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　今回は皆さまに経理部及び経理部
長として行っている年間の業務をご
紹介したいと思います。皆様がご存
じの企業の経理業務とかわらず特に
ご紹介するまでもない事かと思いま
すが、今回、会報部より各部・委員
会の取り組みの紹介文章のご依頼と
いう事で、近畿会経理部での日常の
業務をご紹介する事がなによりと考
え、執筆をさせて頂きました。
　基本的に経理部では①予算策定及
び役員会、総会での承認②日々の記
帳③月次振込の実行④中間、期末で
の決算書の作成⑤中間、期末におけ
る監事監査及び会計監査人監査の対
応⑥決算書の役員会、総会での承認
という流れになっています。現状経
理部といっても役員としては担当副
会長の他、経理部長及び経理副部長
がいるだけですので、上記業務の大
部分は近畿会事務局の経理担当者の
方が担当してくださっており、事務
局担当者のがんばりなしには上記業
務が成り立たない事も申し添えてお
きます。

　予算の策定は２度の予算特別委員
会により会長の基本方針及び重点施
策等に基づく予算の基本方針を策
定、各部・委員会から予算案を提出、

予算折衝においての各部委員会から
の内容のヒアリングや修正依頼、予
算書案の作成、役員会や総会での承
認という流れで確定しますが、経理
部としては各部・委員会から提出さ
れた予算案のチェックや全体予算書
案の作成を行っており、経理部長と
しては予算特別委員会の委員長を務
め、会長とともに予算折衝における
各部委員会から予算内容のヒアリン
グ、役員会及び総会での予算案の承
認にあたり内容の説明を行っていま
す。

　日常の伝票起票及び給与計算は近
畿会事務局の経理担当者が行い、事
務局長が承認を行っています。経理
部長としては、月次で伝票の承認及
びファームバンキングの振込の実行
を行っています。このファームバン
キングの支払いにあたっては、事務
局経理担当者と経理部長で支払明細
と請求書の読み合わせ、突合を実施し、
経理部長自身が振込の実行を行って
います。そのほか月次では現金出納
帳と現金実査表との突合を行います。
また、資金移動等ファームバンキン
グ以外の資金支出の際には、事務局
経理担当者が起票し事務局長が承認
した伝票及び振り込み依頼表に経理
部長が承認及び近畿会銀行印を押印

しています。

　近畿会では中間と期末に決算書を
作成し、近畿会監事による監査と会
計監査人の監査を受けています。監
査においては決算数値の適正性だけ
でなく、内部管理面等も厳しく監査
を実施して頂いております。ただこ
こも、近畿会事務局経理担当者が内
部管理面含め普段から適切に業務を
遂行しており、私が経理部長を担当
している期間において大きな指摘は
ないものと理解しています。また近
畿会としては、本部監事による業務
監査も受けています。

　また、中間・期末決算書は役員会
で経理部長から説明を行い、ご承認
を頂くと共に、年度末は総会におい
て説明及びご承認を頂いておりま
す。このように、近畿会においても
日常の経理業務が近畿会内部で適切
に遂行されており、経理部内での相
互牽制が機能している他、近畿会監
事監査、会計監査人監査等、多くの
牽制がかけられており、通常の事業
会社同様、適切な手続きを得て決算
書が作成され承認が行われています。

経理部業務についてのご紹介
経理部

１．はじめに

５．決算書の役員会、総会での承認

２．予算策定及び予算の確定

３．日常記帳及び月次支払いの実行

４．中間、期末決算書の作成と

　　監事監査及び会計監査人対応

各部・各委員会の取り組み

経理部　部長 髙見 　勝文
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　新型コロナウィルス感染症がやっ
と収まりかけてきたかも！？と思っ
ていたところ、感染力が強いとうわ
さのオミクロン株が蔓延の様相を見
せてきて、収束にはまだしばらく時
間がかかりそうです。コロナ前は対
面での活動をメインとしていました
が、一昨年の春ごろからはほぼ対面
での活動はできておりません…が、
広報部員のみなさんの熱い気持ち
と、臨機応変な対応、オンライン会
議等の普及でコロナ前にも勝る活動
を展開できております。広報部は公
認会計士の資格及び仕事内容などの
情報を広く世間一般に発信し認知し
てもらうことを主眼としており、会
員向けではなく、外部向けの活動が
メインとなります。
　以下、主な活動をご紹介します。

　ハロー！会計とは、小中学生向け
に会計を楽しくわかりやすく学んで
もらうという公認会計士の社会貢献
活動の取り組みの一つです。コロナ
前は近畿会の研修室に参集して対面
での授業を行ってきましたが、この
コロナ禍におけるオンライン授業を
全国の地域会に先駆けて近畿会が開
始しました。オンライン授業なので

近畿地区だけでなく全国各地から参
加いただき、１回の申込人数が100
名を超えることもあります。ベテラ
ン、若手の講師それぞれが生徒を楽
しませるために常に工夫をこらし、
お店の経営や原価計算を題材にした
講義内容も小学校中学年向け（初級
編）・高学年向け（中級編）、中学
生向け（上級編）の３部構成にする
など毎回ブラッシュアップされてい
ます。チャットでの質問さばきも回
数を重ねるたびに慣れてきて、とて
も盛り上がっています。

　公認会計士という職業・働き方を
学生の方に広く知ってもらうこと、

ひいては公認会計士を目指す学生を
増やすことを目的に、高校生や大学
生向けに制度説明会や寄附講座を
行っています。やはりコロナ禍で対
面での説明会等は激減しましたが、
昨年度はオンライン開催や録画によ
る映像提供を始めました。
　制度説明会ではOG・OBに登壇い
ただき、会計士を目指した理由や勉
強方法、働き方等々をざっくばらん
に話していただきます。やはり身近
な先輩の言葉は刺さるのか、質疑応
答タイムでは時間内におさまらない
くらいたくさんの質問があった大学
もありました。
　寄附講座は「公認会計士」や「会
計」をよく知らない生徒でも興味を
持てる内容ということで主に「不正
会計」や「グローバル」をテーマに
各大学に講義を提供しました。実務
家から実際に遭遇した不正現場での
話（もちろん守秘義務の範囲内で）
や、海外勤務経験者の話、監査法人
以外での働き方の話等は、会計士の
ことを知らない方でも面白く、刺激
的で、会計士の業務の幅広さを実感
していただける講義となっています。
　2021年度は、摂南大学、近畿大
学、大阪市立大学、関西大学、大阪
大学、大阪府立大学、立命館大学、

広報部の活動報告
広報部

１．ハロー！会計オンライン

２．制度説明会・寄附講座

各部・各委員会の取り組み

広報部　部長 宮口　亜希
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明浄学院高校、帝塚山中学高校等、
多くの学校で制度説明会や寄附講座
を実施いたしました。

　今や若い方でSNSを利用しない人
はいないというくらいですので、広
報部でもSNS等による広報を、とい
うことでチャレンジをしました。
2020年３月からnoteというサービス
を利用して、アンダー20歳（公認会
計士を知らない中高大学生）をター
ゲットに、Twitter等を入口に、イ
ラスト、マンガ、コラムなどで、誰
にでもわかりやすいよう、ゆるく公
認会計士をPRする『ゆる広報部』
を立ち上げました。毎月２本～３本
の記事をアップしていましたが、な
かなかフォロワーが増えずで、現在
進退を検討中です。
　また北山会長と人気会計士YouTu
berとの対談動画を発信するなど、
これまでになかった取り組みをして
おります。
　公認会計士の資格、仕事内容は

３．SNS等を利用した取り組み

思った以上に認知されてないことが
制度説明会等のアンケートで分かり
ます。やはり若い方への認知を高め
るためにはSNSといったツールを利
用するのは避けては通れないと思う
のですが、SNSで視聴者を増やす
（バズらせる）ことの難しさを痛感
しております。一方で、本部の広報
活動においても、SNSの活用や人気
YouTuberとのコラボも検討中との
ことであり、近畿会での先駆けの活
動を活かしていきたいと考えていま
す。

　毎年、７月６日の公認会計士の日
の記念企画として、著名人を講師に
一般参加型のセミナーを開催してお
ります。一昨年はコロナの影響で中
止となりましたが、昨年度はロボッ
ト工学者であり、大阪・関西万博の
テーマ事業プロデューサーのお一人
でもある石黒浩先生をお招きし、
「アバターと万博と未来社会」と題
したセミナーを７月１日にオンライ
ンにて開催しました。今年はどんな
講師をお迎えするか、乞うご期待く
ださい。
　３月には一般向けの会計セミナー
「公認会計士と学ぶ　会計基礎のき
そ」を大阪市生涯学習センターと共
催で行います。昨年度は「ニュース

が100倍面白くなる会計の話」と「仕
事で役立つ！決算書分析のポイン
ト」と題して２日間にわたり、会場
参加とオンラインの２パターンで実
施しました。今年も同様に実施予定
です。
　
　2019年６月に広報部長を拝命して
から早いもので任期もあと半年を残
すばかりとなりました。その間、コ
ロナウィルス感染症拡大といった広
報活動にとっては逆風か！？と思わ
れるような事態が継続しています
が、逆にコロナがなかったら、こん
なに早期に実現し得なかったオンラ
インによるハロー！会計やリモート
制度説明会等の取り組みや様々なノ
ウハウの蓄積もできました。新しい
ことへの取り組みをためらわない北
山会長、安井担当副会長、アイデア
にあふれた副部長・委員の方々、勢
いのある若手のサポートメンバー、
制度説明会や寄附講座に協力を惜し
まない会員の方々、さらにオンライ
ンには欠かせない機器のオペレー
ションに長けた事務局といったたく
さんの方の協力のおかげで、上記の
取り組みが実現できています。残り
半年、またみなさんのご協力のもと
会務運営に励みたいと思います。引
き続きどうぞよろしくお願いいたし
ます。
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　皆さま、国際委員会とか国際委員
と聞くとどのようなイメージをお持
ちでしょうか。「長年海外駐在して
帰国した人」「IFRSやUS基準のス
ペシャリスト」「国際派の会計士」
といった印象をお持ちでは無ないで
しょうか。現在、近畿会国際委員会
は３名の副委員長を含む17名の委員
の方に参画いただき活動を行ってい
ます。海外駐在経験された方・
IFRS監査をメインで実施されてい
る方・英語の得意な方も勿論いらっ
しゃいますが、多くの方は会計士の
国際的な活動に興味を持って参画い
ただいているものの、誤解を恐れず
に言えば、必ずしも皆さまがイメー
ジされるような「バリバリの国際
派」という訳ではありません（実
際、委員長である私自身も海外駐在
経験はなく、英語も得意ではありま
せん）。委員の皆さんの出身母体も
大手監査法人勤務の方だけではな
く、中小法人勤務の方・個人の方な
ど様々で、バランスよい議論・活動
ができていると思います。

