付けで、「監査基準」が改訂され、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。研究会の
報告では、新たに記載が求められる
KAMとは何なのか、監査基準の改訂
の内容を確かめるとともに、KAM導

入による実務上の留意点を中心に報告
しました。
　以下、報告した内容のうち、KAM
導入に関連する部分を中心にまとめて
います。

・近時、我が国では、不正会計事案などを契機として監査の信頼性が改めて問われている状況にあ
り、その信頼性を確保するための取組みの一つとして、財務諸表利用者に対する監査に関する情
報提供を充実させる必要性が指摘されている。

・我が国を含め、国際的に採用されてきた従来の監査報告書は、記載文言を標準化して監査人の意
見を簡潔明瞭に記載する、いわゆる短文式の監査報告書であった。これに対しては、かねてよ
り、監査意見に至る監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が見えにくい
との指摘がされてきた。

・財務諸表利用者に対して監査のプロセスに関する情報が、監査の品質を評価する新たな検討材料
として提供されることで、監査の信頼性向上に資すること

・財務諸表利用者の監査や財務諸表に対する理解が深まるとともに、経営者との対話が促進される
こと

・監査人と監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会（以下「監査役等」という。）の間の
コミュニケーションや、監査人と経営者の間の議論を更に充実させることを通じ、コーポレー
ト・ガバナンスの強化や、監査の過程で識別した様々なリスクに関する認識が共有されることに
よる効果的な監査の実施につながること

監査基準改訂の経緯

KAM導入の効果

（１）監査基準改訂のねらいとその効果
　「監査基準」の改訂の前文である
「監査基準の改訂について」におい
て、今回の監査基準改訂の経緯が以下
の【図表１】のとおり示されています。

研究発表内容の概要

【図表１】監査基準改訂の経緯とKAM導入の効果
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　今回の監査基準改訂は、監査の信頼
性を確保するための取組の一つであ
り、監査報告書における「監査上の主
要な検討事項」（KAM）の導入は、
監査人が実施した監査の透明性を向上
させ、監査報告書の情報価値を高める
ことに意義があることが示されていま
す。また、KAM導入による効果とし

ては、前図の３つの効果が示されてい
ますが、これらの効果が、KAM導入
後も生じるものであるかを見届けてい
く必要があります。

（２）KAM決定のプロセス
　改訂監査基準の「第四　報告基準」
の「二　監査報告書の記載区分」にお

いて、KAMとは何かが示されていま
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、職業的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。

　KAMは、監査の過程で監査役等と
協議した事項の中から、上図で示す絞
り込みの結果、監査人の監査報告書に
記載がされることになります。前々回
の監査基準の改訂において、監査役等
と監査人との連携が監査基準で明記さ
れる改訂が行われ、現在の監査実務で
も監査役等と監査人との連携は、重要

となっていますが、KAM導入によ
り、これまで以上に監査役等と監査人
の連携が重要となると考えられます。
監査役等にとっては、KAMに対し
て、あるいは、その前提となるコミュ
ニケーションされた事項に対して、い
かなる対応を行ったのかが今後問われ
てくることになると思われます。

（３）監査報告書のKAMに記載すべ
き事項

　改訂監査基準の「監査基準の改訂に
ついて」の「二　主な改正点とその考
え方」において、監査報告書のKAM
に記載すべき事項が示されているの
で、【図表３】に引用しています。

【図表２】KAMの決定プロセス（KAMの絞り込み方）

【図表３】監査報告書のKAMに記載すべき事項

●監査人は、（１）監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
①特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価
された事項

②見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監
査人の判断の程度

③当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響
等について考慮した上で（２）特に注意を払った事項を決定し、当該決定を行った事項の中から
さらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として（３）特に重要であると判断し
た事項を絞り込み、KAMとして決定することとなる。

KAMの決定プロセス

●監査人は、KAM（監査上の主要な検討事項）であると決定した事項について、監査報告書に
KAM（監査上の主要な検討事項）の区分を設け、関連する財務諸表における開示がある場合に
は当該開示への参照を付した上で、
①KAM（監査上の主要な検討事項）の内容
②監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、KAM（監査上の
主要な検討事項）であると決定した理由

③監査における監査人の対応
を記載することとなる。

監査報告書のKAMに
記載すべき事項

　監査報告書にKAMの記載を行うに
当たっては、財務諸表等の開示情報と
の関係に留意する必要があります。ま
た、監査人がKAMを記載することに
よって、財務諸表利用者に適切に情報

を提供するためには、監査人は、財務
諸表利用者に誤解なく理解可能な程度
に簡潔に、内容・表現をまとめて
KAMを記載することが求められるこ
とになります。したがって、KAMを

監査人が記載するためには、これまで
以上に、監査人自身が、企業の理解を
深めることが必要であり、監査・会計
に関する知識の深化を図ることが求め
られると考えます。
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（４）適用時期について
　今回の改訂監査基準の適用時期は、
【図表４】に示すとおりです。

　適用時期については、監査人と監査
役等との間で十分な打ち合わせが必要
となります。また、KAMの適用時期
については、監査部会の審議におい
て、監査における情報提供の早期の充
実や、実務の積上げによる円滑な導入
を図る観点から、特に東証１部上場企
業については、できるだけ2020年３月
決算の監査から早期適用が行われるよ
う、東京証券取引所および日本公認会
計士協会等の関係機関における早期適
用の実施に向けた取組みを期待すると
されているので、留意が必要です。

（５）「監査報告書」に係るＱ＆Ａ」
について

　2019年７月18日付けで、日本公認会
計士協会より、「監査報告書に係るＱ
＆Ａ」（以下「Ｑ＆Ａ」。）が公表さ
れ、上述の改正についての背景や意図
について、Ｑ＆Ａ形式で解説がされて
います。研究会の報告では、Ｑ＆Ａの
中で、実務上特に留意が必要な箇所を
取り上げ、説明を行いました。

２．監査役等へのアンケートの実施の
内容について

　近畿会の監査会計委員会では、
「KAMに関する監査役等と会計監査
人との連携」について、日本監査役協
会の共同研究会等にご参加の監査役等
の皆様に、KAM導入に関連する改訂
項目に関連するアンケート調査を実施
することを予定しています。今後実施
を予定しているアンケートの内容（質
問項目や実施の目的）について、後半
部分で、柴原委員長より報告が行われ
ました。アンケート調査を実施する目
的は、監査役等および会計監査人の実
務に資する情報を収集・分析し、その
結果をフィードバックすることによ
り、KAMの円滑な導入に役立てるこ
とにあるとしています。アンケート結
果の報告については、監査会計委員会
で分析・検討を進め、その成果は、今
後開催の企業財務研究会等で報告する
予定です。

　日本公認会計士協会より監査基準委
員会報告書701「独立監査人の監査報
告書における監査上の主要な検討事項
の報告」等の公表もされており、これ
らには、監査人に求められる新たな要
求事項が示されています。また、日本
公認会計士協会からは、上述の「監査
報告書に係るＱ＆Ａ」が、また、日本
監査役協会からは、「監査上の主要な
検討事項（KAM）に関するＱ＆Ａ・
前編」「後編」がそれぞれ公表されて
おり、実際にKAMを導入する際に参
考になります。今後の我が国の監査の
進め方が大きく変わるものと考えます。
　今後、順次、早期適用の事例も公表
されることになり、KAMの導入の動
向に注意が必要です。監査報告書の
「透明化」が期待される意義・効果を
十分に発揮するためには、監査人だけ
でなく、監査役等やより幅広い関係者
の間で、KAMの理解を深めるととも
に、具体的な対応を図っていく必要が
あると考えます。
　近畿会監査会計委員会は、今後も
KAMについて、会員の皆様に有用な
情報を提供していく予定です。

【図表４】改訂監査基準の適用時期

適用時期
●2021年３月決算に係る財務諸表の監査から適用する。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）。

●2020年３月決算に係る財務諸表の監査から適用する。

改訂項目
KAM

KAM以外の監査報告書
の記載事項等の見直し

まとめ
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よるパネルディスカッションが行わ
れました。当日の参加者も地方自治
体他70名、会員70名と、会場は開演
10分前にはほぼ満席状態となり、
テーマへの関心の高さをうかがわせ
ました。

　定刻通り開始され、北山近畿会会
長の挨拶の後、基調講演のお一人目
として、総務省自治行政局行政課
（兼）行政経営支援室 課長補佐 谷
伸雄様に、「地方自治法改正と内部
統制制度導入」というテーマで、約

　公開シンポジウム「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～」が、2020年１月
27日（月）14時から17時で、ホテル
モントレ大阪にて開催されました。
本シンポジウムの要旨をご報告させ
ていただきます。
　地方自治法改正（令和２年４月施
行）に伴い、地方自治体に内部統制
制度が導入されました。本改正で義
務付けられたのは都道府県、指定都
市のみですが、本制度の重要性に鑑
み、積極的に導入準備を進める「努

力義務」団体も見られます。こうし
た中、主に義務化されていない団体
向けに、コンプライアンスの遵守だ
けを目的にするのではなく、業務の
効率的、効果的な遂行等も目指して
どのように導入に取り組むべきかに
ついて明らかにしていきたいという
のが本シンポジウム開催の趣旨で
す。
　本シンポジウムでは、総務省ご担
当者様のほか、すでに導入準備を進
めている西宮市長様の基調講演及び
地方自治体担当者様、公認会計士に

40分にわた
りご講演い
ただきまし
た。
　谷様には、
法改正の背
景をお話し
いただくと
ともに、制度の枠組みから詳細な内容
まで解説いただきました。これからの
人口減少社会でどのように最少の経費
で最大の効果を得るかを主眼に制度が
設計されたとのことでした。特に、首
長の意識が重要と強調されるととも
に、自治体内部で事務上のリスクをコ
ントロールしていくことは、マネジメ

ントの強化につながり、監査委員は
専門性の高い分野に監査資源を集中
することができるとおっしゃってお
られました。
　基調講演
のお二人目
は、西宮市
長の石井登
志郎様で、
「内部統制
による組織
ガバナンス
改革」というテーマで、谷様と同じ
く約40分ご講演いただきました。と
ても快活にテンポよくお話しいただ
き、参加者も吸い込まれるように、

石井市長の話に聞き入っていました。
　石井市長のご講演の要旨は次の通
りです。
●導入のネガティブな契機は、多数
の不祥事が発覚したことで、個人
ではなく市全体の問題ではないか
と考えたことにある。一方、ポジ
ティブな契機は、導入のプロセス
で業務の棚卸しを行い、ICTを活
用した標準化・省力化を実現でき
れば、属人的な仕事を可視化で
き、職員のリスクへの感度を高め
ることができるのではないかと考
えたことにある。
●監査委員の機能の一部を内部統制
制度が担うことで、３Eなどの新
たな視点の監査に期待している。

公会計委員会　副委員長 福竹　徹

「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〜」

公会計委員会 公開シンポジウム
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●令和元年11月に実施した全庁財務
事務アンケートで41％が「ルール
が不明瞭・マニュアル不足」と回
答した。現在の職場環境は、余程
「見えない」「分からない」「探
せない」のだろう。過剰統制にな
らないように意識しつつ、見える
化、分かる化、探せる化を目指し
ている。
●不正・誤りの防止（リスク対応）、
内部事務の改善（効率化）につい
て、バランスを重視し、メリハリ
をつけて対応していきたい。「や
らされ感」はNG、具体的な「果
実」を意識する。
●財務事務からスモールスタート
し、その後に範囲の拡大を検討し
ている。業務の有効性と効率性を
高め、ガバナンス改革を進めるこ

　とで、市民にとってもプラスとなる
スマートな市役所を目指している。
　西宮市では、首長のリーダーシッ
プのもと、市のため職員のために、
制度導入を前向きに捉えて取り組ん
でいることが良くわかる内容でした。

　休憩を挟んで、１時間強の時間
で、「内部統制制度の導入と公認会
計士の活用について」をテーマに、
パネルディスカッショ
ンが行われました。公
会計委員会 武田宗久委
員がモデレーターとな
り、パネリストとして、
内部統制制度導入中の
団体で、中心的役割を
担われている、西宮市
総務局 担当理事山本晶

子様、豊中市総務部 行政総務課 課
長 武市彰史様、導入支援業務を行っ
ている公会計委員会 谷口信介委員
に登壇いただきました。
　活発なディスカッションが行われ
たのですが、紙面の関係上、最重要
ポイントと思われる点に絞ってお伝
えさせていただきます。

【導入スケジュール等】

【導入の動機】

【導入のポイント】

：

：
：

：

：

：

：

：

令和２年度は試行実施し、令和４年度から本格導入の予定です。西宮市では、内部統制の導入と同時に財務事
務について業務プロセス分析を通じて業務改善を図りたいと考えています。
豊中市は、令和３年度に本格導入、令和２年度は試行実施を予定しています。
私は監査法人に在籍しており、様々な団体に接しているので、第三者的な目線で客観的に意見が言えます。
是非、公認会計士を活用いただきたいと思います。