　国際委員会の主な活動としては、
会員の皆さまがグローバルに活動さ
れるための情報提供・発信を中心と
した支援を目的としており、近畿会
に所属する会員の皆さまに対して、

IFRSを中心とした国際的な会計動
向のインプット、海外で活躍する会
員とのネットワーキング、そのほか
国際的な活動を行うに際して有用な
情報の提供・支援等を行っていま
す。具体的には、①IFRSセミナー
等の各種セミナー企画・開催、②国
際メッセの企画・運営、③会員向け
海外視察ツアーの企画・運営といっ
た活動があげられます。

①各種セミナーの企画・開催
　国際委員会では毎年おおよそ３
回のIFRSセミナーを継続開催し
ています。過去には国内での強制
適用の動きや、IFRS第15号（顧
客との契約から生じる収益）や
IFRS第16号（リース）といった
大きな新基準の公表等もあり、こ
れらの新基準の開発動向や適用状
況などをご紹介するセミナーが主
体でしたが、ここ最近は新基準開
発も落ち着いていることを踏ま
え、「IFRS学びなおし講座」と
して年２回開催しています。この
「IFRS学びなおし講座」では、
過去にも実施済みの主要な会計領
域を対象として、２-３年で１巡
するようにテーマを選びながら実
施しています。本年度は2021年９
月29日に「IFRS第16号『リース』、
IAS第20号『政府補助金の会計処
理及び政府援助の開示』」を開催

しました。2022年３月には「IFRS
第３号『企業結合』、IAS第38号
『無形資産』」をテーマに本年度
の第２回を開催予定です。また、
年に一度「IFRSアップデート」
として、直近のIASBの基準開発
動向や公表された公開草案・ディ
スカッションペーパーの解説を行
うセミナーを開催しています。本
年度は2022年１月26日に現在基準
開発が進められている「基本財務
諸表」に加え、IFRS財団が設立
したサスティナビリティ基準委員
会の概説を主要なテーマとしてセ
ミナーを開催いたしました。
　また、IFRSセミナーの他にも
継続開催しているセミナーとし
て、大阪弁護士会国際委員会との
共催セミナーがあります。これは
毎年１回弁護士会と共通のテーマ
を決め、弁護士・会計士双方から
１名ずつ講師を出して実施してい
ます。昨年は「海外の不正調査」
がテーマでした。今年度は2022年
３月に「EUの法務・会計」を
テーマにセミナーを開催予定です
（会計士側はEUで先行して導入
されているサスティナビリティ開
示を中心にご紹介する予定で
す）。この共催セミナーはコロナ
禍（2020年）や東日本大震災など
で中止した年度もありますが、こ
れまで計10回以上開催している伝

国際委員会の活動について
国際委員会

１．はじめに

２．主な活動内容

国際委員会　委員長 富田　真史
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ども行っています。
　実際に企画・運営してみると、
大変なことも沢山ありましたが、
参加会員の知見を広げるという主
要な目的以外にも、参加会員同士
の交流など想定していなかった副
次的な効果もあり、これまで参加
いただいた会員の皆さまにも満足
いただけています。コロナ禍で現
在は企画自体が難しいですが、世
界的な渡航制限の解除後には改め
て企画検討したいと委員会メン
バー間では話をしています。

　国際委員会は新型コロナの影響を
もっとも受けていると言っても過言
ではなく、この２年間はやりたいこ
とが十分にはできているとは言えま
せん。このような状況下でも、会員
の皆さまに有益な情報の提供・発信
を継続して行なうという基本方針は
大きく変えずに取り組んでまいりま
した。また、この方針は今後も特に
変わらないものと思います。弁護士
共催セミナーや国際メッセなど、継
続的に実施しているものも多く、マ
ンネリ化していくことに対する懸念
も感じておりますが、一方で会員向
け海外視察ツアーに関しては、委員
会メンバーにもある程度のノウハウ
は蓄積されてきているものの、まだ
まだ改善の余地はあり、実施時期や
渡航先・訪問先の選定プロセス、渡
航前後でのセミナー／調査研究成果
の公表など、コンテンツとしてはま
だまだ発展途上と考えています。現
体制での委員会活動も残り６か月を
切りましたが、残りの任期の間にも
議論を進め、次期委員長にしっかり
とバトンを渡していきたいと思いま
す。また、この活動報告を通じて、
近畿会国際委員会の活動に興味を
持っていただけた方には、ぜひ委員
会活動にもご参加ください。

統のあるセミナーです。セミナー
後の懇親会もここ最近はできてい
ませんが、近畿会の会員の皆さま
と弁護士会会員とのネットワーキ
ングという意味でも大事にしてい
るセミナーです。

②国際メッセ
　「海外で活躍する会員とのネッ
トワーキングの場を作る」という
ことを主目的に毎年１回企画・運
営しているのが国際メッセです。
国際メッセでは、日本の公認会計
士として海外で事業展開をされて
いる会員（登録地域会は近畿会に
限らず、様々な地域会の方たちで
す）にお声がけし、講師としてお
招きしています。例年、平均して
７つの国・地域からご参加いただ
いておりますが、第１部は各国・
地域の最新状況を講師の皆さまの
経験に基づいて、それぞれ約10分
～15分でお話をいただき、第２部
は講師・参加会員それぞれの「出
会いの場を作る」というコンセプ
トの元、講師と参加会員の皆さま
との交流を深めていただけるよ
う、懇親会を開催しています。昨
年度はコロナ禍で講師の皆さまの
帰国・出国の問題や感染防止の観
点から、開催そのものも危ぶまれ
ましたが、委員会メンバー各位の
発案とご協力の元、なんとかTeams
を使って「リモート国際メッセ」と
して、第１部は従来通りの形式で、
第２部は座談会形式で開催するこ
とができました。本年度も期初は
通常開催を目指して検討しており
ましたが、コロナの状況は十分に
改善したと言えず、外部会場での
開催は断念し、2022年２月１日に
近畿会研修室とTeamsを併用する
ハイブリッド形式で開催する予定
としておりました。こちらも直前
に感染拡大の影響を受け、結果とし

３．最後に

てリモート開催となりました。第
２部は昨年度のTeamsを使っての
座談会形式があまり上手く行か
なった反省も踏まえ、近畿会研修
室で人数を絞って開催する予定で
したが、残念ながら中止となりま
した。
　国際メッセにご協力いただいて
いる海外会員の皆さまは、これま
での近畿会および近畿会国際委員
会の各種活動や各委員の個人的な
人脈等を通じてネットワーキング
してきたものです。近年、協会本
部や他地域会でも海外で活躍する
会員のネットワーク化の取り組み
が始まっていますが、近畿会とし
てはかなり早い段階で取り組んで
来ており、近畿会国際委員会の大
きな財産であると考えています
し、会員の皆さまにも国際メッセ
等を通じて積極的にご活用いただ
ければと思います。

③会員向け海外視察ツアー
　国際的な情報発信の一つとし
て、近畿会国際委員会では会員向
け海外視察ツアーの企画・運営に
ついても取り組んできました。実
際に現地へ赴き、自身の目で見て
経験しなければ得られない事は沢
山あるとの考えの元、会員の皆様
に国際的な知見を拡げていただく
ことを目的として企画をスタート
しました。これまで、2017年・
2018年にはベトナム・ホーチミン
市を、2019年にはタイ・バンコク
市を訪問し、継続的に様々な都市
（主にアジア）を巡る予定で検討
を進めていました。また、2019年
のタイ訪問前には、事前に渡航先
の国・地域の情勢について理解を
深めるために、タイの会計・税務
に関するセミナーを実施（ツアー
参加予定の会員は原則参加）し、
渡航時の学習効果を高める試みな

03
SPECIAL SECTION特 集
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各部・各委員会の取り組み

　公会計委員会は、その前身の委員
会である「社会会計委員会」が1975
年に設置されたあと、45年以上にわ
たって活動を行ってまいりました。
近畿会40周年記念誌「四十年のあゆ
み」によりますと、次の記載があり
ます。『昭和50年（1975年）６月７
日は、私たちの公認会計士協会業界
に１つの大きな転機を示す画期的な
日となった。すなわち、この日、近
畿会の業務を分掌するための常設委
員会として、協会、各地域会を通じ
て初めての試みである、社会会計委
員会が新設されることとなったので
ある。（中略）利害関係者へ会計事
実をディスクローズするという課題
をもつ、わが公認会計士業界にとっ
て、営利組織体である企業の会計と

（１）首長・地方議
員・自治体職
員・会員等向
け対応

自治体首長、議員、職員さらに
は会員向けにシンポジウム等を
開催

・2020年１月自治体シンポジウム「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～」を開催
（総務省担当者、西宮市長による講演、西宮市担当者、
豊中市担当者を交えたパネルディスカッション　＠ホテ
ルモントレ大阪）、参加者200名超
・2022年２月８日自治体シンポジウム「「ポストコロナ」
時代に求められる地方自治体の変革－内部統制×BPR×DX
－」を開催（予定）（吹田市長、河内長野市長による講
演、吹田市、河内長野市担当者を交えたパネルディス
カッション）

ともに、国や地方公共団体という非
営利組織体の会計である財政の問題
は放置することのできない領域であ
り、その実態の調査研究とともに財
政報告のあるべき姿を研究する必要
性が強く意識されるようになった時
代であるということができる。』当
時は、地方公共団体のコストベネ
フィット分析や大阪市営地下鉄、市
バスの経営分析等の研究を行ってい
た、との記録があります。
　このような歴史ある当委員会にお
いて、2019年度（第54事業年度）よ
り委員長を担当しました私から、活
動状況報告等を行いたいと思います。
　委員会の活動趣旨は設立当時のも
のから変わりはなく、現在の近畿会 
北山会長の活動スローガン「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」
に沿った活動を行っています。当ス
ローガンにもある「社会からの期待
に応える」といった点において、
「社会」とは国、地方公共団体、住
民も含む広い概念でとらえており、
公会計委員会では「社会からの期待
に応える」べく、活動を行っていま
す。2022年１月時点で30人超もの委
員登録があり、毎月の委員会会議で
は25名前後の方に参加いただき打ち
合わせ・意見交換等を行っていま
す。

　当委員会の活動領域は大きく５つ
に分かれています。

公会計委員会活動報告－委員会活動を通じた地域貢献－
公会計委員会

公会計委員会　委員長 奥谷　恭子

１．パブリック分野における公認会計士に対する認知度向上に向けての対応

項　目 内　容 第54－56事業年度における実施状況
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２．パブリック分野の業務に携わる会員への情報提供を通じた業務遂行支援に向けての対応

（２）自治体職員向
け対応

（３）自治体等向け
対応：研修講
師派遣

（４）アンケート実
施と分析結果
の発表

（５）首長等への表
敬訪問

（１）パブリック関
連業務に従事
するための基
礎知識の提供

（１）包括外部監査
人・監査委員
協議会の開催

（１）学生向けの啓
発研修

自治体監査委員事務局職員への
監査実務研修を実施

全国都市監査委員会等の会合等
に研修講師を派遣し、制度改正
動向や公認会計士によるサービ
ス提供事例等を紹介
2020年４月施行地方自治法改正
（内部統制、監査基準制定等）
の対応状況に関する地方自治体
向けアンケートの実施とその分
析結果の発信
地域会と連携し、首長等に表敬
訪問を実施し意見交換を行う

会員向けパブリック関連基本的
な内容に関する研修を実施

包括外部監査・監査委員監査の
制度上及び実務上の課題につい
て、会員の包括外部監査人及び
監査委員に議論いただき、制度
改正に向けての提言を行う

自治体の仕組みと会計との関
係、自治体での公認会計士の役
割をわかりやすく解説し、パブ
リックセクター及び会計士業務
への関心を高め、将来の公認会
計士業界に興味を持っていただ
く方を広げる

・2019年12月（第８回）、2020年12月（第９回）、2021年
12月（第10回）に各々開催。毎回、午前に監査委員監査
制度等に関する公会計委員からの解説、午後にはグルー
プ演習による監査実務研修を実施
・2019年４月大阪府都市監査委員協議会主催、2021年５月
泉州都市監査委員協議会主催による研修会に講師派遣

・2021年１月全国自治体の監査委員事務局に対するアン
ケートを実施（463自治体より回答を入手）
・2021年９月アンケート結果分析概要を近畿会ウェブにて
発表
・2022年３月24日中日本五会で分析結果発表（予定）
・第54事業年度（茨木市長、島本町長、箕面市長、豊中市
長、高槻市長、大阪市副市長）、第55事業年度（茨木市
長、島本町長、高槻市長）、第56事業年度（奈良県監査
委員、岸和田市長、茨木市長、島本町長、高槻市長）に
各々実施（＊） 

・2019年11月、2020年11月、2021年11月に各々実施（テー
マは、包括外部監査、公営企業、公会計、地方独立行政
法人とし、各テーマの最新情報を毎年解説）

・2020年２月、2021年２月、2022年２月（予定）に各々実
施。近年はCOVID-19の影響に関する意見交換（包括外
部監査テーマへの制約の状況等）についてもなされてい
るところ

・第54事業年度（立命館大学、関西大学、近畿大学）、第
55事業年度（立命館大学、近畿大学、関西大学）、第56
事業年度（立命館大学、近畿大学、関西大学、大阪市立
大学、大阪府立大学）に各々実施。第56事業年度には広
報部との連携により対象大学もさらに拡大している。ア
ンケートコメントからは、企業会計の世界のみ、のイ
メージしかもっていなかった公認会計士の活動領域がさ
らに広がっていることを多くの学生に伝えることができ
た手応えを感じている

３．地方公共団体包括・個別外部監査に関する調査・研究並びに情報発信

４．社会に向けての情報発信

項　目 内　容 第54－56事業年度における実施状況
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　COVID-19の影響も若干受けつつ
も、オンライン形式への変更等の工
夫も進めつつ、上記の事業の展開を
行い、近畿C.P.A.ニュース等を通じ
た活動報告を行ってきました。この
ような活発かつ多様な活動につな
がっているのは、各委員会委員とし
て様々な世代の方（20歳台から70歳
台まで）にご関与いただき、経験に
基づいた関与、学生へのリーチ等多
様な活動ができうること、専門領域
も様々で（自治体監査委員に就任さ
れてる方もいらっしゃいます）、さ
らには監査法人、個人事務所等のご
所属も多様である、といったことが
挙げられると思います。各委員の皆
様の積極的な活動に、誠に感謝申し
上げます。また、安井担当副会長に

お支えいただきつつ、近畿会事務局
の皆様、特に和田様には大変お世話
になっており、改めて感謝申し上げ
ます。
　2019年度からの３年間において
は、地方公共団体を取り巻く環境も
さらに大きく変わってきました。公
認会計士業務に関連する主な事項を
掲げますと、内部統制評価・審査制
度の施行、監査基準制定の義務化、
COVID-19の影響を受けたDX化のさ
らなる推進、デジタル庁設置と2025
年度までの情報システムの標準化に
向けての準備、等が挙げられ、日本
公認会計士協会本部においても国際
公会計基準（IPSAS）制定に関する
議論の参加、地方公会計の財務書類
等に対する保証監査の実施可能性に

関する検討開始等が行われていま
す。今後もさらに公認会計士の活躍
範囲が広がりつつあるパブリック領
域や、委員会活動を通じた社会・地
域への貢献にご興味ある方はぜひ公
会計委員会までお問合せください。
お待ちしております。

５．公会計関連業務に携わる会員等の資質の維持・向上に向けた取組み

（２）政治資金問
題・自治体イ
ンフラ資産管
理のあり方の
研究

（１）公会計委員向
け対応

政治資金問題、自治体インフラ
資産管理のあり方に関する研究
を実施

自治体職員等を招聘し、専門講
義を聴講し、意見交換を進め、
知見を深める。今後の公認会計
士における公会計関連業務の展
開にあたり情報収集を進めるた
めに、先進的な取組みを進めて
いる自治体への視察を行い、会
員に向けて情報発信する

・2021年度に公会計委員会から、某自治体の政治資金検討
を行う委員会委員に派遣
・2021年９月より２か月毎に「一般社団法人日本アセット
マネジメント協会」との勉強会を継続開催し、自治体イ
ンフラ資産管理のあり方に関する意見交換を実施中

・2020年３月、2022年３月（予定）に自治体の公会計担当
職員の方を招聘し、公会計委員向けに講義及び意見交換
を実施

項　目 内　容 第54－56事業年度における実施状況

04
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（＊）公認会計士が地方公共団体に関して様々な局面で活躍していること（地方公会計制度、財務書類の作成及び活用に対する支援／
地方公営企業に対する支援／内部統制の体制の整備、運用及び評価等に対する支援／監査委員等への就任／包括外部監査人、個
別外部監査人への就任／指定管理者制度、各種指導監査に対する支援／外郭団体に対する支援等）を改めて首長等に説明するこ
とで、公認会計士がパブリック領域で活躍するきっかけとなっています。
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　2019年４月にダイバーシティ推進
委員会が新規設置され、早いもので
現在３年目になっています。実質的
な活動は後３ヶ月も経たずに終えよ
うとしていますが、今回はこの３年
間のダイバーシティ推進委員会にお
ける取り組みを、会員の皆様にご紹
介いたします。

　さてここで、近畿会においてどの
ような考えに基づいてダイバーシ
ティ推進委員会が設置されたのかを
振り返ってみたいと思います。設置
の背景にあったのは、一言で言えば
時代の変化ですが、当業界としては、
我が国の成長戦略のうち「新しい働

き方の定着」「オープンイノベー
ションの推進」に則った取り組みの
一環でした。（以下表参照）

　女性の活躍については、近畿会は
30年以上前に「女性会計士委員会」
という公認会計士業界初の常置委員
会を設置した歴史的事実がありま
す。しかし、近年日本社会でのダイ
バーシティ推進の動きは年々スピー
ドアップしています。具体的な取り
組みをみても、ビジネスや組織運営
にダイバーシティを取り入れる企業
や団体がたくさん登場してきていま
す。そんな中、近畿会においても、
初の女性会長が誕生するタイミング
で、北山会長がスローガンに掲げて
いる「イノベーションにより公認会

計士の未来を切り拓く」ために、女
性を含めもっと幅広いダイバーシ
ティ＆インクルージョンを推進する
ための委員会として設置されまし
た。監査法人、個人、組織内会計
士、シニア、若手、女性の枠を超え
て、横断的にダイバーシティ＆イン
クルージョンを推進するため、近畿
会独自の積極的な取り組みはもちろ
ん、本部を巻き込んでの取り組みも
目指しています。
　また過去より設置運営していた女
性会計士委員会は、専門委員会へと
再編し、ダイバーシティ推進委員会
に含めて活動継続することにしまし
た。

ダイバーシティ推進委員会の活動状況
ダイバーシティ推進委員会
各部・各委員会の取り組み

ダイバーシティ推進委員会　委員長 原　繭子
女性会計士専門委員会　委員長 宮口　亜希

（１） ダイバーシティ推進委員会

　　  設置の背景

内閣府成長戦略会議
テーマ JICPA本部戦略目標・施策 近畿会重点施策

3-2
ダイバーシティ
の取組

A27
ダイバーシティ
ネットワーキング
女性会計士活躍促
進協議会

新しい働き方の定着

オープンイノベー
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
：組織横断的に「働き方」
「働きがい」「多様なキャ
リアパス」等の取組みを調
査研究、情報共有、提言