これまで定期監査や包括外部監査で、違う部署で違う年度で、同じような指摘がなされていました。組織全体の
リスクを把握することにより改善に役立てたいと考えました。
内部統制はそもそも地方自治体に標準整備されるものであり、今後は努力義務団体にも波及していくと思いま
す。実際に対応するには時間がかかるので、今のうちから対応を進めていくべきと考えました。また、職員の意
識を変える「ガバナンス改革」が可能になると考えたことも導入の動機となっています。

職員を守ることにつながるというメリットを、いかに理解してもらう
かがポイントでした。準備段階からの幹部職員の関与は有効でした。
監査委員事務局などと連携しています。現時点の課題は、先行団体が
ないことで、リスク評価シートは、いかに職員に負担感を与えないよ
うにするかという点で試行錯誤しています。
自治体には既存の統制はたくさんあるものの、有効に機能していない
場合もあるようなので、元々ある貴重な財産を活用するのが望ましい
と思います。また、両市のとおり幹部職員を巻き込むことが重要です。

山 本 様

武 市 様
谷口委員

武 市 様

山 本 様

山 本 様

武 市 様

谷口委員
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　質疑応答の後、パネルディスカッ
ションは終了し、安井近畿会副会長
からの挨拶で本シンポジウムは締め
くくられました。

　アンケート結果でも、総務省谷様
の基調講演については、制度説明が
入門者に有難かったという感想があ
り、石井市長のご講演については
「お話が上手で、内容・聞きやすさ
とも印象に残りました。」「トップ

からの目線で大変参考になった。」
「具体的な内部統制へのアプローチ
が非常に理解し易かった。」など、
絶賛する声が非常に多かったです。
パネルディスカッションについては、
「現在は努力義務ですが、いずれは義
務化されるかも知れないと思い、準備
をした方が良いと思いました。」「実
際の具体例を聞けたので、今後の進め
方に役立つと感じました。」「構築
側、支援側のそれぞれの視点で意見を

聞けてよかった。」など、実務の参考
になるといった意見をたくさんいただ
きました。
　谷様、石井様、山本様、武市様に
おかれましては、貴重なお時間を割
いてご登壇いただき誠にありがとう
ございました。また、公会計委員会
をはじめとした近畿会の皆様、お疲
れ様でございました。

：

：

：

：

：

：

定例の部長級会議で必要性を伝えるとともに、谷口先生に管理職向け、実務担当者向けの研修会を別々に実施し
てもらいました。リスク評価シートは、職員の負担感がないようにリスクの重要度別の対応を検討しています。
業務の効率化を図るためには、リスクへの感度を高める意識改革が必要であることを繰り返し、研修会などで職
員に伝えています。また、石井市長が自ら進めていく姿勢を示していることが重要なポイントだと思っています。
リスク評価シートは、事務局でリスクの提案をするなどして、現場の負担を軽減しています。
当事者意識を醸成するのはとても難しいことです。研修をよく求められますが、制度説明から始めてしまうと
実感がわかないことが多いので、問題となった実例を示して、それが対岸の火事なのかと問いかけるようにし
ています。内部統制は職員を守るものですよと伝えています。

内部統制の運用回りについてのアドバイス（専門的な観点、第三者的な観点）と、他市事例の有益な情報提供を
お願いしたいです。
既に制度構築の業務支援、財務事務業務プロセス分析支援をお願いしています。この他にも、独立的評価の業務
支援、専門委員やアドバイザーとしての支援なども有難いです。
専門性は当然として、事例を提供することでシンクタンク機能を発揮できればと考えています。また、職員の
方々が「自己否定」するのは意外と難しいので、外部の人間としてその役割を担えたらと思っています。

武 市 様

山 本 様

谷口委員

武 市 様

山 本 様

谷口委員

【導入時における職員の意識、リスク評価シート等のツール作成のポイント】

【導入時における公認会計士等外部専門家を活用するポイント】
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　松田先生は、日本長期信用銀行に
入行後、ムーディーズジャパン株式
会社やコーポレイトディレクション
株式会社を経て、2006年に「CEO・
CFOサポート」の深耕を目指した
マトリックス株式会社を設立されま
した。現在は、首都大学東京大学院
経営学研究科教授、日本CFO協会
主任研究委員のほか、キリンホール
ディングス株式会社の社外監査役、
日立化成株式会社の社外取締役、

　日本公認会計士協会近畿会では、
社外取締役又は監査役の担い手とし
て、公認会計士が社会的信頼と期待
により一層応えていけるよう、社外
役員としての資質向上や就任機会の
拡大等に向けたセミナーや交流会等
を実施しております。その一環とし
て、今回は実務経験も豊富な松田千
恵子氏に「企業価値創造を目的とし
たグループ経営と本社の役割」のご
講演をして頂きました。

組織内会計士委員会　社外役員専門委員会 芝野　祐二

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会
「企業価値創造を目的としたグループ経営と本社の役割」開催報告

１. はじめに ２. 講師の経歴 フォスター電機株式会社の社外取締
役、サトーホールディングス株式会
社の社外取締役を務められています。

（１）事業環境と経営への要請
　これまで日本企業は、売上拡大
といった「事業」に専念する一
方、資金調達という「財務」は銀
行に任せ、また「組織」は終身雇
用・年功序列・協調的組合という
日本型経営システムの採用によっ
て労働力を確保し、持続的な発展
を遂げてきた。
　しかし海外展開の推進・意思決
定の迅速化・リスク管理強化と
いった３G（グローバル・グルー
プ・ガバナンス）に晒され、また
資本市場で株主の存在感が増し、

人材の流動化も進んでいる昨今の
環境を鑑みれば、これからの経営
システムは、「事業」、「組織」、
「財務」の３要素を統合・バラン
スさせながら企業価値の向上を図
るべきである。
　企業が目指すべき企業価値の意
味するところは、将来キャッシュ
フローを基礎とする時価総額
（「左脳的な企業価値」と呼ぶ）
と企業理念や環境への貢献といっ
たより定性的な社会的価値（「右
脳的」な企業価値と呼ぶ）の２つ
がある。この２つを統合させる脳
梁的な役割を担うのが経営者であ

り、リーダーシップを発揮し、こ
の本質的価値を社内で共有しなが
ら、グループ経営の成功にむけて
マネジメントしていく必要がある。

（２）グループ経営の変化
　これまで日本企業は債権者を意
識して経営課題を解決してきた
が、今や資本市場との関係を考え
ないことは難しくなっており、グ
ループ経営（投資家が本社を統治
し、本社は子会社を統治する）で
は以下のような変化が求められる。
①株主的な思考
　企業は内部留保が一番株主に

３. 講義内容

日　時：令和２年２月３日（月）　14:30～17:00　　会　場：近畿会研修室
講　師：松田千恵子氏（首都大学東京大学院 経営学研究科教授）
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嫌われると理解する傾向にある
が、株主は配当よりも再投資に
よる持続的成長を歓迎するのが
通常。本社は投資家との認識齟
齬が生じないよう、グループ内
の「投資家」としての意識を持
つことが重要である。
②執行と監督の分離
　資本市場からの規律付けが強
まると、取締役会の実効性を担
保すべく、議題は設備投資や
M&Aといった将来的事項に集
中していく。また社外取締役の
拘束時間は増え、「株主代表」
としての監督機能がより問われ
る。さらに監査役は海外子会社
への監査や内部監査部門との連
携がより重要になる等の動きが
起きる。
③指名と報酬決定プロセスの明確化
　さしたる信頼もない経営陣に
対して株主は資金を託すことは
ない為、場合によっては、信頼
できない経営者には報酬減額、
また責任追及という手段を講ず
ることもあり得る。経営者に任
せてはいるけれども、きちんと
見ている関係や仕組みづくりが
重要。
④会社の目指すべきところ
　投資家は、企業がどの市場に
参入するか、事業はどのような
ポジショニング状況か、事業モ
デルの設計に資金投下されてい
るか等に関心を持っている。そ
のため経営者は資本市場に対
し、ストーリー性をもっていか
に「戦略」を語れるかが重要に
なる。
⑤事業ポートフォリオマネジメント
　どの企業に投資をすれば相対的

に儲かるか、というように投資家
は相対比較で物事を考える。この
視点はグループ内で事業ポート
フォリオを「管理」する本社が意
識すべきものであり、これを踏ま
えて経営管理のインフラを整えて
いくことが重要。

（３）本社の役割
　M&Aや会社設立により企業の
事業規模が拡大するにつれて、以
下のような本社の役割がより一層
問われることになる。
①見極める力（投資家的機能）
　個別事業の単独価値を見定
め、経営資源をどう配分・投入
するかを決定すること。また個
別事業ごとのバランスシートを
準備して横断的に事業を評価す
るなど、どの個別事業が儲かり
そうかをファイナンスの視点で
「見極める力」が本社には必要
である。
②連ねる力（連携強化機能）
　個別事業間の横の連携を刺激
させ、シナジー効果を追求する
こと。またM&Aや新規事業の
支援など個別の事業で取組みで
きない新しい繋がりを作るな
ど、グループ全体を「連ねる
力」が本社には必要である。
③束ねる力（グループ代表機能）
　会社を一つに方向付
け、また社内でアイデ
ンティティを伝達する
こと。また外部市場か
らヒト・モノ・カネを
調達することや、情報
開示・企業統治といっ
た外部との関係を維
持・向上させる等、グ

ループ全体を「束ねる力」が本
社には必要である。

　本研修会は、15名の企業役員の方
を含めて計42名が参加しました。質
疑応答のコーナーでは「オーナー企
業のガバナンス強化方法は？」、
「親子上場の是非をどう考えたらよ
いか？」、「海外子会社のガバナン
ス強化方法は？」といった実務的で
難しい質問が投げかけられました
が、松田先生からは明快且つ適確に
ご回答を頂きました。
　研修会に参加した感想としまして
は、今回の講義は、全体を通じて企
業事例を挙げながら解説頂いたこと
もあり、企業経営への理解を深める
ことができた大変貴重な機会となり
ました。また事業会社に所属してお
りますと、どうしても企業内の論理
で物事を考えてしまいがちですが、
資本市場・投資家という外部の視点
で物事を考える大切さに気付くこと
ができたのは個人的に大きな収穫と
なりました。今回の研修会で得た知
識や知見は、所属事業会社での仕事
に大いに活かしていきたいと考えて
います。
　最後となりましたが、この場をお
借りし、松田先生には改めてお礼申
し上げます。

４. 研修会に参加してみて
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機関監査やIPO支援、J－SOX支援導
入業務に従事された後、現在はデロ
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の東京と関西の
両方においてアドバイザリー業務・
企業価値算定業務に従事されておら
れます。

　組織内会計士委員会　社外役員専
門委員会ではデロイト トーマツ ファ
イナンシャルアドバイザリー合同会
社においてＭ＆Ａで多数のご経験を
有しておられます熊谷元裕先生をお
招きし「Ｍ＆Ａで失敗しないための
PMIのポイント～Pre PMIを意識し
たＭ＆Ａプロセスとは～」のテーマ
で研修会を開催いたしました。

　有限責任監査法人トーマツ神戸事
務所と大阪事務所で法定監査・金融

組織内会計士委員会　副委員長 川瀬　敬義

「M&Aで失敗しないためのPMIのポイント
～Pre PMIを意識したM&Aプロセスとは～」　開催報告

１. はじめに

２. 講師の略歴

　MOTTOは「灼熱」とのことで研
修の資料の最初のスライドも灼熱の
太陽となっていました。

　今回の講義内容はＭ＆Ａ成立後の
PMI（当初計画した統合効果を最大
化するためのＭ＆Ａ後の統合プロセ
ス）です。
　Ｍ＆Ａは戦略策定、ディールの実
施、統合の実施の流れでされます
が、このうちディールの実施は企業
側にとっても件数をこなすにつれ慣
れてきた感があります。しかし、そ

の後の統合の実施（PMI施策の実
施）についてはまだまだ慣れている
とは言えません。

 現在でも、Ｍ＆Ａ実行時に設定し
た目標を達成できた割合は４割にも
満たないとされており、それはPMI
に大きな原因があります。また、
PMI時には想定と違ったことが多く
発覚し、これに対する対応も必要と
なってきます。短期的にはこれを適
時適切に行うことがもとめられ、長
期的には事業計画達成に向けた活動
が求められます。

　PMIはＭ＆Ａは買収により何を実

現したいかについて、具体的なイ
メージを念頭に先述の３つの流れを
一貫して行うべきで、ディール時点
での当初計画及びDDで検出された
課題を基に統合方針を策定し、タス
クを洗い出し、優先順位をつけて実
行をすることが重要です。