ダイバーシティ
推進委員会
女性会計士専門
委員会

担当部・委員会



　詳細は定期総会議案書に記載があ
りますので、ここではポイントを
絞って３つにまとめますと、以下の
通りになります。
①年齢、性別に加えて、仕事上の所
属先や、ライフステージの違いを
超えて、ダイバーシティ＆インク
ルージョンについて知り、考える
機会を提供すること
②公認会計士がダイバーシティ推進
を実践する主な場面として、「働
き方」「多様なキャリアパス」の
２つを想定すること
③近畿会内に止まらず、他地域会や
本部との連携や、他業界との交流
を目指すこと 

　この３年間における、特に印象に
残る取り組みをご紹介します。
①ダイバーシティ・マネジメントを

テーマにした一般公開講演会

　2019年は外部会場でのリアル開
催で株式会社コンカー代表取締役
社長の三村真宗氏による「最高の
働きがいの創り方」、2021年はハ
イブリッド開催によりアクサHD
ジャパン株式会社代表取締役兼
CEOの安渕聖司氏による「私が
実践するダイバーシティ・マネジ
メント」を実施しました。お二人
ともダイバーシティ・マネジメン
ト実践者であり、社長業に就き、
ご自身で決めた目標に向かって取
り組み続けて結果を出しておられ
ます。そのことが従業員の方々に
力を与え、従業員の方々からも力

をもらっている、という相互的な
エネルギーの流れを見ることがで
きました。安渕聖司氏はLGBTQ
の取り組みも継続し、NHKの
LGBTQ特集でスピーカー出演さ
れたこともありますので、今後マ
スコミでご覧いただけたらダイ
バーシティ推進委員会をぜひ思い
出してください。

②全国に向けた調査研究の発表機会

　2019年に全国研究大会千葉大会
において、近畿会ダイバーシティ
推進委員会が「公認会計士業界が
抱えるダイバーシティ・マネジメ
ントの課題と地域経済がもたらす
オープン・イノベーション～会員
向け実態調査結果に基づいて～」
を発表しました。
　翌年2020年には、コロナ禍にお
ける公認会計士業界の組織マネジ
メントをテーマに、本部e-Learning
研修会「Afterコロナを見据えた
働き方改革とダイバーシティ推進
のしくみ」を実施することができ
ました。第１部では時代の社会現
象と関連づけた組織マネジメント
の変遷と、コロナ禍での組織マネ
ジメントの課題を解説し、第２部
ではコロナ禍の監査現場を紹介し
つつ、昨年までとは考え方を変え
てオンラインありきの組織マネジ
メントに取り組む必要について議
論を展開しました。CPE２単位付
与されますので、ぜひご覧ください。
　いずれも当日の会場で各種機材
に囲まれながらスピーカーとして
頭をフル回転させながら発言し続
ける経験は、疲れましたが楽し
かったです。本部で近畿会のプレ

ゼンスをアピールできたことも嬉
しいことでした。登壇者の関口京
都大学教授、北山会長、小野寺副
委員長、そして本部と近畿会の事
務局の皆さんのおかげで実現でき
ました。

③ライフイベントを取り上げた会報

記事とセミナー（「子育て」と「介護」）

　2020年から子育てと介護の記事
を作成し、近畿C.P.A.ニュースに
毎月交代で掲載することにしまし
た。子育てや介護は（特に介護）、
自分が経験したことがなければな
かなか理解しづらい、そのために
働く仲間の家庭の事情を想像する
ことができない、という課題があ
ります。そこで子育てや介護を少
しでも身近に感じられることを目
指して、毎月どちらかの記事が掲
載されるようにしました。またス
ピンアウト企画として、それぞれ
セミナーを開催し、会報で関心を
持った会員が参加できる活動も実
施することにしました。

④公認会計士活躍業界の紹介セミナー

 （ベンチャー業界、独立開業）

　これからの公認会計士の活躍
フィールドはさらに多様化すること
が考えらえます。そこで、多様な新
しいビジネスや組織が生まれている
ベンチャー業界に注目し、ベン
チャー起業家やベンチャーで働く公
認会計士からビジネスについて紹介
してもらうセミナーを開催しまし
た。また独立開業する公認会計士の
年齢層が広がったことから、独立開
業のために注意すべき事項のチェッ
クリストを作成し、IT委員会と独
立開業予定者向けの研修会をコラボ

（２）３年間の取り組み方針

（３）特に印象に残る取り組み

<ダイバーシティ推進委員会>
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開催しました。さらに、多様な働き
方の紹介としてオンライン経営の実
践者によるセミナーや、起業家によ
る新規事業コンサルセミナーなど、
多様な視点を揃えました。

<女性会計士専門委員会>
　本部が定める女性割合の目標に資
するために、「女性」にフォーカス
した取り組みを以下紹介します。
①女性会計士の働き方やキャリアを

考えるセミナー

　毎年、さまざまなフィールドで
活躍されている女性公認会計士を
講師にお招きし、働き方・キャリ
アの軌跡などを交えた熱いメッセー
ジをいただいています。日本公認
会計士協会元会長の関根愛子氏、
メディアでもご活躍の平林亮子
氏、日本電気（株）グローバル部
門のCFOの青山朝子氏、複数の
会社の社外役員をされている赤松
育子氏と、際立つキャリアを築い
てこられた女性会計士の言葉は重
みがあり、元気が出ました。しか

もみなさんお会いするととても気
さくなのでほっとします。
　さらに女性会計士の働き方につ
いて調査研究をされている東海大
学の松原沙織教授の研究報告や
「組織内会計士から見た信頼でき
る監査人」という新しい切り口を
テーマに、監査法人を経て今は組
織内でご活躍の女性会計士に登壇
いただきました。

②女性他士業とのネットワークづくり

　毎年１回、女性他士業（弁護士、
税理士、司法書士他）とともに各
士業合同研修会を実施していま
す。コロナ後もオンラインで200
名近い方にご参加いただいてお
り、オンライン懇親会でも交流を
楽しんでいます。企画担当いただ
いてる他士業の先生方はみなパワ
フルです。

③その他

　男性女性問わず興味を持ってい
ただける内容として、マナー講師
から学ぶマナーセミナー（今年で
５年目）や宝塚歌劇団の前理事長

の小川友次様のご講演など、委員
の思いが詰まったセミナーを実施
しています。

　前記の通り、さまざまな活動を
行ってきましたが、これは公認会計
士業界の「ダイバーシティ＆インク
ルージョン」を推進させるために、
会員一人一人がその意義を理解し、
そして「働き方」「ライフスタイ
ル」「価値観」等々の個々の違いに
ついて知ること、を主眼に実施して
きました。そのうえで、相手の立場
に思いを巡らせ、個々を尊重し、認
め合い、それぞれの良いところを生
かし合っていくことで、周りの方と
Win-Winの関係を築くことができ、
さらには個々の能力を最大限に発揮
できる環境を目指しています。
　今後も近畿会の会員・準会員のみ
なさまのご理解とご参加をお待ちし
ております。

最後に
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　皆さん、こんにちは。中堅・若手
会計士委員会の委員長をしておりま
す谷間薫です。
　中堅・若手会計士委員会は、40歳
以下の会計士の交流活動を目的とし
た委員会です。近畿会業務運営細則
によれば、中堅・若手会計士委員会
の分掌は以下のように記載されてお
ります。
ア 中堅・若手会計士を中心とした
研究活動及び交流活動の企画運
営に関する事項 

イ　準会員会の運営に対する支援に
関する事項

　このように、他の委員会と違って、
特に明確な分掌があるわけではな
く、会計士の将来等を中堅・若手で
ある程度自由に研究できる委員会で
す。コロナ前は中堅・若手会計士委
員会も若手だけあって、活気のある
委員会活動を行っておりましたが、
コロナになって、リモートを中心と
した委員会活動ということで少し活
気がなくなってしまいました。中堅・
若手に直接会って交流活動ができな
いこの状況は非常に残念です。
　そんな中、中堅・若手会計士委員
会では、中堅・若手の関心が高い会
計士のキャリアにフォーカスして、
第56事業年度の委員会活動を実施し

ております。キャリアデザイン・
ワークショップとして、前委員長時
代から実施しているワークショップ
です。コロナ禍ということで、ワー
クショップというよりセミナー形式
になっているのは少し残念ですが、
色々な経歴を持つ公認会計士を講師
に迎え、各講師の会計士人生の分岐
点において、どのような気持ちで進
んでいったのかを聞くのは私個人と
してもいつも楽しみにしておりま
す。前事業年度である第55事業年度
では、「市議会議員」、「開業税理
士」、「投資会社勤務」、「監査法人」
と色々な経歴を持つ会計士に登壇し
てもらいました。第56事業年度で
も、「海外で活躍する会計士」、「独
立開業会計士」を実施し、年度末に
向けて、２回実施予定です。ご興味
があれば是非是非ご参加ください。
　また、当事業年度では、大先輩の
会計士から中堅・若手向けに大先輩
が開発したツールを用いた財務分析
の研修を実施してもらいました。
ツールもさることながら、大先輩の
経験談は非常に感銘を受ける話であ
り、改めて会計士の仕事の魅力を痛
感しました。
　さらには、今はやりの非財務情報
の研修も実施しました。これは非常

に勉強になり、中堅・若手会計士委
員会の研修でありながら、中堅・若
手以外の先輩方も多数参加されてお
り、これからまさに非財務情報の時
代がくることを確信しました。
　このようにキャリアに特化した研
修だけでなく、非財務情報等の研修
も行える自由な委員会であり、今後
の中堅・若手会計士委員会にも注目
していただけたらと思います。ま
た、研修会の講師を引き受けてくだ
さる方はお忙しい中、近畿会会員の
ために時間を割いてくださり、また
講師を依頼しても快諾していただい
て非常に感謝しております。改めて
御礼申し上げます。
　研修活動以外にも中堅・若手会計
士委員会は活動を行っております。
例えば現在は五士業（弁護士会、弁
理士会、不動産鑑定士協会、土地家
屋調査士会、会計士協会）で集ま
り、「若手会員の交流会」の実施を
検討しており、会計士協会の中心と
して中堅・若手会計士委員会が活動
しております。次年度以降に具体的
な活動をご報告できる、と思ってお
ります。
　また、準会員会との交流ですが、
これは残念ながら交流会がコロナの
影響で出来ていない状況です。今年