 Ｍ＆Ａの交渉時は限られた情報を
基に検討を行っており、現場レベル
での課題は認識がほぼ不可能です。

そして、交渉成立後や統合実行後に
その現場レベルのこまごまとした課
題が噴出します。これは避けられな
いことと考え、当初想定していな
かった状況に対して適切に対応する
「仕組」を整えておくことが統合実
行直後の大きな損失を防ぐためには
重要です。
 買収された会社の従業員は特に現
場レベルでは不安が発生するため、
経営層から従業員向けに「本件買収
の背景」「事業計画」「統合方針」
をまとめた冊子を買収先のマネジメ
ント層や従業員に配布することも多
いとのことです。これにより、従業
員のモチベーションアップや現場レ

３. 講義内容

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会
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ベルでの統合準備が進むことになり
ます。特に統合方針を経営層から出
すことは重要で、これがないと従業員
は何をやっていいのかわからず、やる
べきことを出しても現状の延長線上と
なり、当初想定していたシナジー効果
が発揮できないことにつながります。

 この統合方針で重要な点がいくつ
か挙げられますが、特にいつまでに
何をやるかを策定しておくことが大
事です。
　初期（～１年目）では失敗を避ける
ということが重視されます。最も重要
なことは許認可などの法定順守タスク
を挙げ切っておくこと、次に顧客対
応、我々にも関係する連結対応、そし
て重要な人が退職しないようにするこ
とに留意する点です。また、意外に重
要なものとして退職給付制度をどうす
るかが挙げられます。
　初中期（～２年目）には当初計画
を実現するための施策を実施して、
その後（～４年目）に継続的に勝ち
残るための新たな施策実施を実行し
ていくことになります。
　これらはタスク管理表というもの
を策定して管理していくことになり
ますが、この優先順位をつけること
も重要です。

　先述の通り、統合実行直後の大き
な損失を防ぐためには仕組みを作る
ことが重要です。ある程度の規模の
統合になるとPMI推進体制が構築さ
れます。この体制は各分科会、分科
会のタスクを集約し早期に対応する
ための事務局、そして決断が必要な
場合にそれを行う経営層によるステ
アリングコミッティーの３段構成に
なることが一般的です。この推進体
制を適切に構築できてタスクをきち
んと認識していれば大失敗を避ける
ことができます。

　そして、DDからPMIへの連携の
ケーススタディーを行いました。
　Ｍ＆Ａは案件持ち込みがあったか
らということで紹介された企業あり
きで進むことも多いです。この場合
においても当該企業を基に戦略を描
き、その戦略実現のためにDDから
PMIへの連携がより重要となってき
ます。つまり、対象会社の事業計画
からPMIを設計し計画の実現につな
げるという流れができるかどうかが
鍵になります。
　ここで、事例を挙げられて解説を
されました。買収検討会社の持ち込
まれた事業計画がありますが、これ
に対し外部環境と内部環境の分析を

行い妥当性の検討を行い、修正事業
計画を策定します。特に事業計画の
前提条件がどうなっているのかを確
かめることが必要です。これはわれ
われ会計士の得意とする分野で、事
業計画を分解しどのようなパラメー
ターになっており、その妥当性を検
討するということで監査の考え方に
似ているとも言えます。そして修正
事業計画を買収価格に反映させるこ
とも必要となってきます。そして
PMIの設計を行い、それを実行する
ため体制とタスクを検討し当初計画
の実現に走っていきます。挙げられ
たケースでは比較的うまくいってい
るとのことでした。

　われわれ企業側の立場としてはＭ
＆Ａの契約締結後の方にも多くの労
力を割くことになります。PMIはど
うあるべきなのか、現実はどうなっ
ているのか、そして最低限行うべき
ことを学べたことは大いに役に立ち
ました。
　MOTTOの「灼熱」の通りとても
熱く、また楽しい講義でした。熊谷
先生には厚く御礼を申し上げます。

４. 研修会に参加しての感想
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「忠臣蔵」などで大衆の人気を博し
た古典芸能です。「講釈師、見てき
たような嘘をつき」とも言われます
が、講談では全国津々浦々を旅した
ことになっている黄門様こと徳川光
圀公は、江戸と水戸を往復していた
だけという説もあるようです。東京
講談は神田松之丞師からブームと
なっていますが、大阪講談は昔なが
らのきれいな大阪ことばで心地よく
事実のように聴かせてくれます。

　会計士講談を作るにあたり、私た
ち委員にとって最初の関門となった
のが、元経済記者の講談作家の方に

　近畿会組織内会計士委員会は未就
業問題を機に発足したこともあり、
公認会計士を企業様や受験生予備軍
となる若い世代に幅広く知っていた
だくための活動をしております。こ
の度、会計士講談を作成し、11月23
日（月・祝）に此花千鳥亭でお披露
目いたしましたので、ご報告いたし
ます。

　講談は、戦国時代に殿様に昔の戦
の話をした御伽（おとぎ）衆、また
は、平安時代に仏教を民衆に広めた
説法から始まったとも言われ、江戸
時代後期には「水戸黄門漫遊記」や

組織内会計士委員会　副委員長 岩﨑　香織

公認会計士講談お披露目会のご報告

Ⅰ．講談とは

公認会計士のイメージをお伝えする
ことでした。特定のクライアント様
や所属企業が思い浮かばない、わか
りやすく面白いエピソードが必要で
す。しかし、さすがプロの講談作家
だけあって、公認会計士のイメージ
にあう俳優は、公認会計士のイメー
ジカラーは？など、身構えていた私
たちから色々と引き出してください
ました。ちなみに、男性陣のイメー
ジする女優は公認会計士試験PRポ
スターの小澤奈々花さんでした。

　いよいよ、此花千鳥亭に北山近畿
会会長をお迎えし、委員も集結して、

五代目旭堂小南陵師の高座でのお披
露目となりました。公認会計士をラ
グビーの審判に例えて、公正、公平
を大事にする公認会計士の姿勢をア
ピールする講談となりました。

　なお、此花千鳥亭は小南陵師が起
業して作られた日本で、世界で唯一
の講談専用の常設小屋です。台風の
影響で建設業者が来られない中、

DIYで作ってしまった情熱に惹かれ
ました。

　来年度以降、研
修などを通じてよ
り多くの方に会計
士講談をお聴きい
ただく機会をご提
供していきたいと
考えております。
また、組織内会計
士の新しいパンフ
レットの表紙を当
日の写真として、
ソフトな上方の公

Ⅱ． 伝えるのって難しい

Ⅲ．いざ、お披露目！

Ⅳ．最後に 

認会計士をアピールしておりますの
で、是非、楽しみにしていただける
と幸いです。
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たとのことです。つまり、既存企業
が従前の閉鎖的でコストの高い自己
開発にこだわることなく、新たな分
野に投資することが必要不可欠であ
り、そのための手段として、新しい
技術・ノウハウ等を持つイノベー
ションの担い手であるベンチャー企
業との協働を推進する目的があるよ
うです。自前での開発では時間がか
かりすぎるため、すでに開発を進めて
いるベンチャー企業に投資しようとす
る既存の大企業を支援することで、内

　今回のテーマは「令和２年度税制
改正大綱」です。2020年１月31日
（金）14：00から、日本公認会計士
協会近畿会において、令和２年度与
党税制改正大綱について、日本経済
団体連合会の小畑良晴経済基盤本部
長にご解説いただきましたので、そ
の後の税制・税務委員会において、
まだ覚めやらぬ興奮の中、出席メン
バーで熱く語り合いました。

　オープンイノベーションを促進す
る観点から、次世代のイノベーショ
ンを担うベンチャー企業に係る新た
な税制措置として、一定のベン
チャー企業への出資に対し、きわめ
て異例の措置ではあるものの、出資
の一定額の所得控除を認めることに
なるようです。メンバーの多くは、
ベンチャー企業支援の税制改正だと
理解していたようですが、実はその
背景には経済界からの強い要請があっ

部留保した資金を拠出させることを
目指しているようです。一見中小企業
支援のように思えますが、実は大企業
を支援する政策であるとは、なかなか
税制改正も興味深いものです。

　未婚のひとり親に対する税制上の
措置及び寡婦（夫）控除の見直しが
行われるようです。そもそも戦争未
亡人救済のための制度であったよう
ですが、婚姻暦の有無による不公正
と男性のひとり親と女性のひとり親
の間の不公正が問題視され、公明党
が以前から主張していたものです。
しかし、なぜ今見直す必要があるの

でしょうか。戦争未亡人救済が必要
とされていた当時とは社会的背景が
大きく変化しています。未婚の親で
あったとしても、女性の方が所得が
高いケースも増えてきました。ま
た、婚姻の形も多様も化し、事実婚
等をどのように捉えるか複雑な問題
も出てきました。そこで、男女間で
同条件とする今回の改正となったわ
けです。ただし、不正利用を防止す
るために、住民票の続柄記載をもと
に控除対象外とするようですが、例
えば児童手当をもらっていると対象
外となる等、様々な対応が取られる
ようです。

　所有者不明土地の削減を目指すた
め、所有者を明確にする主体を自治
体ではなく、相続人等に対して現に
所有しているものとして、その使
命、住所等を申告させることができ
る制度を創設するようです。固定資
産税課が全ての情報を所有している
とは限らず、従来所有者を明確にす
ることが困難でした。相続時に所有
者を明確化することで、所有者不明
土地を削減させる効果を期待してい
ます。しかし、新しい制度がどこま
で有効か激しい議論が繰り広げられ
ました。例えば、連帯納付義務があ
るので１人でも所有者が分かればそ

税制・税務委員会　委員長 田中　久美子

今回のテーマの概要 Round １

Round ２

Round ３

『税制改正の背景にあるものは？』

税制・税務委員会の熱きバトル第４回
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れで事足りるのではという意見に対
して、それすら見つからない現実を
どのように解決するか苦肉の策であ
るとの意見もありました。
　現状、リニアモーターカー工事で
山林開発が必要となっていますが、
所有者が不明で開発が困難となって
いるケースが発生しています。ま
た、山林が開発によって一等地と
なってしまうと固定資産税がかかる
ことになってしまいます。しかし、
贈与税回避のため共有資産として固
定資産税を支払い続ければ自己所有
となるのではないかという意見もあ
り、白熱した議論が展開されまし
た。併せて、そもそも登記費用が高
額のため変更登記が行われないので
はという意見も出てきましたが、登
録免許税はまた別の議論となりそう
です。

　認定地方公共団体の寄附活用事業に
関連する寄附をした場合の法人住民税
法人税割額及び法人事業税額の特別控

Round ４

除制度、いわゆる企業版ふるさと納
税制度について、実際に利用される
ケースがあるのかどうかという点に
ついて議論しました。オーナーの出
身地に寄附を行うことが、そもそも
オーナーの個人的な支出を法人が負
担することになって、判例で認めら
れなかったケースに該当するのでは
ないかという意見もありました。ま
た特定の地方公共団体に寄附するこ
との説明理由が見つからないのでは
ないかという話しになり、そもそも
この制度を創設する意味はあるのか
と議論は尽きることがありませんで
した。

　このように、税制・
税務委員会では税務に
関する奥深いテーマを
掘り下げて検討してい
ます。今回は、各種の
税制改正がなぜバラバ
ラに行われるのか、そ
の背景を紐解くことで
一つ一つの改正が政治

的にどのように行われようとしてい
るのか非常に明確に理解することが
できました。その他にも税務業務に
即戦力として役立つものから、離婚
等を絡めたどろどろしたものまで幅
広く検討していきたいと考えており
ます。少しでも興味を持っていただ
けるようであれば、税制・税務委員
会に名を連ねて一緒に考えていきま
せんか。メンバーとしては税制税務
に長けたベテランから、全くの初心
者まで幅広く揃っておりますので、
どうかお気軽にお問い合わせくださ
い。（お問合せは日本公認会計士協
会近畿会事務局まで）
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等の様々な活動を行っています。
　その活動内容は近畿C.P.A.ニュー
スでお知らせしておりますが、今号
では業界を担う優秀な人材のリク
ルートと位置付けております大学生
向けの制度説明会の１年間の活動内
容をご報告させていただきます。

　広報部においては、優秀で多様な
人材が将来の公認会計士業界を担っ
て欲しいという思いで、主に新入生

　３月と言えば出会いと別れの季
節、多くの大学生たちが華やかな卒
業式を終え、社会人としての旅立ち
を迎える季節であり、そして、４月
になればキャンパスには入れ替わり
で希望に満ち溢れた新入生たちが大
学の門をくぐり学生生活が始まる桜
の季節であります。
　近畿会広報部では、本部の広報活
動との連携を保ちつつ、社会での公
認会計士業務に関する認知度の向
上、会計基礎教育（ハロー！会計）