中堅・若手会計士委員会の活動について
中堅・若手会計士委員会
各部・各委員会の取り組み

中堅・若手会計士委員会　委員長 谷間　薫
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いうことから良かった部分もありま
した。コロナが終息したら元の世界
に戻るわけではなく、ニューノーマ
ル時代がやってくると思います。そ
の中でも中堅・若手会計士委員会は
近畿会の中でも活躍する委員会とな
るよう、次年度の委員長にバトンを
渡したいと思っております。

の１月に実施しようと思いました
が、コロナ禍で実施できず非常に残
念です。また、コロナが落ち着いた
ら実施したいと思っております。
　最後に中堅・若手会計士委員会で
は、中堅・若手会計士向け、特に若
手向けの厚生イベントを実施しよう
と思い、議論を重ねて来ましたが、

こちらもコロナの影響により実施で
きていない状況です。
　私が委員長の３事業年度のほとん
どがコロナ禍ということもあり、十
分な委員会活動ができなかったと反
省する部分もありますが、その中で
もコロナ禍でもリモートによるセミ
ナーは会員が気軽に参加できる、と

06
SPECIAL SECTION特 集

15FEBRUARY 202219387

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

MicrosoftTeams14:30〜16:30

会議室16:00〜18:00

研修室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

16:00〜18:00

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜17:00

（2022年２月15日〜2022年３月15日）

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

近畿会および各部・委員会行事予定2021年度

中小事務所連絡協議会研修会および意見交換会

経営委員会

会員業務推進部研修会

非営利会計委員会　公益法人専門委員会

中堅・中小監査法人との意見交換会

近畿会改革推進特別委員会

正副会長会

非営利会計委員会　NPO法人専門委員会研修会

非営利会計委員会　NPO法人専門委員会

中堅・若手会計士委員会研修会

ダイバーシティ推進委員会  女性会計士専門委員会研修会

正副会長会

定例役員会

社会保障委員会　医療法人専門委員会研修会

非営利会計委員会　学校法人専門委員会研修会

  2.15

  2.16

  2.18

  2.21

  2.24

（火）

（水）

（金）

（月）

（木）

（金）

（水）

（土）

（月）

（月）

（火）

  2.25

  3.  2

  3.  5

  3.  7

  3.14

  3.15

研修室/MicrosoftTeams

13:00〜18:00

会議室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

13:30〜15:00

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

研修室18:00〜21:00

会議室18:30〜20:00

会議室16:00〜18:00

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30



　ダイバーシティ推進委員会は、
2021年11月７日に、アクサ・ホール
ディングス・ジャパン株式会社 代表
取締役社長兼CEOの安渕聖司（やす
ぶちせいじ）氏を講師にお招きし、
「私が実践するダイバーシティ・マ
ネジメント」と題して講演会を開催
しました。

　安渕氏は、三菱商事に入社後、外
資系企業へのキャリアに進まれ、
UBS証券を経て、GEキャピタル・
ジャパン及びビザ・ジャパンの
CEOを歴任、2019年に現職に就任
されました。その間にジェンダー、
国籍、LGBT、障がい者、その他の
インクルージョン＆ダイバーシティ
に注力され続け、2020年にはアウト
スタンディングLGBT+ロールモデ
ルリストの「トップ50アライ経営
者」部門　世界第３位に選出されて
います。

　一般的に「ダイバーシティ」と聞

REPORT
報告
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ダイバーシティ推進委員会　委員 桂川　恵利子

くと、なんとなく性別や国籍を思い
浮かべますが、実際には様々なダイ
バーシティが存在します。安渕氏に
よれば、ダイバーシティは下記の３
つに分類されます。
①デモグラフィ型ダイバーシティ
　「性別」、「国籍」、「年齢」
など目に見える属性の多様化。こ
こが、まずはスタート地点。
②タスク型ダイバーシティ
　「能力」、「経験」、「スキ
ル」、「資格」などの多様性。タ
スクフォースを組むときなどに、
自然に考慮されていることも多い
③個人内ダイバーシティ
　複数の職歴、異文化での勤務、
異なる分野の経験や知識を持った
個人における多様性。
　上記のように、様々な種類のダイ
バーシティがあることが分かりまし
た。
　しかし、ダイバーシティが必ずし
もイノベーションを生むとは限りま
せん。例えば、多様なチームを作っ
たが、なかなか新しいアイデアが出
ない場合には、そもそも意見を言え
る雰囲気がないのかもしれません。
あるいは、多様なチームだが発言す
る人はいつも同じで、声が大きい人
の意見が通る場合には、上下関係、
力関係が会議にも反映されている可

能性があります。
　ここで、ダイバーシティがイノ
ベーションを産むためには、「イン
クルージョン（積極的な受入れ）」
が不可欠であると安渕氏は述べてい
ます。インクルージョンのある環境
とは、例えば、上下関係を意識しな
いフラットな職場（「さん」付けの
奨励等）や、新しいアイデアに対し
てオープンな文化がある環境（好奇
心を持って「面白いね」と受け止め
る）を指します。こういった環境づ
くりのためには、人の意見を聴き、
変化する「Active listening」が有効
となります。
　そして、安渕氏はD&Iではなく、
あえて順番を変更させてI&D（イン
クルージョン＆ダイバーシティ）と
呼んでいます。多様性があるだけで
はイノベーションや新しい製品・
サービスの開発はなかなか実現しな
い、そこで「多様性を受け入れて活
用する環境やマインドセット」、つ
まり「インクルージョン」が必要で
あり、その強調のために「I」を先
に呼ぶのだそうです。さらに、I&D
がイノベーションをもたらす理由は
下記の４点があげられます。
①異なる視点の提供
→文化・世代・習慣・メンタルモ
デルの違い

『私が実践するダイバーシティ・マネジメント』

ダイバーシティをイノベーションに

つなげる

ダイバーシティ推進委員会　一般公開講演会　開催報告

16 FEBRUARY 2022 19388



REPORT 01報 告

②異なるもの同士の新しい組み合わせ
→（アンコンシャス）バイアスな
く、あらゆる組み合わせを考え
ることが出来る

③異なるアイデアを受け入れて育てる
→「人とちがうこと」の相互認識
がインクルージョンから醸成さ
れ、信頼関係ができる

④社会が必要としているもの、こ
と、サービスを感知する能力が向
上する
→社会のマイノリティの声を聴く
ことができるようになり、新た
なニーズに気付くようになる

　私がこの講演で感銘を受けた一つ
が、マイノリティ（少数派）とマ
ジョリティ（多数派）のお話でし
た。皆様は自分のことを「マイノリ
ティ（少数派）」か、それとも「マ
ジョリティ（多数派）」か、どちら
の方かと感じるでしょうか。
　例えば「マジョリティ性」には、
日本人、高学歴、健常者、男性、異
性愛者、高所得、大都市圏在住があ
げられます。逆に、「マイノリティ
性」には、外国人、低学歴、障がい
者、女性、同性愛者、低所得、地方
在住があげられます。マジョリティ
性にチェックが多い人ほど、社会の
中でも「特権（Privilege）」を有し
ています。なんとなく女性というだ
けでマイノリティのように感じてい
ましたが、自分でも無意識のうちに

いくつかのマジョリティ性を有して
いることを認識しました。
　マジョリティは、差別や不公平を
マイノリティ側の問題ととらえる傾
向があり、意識的・無意識的バイア
スや偏見があるのはマジョリティ側
となります。そのため、マジョリ
ティに影響を与え、マジョリティが
変わらないと、マイノリティの環
境・待遇は改善しません。つまり、
支配的マジョリティである男性／
non-LGBTQが変わらないと「女性
／LGBTQの本当の活躍」は実現し
ないのです。
　上智大学・出口真紀子教授によれ
ば、「今企業に求められているの
は、『自分は差別なんかしていな
い』と思っているマジョリティ側
が、実は目に見えないゲタを履かせ
てもらっていることに、まずは自覚
的になり、その理解を踏まえてマイ
ノリティについて新たな考え方や行
動様式を取り入れていくこと」が重
要となります。我々一人一人が他人
事だと思わず、「見えないゲタ」を
はかせてもらって
はいないだろうか、
と今一度振り返っ
てみてはいかがで
しょうか。

　企業がI&Dを推
進することによ
り、イノベーショ

ンを生み出し、多様で多彩な人材を
獲得し、活躍してもらうことができ
ます。また、多様なお客様をよりよ
く理解し、ニーズに合ったサービス
や商品を提供することができます。
性別だけではなく、より広い意味で
のI&Dを実現するために、ぜひ一人
でも多くの皆様にI&Dについて考え
るきっかけになれば幸いです。
　この講演は一般公開講演会でした
が、講演が終わった後も参加した多
くの方々から様々な質問をいただき
ました。それだけ現代の企業におい
て検討すべき重要な課題であり、皆
様の注目を集めているトピックであ
ることを肌で感じることができまし
た。時間いっぱいまでお答えいただ
いた安渕氏に心より御礼申し上げま
す。
　ダイバーシティ推進委員会では、
今後も様々なテーマを取り上げて講
演会を開催してまいります。皆様の
またのご参加をお待ちしております。

マイノリティとマジョリティ

最後に
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　ダイバーシティ推進委員会は、開
業時の留意事項を集めた「開業
チェックリスト～独立前に確認して
おきたい10の項目」を作成し、2021
年６月、会員専用ページ（各種公表
物⇒ダイバーシティ推進委員会）に
公表しました。私は、既に開業済で
したが、このチェックリストには
「それ、早く言ってよ～」と思う項
目が複数ありました。
　一方で、ITによる業務効率化や
セキュリティ対策は、日進月歩です
が、個人開業者にはキャッチアップ
するハードルが高いものであり、深
掘りすれば、開業済の方にも役立つ
内容があるだろうと思いました。
　そこで、ダイバーシティ推進委員
会とIT委員会との共催で、開業
前、開業済の双方を対象にした本研
修会を開催することにしました。ま
た、開催にあたり、両委員会の委員
には、事務所の通信環境、会計・税
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IT委員会 委員 川喜多　由博