広報部 松井　義継

広報部活動のご紹介
～公認会計士制度説明会（大学生向け）

制度説明会概況報告

関西大学
摂南大学
近畿大学
大阪経済大学

桃山学院大学

大阪府立大学
大阪経済法科大学

大阪市立大学

大阪大学（前期）

大阪大学（後期）
和歌山大学

和田林一毅（広報部前副部長）
和田林一毅（広報部前副部長）
富田　真史（広報部副部長）
桂　真理子（広報部副部長）
桂　真理子（広報部副部長）
米山　高志（広報部）
森村　照私（広報部）
桂　真理子（広報部副部長）
種田ゆみこ（広報部副部長）
松井　義継（広報部副部長）
宮口　亜希（広報部部長）
桂　真理子（広報部副部長）
細谷　明宏 氏（OB）
今井　康好（広報部副部長）

三宅　良河 氏（OB）
西村　智子 氏（OG）
福永　陸人 氏（OB）
田中蘭音也 氏（OB）

岩田　寿紀 氏（OB）

小岩　弘和 氏（OB）
渕本　昌孝 氏（OB）

村上　恭子 氏（OG）

村上理奈子 氏（OG）

宮口　　拓 氏（OB）
南方　得男 氏（OB）

坂本　紗花 氏（OG）
　　　有将 氏（OB）
黒澤　健太 氏（OB）

寺田奈美子 氏（OG）
藤原　大花 氏（OB）

山本　芳樹 氏（OB）

岩本　直輝 氏（OB）

田中　寧々 氏（OG）
岩壺　稜太 氏（OB）

2019/
2019/
2019/
2019/

2019/

2019/
2019/

2019/

2019/

2019/
2019/

4/
5/
6/
6/

7/

7/
7/

7/

7/

10/
12/

3
28
19
24

10

12
22

26

29

30
5

700
190
170
12

80

170
80

180

200

177
250

大学名 ご協力いただいた公認会計士の皆様日　程 参加人数

～1回生を対象とした公認会計士制
度説明会を毎年多くの大学で実施さ
せていただいています。
　本年度は、４月早々の関西大学商
学部の新入生オリエンテーションで
の実施を皮切りに、近畿会の活動域
に所在する各大学の先生方のご理解
とご協力を得まして、10大学、約
2200人の学生を対象に実施させてい
ただきました。関係教育機関の皆様
にはこの場を借りて厚く御礼申し上
げます。
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計士の仕事が魅力的と思っていただ
けるよう心掛けています。
　そしていよいよ真打登場、各大学
OB・OGを中心とした若手会員（準
会員）から自らの経験を熱く話して
もらうセッションに入ります。　
・自分が学生時代なぜCPAを目指
そうと思ったのか
・目的を達成するための意識改革や
心掛け
・合格した時の喜びと現在の仕事で
のやりがい
等を直接語りかけると、それまで退
屈そうにしていた学生も興味を持っ
て耳を傾け、次第に表情が変わって
いくのが非常に印象的でした。

　説明会実施後には、学生の皆さん
から簡単なアンケートを提出頂いてお
り、「あまり知らなかったが興味が出
た」、「進路の一つとして検討した
い」等の前向きなコメントも思ったよ
り多くあり、制度説明会の実施が有意
義なものであると実感する一方で、
今後の実施に関して参考になるコメ
ントが多く記載されており、広報部
内で情報共有し、より有意義な説明

会になるよう努めています。
　公認会計士は会計、監査のスペ
シャリストであることはもちろんで
すが、国際化・IT化・業務の多様化
等の環境変化が激しい中では様々な
バックボーンを持った優秀な人材が
この業界に必要だと感じています。
制度説明会は主として会計学のある
学部（商学部や経営学部等）のカリ
キュラム（授業）で実施されるケー
スが多く、経済学部や法学部等の他
の文系学生や、理系学生にもお話し
できる機会が少ないことは課題だと
考えております。

　最後になりましたが、当日の説明
会にご登壇いただきました各校
OB・OG、各監査法人の皆様には厚
く御礼を申し上げるとともに、引き
続き2020年の広報活動にもご協力を
いただけますようお願い申し上げま
す。実施大学のOB・OGで当日の制
度説明会にご登壇いただける会員・
準会員の方がおられましたら、前記
表に記載の近畿会広報部員にご一報
をいただけると嬉しく思います。故
郷に錦ならぬ、出身大学に錦を飾り
ましょう! !

　さて、肝心の説明会の内容です
が、単なる公認会計士の仕事内容や
試験制度の説明だけだと、新入生に
はチンプンカンプン、「何だか難し
そうで試験も大変そうな職業だな
…」と思われかねてもいけないの
で、会計士協会広報部としてもそれ
なりに仕掛けを用意してメニューを
考えています。まずは冒頭、公認会
計士協会本部作成によるDVD「コ
ウニンカイケイシってナンダ！？」
を見てもらうのですが、公認会計士
に対する少し堅そうなイメージを払
拭すべく、ソフトなタッチの仕上り
になっています。
　続いて、公認会計士の仕事内容、
試験等の制度説明を広報部員から行
うのですが、実施する時期や、学年
により学生側の知識、公認会計士と
いう資格に対する興味等も様々です
ので、あらかじめ自分なりに想定し
て話す内容を考えておく必要があり
ます。一人でも多く優秀な人材に公
認会計士を目指して欲しいというの
が第一の目標ではあるのですが、一
方で出席している学生の多くは現時
点で公認会計士になりたいと思って
いる人ではないで
すので、会社経営
における会計の役
割や、ビジネスパー
ソンとしての会計
リテラシーの必要
性、なぜ会計監査
が必要なのかとい
う社会的な意義を
理解していただい
たうえで、公認会

制度説明会の内容について

今後の運営課題
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竹中が子育て中の会計士パパを代表さ
せて頂き、この記事を通して、普段の
生活・業務の中でのハプニング・ある
ある話や、各種子育てパパ向けセミ
ナーに出席した際の体験記、同じ状況
の会計士パパへのインタビュー内容等
について、皆さんに共有させて頂けた
らと思っております。
　皆さまにも気楽に目を通して頂ける
ようなエッセイ的な記事にできたらと
考えておりますが、なにぶんこのよう
な記事を書くのは初めての経験ですの
で、温かく見守って頂けますと幸いです。

　さて、今回が第１回となりますの
で、簡単に自己紹介をさせて頂きたい
と思います。私は大手監査法人勤務の
マネジャーでして、昨年７月に無事40

　皆さま、初めまして。ダイバーシ
ティ推進委員会副委員長の竹中と申し
ます。今回より、「子育てパパ会計士
の日常」という隔月掲載（連載数は未
定です）の企画をスタートさせて頂く
ことになりました。
　当企画を始めることになった経緯で
すが、私がダイバーシティ推進委員会
に所属させて頂くことになり何ができ
るだろうと考えた際に、働く女性が増
えてきた現代社会では夫婦間における
パパ側の立ち位置や仕事の仕方なども
以前に比べて大きく変わってきている
はずであり、最近のパパの日常をお伝
えすることでこれをお読みの皆さんと
共有できる何かがあるのでは、と考え
たことがきっかけです。
　そこで誠に僭越ではありますが、私

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1回  竹中パパの場合

歳（数えで42歳の本厄です（汗））を
迎えました。子供は長男が小１、長女
が幼稚園年少で、いわゆる悪魔のイヤ
イヤ期は過ぎたものの、わがまま放
題、暴れ放題の時期でございます。現
在、私の仕事の中心は会計監査となり
ますので繁忙期における忙しさに関し
ては皆さまお察しの通りかと思います
が、我が法人における働き方改革の結
果、昔と比較すると残業時間は減って
きたかと感じています（それでも、妻
からは「全力を出せばもっと早く帰れ
るはず」と言われる日々です…）。
　妻は会計士ではなく、17時30分上が
りの時短勤務で一般事業会社に勤めて
おり、仕事終わりに学童預けの息子と
延長保育の娘を迎えに行っています
が、やむなく残業のケースもあるよう

で、日々苦戦している模様です。私が
早く帰れる日は迎えを交代することも
ありますが、私が定時上がりを約束で
きる日が少なく、こちらももう少し努
力せねばと反省の日々です。
　妻との家庭内業務の分担は、私が平
日遅くなることも多いため、夜は食器
洗い、洗濯物の片付け、お米研ぎ辺り
で「本日閉店」（できない日もちょく
ちょくあり）。朝は事業会社と比べる
と余裕があることが多いため、私が主
に娘の幼稚園送りを担当しています
が、出がけに娘がグズることも多く、
（あまり大きな声では言えませんが）
このせいで仕事を遅刻しかけたことも
多々あります。時間がなくなるとつい
焦って娘をしかりつけてしまうのです
が、さらに泣きじゃくってしまい悪循

環でしかないため、いかに心を落ち着
け、子供の目線に立ち、最後まで付き
合ってあげられるかどうかが勝負であ
り、最近では成功率８割程度をキープ
しております。まあ実際には、家から
幼稚園まではドアtoドアでたったの３
分ほどなので、娘の機嫌さえ良ければ
ほんの一瞬のことなのですが、意外と
そうとも限らないところが子育ての難
しいところです。
　週末は上記に加え、主に習い事の送
り迎えと子供の遊び相手を担当してい
ます。昔は夜の寝かしつけのため、い
かに昼間に疲れさせるかが勝負であ
り、近くの公園で子供と一緒に私もか
なり体を張って遊んでいましたが、最
近はそれもだいぶ落ち着き、家で過ご
せるようになったためほっとしています。

　以上、とりとめのない記事となり大
変恐縮しておりますが、近畿会会員・
準会員の皆さま、改めましてどうぞよ
ろしくお願い致します。皆さまのご意
見・ご感想を心よりお待ちしております。
（特に会計士パパの皆さまより、家庭
内業務分担に関するコメントをぜひ！）

ダイバーシティ推進委員会企画記事
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（提　案　者）会長　北山　久恵
（提案内容）提案者より、第55事業年度の事業計画（案）について下記のとおり説明があった。

第55事業年度　事業計画（案）
～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～

Ⅰ．基本方針
　監査・会計プロフェッションとしてイノベーションにより、監査及び会計に対する社会からの信頼を確
立するとともに、新たな時代に必要とされる会計人材の育成と活躍支援を行い、公認会計士という職業の
魅力を高め、これからの公認会計士業界の未来を切り拓く。

Ⅱ．重点施策
１．監査の品質の維持向上を目指した監査業務の調査研究と情報発信
（１）テクノロジーの進化が監査に与える影響を含め、これからの監査の在り方について調査研究を行い

提言を行う。
（２）監査上の主要な検討事項（早期適用事例の分析、原則適用への対応）及び不正事例の調査研究を行う。
（３）監査実務の実態調査（監査期間・時間・報酬等）を行う。
２．公認会計士の活動領域の拡大に対応する会員への支援を通じた地域への貢献
（１）地方公共団体、非営利法人（特に社会福祉法人、医療法人）の会計・監査の発展・充実に向けての

調査研究・活動を通じて、会員の業務遂行を支援するとともに地域社会への浸透を図る。
（２）税務、コンサルティング、中小企業支援、海外関係業務等、会員の業務遂行を支援するとともに地

域経済の活性化を図る。
３．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するためのイノベーションの推進
（１）ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

　監査法人、個人、組織内会計士、社外役員、女性、若手・中堅等、組織横断的に「働きがい」及
び「多様なキャリアパス」等の取組みを情報共有し、公認会計士業界全体に提言を行う。

（２）近畿会の会務改革の推進
　会務運営、情報発信、厚生行事及び財政等の近畿会の在り方について検討し、会務改革を進め、
会員の協会活動への参画・利用の促進や会員相互間の活発な交流等の協会活動の活性化を図る。

４．新たな時代を切り拓く、魅力ある公認会計士の人材育成
　研修体系を見直し、監査・会計プロフェッションの人材育成のため、監査・会計スキルのみなら
ず、それらに関わるコンサルティング能力を高めるための勉強会やセミナーを開催する。

５．公認会計士の認知度向上のための広報活動と優秀な人材の確保
　地域会として担うべき広報活動を効果的に行い、公認会計士に対する社会の認知度を高め、これか
らの優秀な人材を確保する。

６．協会本部との適切な連携
　協会本部の動向や最新情報の提供を通じて会員の業務遂行の支援を行うとともに、必要に応じて協
会本部に対して近畿会の会員の意見や取組みを集約し提言等を行う。

　この提案については、審議の結果、原案通り承認された。

日　時：2020年２月６日（木）18時～20時 ／ 場　所：近畿会会議室 ／ 出席者：36名（役員数43名）

第１号議案   第55事業年度事業計画に係る基本方針及び重点施策について

第54事業年度 第10回 定例役員会報告

審　議　事　項



（提　案　者）経理部長　髙見　勝文
（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員１名について、診断書を添付の上、病気の為の会費免除の申請があった。近畿会会費規程第７条第１項
第二号に該当するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果承認
された。