務ソフトを選んだ理由、セキュリ
ティ対策などのアンケートにご協力
いただきました。

１　公認会計士協会の登録やサポー
トについて

２　監査法人等の非常勤について
３　税理士登録について
４　会計・申告ソフトについて
５　パソコンについて
６　事務所について
７　クラウドサービスについて
８　営業ツールについて
９　官公庁への手続きについて
10　契約について

　本研修会は、あえてTeams配信の
ハイブリット開催にはせずに、近畿
会研修室でのリアルのみ開催にした
ところ、16名の方に参加していただ

けました。
　リアルのみ研修にしたのは、本研
修会では、講師から、「開業チェッ
クリスト」に記載の項目をベースに
して、ひとり事務所、又は、小規模
事務所の運営に役立つ豆知識を紹介
するにあたり、具体的なサービスや
個人の経験を語っていただくには、
リアル研修の方が適していると考え
たからです。
　久しぶりのリアルのみ研修会でし
たが、この形態にしたことによっ
て、想定通り、お二人の講師から
は、「開業チェックリスト」には掲
載されていないような、かなり踏み
込んだ具体例をお話しいただきまし
た。が、それだけでなく、講義中、
受講者から質問が出たり、受講者に
対する投げかけがあったりと、双方
向のコミュニケーションがなされま
した。ハイブリッドだと、受講生の
声を拾うためにマイクをパスする必
要があったりして、なかなか、丁々

ダイバーシティ推進委員会・IT委員会共催研修会の開催報告

日　時：2021年11月18日（木）18：30～20：10
会　場：近畿会研修室（Teams配信なし）
テーマ：開業チェックリスト～独立前に聞きたかった豆知識～
講　師：中谷　洸太 氏（公認会計士、ダイバーシティ推進委員会副委員長）
　　　　石原　佳和 氏（公認会計士、IT委員会委員）

１． はじめに（研修開催の経緯）

３． 研修形態

２． 「開業チェックリスト～独立前に

　　確認しておきたい 10 の項目」
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発止の議論はできないでしょう。ま
た、研修終了後も、講師への質問が
続いたり、受講者同士のトークもな
されたりしていました（司会役とし
ては、なかなか会場を閉められず、
そろそろ解散しましょう、と促して
しまいました）。
　今後、ハイブリット開催の研修会
が多くなるでしょうが、時には、リ
アルのみ開催もあってよいなと思い
ました（報告者の個人的感想です）。

　近畿会のHPには、ダイバーシ
ティ推進委員会のページがありま
す。活動紹介の他に、「子育てパパ
会計士の日常」や「ライフサポーター

KAI-GO！」など、近畿C.P.A.ニュー
スの人気連載シリーズへのリンクも
なされています。是非、一度ご覧く
ださい。
　また、IT委員会は、IT監査委員
会ではありませんので、監査以外の
テーマも扱っています。委員には、
いわゆるIT監査部に所属中または
所属経験がある方が
多いですが、私のよ
うに、IT監査部経
験が無い者も、気軽
に入れますし、冷た
くされることもあり
ません。
　IT監査に直接携
わっていない方でも、

ITによる業務効率化やセキュリ
ティ、AIなどに興味がある方は、
気軽に、IT委員会を覗いてみてくだ
さい（もちろん、Teams出席可能で
す）。

４． おわりに
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　今回の研修会では、今年創立107
周年となる宝塚歌劇団の前理事長で
ある小川友次様からお話を伺いまし
た。

　宝塚歌劇団といえば、関西を代表
する歴史あるエンターテインメント
であり、豪華な衣装や舞台、演者は
全員女性であること、男役・娘役
「トップスター」システムを擁する
こと等、様々な観点で取り上げられ
ることが多いと思います。小川様の
お話は、ダイバーシティや女性活躍
の観点にとどまらず、顧客満足を高
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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　委員 吉川　和美

めながらいかに収益を獲得していく
のかというビジネスモデルにまで及
ぶ充実した内容でした。一つ一つの
システムが考え抜かれたものであ
り、それぞれが経営学やマネジメン
トの教科書の題材になりえるほど
で、タカラヅカファンとしても会計
士としても、大変興味深くお聞きし
ました。質疑応答も含め１時間半、
中には「ここだけの話」もしてくだ
さったのですが、特に印象的だった
お話を２つレポートさせていただき
ます。
　１つは、劇団経営の収益化につい
てです。
　公演時期から逆算して企画し、ブ
ロードウェイミュージカルや原作が
あるものについては版権を交渉し、
DVD・Blu-ray等の映像としての販
売までのトータルで収益化を考える
必要があります。そのために

●コンテンツをつくる要となる演出
家も、宝塚大劇場に隣接する小劇
場や比較的小規模な外部の劇場か
ら始めて、機会を与えながら計画
的に育成
●チケット販売についてはチケット
販売チームが貸切や団体、一般顧
客のバランスを考えながら販売
●周年イベントなど、「わくわく
感」を演出し、「観たい」と思っ
てもらえるムードを盛り上げる
と言った取り組みをされています。
関係者間の調整や、こだわりの強い
芸術家気質の方々を説得しながら推
進することは高度なマネジメントが
要求されると拝察しました。
　このように劇団員である「生徒」
を教育する音楽学校から演出家、衣
装、舞台装置、楽団から東西の専用
劇場、コンテンツの著作権まで自前
で保有し、チケットだけでなく、DVD、

「宝塚歌劇団におけるマネジメントについて
（101周年から６年間理事長を務めて）」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研修会

日　　時：2021年11月27日（土）15時～16時半
場　　所：日本公認会計士協会近畿会およびMicrosoft Teams（オンライン）
講　　師：小川　友次 様
　　　　（株式会社梅田芸術劇場取締役会長、株式会社タカラヅカ・ライブ・ネクスト代表取締役社長）
参加人数：58人
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Blu-ray、グッズ販売まで一気通貫
で提供するビジネスモデルは他には
ない強みとなっています。また、新
型コロナウィルスの流行で劇場に行
くことがかなわない環境であって
も、「配信」という形で提供されて
おり、新たな収益獲得の機会となっ
ているとのことです。

　２つめは、長年培われた歌劇団ブ
ランドについてです。
　講演内では、劇団員である「生
徒」に対し、歌、ダンス、演技と
いった芸事も大切だが人格を磨くよ
うに伝えているというお話が随所に
あり、「技量、品格、人格が大事」
という言葉が非常に印象的でした。
劇団としての新陳代謝をはかるため
に、毎年40人入団したら同じ人数だ
け退団しなければピラミッドが維持
できないという厳しさのある中、生
徒へ愛情をもって接しておられるこ
ともよく伝わってきました。ブラン
ドは一朝一夕にはできませんが、崩
れるときは一瞬です。小川様はもち

ろんのこと、生徒、演出家他、関係
する人々がタカラヅカを好きで大切
に思うという状態を保つことにより
ブランド価値が維持できているのだ
と感じました。
　また、小川様は2021年４月に「株
式会社タカラヅカ・ライブ・ネクス
ト」代表取締役に就任されており、
こちらはタカラヅカを卒業したOG
の活躍の場として、さらにはタカラ
ヅカのブランドを維持するクリエイ
ターを育てる場とされる計画である
とのお話がありました。卒業生が活
躍すればタカラヅカのブランド価値
をますます高めることになり、双方
にとってよいあり
方であると思いま
した。

　その他、トップ
システムについ
て、演目の選び方
など、タカラヅカ
ファンには興味の
尽きない様々なお

話をお聞きしましたが、今回の研修
に参加された皆様にとっても、より
一層熱意が高まるとともに、今後の
業務につながる何らかのヒントを得
ていただけたのではないかと思いま
す。

　ダイバーシティ推進委員会では、
今後も会員・準会員の皆様を対象と
した研修会を企画しております。多
数の皆様のご参加をお待ちしており
ます。
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　会社が目指したい姿になるための
あるべき取締役会の姿に近づけるた
めに、取締役会評価のプロセスを
ツールとして使うという考え方。取
締役会評価をこのように捉えると
は、まさに目からウロコでした。
　講師の高山与志子先生は第三者に
よる取締役会評価の第一人者であ
り、豊富な実績に裏打ちされたお話
は非常に実践的。サステナビリティ
経営の知見を持った社外役員のニー
ズの高まりに合わせ、取締役会及び
取締役個人の評価手法についても論
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社外役員専門委員会　委員 桂　真理子

理的に解説してくださった高山与志
子先生のセミナーについて、ここに
ご報告いたします。

１．コーポレートガバナンス・コー
ドと取締役会
　取締役会の主要な役割・責務
は経営陣に対する実効性の高い
監督を行うことである。影響が
大きいのは独立社外取締役の人
数とその有効な活用。独立社外
取締役の人数についてプライム
市場では1/3が要件となっている

が、過半数を目指すという議論
の動向に留意。

２．コーポレートガバナンス・コー
ドと取締役会評価
　取締役会評価は米英では90年
代から行われ始め、日本では
CGCの2015年を機にようやく始
まった。投資家から見ると、社
外取締役が期待通りの役割を果
たしているかどうかに関する状
況がブラックボックスになって
いるため、取締役会の評価が重
要になっている。

取締役会評価の実際と課題（2021年アップデート）
社外役員専門委員会研修会

日　　時： 2021年12月 1日　 14:30～16:30
e-learning視聴期間：2022年２月中旬～2023年３月31日
場　　所：日本公認会計士協会近畿会　研修室及びTeams
講　　師：高山  与志子 氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社マネージング・ディレ
　　　　　クター取締役、ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社　代表取締役）
テ　ー　マ：取締役会評価の実際と課題（2021年アップデート）
研修概要：取締役会の実効性を高める重要なプロセスとして、2015年にコーポレートガバナンス・コードで取締役

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

研修概要

講義内容要約

はじめに
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３．取締役会評価の概要
　評価の対象は「取締役会全
体」「委員会」「取締役個
人」。評価の手法は「質問票」
「インタビュー」「取締役会に
おけるディスカッション」。一
番多いのは書面で質問票に回答
してもらい、取締役会で確認す
るという手法。評価には自己評
価と第三者評価があり、基本は
自己評価を毎年実行することに
なる。第三者評価では、第三者
機関が、他社の取締役会及び評
価の状況に関する知見・経験を
もとに支援。評価のプロセスの
客観性、透明性が高まることか
ら、３年に１回程度の実施が望
まれる。第三者機関による評価
は前提として会社に対する理解
を深めた上で実施しなければ、
その実効性が薄れることから、
評価実施までの準備に時間をか
けることが重要である。
　第三者評価のプロセス例とし
ては下表を参考にされたい。

４．日本企業の取締役会評価の状況
　2021年８月現在、東証１部及
び２部上場企業の約８割にあた
る2,161社が取締役会評価を
行っている。また日経225企業
のうち、第三者評価を行ったの
は取締役会で91社（約40％）、
取締役個人で５社、委員会で98
社である。

５．海外の取締役会評価の状況
　英国ではCGCでFTSE350社
については第三者評価が３年に
１度求められており、2012年以
降の実施率は毎年34％を超えて
きていることから、ほぼ全ての
会社が３年に１度行っている状
況である。
　米国でもS&P500社のうち
98％が取締役会評価を実施、
22％が第三者評価を実施してい
る。Fortune100社においても
32％が第三者評価を実施してい
る。

６．取締役会評価と企業不祥事
　「取締役会評価を導入したら

企業価値は上がるのか？企業不
祥事は防げるのか？」というよ
くある問いに対して、高山先生
の答えは「社外取締役の存在と
同じく、長期で見ないと効果は
わからない。それらは必要最低
条件であって十分条件ではな
い」とのこと。表面的な評価で
は◎と回答していても、実際が
どうなのが重要であるという事
例を交えて解説いただいた。

７．取締役個人の評価
　個人評価の手法には「自己評
価」と「相互評価」がある。相
互評価については議長が取りま
とめ、必要に応じて指名委員会
委員長とも共有する。取締役が
相互に内容を共有することはな
い。議長の評価も重要である。

８．取締役会評価と議決権行使
　英米では取締役会評価と取締
役選任議案が密接に関係してお
り、投資家は評価結果を見て取
締役の選解任に票を投じている
が、我が国では評価の開示の時
期の問題もあり、いまだそのよ
うな状況に至っていない。CG
報告書の提出が総会の後なの
で、取締役選任の投票に反映の
しようがないというのが現状で
ある。これについては、招集通
知に記載することで解決できる。

９．取締役会におけるサステナビリ
ティに対する取組み
　サステナビリティ経営に対す
る課題を特定してどのように取
り組んでいくかを開示すること
が多くの企業において進んでき
ている。CGCに則って考える
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と、その際の主語は取締役会に
なる。しかし、サステナビリ
ティというのは非常に不明瞭な
概念であるため、企業価値の増
大に結び付く取組であるかどう
かの判断が重要である。そこ
で、サステナビリティの知見を
有する社外取締役の存在が重要
になってきている。サステナビ
リティ委員会の設置となると
ハードルが高いが、既存の委員
会の議題にサステナビリティに
関する項目を加えることは今す
ぐできる方法である。

　以上、９項目にわたって解説頂き
ました。
　先生のご実績に加え、取締役会評
価という旬のテーマであったことか
ら、企業の経営者層11名、公認会計
士59名が参加するコロナ禍では稀に
みる盛況なセミナーとなりました。
講義の後は質疑応答であり、会場参
加の企業経営者からも多くの真剣な
質問が投げかけられました。それら
に対し、高山先生は丁寧にご回答い
ただいた後、「どのような企業であ
れ、真剣に取締役会の実効性を上げ
たいと考えている企業であれば、そ
の企業の力になりたい」、とおっ
しゃられたのが非常に印象的でした。

参加者（公認会計士社外役員）の感想

あとがき

REPORT04 報 告

　私が社外役員をしている会社では
自己評価を毎年していますが、外部
公表はしていません。昨年度の評価
にはじめて私も関与しましたが、い
ろいろ課題もあり、改善提案してい
かないといけないと思っていたとこ
ろなので、非常に参考になりまし
た。第三者評価を急いで導入するよ
りも自己評価のやり方や質問項目の
見直しからはじめるように提案して
みます。
　研修で一番なるほどと思ったのは
サステナビリティ経営に対する取締
役会の取組みに関するところです。
BCPの取組みとサステナビリティの
取組みを企業内でどう組織化や規定
化するのがいいかという話をしてい
たところだったので、頭の整理にな
り、すっきりしました。

　当該研修を実際
にご覧になりたい
方はe-learningに
て受講可能ですの
で、CPE-ONLINE
よりお申込みの上、
ご視聴ください。
　近畿会社外役員
専門委員会では、

この他にも社外役員向け、企業向け
の有用なセミナーを企画しておりま
す。社外役員としての知見を深めた
い会員の皆様には、近畿会HPの研
修案内及びCPE-ONLINEより検索
の上、奮ってご参加ください。

　最後になりましたが、このような
充実したセミナーを開催していただ
いた高山与志子先生、当該セミナー
を企画・運営いただいた社外役員専
門委員会の皆様及びご参加いただき
ました皆様に、この場を借りて厚く
御礼申し上げます。
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　大阪銀行協会と日本公認会計士協
会近畿会は、年間５回は近畿会から
講師を派遣し、年１回は大阪銀行協
会から講師を派遣していただき、相
互に協力しあいながら有益な情報交
換と交流を目的としてセミナーを共
同開催しております。
　2021年12月14日、大阪銀行協会セ
ミナールームにおきまして、銀行向
け共催セミナーをさせていただきま
した。テーマは「「会社経営の成
功・失敗事例」～SDGsの推進、経
営革新支援の観点から～」として
ウェブ形式のセミナーを開催させて
いただきました。
　米国では、FacebookがMetaへと
社名を変更し、メタバースという仮
想空間の構築に力を入れると発表し
たほか、わが国においては、ソニー
がアニメをエンタメの第４の柱に置
き、漫画をベースとした映画やゲー
ムの売上を伸ばしています。
　このような背景のもと、コロナ禍
において業績好調の企業、また、コ
ロナの影響を受け、証券取引所から
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会員業務推進部　部長 矢本　浩教

の撤退を余儀なくされた企業につい
て、また、時流をつかむために事業
内容が変化している企業について有
価証券報告書を用いてポイントを解
説しました。
　ウェブ形式のセミナーを行うメ
リットの一つとして有価証券報告書
のような細かい文字を紹介しても見
てもらえることにあり、その分いつ
もより多くの情報量を伝えることが
できる点があることに気づかされま
した。
　また、昨今関心の持たれているビ
ジネスワードについても解説をさせ
ていただきました。１、オルタナ
ティブ・ファイナンス ２、FP＆A/
管理会計 ３、DXデジタルトランス
フォーメーション税制 ４、CX（カ

スタマートランスフォーメーション） 
５、MANGA＝MANGA、ANIMATION、
GAMES ６、SX（サステナビリティ
トランスフォーメーション）　７、
縦型、メタバース
　これらの用語はほとんどが公認会
計士が親和性を持つ分野であり、や
り方次第では業務領域を拡大できる
大チャンスが到来していることを感
じます。そのうえで、心強いパート
ナーである大阪銀行協会とのパート
ナーシップを今後も強固なものとし
ていきたいと考えております。　

大阪銀行協会と日本公認会計士協会近畿会
共催セミナー開催のご報告
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　研究・CPE研修部では、新たな時
代を切り拓く、魅力ある公認会計士
の人材育成の一環として、「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」ことを目的とした「スキルアッ
プセミナー」を実施しています。当
56期は、より多くの皆様へのご参加
の機会をご提供すべく、年間を通じ
て10テーマ×各２回の合計20回のセ
ミナーを企画いたしました。
　セミナーはすべてリモート（Zoom）

で行われますが、事前学習と当日の
ディスカッション形式の講義で構成
されており、参加するだけでもかな
りのエネルギーを使うものですが、
各回の参加者の皆さんの活発なディ
スカッションをお聞きしているとそ
の学びの姿勢やアウトプットへの意
識の高さ等、私自身とても刺激を受
けています。
　今回、いくつかの回にご参加いた
だいた４名の方から、セミナーにつ
いての感想をご寄稿いただきました

のでご紹介させていただきたいと思
います。ご寄稿いただいた４名の皆
様、お忙しい中ご対応いただき、ま
た、大変貴重なご意見をいただき本
当にありがとうございました。当年
度のスキルアップセミナーの取組み
を総括し、翌年度以降の研究・CPE
研修部の活動に引き継いでいくべ
く、参考にさせていただきたいと思
います。
（研究・CPE研修部   部長  山本  憲吾）
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スキルアップセミナーを受講した感想
研究・CPE研修部

2021年度スキルアップセミナー開催実績

財務分析を通じた経営課題の仮説構築 ～顧客のビジネスモデルと会計～

ファイナンス ～投資に関わる意思決定プロセス～

アカウンティングと経営の意思決定 ～財務諸表から経営戦略を読み取る～

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～

テクノベート時代に起きる企業戦略の変化 ～顧客ビジネスの未来を共創する～

経営視点の問題発見・課題解決スキル ～顧客のありたい姿を実現する思考法～

クリティカルシンキング ～仮説思考による問題解決～

人・組織を動かすための戦略的プロセス ～上司・部下・他部門・顧客を巻き込むスキル～

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～

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～

戦略

立案・構想

情報収集分析

問題解決

コミュニケーション

／プロジェクトマネジメント

2021年８月７日、８月21日

2021年９月４日、９月18日

2021年11月６日、11月20日

2022年２月16日、３月２日

2021年６月30日、７月14日

2021年12月22日、2022年１月12日

2022年２月12日、２月26日

2021年６月26日、７月10日

2021年12月４日、12月18日

2022年１月15日、２月５日

３時間×２回

３時間×２回

３時間×２回

２時間×２回

２時間×２回

２時間×２回

３時間×２回

３時間×２回

３時間×２回

３時間×２回

前年度実施

前年度実施

前年度実施

前年度実施

プログラム 開催時期 開催時間 備　考

　私は2010年ごろから様々なアドバ
イザリー業務を行ってきましたが、
基本的には独学やOJTを通じてスキ
ルを身に着けてきました。しかし、
昨今のクライアントニーズの多様化