２．会員６名について、勤務者においては勤務先への休暇届（写）、非勤務者においては申述書及び母子手帳
（写）を添付の上、出産・育児の為の会費免除の申請があった。近畿会会費規程第７条第１項第三号に該当
するため、近畿会規約第12条第１項により会費を免除したいとの説明があり、審議の結果承認された。

（提　案　者）経理部長　髙見　勝文
（提案内容）提案者より、以下の説明があった。
１．会員９名について、申述書及び勤務証明書、名刺を添付の上、一般事業会社等に勤務の為、会費減額の特
例の申請があった。会費規程第８条第１項第一号ハに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額
（近畿会会費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

２．会員３名について、申述書及び登記簿謄本、名刺を添付の上、会社経営者の為、会費減額の特例の申請が
あった。会費規程第８条第１項第一号ホに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会会
費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

３．会員１名について、申述書を添付の上、公認会計士としての業務に従事しない為、会費減額の特例の申請
があった。会費規程第８条第１項第一号ヘに該当するため、近畿会規約第13条により会費を減額（近畿会
会費の半額に減額）することと致したいとの説明があり、審議の結果承認された。

（報　告　者）会長　北山　久恵
（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
　日本経済新聞（2020年１月15日）で『監査法人交代制見送り』という記事が掲載された。１月にも報告してい
るが、昨年10月に金融庁から公表された「監査法人のローテーション制度に関する調査報告」（第２次報告）へ
の対応として、公認会計士協会は、チームメンバーローテーションに関し、社会的に影響の高い会社（時価総額
5000億円以上）、監査補助者から継続して業務執行社員として関与する場合の長期関与（10会計期間）を提案
し、関係各所との調整を図っている。この取扱いに関する会長通牒が２月中に公表される予定である。
　なお、2020年４月以降開始の事業年度から適用される改正後の「独立性に関する指針」（監査業務担当者が長
期関与する場合、必要に応じてローテーションを行うなどのセーフガードが必要）は、全ての監査人が遵守する
ことが求められており留意願いたい。
　昨年12月に開催されたIFAC－国際会計士倫理基準審議会（IESBA)において、以下の公開草案が承認された。
（コメント募集は５月初旬頃）

（１）報酬依存度が15％超の場合　　
　　　①２年連続：第３者による意見表明前レビューや監査報告書等での開示が必要
　　　②５年連続：監査人の強制辞任（ただし公共の利益に照らしてやむを得ない事情の例外規定あり）
（２）非保証業務　
　　　①統治責任者による事前承認（了承：concurrence）
　　　②重要性にかかわらず、自己レビューの阻害要因を生じさせる非保証業務の同時提供の禁止

第２号議案   会費免除について

第３号議案   会費減額の特例について

報　告　事　項

第１号議案   会長報告
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　また、アグレッシブなタックス・プランニングについても、職業的専門家としての倫理面から検討が行われて
おり、これらについては、日本においても影響が大きいと思われる。
　随時報告していくので今後の動向につき留意願いたい。
　２月29日、茶屋町アプローズタワーで「財務諸表監査の質を巡る規制のあり方シンポジウム」を開催し、大学
研究者とのパネルディスカッションを予定している。関心のある方には是非ご参加願いたい。
　３月19日には、グランフロント大阪で、中日本五会研究大会が開催される。
　各部・委員会や会員の研究報告であり、皆様の情報交換・交流の場であり、多くの方の参加をお願いしたい。

（報　告　者）総務部長　小松野　悟
（報告内容）報告者より、関西地区三会と近畿財務局との意見交換会の実施結果について報告があった。
（日　時）2020年２月５日（水）12：00～14：00
（場　所）KKRホテル大阪　３階「曙の間」
（テーマ）「公認会計士を巡る最近の動向について（①ＩＴを使った監査について、②「経営者保証に関する

ガイドライン」と公認会計士の果たすべき役割について）」、「最近の経済情勢について」、「開
示行政に係る金融庁の最近の取組について」

（出　席）近畿会７名、京滋会３名、兵庫会３名、金融庁１名、近畿財務局５名

（報　告　者）厚生部長　荒井　巌
（報告内容）報告者より、ボウリング大会の実施結果について報告があった。
（日　時）2020年１月25日（土）13:30～17:00
（場　所）心斎橋サンボウル
（参加者）74名（ご家族含む）

（報　告　者）広報部長　宮口　亜希
（報告内容）報告者より、以下の報告があった。

１．公認会計士制度説明会（高校訪問）の実施結果について
（学校名）大和高田市立高田商業高等学校
（日　時）2020年１月10日（火）15:00～16:00
（参加者）１年生　200名

２．SNS等を利用した広報活動の取組みについて

１．（報　告　者）担当副会長　洪　誠悟
　　（報告内容）報告者より、CPE協議会の実施結果について報告があった。
２．（報　告　者）研究・CPE研修部長　山本　憲吾
　　（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
　　　　１．第51回中日本五会研究大会（近畿会当番会）の準備進捗状況について　
　　　　　　（日　時）2019年３月23日（土）

　　　①自由論題　・午前の部　10：30～12：00
　　　　　　　　　・午後の部　13：00～14：30
　　　②統一論題の部　　　　　15：00～17：30
　　　③懇親パーティー　　　　17：45～19：00

２．CPE研修計画及び実施結果について

第10回 定例役員会報告

第３号議案   厚生部報告

第２号議案   総務部報告

第４号議案   広報部報告

第５号議案   研究・CPE研修部報告
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（報　告　者）会員業務推進部長　矢本　浩教
（報告内容）報告者より、会員への業務推薦状況について報告があった。

大阪府　大阪府人事監察委員会委員の推薦
八尾市　八尾市市民活動支援基金事業助成金審査会委員の推薦
他５件

（報　告　者）監査会計委員会委員長　柴原　啓司
（報告内容）報告者より、第268回企業財務研究会（近畿会当番会）の実施結果について報告があった。

（日　時）2020年１月23日（木）10：00～12：00
（場　所）近畿財務局 会議室
（テーマ）「監査基準の改定（KAMの導入）について」
　　　　　～改定内容のポイントと監査役等へのアンケートの実施～
（出席者）近畿財務局９名、近畿会８名、京滋会６名、兵庫会４名

（報　告　者）公会計委員会委員長　奥谷　恭子
（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公開シンポジウム「地方自治体の新たな時代の幕開け～内部統制制度の導入への取組み～」の実施結果に
ついて

　（日　時）2020年１月27日（月）14：00～17：00
　（場　所）ホテルモントレ大阪７階「アマリエ」
　（プログラム）基調講演１「地方自治法改正と内部統制制度導入」
　　　　　　　　基調講演２「内部統制による組織ガバナンス改革」
　　　　　　　　パネルディスカッション「内部統制制度の導入と公認会計士の活用について」
　（講師等）基調講演１：谷　　伸雄氏（総務省自治行政局行政課（兼）行政経営支援室課長補佐）
　　　　　　基調講演２：石井登志郎氏（西宮市長）
　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　パネリスト：山本　晶子氏（西宮市総務局担当理事）
　　　　　　　　　　　　武市　彰史氏（豊中市総務部行政総務課課長）ほか
　（出席者）会員等70名、地方自治体関係者70名
２．地方公共団体包括外部監査人・監査委員協議会の実施結果について
　（日　時）2020年２月５日（水）16：00～18：00
　（場　所）近畿会会議室
　（テーマ）「地方公共団体監査専門委員会、地方公会計・監査検討専門委員会での取り組みの状況等について」
　（講　師）大川　幸一氏（協会本部公会計委員会委員）
　（出席者）地方公共団体包括外部監査人・監査委員９名、近畿会公会計委員13名
３．先進的な取組みを進めている自治体（島根県隠岐郡海士町）への視察について

第10回 定例役員会報告

第６号議案   会員業務推進部報告

第７号議案   監査会計委員会報告

第８号議案   公会計委員会報告
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（報　告　者）経営委員会委員長　安井　聖美
（報告内容）報告者より、三会協働事業「人材育成セミナー」の実施結果について報告があった。

（日　時）2020年１月30日（木）18：30～20：00
（テーマ）「リーガルテック企業の事業戦略と知財戦略」
（講　師）橋詰　卓司氏（弁護士ドットコム株式会社クラウドデザイン事業部マーケティングチーム兼リーガルデ
　　　　　ザインチーム）
　　　　　堀口　　圭氏（弁護士、株式会社日本法務システム研究所CEO）
（場　所）日本弁理士会関西会会議室
（出席者）大阪弁護士会９名、日本弁理士会近畿支部27名、近畿会会員15名

（報　告　者）IT委員会委員長　細谷　明宏
（報告内容）報告者より、情報システムコントロール協会（ISACA）大阪支部との共催研修会の実施結果について

以下の報告があった。
（日　時）2020年１月29日（水）18：30～20：30
（場　所）北浜フォーラム　大会議室
（テーマ）「AIガバナンスとシステム監査について」
（出席者）ISAKA大阪支部49名、会員等41名

（報　告　者）組織内会計士委員会委員長　原田　貴志
（報告内容）報告者より、一般企業向け「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。

１．（日　時）2020年１月24日（金）14：30～17：00
　　（場　所）近畿会研修室
　　（テーマ）「信用格付けの活用方法」
　　（講　師）小林　　茂氏（株式会社格付投資情報センター（R&I）格付本部副本部長兼国際部長）
　　（出席者）一般企業７名、会員等27名
２．（日　時）2020年２月３日（月）14：30～17：00
　　（場　所）近畿会研修室
　　（テーマ）「企業価値創造を目的としたグループ経営と本社の役割」
　　（講　師）松田　千恵子氏（首都大学東京大学院経営学研究科教授、キリンホールディングス株式会社/
　　　　　　　サトーホールディングス株式会社社外取締役、日本CFO協会主任研究員）
　　 （出席者）一般企業15名、会員等27名
　　　　　　　

第10回 定例役員会報告

第９号議案   経営委員会報告

第１０号議案   IT委員会報告

第１１号議案   組織内会計士委員会報告
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「『春日大社』の新年の参拝と新年懇親会」開催報告
奈良地区会　会長　山添　清昭

REPORT
地区会
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奈良地区会

　令和２年２月１日（土）15時に、
春日大社の南門に集合し、春日大社へ
の新年の参拝と国宝殿等の見学、17
時から、東大寺の南大門横の老舗「観
鹿荘」での新年懇親会を行いました。
今回の奈良地区会の行事は、春日大社
の参拝が６名で、新年懇親会は、９名
の参加者でした。
　春日大社では、御祈祷所でご祈祷を
受け、心身を清めてから、ご本殿の参
拝や境内の散策を行いました。今回の
行事は、奈良地区会の担当副会長の岡
本善英会員のお手配により、春日大社
の宮司の秘書担当の方より、丁寧に、
社殿の歴史や大社の中の燈篭のいわれ
など詳細に説明をいただきました。
「いま皆さんが通っているこの門は、
藤原時代は、藤原家の方しか入れない
門だったんですよ」とか「ここからの
お社の眺めは、1000年前とかわって
いません」など、参加者一同、感動し
ました。春日大社の社殿は、朱塗りで
美しく、多くの青銅色の釣り燈篭が並
んでおり、久しぶりに見て、厳かな雰

囲気に心が休まりました。岡本会員に
は、日頃から奈良地区会の副会長とし
て、地区会事業につきましても、常に
積極的に協力していただき、この場を
お借りしまして御礼を申し上げます。
　春日大社の国宝殿では、期間限定の
特別展「最古の日本刀の世界展」も鑑
賞しました。国宝殿は、出来てまだ新
しく、通常は春日大社の宝物の展示が
されているのですが、今回は、特別展
が開催中で、春日大社伝来の日本刀や
たくさんの美しい日本の刀を見ること
が出来ました。見学した刀は、すべて
ピカピカに磨かれており、まぶしく
光っておりました。

　国宝殿等の見学終了後、奈良公園の
中を10分ほど歩いて「観鹿荘」で懇
親会を行いました。「観鹿荘」は、東
大寺の南大門横にある、日本庭園のお

庭が美しい
料理旅館で
す。懇親会
においても
私たち奈良
地区会の大
先輩であり
ます、大塚
豊会員と西
浦康邦会員
に参加して
いただきま
した。先輩の方々の経験談を聞かせ
ていただけて昔話に花を咲かせるこ
とが出来、参加者一同、懇親を深め
ることが出来ました。参加の人数の
関係かもわかりませんが、今回の懇
親会は、参加者全員が話の輪に加わ
り、いままでになく、話が盛り上が
りました。
　奈良地区会会員にとり、ますます
魅力的な地区会として活動すべく、
会員の皆様方の協力と、会の行事へ
のご参加をお願いします。
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　2019年12月21日（土）、第２回

将棋部を大阪福島の「串ぼうず」で開

催しました。

　９名の近畿会会員、４名の近畿会準

会員、１名の他地域会会員の合計14名

が参加しました。15時から３時間対局

し、その後、21時頃まで忘年会をしま

した。

　棋力が様々ですので、駒落ち対局を

したり、高段者の方に２面指しで指導

対局をしていただいたり、お店のマス

ターに初心者へのレクチャーをしてい

ただいたりしました。

　９月は対局時間を１時間しか設けて

いなかったので、懇親会中も将棋をし

ている部員もいましたが、今回は対局

将棋部だよりREPORT
厚生部

01

時間を３時間設けたため、皆さんお

疲れで、忘年会中は将棋をせずに歓

談していました。年代も勤務先もさ

まざまですので、将棋以外の話題で

も盛り上がりました。

　2020年１月11日（土）、第３回将

棋部を近畿会会議室で開催しました。

　６名の近畿会会員、１名の近畿会

準会員、１名の他地域会会員、２名

の不動産鑑定士の合計10名が集まり

ました。15時から18時すぎまで対局

し、その後７名で懇親会をしまし

た。

　今回は、級位者同士の対局で、対

局時計を使用してみました。対局時

計を使用すると、公平な気はします

が、慣れておらず、集中力や思考力

が落ちてしまい、荒れた内容になっ

てしまいました。

　懇親会では、日頃の将棋勉強法や

将棋関連アプリが話題になりまし

た。その中で、「５五将棋」を紹介

された方がいました。早速、有段者が

川喜多　由博世話役

「５五将棋」のアプリに挑戦してい

ましたが、苦戦されていました。升

目が９×９から、５×５になったこ

とで、大駒（飛車・角）の働き・価

値が下がってしまうところ、その感

覚に慣れなかったのかと思われま

す。似ていても、少しステージが違

うだけで、駒の価値が変わってしま

うことに感じ入りました。

　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。活動

は、概ね、月１回を予定しています

が、任意参加で遅刻早退ＯＫとして

いますので、気軽にお越しいただけ

ると嬉しいです。

　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」

からご登録をお願いいたします。

第２回風景 第３回風景



　毎年恒例となりました趣味の会によ

るテニス交流会（練習会）につきまし

て、寒さが厳しい時期ではありました

が、2019年もあとわずかとなった12

月21日（土）に大阪にある江坂テニス

センターのインドア（室内）コートで

実施されました。インドアコートとい

うこともあり、暖房設備が管理されて

おり、大変快適にテニスを楽しむこと

ができました。

　今回の練習会では、従来よりラリー

練習を多く実施しました。またラリー

においても、コートを半分に分けての

ストレートラリー以外にも、今回はク

ロスラリーの練習も実施しました。テ

ニスの試合では、シングルスとダブル

スがありますが、ダブルスでは基本ク

ロスラリーの打ち合いとなるため、ラ

リーの中でもクロスラリーの精度を高

めてできるだけ長く続けることができ

るかがポイントになります。また人に

よっては、フォアハンド（ラケットを

持つ手の側）とバックハンド（フォア

ハンドの反対）の得意不得意があるた

め、どちらを攻撃的に打つのかもしく

は安全に打つのか等、クロスラリー一

つをとっても、かなりの反復練習が必

テニス交流会　講評REPORT
厚生部

01

要になります。

　ラリー練習を実施後、サービス練習

も行い、その後に試合を行いました。

テニスだけではなくスポーツ全般に言

えることだと思いますが、練習と試合

では全く状況が異なります。練習でで

きたことも、試合の中では独特の緊張

感のせいなのか、なかなか上手くいき

ません。そのため、練習通りに試合を

することは本当に難しいと今回改めて

感じました。ただ、その状況の中で

も、試合でしっかりラリーを続けるこ

とができたり、自分のイメージ通りに

ポイントを取ることができるのはテニ

スの醍醐味であると思います。これか

らも試合を通じて、少しで

もテニスの楽しさを参加者

の皆様にも感じてもらえれ

ば嬉しい限りです。

　テニスは老若男女を問わ

ず楽しむことができるス

ポーツですので、テニスを

今までしたことがない方

も、ぜひこの機会に始めて

みてはいかがでしょうか。

このテニス交流会のような

イベントは、普段なかなか

相本　忠弘

交流の機会がない他の監査法人や個

人事務所にお勤めの方、一般企業に

お勤めの方等、様々な経歴の方とテ

ニスを楽しみながらコミュニケー

ションをとることができる大変良い

機会であると思います。

　次回のテニス交流会は6月下旬を予

定しております。今回参加された方

はもちろん、テニスをしたことがな

い初心者の皆様も、ぜひ気軽に参加

いただけますよう、まずは趣味の会

（テニス部）の登録からよろしくお

願い致します。テニス部への登録を

希望される方は、近畿会事務局まで

ご連絡お願い致します。

厚生部サポーター
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　毎年恒例のボウリング大会が2020
年１月25日(土)に、アメリカ村近くの
「心斎橋サンボウル」で開催されまし
た。近畿会、兵庫会、京滋会の会員・
準会員およびそのご家族に総勢74名ご
参加頂きました。厚生部のイベントの
なかでも特徴的なのは、参加者のうち
小学生以下のお子様が22名もおられ
て、とても明るく賑やかな雰囲気でボ
ウリングを楽しんで頂けました。
　前年に引続き相本厚生部サポーター
の司会・進行により、いよいよボウリ
ング大会の開始です！初めに簡単な
ルール説明を行い、５分間の練習を終
え、いよいよ本番のゲーム開始。
　当日は２ゲーム合計のスコアで競い
合いました。毎年このボウリング大会
ではハイレベルな戦いが繰り広げられ
ますが、今年は1ゲーム目から200超
えのスコアが出るなど人気とともにレ
ベルアップしております。小さいお子
様にはガーター無し設定が選べたり、
傾斜のついた台の上からボールを転が
すアイテムや子ども用のボールをレン
タルできるなど、キッズも大人と同じ
ように楽しんでいました。２ゲーム目
に入り、レーンや会場の雰囲気にも慣
れてきたこともあり、１ゲーム目より
好スコアを出す方も多くいらっしゃい
ました。残念ながらいつもの実力を出
せなかった皆様も和気あいあいとボウ

ボウリング大会報告REPORT
厚生部
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リングを楽しんでもらえているよう
に感じました。

　さて、気になる結果発表ですが、懇
親会場に場を移して、軽食を頂きなが
ら表彰式が行われました。今回のボウ
リング大会では上位者のみならず、飛
び賞も多く用意されており、また女性
賞やお子様賞も用意されていたことか
ら、特に女性や小学生以下のお子様に
は賞品ゲットのチャンスが多くありま
した。最終結果は、２ゲーム合計で以
下の通りです。
【小学生以下部門】
  １位204点、２位203点、３位192点

井上　達也

【女性部門】
   １位240点、２位238点、３位236点
【総合】
　１位336点、２位336点 (※)、３位
314点となり、とてもハイレベルな白
熱した勝負となりました。
※総合１位と２位は同点のため規定
により１回目と２回目の点差が少
ない方が優勝。
　今回、初めてボウリング大会に参
加しましたが、ハイレベルな大人の
真剣勝負から初めてボウリングを経
験する子どもたちまで、参加した会
員とご家族すべての方が楽しめる素
敵な企画だと思いました。
　今回のボウリング大会のように、普
段の職場とは違う環境において、家
族・友人とイベントに参加していただ
くことは、交流関係も広がり大変良い
機会だと思いますので、今後も厚生部
のイベント活動にぜひご参加下さい！

厚生部　副部長



　一月のハイキング部は、2020年１月
26日（日）、少し遅い初詣と新年会と
いうことで、伏見稲荷から清水寺を通
り、四条大橋西詰まで歩きました。全
行程９km 標高差約200mとのことで
す。事前の週間予報では、日曜日は雨
という予報で、半ばあきらめていたの
ですが、金曜日には、雨の予報が月曜
日にずれ、当日は曇りということで、
無事に決行されました。
　伏見稲荷と清水寺と聞いて、両方そ
れぞれ行ったことがあるし、伏見稲荷
から清水寺なので、これはきっとほぼ
街歩きではないかと思っていたのです
が、実は「京都一周トレイル」東山
コースの一部であり、山道や住宅街の
中を歩くため、標識も整備されたコー
スでした。
　まずは、京阪電車伏見稲荷駅に朝９
時に集合。ここが「京都一周トレイ
ル」東山コースの起点で、「東山
No.1」の標識があります。両脇に土産
物屋が連なる伏見稲荷大社の参道を進
み、しばらくは赤い鳥居が続く伏見稲
荷大社の中の階段を上ります。外国人
観光客が多いかと予想していたのです
が、まだ、朝９時という時間帯のせい
か、思ったより多くなかったです。
ずっと階段なので息があがりながらど
こまで行くんやろかと、思っている
と、千本鳥居四つが辻というところ
で、参拝者を右にみながら、左の山道
に入りました。

ハイキング部報告REPORT
厚生部

01

　山道にはいると、我々以外誰もいな
くなり、周囲は急に静まりました。前日
までの雨のせいか、ややぬかるんで落ち
葉が泥とまみれている山道をアップダウ
ン繰り返しながら歩いていると、また、
急に視界が開け住宅街にでました。結構
大きなお屋敷のような家々を横目でみな
がら進みます。ところどころ「京都一周
トレイル」という標識があり、間違わな
いように整備されています。お屋敷のよ
うな家をここは和風、ここは洋館風など
と口々に評論しながら歩くと、楊貴妃に
まつわる美人祈願の泉涌寺門前にでま
した。
　今日はお寺の中には、はいらず参道
を下ります。また、住宅街や山道を進ん
でいくと国道１号線に出ました。「京都
一周トレイル標識No.14」とあるとこ
ろを国道沿いに少し進み、歩道トンネル
で国道１号線を潜り抜けます。将軍塚の
案内板をみながら、左手の
急な階段を上ります。京都
一周トレイルはまだここか
ら蹴上まで続くのですが、
ここで我々は左の道をすす
んでいき清水寺の裏門から
清水寺にはいりました。
　清水寺は何度も行ったこ
とがありますが、この裏門
からはいるのは初めてで、
有名な清水の舞台も違った
角度から見ることができま

山上　真理
した。清水の舞台は昨年からの工事が
まだ終わっておらず、覆いはとられて
いましたが、足場はまだありました。
清水寺で少し休憩し、縁結びの地主神
社にいくものもおり、少し自由時間を
過ごしました。
　あとは、四条大橋西詰の老舗北京料
理 東華菜館を目指します。清水寺参道
は超有名な観光地なので、レンタル着
物を着た外国人の方や、お菓子などの
試食や食べ歩きの店も多数あり誘惑に
かられながらも中華が待っている、と
我慢して通り抜けました。
　東華菜館では、次回以降の梅見や桜
見の企画の話などで大いに盛り上が
り、各自帰路につきました。ハイキン
グ部に参加するにあたって、最初はつ
いていけるか心配でしたが、このよう
にとても気楽な部ですので、どしどし
参加お待ちしています。

伏見稲荷・清水寺・三年坂コース 京都一周トレイル 東山コース（一部）

食事風景伏見稲荷鳥居 東華菜館泉涌寺門前

清水寺の舞台を背景に集合写真
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●2020年２月20日付で、JICPAから新型コロナウィルス感染拡大防止のため「３月中の集合研修を原則中止し、eラーニング等により
代替させること、大規模イベントは原則開催しない、大人数の懇親会等は原則開催しない」等の対応が発信されています。これに従
い、近畿会の集合研修、中日本五会研究大会等の開催を中止いたします。CPE取得のためeラーニング及びCD－ROM等をご活用い
ただきますようお願いします。

●2020年１月24日に東京商工リサーチから「不適切な会計・経理の開示企業」の調査結果が公表され、2019年度において不適切会計が
明るみになった件数が過去最多となった旨が報じられました。また、最近報じられている不適切会計の事案には、複数の大手上場会
社が絡む循環取引によるものもあり、これに対して金融庁からも厳しい指摘がされています。このような事態を踏まえ、２月14日付
で、JICPAは本会長声明を公表し、会員に向けて以下のメッセージが発信されています。
・不適切会計に関する報道やこれに関わった企業からの情報開示に注意を払い、自らの監査業務の実施にあたって考慮すべき事項が

ないか、慎重に検討すること
・循環取引については、会長通牒「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」（2011年９月）を今一度確認すること
・監査の実施過程において、不適切会計の防止と発見について、改めて経営者及び監査役等と有意義なコミュニケーションを行うよ

う心がけること
・必要に応じて、内部統制の整備・運用状況を再検討する等、適切に対処すること 

　監査の実施にあたって、職業的専門家としての懐疑心を発揮し、適切な対応を講じるようお願いします。

Topics

月

火

水

金

月

火

水

木

日

月

水

木

金

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

公会計委員会　内部統制シンポジウム

本部　正副会長会議

本部　公認会計士制度PT

令和２年税制改正研修会 （経団連  小畑良晴氏）

社外役員セミナー （松田千恵子氏）

スキルアップセミナー （話し方講座） （荒尾千春氏）

本部　総務打合せ会

関西地区三会と近畿財務局との意見交換会

日本証券アナリスト協会主催大阪シンポジウム「関西経済の現状と展望」

正副会長会

定例役員会

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

本部との情報交換 （地域会担当常務理事等）

ダイバーシティ推進委員会

本部　正副会長会議

常務理事会

地域会会長会議

関西地区三会と東京会との懇談会

関西地区三会と東京会との懇談会後の懇親会

理事会

ホテルモントレ大阪

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

KKRホテル大阪

大阪銀行協会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

梅田阪急ビルオフィスタワー

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会東京会

いせ源

日本公認会計士協会
(作成月日:2020年２月25日)

北山久恵会長活動報告2019年度

1月27日

1月28日

1月29日

1月31日

2 月 3 日

2 月 4 日

2 月 5 日

2 月 6 日

2月16日

2月17日

2月19日

2月20日

2月21日

14:00～17:00

14:30～17:30

13:00～15:00

14:00～17:00

14:30～17:00

18:00～20:00

13:30～15:30

12:00～14:00

16:00～18:00

16:00～18:00

18:00～20:00

13:30～15:30

10:00～13:00

18:30～20:00

14:30～17:30

10:00～15:00

15:00～17:30

17:30～18:30

18:30～20:30

10:00～17:00



海外会計・監査調査研究基金資産(岡本ファンド)による
        海外派遣の募集について

海外会計・監査調査研究基金資産による海外派遣募集要項（2020年度）

　協会では、このたび、海外会計・監査調査研究基金資産運営要領に基づく海外派遣の募集を実施いたします。

　海外会計・監査調査研究基金資産（岡本ファンド）は、1993年７月に故・岡本丸夫会員（兵庫会）からの寄付金１億

円をもって、海外研修の機会が十分でない公認会計士の方に、アジアを中心にその機会を提供するとともに、現地進出

日系企業の経営活動がどのような環境下で行われているかの理解を深めること等を趣旨として当協会に設けられまし

た。基金の使途目的は、「会員の監査能力向上のため、海外における日本企業(合弁会社を含む。）の経営及び会計に関

する調査・研究等（会員の海外派遣及び研修を含む。）とする。」（海外会計・監査調査研究基金資産運営要領第３

条）となっています。

　当該基金では、現地大学での研修を中心とする形式での海外派遣を実施しており、2008年以降100名を超える会員を

中国（北京）の中央財経大学及びシンガポールの南洋理工大学へ派遣しています。

　詳細は募集要項のとおりですので、派遣を希望する方は、当該基金及び募集要項の趣旨をご理解いただいた上、ご応

募くださるようお知らせする次第です。

　なお、応募締切りは、2020年３月31日（火）必着です。

　（海外会計・監査調査研究基金資産運営委員会　委員長　北方宏樹）

　2020年度はシンガポールの南洋理工大学に派遣い

たします。

　６名程度

　2020年８月30日（日）〜９月５日（土）

　（移動日含む。）

　派遣前に行う国内研修で習得した知識を基礎とし

て、現地の大学にて本研修用の講義を受講し、現地の

会計・監査制度、税制、経済情勢等を学習することに

より、現地進出日本企業の経営活動がどのような環境

下で行われているかの理解を深めること等を研修の主

目的といたします。

　現地研修費、大学内施設宿泊費（朝食・昼食含む。）、

旅費、保険料、国内交通費、国内研修費等の直接研修に

必要な経費は協会にて負担しますが、個人に係る費用や

夕食代は自己負担といたします。

（１）原則として、応募時点で満50歳以下の公認会計士。

（２）海外会計・監査調査研究基金資産の趣旨に賛同

し、かつ現地の日本企業の経営活動を理解するた

めに、その国の会計及び監査等を積極的に学ぼう

とする意欲のある方等で海外研修の機会が十分で

ない公認会計士の方を対象といたします。

（３）現地大学での講義は、原則すべて英語による講

義となるため、ある程度の英語力（目安とし

て、TOEIC730点以上）が必要となります。

　　　※英語の講義には日本語の通訳は付きません。

１. 派遣先

２. 募集人数

３. 派遣期間

４. 研修内容及び研修目的

５. 派遣費用について

６. 応募資格
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　海外派遣申込書（本会ウェブサイト内「会員マイ

ページ」に掲載）に次の書類を添えて郵送にてお申し

込みください。

（１）履歴書（書式不問）

（２）職務経歴書（書式不問）

（３）応募動機（Ａ４版１～２枚程度、書式不問)

（４）TOEIC公式認定証の写し（過去３年以内に取得

したもの）

　2020年３月31日（火）必着

　応募された方の中から、海外会計・監査調査研究基

金資産運営委員会（以下「委員会」という。）による

書類審査及び面接を経て派遣者を決定いたします。

　なお、派遣者の選考に当たっては、当該基金の趣旨

に鑑み、中小監査法人又は個人事務所に勤務、若しく

は個人事務所を開業している方で、海外経験を積む機

会が少ない会員を優先させていただきます。

　また、選考結果については応募者全員に通知いたし

ます。選考の後、派遣が決定した方に対しては、その

後協会に対して提出が必要となる書類等についてご連

絡をいたします。

　2020年６月２日（火）

　時間は追ってお知らせします。また、予備日は原則

的に設けておりません。

　派遣決定者は派遣に先立ち、事前準備として、結団

式、国内研修会及び事前打合せ会に必ず参加していた

だきます。日程は以下のとおりです。

（１）結団式：６月９日（火）

（２）国内研修会：７月〜８月初旬に実施

（３）事前打合せ会：７月〜８月（１回〜２回程度）

７. 応募方法

８. 応募締切日

13. 派遣決定の取り消し

14. 現地での行動について

15. 申込み、問合せ先

９. 選考及び決定

10. 面接予定日

11. 結団式及び国内研修会等

12. 帰国後の報告

　派遣者は、海外会計・監査調査研究基金資産運営要

領第５条に基づき、帰国後、その概要を委員会に報告

していただきます。

　なお、2019年度海外派遣の報告（概要）は『会

計・監査ジャーナル』2020年３月号に掲載してお

り、報告書（全文）は当協会図書資料室で閲覧いただ

けます。

　派遣の決定後、健康上の理由、相手国の受入状況等

不適当な事由が生じた場合は、派遣を取り消すことが

あります。

　研修に当たっては、団体行動を含め、その他本派遣

に係る諸事項について誓約書に署名していただきます

ので、予めご承知おきください。また、協会又は旅行

会社等の随行者はつきませんので、ご了承ください。

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1

日本公認会計士協会　総務グループ

Tel：03-3515-1120　Fax：03-5226-3353

e-mail：jicpa-okamoto@sec.jicpa.or.jp

以上

【備考】海外会計・監査調査研究基金資産運営要領

　　　（一部抜粋）

第３条　基金資産の使途目的は、会員の監査能力向

上のため、海外における日本企業（合弁会

社を含む。）の経営及び会計に関する調

査・研究等（会員の海外派遣及び研修を含

む。）とする。

第５条　第３条による調査・研究等のため、海外に

派遣された者は、事後、可及的速やかに海

外会計・監査調査研究基金資産運営委員会

に、その概要を報告するものとする。
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CPE協議会からの重要なお知らせ
継続的専門研修制度協議会

2018年度より「法定監査業務に従事する会員に該当するか」の

報告が必要になりました

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

　2018年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認され、「法定監査業務に従事

する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に報告していただくこととなりました（報告期限：当該事業

年度終了後の４月15日まで）。

　なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。

（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従事した場合は、従事する会員

に該当します。

　　　年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。

　　　CPEの研修免除申請が承認された会員は、当報告は不要です。

　法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされる会員

は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の

履修及び申告が必須となり、前記単位を取得できなかった場合は、CPE義務不履行となり措置の対象となります。

　報告の方法は単位申告の方法（電子申告またはFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告い

ただけますようお願いいたします。

【電子申告会員の報告方法】

　当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。

　上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される

画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）

　※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。

【FAX申告会員の報告方法】

　次ページの「法定監査従事状況報告書」を印刷していただき、記入・押印の上、FAXでお知らせください。

　＜記入事項＞　記入日・氏名・研修登録番号・電話番号・FAX番号・従事状況の

　＜ご提出FAX番号＞　03-6867-0984

●継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2018年４月13日改正）

（法定監査業務従事者に係る特例）

第22条　当該事業年度の全部又は一部の期間において法定監査業務に従事する会員の必須単位数は、前条の研修科

目に加えCPE協議会が指定する監査の品質及び不正リスク対応に関する研修科目について、１事業年度につき

６単位（CPE協議会が指定する不正事例に関する研修科目を２単位以上含む。）とする。

２　CPE協議会は、毎事業年度、会員から前項に規定する会員に該当するか否かについて報告を徴するものとす

る。この場合において、前項に規定する会員に該当しない旨の報告をした会員以外の会員は、前項に規定する

会員とする。
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INFORMATION

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

会社法決算の実務  第14版 図解と設例で理解する！

外国税額控除の仕組みと実務上の留意点

詳解  合併・分割の

会社法、会計、法人税の実務

消費税

区分経理・申告ガイドブック

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。

協同組合

2020年版会計監査六法シリーズ販売のご案内

新刊書販売のご案内

あずさ監査法人　編
中央経済社　刊
定価6,900円＋税
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書は、まず冒頭に、2020
年3月期以降の会社法決算にお
いて最低限押さえておきたい留
意事項をダイジェストとしてま
とめ、掲載している。その後か
ら始まる各章においては、作成
者の視点から株主総会招集通
知、事業報告、計算書類等の実
務上留意すべきポイントをわか
りやすく示している。

多田雄司　著
税務経理協会　刊
定価4,500＋税
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書は、事業再編の手法の
うち、合併と会社分割につい
て、会社法、会計、法人税に
ついての取扱いを整理してい
ます。また、企業結合に関す
る会計基準などに基づく会計
処理と、法人税の処理との食
い違いについて調整する別表
処理を示しています。

山内克巳　著
定価4,600＋税
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　外国税額控除制度の仕組みや
計算プロセスについて、概念図
やフローチャート等の「図解」
と計算例を示す「設例」を豊富
に用いてわかりやすく解説。具
体的な設定に基づく各種別表の
記載例と記載のポイントも掲載
し、実務の流れに沿って詳細に
解説。

佐々木京子　著
定価2,700＋税
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　経過措置＆区分経理＆申告
書の記載例により初めての複
数税率の申告書作成方法が分
かります。類書にない区分経
理の中小特例の活用法も掲載
しています。消費税のキホン
から解説する本書は関与先へ
のアドバイスにも最適です。

　日本公認会計士協会出版局より2020年版会計監査六法シリーズが発刊されます。当組合では、組合員の皆様に特別価格で販売いたします。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。

　なお、協同組合に未加入の会員・準会員の方は、組合にご加入いただきますと特別価格でお求めいただけます。

希望者グループ保険加入のおすすめ
　公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施しております。

　概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。

　令和元年12月1日現在70歳6か月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者800万円、お子様

300万円です。

　詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求ください。（組合に未加入の方は、組合にご加入いただ

くことが条件となります。）

【引受保険会社】日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社

会計監査六法　　　　　（定価8,000円＋税）⇒　組合員特価6,860円（税込･送料別）

金融会計監査六法　　　（定価6,800円＋税）⇒　組合員特価5,830円（税込･送料別）　

学校法人会計監査六法　（定価5,800円＋税）⇒　組合員特価4,970円（税込･送料別）　

非営利法人会計監査六法（定価7,700円＋税）⇒　組合員特価6,600円（税込･送料別）
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スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「聴き手の心を掴み、説得力のある話し方講座〜ストー

リーで相手を惹きつける〜」

春季全国研修会

「令和2年度税制改正大綱の解説」

春季全国研修会

「公益法人の監査、制度及び会計について」

春季全国研修会

「監査業務に係る審査について」

春季全国研修会

「公認会計士業務における情報セキュリティ」

春季全国研修会

「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例等を

踏まえて−」

春季全国研修会

「幼児教育無償化における学校法人の会計処理に関して」

春季全国研修会

「改正地方自治法施行後の地方公共団体の監査委員監査

の留意点」

春季全国研修会

「監査提言集の解説」

春季全国研修会

「政治資金監査について」

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会　社外役

員専門委員会）

「M&Aで失敗しないためのPMIのポイント〜Pre PMIを

意識したM&Aプロセスとは〜」

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会　

女性会計士専門委員会）

「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」

（会場:梅田阪急ビルオフィスタワー26階　貸会議室）

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会）

「独立初心者向け研修会　独立前に知っておきたかった

開業の基礎」

財務諸表監査の質を巡る規制のあり方シンポジウム

（会場:アプローズタワー貸会議室）

荒尾千春氏（博士（政策科学）同志社大学大学院）

小倉美都氏（財務省主税局調査課財務事務官）

松前江里子氏（本部研究員）

南成人氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

加藤俊直氏（本部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）

樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

岡部雅人氏（本部学校法人委員会委員）

清水涼子氏（関西大学大学院会計研究科教授、

公認会計士）

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会長）、廣

田壽俊氏（本部監査・規律審査会副審査会長）

総務省政治資金適正化委員会事務局担当官

熊谷元裕氏（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マネージング

ディレクター、公認会計士）

関根愛子氏（本部前会長）、平林亮子氏（公認会

計士）

天正悠樹氏（公認会計士）、山本雄三氏（公認会

計士）、中谷洸太（公認会計士）

基調講演：鳥羽至英氏（国際教養大学）

パネルディスカッション：鳥羽至英氏、百合野

正博氏（同志社大学）、北山久恵氏（近畿会会

長）、永見尊氏（慶応義塾大学）、福川裕徳氏（一

橋大学）

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

スキル

税 務

監 査

監 査

倫理等

倫理等

会 計

監 査

監 査

監 査

コンサル

ティング

スキル

スキル

監 査

2 月 3 日

2 月 5 日

2 月 6 日

2 月 7 日

2 月 1 0 日

2 月 1 6 日

2 月 2 5 日

2 月 2 9 日

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 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

不正
事例

近畿会開催CPE研修会 2020年2月実績

新型コロナウイルス感染症の対応について

2019年度

18:00〜20:00

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

18:30〜20:30

13:30〜15:30

18:30〜20:30

14:00〜17:30

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応について、協会では３月中の対応として、「集合研修を原則

中止」、「地域会主催を含め大規模イベントは、原則開催しない」という措置が取られることになりました。

　これを受け、近畿会は３月に予定していた第51回中日本五会研究大会及び各部・委員会企画研修会の開催を

中止することといたしました。

　参加のお申込をいただいた皆様には申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



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

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2020年１月31日現在）

3,599 35 3,634 11 30 788 829 4,463

資格変更（準会員から会員へ）
小川　真由美 吉田　貴士

１月22日付

会員名簿記載事項の変更

一石　貴章
小田　真一
﨑山　謙治
西　　育良
原　　卓朗
松﨑　孝泰
森　　崇
渡　　喬
齋藤　隆太
硲　　正志
松井　望

（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）

大西　雅也
小川　佳奈子
陰地　弘和
西尾　方宏
疋田　鏡子
三牧　達也
宮﨑　博
宮嶋　佐知子
保脇　理予
坂上　恵美子
笹原　由香里
石黒　訓

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

１月８日～28日

【事務所】

【自宅】
小田切　菜摘
久堀　修平
田口　和宏
豊中　俊幸
中村　正太朗
東丸　恵理
宮本　繁
吉田　卓司
伊藤　央真
斉藤　誠
鈴木　智子

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

関　　祥吾
船城　公教
音川　悠真
田中　亜希子
市丸　亮太
押谷　直樹
寺澤　毅
原　　沙綾
原田　慎也
森本　絢子

（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）

磯部　武志
佐野　伸輔
田渕　貴之
大西　康弘
河田　翔吾
髙矢　佳宏
菊繁　茉衣子

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

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

１月８日～28日

青戸　祥倫
岩井　玄太郎
塩﨑　誠
髙矢　佳宏
武本　紘幸
橘　　典佑
村瀬　徹

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

転出者
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

１月８日～28日

【事務所・自宅】
田邊　泰博
殿井　裕之

（会　　　員）
（会　　　員）

小野　修一
岡嶋　正人

（会　　　員）
（四号準会員）

入会者
保　　昌成
津﨑　亮
鄭　　佳馨
中川　知毅
中川　弘子
中嶋　亮太
中村　佑輝
中村　りの
中山　英輔
西川　達也
西納　優美
橋爪　凌佑
八太　陸朗
福山　桃香
藤田　雅史
降旗　栞
古川　龍矢
寳官　紗紀
松田　拓人
三木　裕介
南　　優斗
三好　宏樹
三輪　俊太
向　　裕司
武藤　康介
森井　大輔
山﨑　洸輝
山田　慶裕
吉田　有衣香
米澤　尚悟

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

月城　智英江
西村　ひとみ
福本　泰子
有松　潤記
安　　俊霓
安藤　さゆり
砂川　鉱
石垣　太輔
伊藤　和也
上木　健司
近江　拓人
太田　陸
岡村　康平
折元　裕
北村　浩樹
北村　洋介
木南　沙枝
清本　勇貴
高坂　侑樹
坂本　咲帆
佐々木　奈穂
佐藤　生空
山敷　一成
嶋田　夏未
清水　崇弘
杉本　紘一
鈴木　啓太
曽根　務
竹田　香澄
田中　裕慎

（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）
（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）

１月22日付

会員異動
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岩﨑　勝彦
江角　篤人
木村　滋
細野　剛
山田　亜樹
吉田　博昭
菊繁　茉衣子
藤川　裕太

東 京 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
四 国 会 へ

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

本間　由華
本岡　恭平
天滿　太郎

東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ

（四号準会員）
（四号準会員）
（四号準会員）

退会者
小川　佳奈子（会　　　員） １月22日付 業 務 廃 止
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・会　員　　竹島　之喬【慶事】 ・会　員　末政　芳信氏
　2020年１月29日ご逝去　満92歳

・会　員　安井　康二氏のご母堂　明美様
　2020年２月18日ご逝去　満78歳
・会　員　北山　諒一氏のご母堂　智恵子様
　2020年２月28日ご逝去　満93歳

【弔事】

【寄贈図書】

事務局だより

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
　2019年版　第3四半期提出用
寄　贈　者　宝印刷株式会社
編集・発行　株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所
　　　　　　宝印刷株式会社

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。

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）



『The You の書 ～わたしのおすすめの一冊～』

　近畿会会報部では、心に残った一冊をご紹介いただくコーナー「The You の書」を設け、近

畿C.P.A.ニュースを通して、あなたの心に残る思い出の一冊、人生を変えた一冊、幸せにな

れた一冊など「おすすめの一冊」をご紹介いたします。ぜひ多くの人に読んでもらいたい！

この本に影響を受けた！という本の感想、おすすめポイントなどをお寄せください。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？仕事、趣味、ジャンルは問いません。

　ご執筆をご希望の方は、下記までご連絡をお願いいたします。ご応募お待ちしております。

連絡先：日本公認会計士協会近畿会　会報部
　　　　TEL :（06）6271-0400 ／ E-Mail : r.ando@sec.jicpa.or.jp
字　数：2000文字程度／本の表紙画像

　

12
月
に
開
催
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
セ
ミ
ナ
ー
の
報

告
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
は
い
つ

習
っ
た
？
と
考
え
る
と
、
監
査
法
人
入
所
時
の
研
修
く
ら

い
し
か
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
長
い
年
月
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
で
不
調
法
を
重
ね
、
恥
を
か
き
な
が
ら
、
大
先
生
や

先
輩
の
所
作
を
見
て
、
会
話
を
聞
き
な
が
ら
身
に
着
け
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
独
立
し
て
先
輩
も
い
な
く
な

り
、
か
な
り
年
齢
を
重
ね
ま
し
た
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と

や
不
安
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
は
と
て
も
頼
も
し
い
で
す
。
ぜ
ひ
継
続
し
て

い
た
だ
き
た
い
企
画
で
す
。
ま
た
今
月
号
に
は
掲
載
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
１
月
に
「
会
計
士
に
知
っ
て
ほ
し
い
教

養
講
座
」
と
い
う
も
の
を
Ｃ
Ｓ
Ｒ
委
員
会
で
開
催
し
ま
し

た
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
気
候
変
動
と
い
う
時
事
問
題
の
解
説
と

会
計
士
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
教
養
講
座
で
、
「
第

１
弾
」
と
銘
打
ち
ま
し
た
の
は
、
今
後
も
第
２
弾
第
３
弾

と
開
催
し
て
い
け
れ
ば
な
あ
〜
と
の
思
い
か
ら
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ

は
非
財
務
全
般
を
扱
い
ま
す
の
で
、
何
か
引
っ
か
か
る
は

ず
。
「
今
話
題
だ
け
ど
、
な
ん
の
こ
と
？
」
と
い
う
疑
問

テ
ー
マ
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
専
門
知
識
以

外
の
テ
ー
マ
に
も
、
身
に
着
け
て
お
き
た
い
こ
と
が
い
っ

ぱ
い
で
す
。

　

も
ひ
と
つ
。
「
Ｔ
ｈ
ｅ 

Ｙ
ｏ
ｕ
の
書
（
座
右
の
書
）
」

と
い
う
お
す
す
め
本
コ
ー
ナ
ー
を
新
設
し
ま
し
た
。
人
生

を
変
え
た
本
か
ら
感
動
し
た
本
、
面
白
か
っ
た
本
ま
で
、

人
に
薦
め
た
い
本
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。
私
が
環
境
問
題

に
関
心
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
子
供
の
時
に
読
ん
だ
竹

宮
恵
子
氏
の
「
地
球
へ
・
・
」
と
い
う
漫
画
で
し
た
。
詳

細
は
そ
の
う
ち
Ｔ
ｈ
ｅ 

Ｙ
ｏ
ｕ
の
書
で
! ?

（
会
報
部　

梨
岡
英
理
子
）

編 集 後 記
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研修会のご案内（2020年４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。  

関西地区三会共催研修会

2020年４月14日(火) 13:30～15:30

2020年３月期の会計・監査上の主な改正点と開示上の留意点
企　画
講　師
会　場

監査会計委員会
公認会計士　山添　清昭 氏（近畿会監査会計委員会副委員長）
近畿会研修室

2020年3月期は、新「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」等が早期適用可能となっているとともに、開示
府令の改正により「有価証券報告書」の開示様式も大幅に見直されています。また、監査基準が改訂され、「監査報告書」の様式が改訂
されるとともに、KAM（監査上の主要な検討事項）の記載の早期適用が可能となっています。
2020年3月期決算において留意すべき実務ポイントを詳細に解説するとともに、必ず押さえておくべきこれら制度改正の内容について
も、わかりやすく解説しますので、ぜひご参加ください。

2

履修単位

2101

研修コード

※申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。　※各種研修会には必ずお申し込みの上、ご参加ください。

2020年度のCPE研修会です。

　日本公認会計士協会は、継続的専門研修制度集合研修の受付で使用する会員用研修（CPE）カードを、セキュリティ

及び利便性向上の観点から、2019年にICカード（非接触型）に切り替えております。研修会参加の際は、新カードを

ご持参のうえ、ご参加ください。

　※旧磁気型カードは、受付時に使用いただけないため破棄いただきますよう、お願い致します。

　◆お手元にお持ちでない方は、本部研修グループ宛お問合せください。

　＜問合せ先＞ 日本公認会計士協会　継続的専門研修制度協議会（総務本部　研修グループ）

　　　　　　　 TEL：03-3515-1126

　　　　　　　 E-mail：kenshuu@sec.jicpa.or.jp

■カードデザイン（表） ■カードデザイン（裏）

研修（ＣＰＥ）カードについて
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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。

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


	CPA03-P01
	CPA03-P02-03L
	CPA03-P02-03R
	CPA03-P04-05L
	CPA03-P04-05R
	CPA03-P06-07L
	CPA03-P06-07R
	CPA03-P08-09L
	CPA03-P08-09R
	CPA03-P10-11L
	CPA03-P10-11R
	CPA03-P12-13L
	CPA03-P12-13R
	CPA03-P14-15L
	CPA03-P14-15R
	CPA03-P16-17L
	CPA03-P16-17R
	CPA03-P18-19L
	CPA03-P18-19R
	CPA03-P20-21L
	CPA03-P20-21R
	CPA03-P22-23L
	CPA03-P22-23R
	CPA03-P24-25L
	CPA03-P24-25R
	CPA03-P26-27L
	CPA03-P26-27R
	CPA03-P28-29L
	CPA03-P28-29R
	CPA03-P30-31L
	CPA03-P30-31R
	CPA03-P32-33L
	CPA03-P32-33R
	CPA03-P34-35L
	CPA03-P34-35R
	CPA03-P36-37L
	CPA03-P36-37R
	CPA03-P38-39L
	CPA03-P38-39R
	CPA03-P40-41L
	CPA03-P40-41R
	CPA03-P42-43L
	CPA03-P42-43R
	CPA03-P44-45L
	CPA03-P44-45R
	CPA03-P46-47L
	CPA03-P46-47R
	CPA03-P48-49L
	CPA03-P48-49R
	CPA03-P50-51L
	CPA03-P50-51R
	CPA03-P52