に伴い、解決できない問題に直面す
ることが多くなり、これまで身に着
けてきたものを体系化して整理した
いと感じ、スキルアップセミナーを
受講することにしました。

　８月に開催された「財務分析を通
じた経営課題の仮説構築～顧客のビ
ジネスモデルと会計～」で初めてス
キルアップセミナーを受講しました
が、ケーススタディを用いた対話型

植田　壮一スキルアップセミナーを受講した感想
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の研修であったため、理論だけでな
く、それを実務でどのように活用で
きるか、といったところまで学ぶこ
とができ、とても有意義な研修とな
りました。また、講師の方が実務で
経験した事例なども話していただい
たので、より一層理解が深まったよ

うに思います。早速９月に仕事で活
用し、クライアントにこれまで以上
にバリューを提供することができま
した。
　また、グループワークを通じて、
異なるバックグラウンドの会計士の
方と知り合いになれることも当セミ

ナーのよい点であると感じています。
　９月以降もいくつかのセミナーを
受講していますが、どのセミナーも
とても有意義なものであったため、
今後も継続して受講したいと考えて
います。

　日本公認会計士協会 近畿会研修部
では、新たな企画として、スキル
アップセミナーを連続して開催され
ておられます。一般事業会社に勤務
している私にとって、すぐに業務に
役立てることができそうなテーマが
多く設定されていることから、何回
か受講させていただきました。今
回、セミナーを受講した個人的な感
想と共に、内容を簡単にご紹介させ
ていただきます。

　2021年度に受講したスキルアップ
セミナーは、以下の４回です。
「人・組織を動かすための戦略的プ
ロセス～上司・部下・他部門・顧客
を巻き込むスキル～」
「財務分析を通じた経営課題の仮説構
築～顧客のビジネスモデルと会計～」
「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～」

「経営視点の問題発見・課題解決ス
キル～顧客のありたい姿を実現する
思考法～」

　受講するにあたり、まずはテーマ
にそった事前課題が与えられます。
例えば、財務分析に関するセミナー
であれば、ある企業の財務諸表等の
資料を基に財務分析を実際に自分で
行い、設問に対する回答をまとめ、
事前に提出する必要があります。ど
のセミナーにおいても、事前課題に
は相応の時間を要するため、課題を
こなす時間を確保するのに苦労しま
した。また、提出するまでは、督促
メールが定期的に送付されてくるの
で、プレッシャーに感じます。

　当日の講義はウェブでの参加とな
ります。一方通行的な講義は全くな
く、参加者に順に発言が求められた

り、グループに分かれてのディス
カッションが行われたりします。参
加する人数が少人数であったため、
発言する機会が比較的多くありまし
た。ディスカッションの内容も、講
義に関しての議論であったり、各人
の経験に基づく考えを議論したり
と、非常に多彩で、飽きさせないも
のでした。ディスカッションにおい
て、参加される皆さんの様々な意見
や経験をお聞きすることができたこ
とも、興味深く、面白かった点です。

　複数回の募集があり、興味のある
テーマでも日程の都合で参加できな
い講義が複数ありましたので、それ
が残念です。来年度以降も、是非、
継続していただければと思います。
　ありがとうございました。

原田　貴志スキルアップセミナーを受講した感想

　受講動機は、普段は会計監査業務
に従事していますが、会計監査業務
以外で会計を活用する方法の視野を
広げたいと思い研修に参加しました。
　スキルアップセミナーの存在に気

が付いたのは、昨年６月でした。そ
のため残念ながら３年前から始まっ
ているこのセミナーのすべての研修
を受講はできませんでしたが、５講
受講した中で特に面白いと感じたも

のは「ビジネスモデルと会計」「ア
カウンティングと意思決定」の２講
です。
　理由は、実在する企業（ユニクロ、
ニトリ、ZARA、大塚家具、Apple

北　智英江スキルアップセミナーを受講した感想



など）が実施してきたビジネスの結
果や軌跡について財務諸表を分析
し、推測し、実際にどういった環境
だったのかという情報を得て、「な
ぜ成功したのか」、「何が失敗だっ
たのか」、「岐路はどの時点であっ
たのか」、「本当にそれが失敗で
あったと言えるのか」という観点で
「事前学習」と「受講生同士のディ
スカッション」、そして「講義」の
中で学びました。
　学びの中で得た感想は、「会計を
分析しただけでここまで見えてくる
なんてやはり会計って面白い！」と

いう会計が面白いと思った頃の初心
に戻りました。一方で、監査業務で
は財務諸表の数字の正しさに重きを
置き、こんなに広範囲かつ深くビジ
ネスを捉えるようなことを財務諸表
と対峙する中で癖づけたことがない
ことに気が付きました。
　監査業務では、マネジメント・レ
ターの題材の一部に今回学んだスキ
ルを利用しつつ、より広い視野での
指摘事項や今後のビジネス上のリス
クなどを企業の監査役等に提供し、
会計監査の付加価値を付けることに
活用できればと思います。

　今回特にZoomを利用して自宅で
研修が受けることができ、産休育休
中にも関わらずに研修を受けること
ができました。来年も受講できてい
ないところを受講したいため、開講
の継続をお願いします。こんなにも
すばらしい研修ですが、５、６人し
か受講していない回もあり、せっか
くの機会がもったいないため、多く
の方が参加してくださり、かつ継続
的なセミナーの開催を期待しており
ます。素晴らしい学びの場を頂きあ
りがとうございます。

REPORT06 報 告
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　「いや、ほんまにみんな受けて！
はよ申し込まんと定員になるで。」
最近の私の口癖です。近畿会のスキ
ルアップセミナーめっちゃ役に立つ
から。。。
　昨年度から始まった近畿会スキル
アップセミナーシリーズ。ここだけ
の話、トライアルだった昨年度は多
少期待外れの回もあったのですが、
PDCAを回した今年度はグロービス
のMBAコースから厳選された内容
に絞られ、どれを受講しても人生に
役に立つものばかり。
　９月に受講したファイナンスはな
んてったって講師があのDTFA創業
メンバーの内山晃一先生。基礎的な
内容とはいえ受講生は会計士の老若
男女なので、授業中もハイレベルな
質疑応答が飛び交って、めちゃめちゃ

刺激的でした。
　12月に受講した経営視点の課題解
決では、MECEとロジックツリーで
解決できない問題はないという思考
整理のプロセスを学びました。これ
からの私はビジネスの場で「これは
直感なのですが…」とか「あくまで
勘なのですが…」を発することはな
くなるでしょう（いや、今まで言う
とったんかい⁉）。
　２月は待ちに待ったクリティカ
ル・シンキング、略してクリシン。
自分が普段無意識にとっている行動
や考え方を意識化し、論理だてて客
観的かつ分析的に振り返るのだそう
です。もうひとつ、経営戦略立案の
定石を学ぶ回もあります。むふふ！
楽しみすぎる。
　今まで、業務に追われ、日常に追

われ、思考を整理しないままに取り
掛かった仕事で、逆に遠回りしてし
まった不効率の後に飲む酒、まず
かったんです。でも忙しいからと、
MBAの基礎知識取得にかける時間
は取れないと自分に言い訳して、学
ぶことに目を背けていた私。これ
が、スキルアップセミナーのおかげ
で万事解決して、受講を機に自身の
思考回路に自信が持てるようになり
ました。ブレイクスルーの予感。本
当に近畿会に感謝です（って、近畿
会の回し者か⁉）
　違います！私はただただ、声を大
にして言いたいのです。「いや、ほ
んまにみんな受けて！来年度も近畿
会がスキルアップセミナー開催して
くれるんだって！」

桂　真理子ブレイクスルーの予感
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『戦略的変化のための試み』 
～ファミリービジネス研究会からの報告

安原　徹

　前述したとおり、事業承継は経営
革新や第二の創業の契機と考えられ
ます。ファミリービジネスの後継経
営者には、先代（主に創業者）が成
し得なかった新技術の導入や製品開
発、販路の開拓といった革新を実践
することが求められます。後継者は
従前の経営資源を引き継ぎながら、
トップの交代による変革を進め企業
を経営環境の変化に適応されること
が望まれているのです。
　しかし、後継経営者は組織におい
ては比較的新参であるため、長年先
代に依存してきた経営や組織を、自
らのリーダーシップによって革新す
るのは容易なことではありません。
また、企業の成長には寿命があり、
リーダーの交代が近づく時期には、
先代の経営に伸びの鈍化や停滞が見
られるのが一般的な姿です。創業者
がオリジナルな戦略に固執すると常
に変化し続ける外部環境の要求に応
えられなくなって、成長が止まるの
です。しかし初期の成功は将来の成
功を約束するものではありません。
ファミリーは変化し続け、テクノロ
ジーも進化します。マーケットは成
熟に向かうとともにコンペティター
との競争は激化します。このような
状況に屈することなく、将来を見通

すために『Preparing Your Family 
Business for Strategic Change』で
は次のような点が指摘されます。
・創業者の先見性や優秀さは一時的
なものであり、長い目で見ると全
体的な組織力が成功の秘訣です。
生産設備をよりよく組織化し、全体
と調和させることが求められます。

・変化の時代は、オーナーにとって
なぜ成長することが大切なのかを
改めて考えてみる機会です。なぜ
会社を続けるのか、会社を他に売
却するべきなのか、それともファ
ミリー経営を続けるのか。会社の
価値を見直し、成功するとはどう
いうことなのかを考え直すべきで
す。

・ファミリーとの情報の共有が必要
です。そこには会社再編などの概
念図も含まれます。

・マーケットが成熟したりテクノロ
ジーが変化したときには当初の成
功に貢献したのは組織のどのよう
な側面だったのかを検討する必要
があります。これは会社の伝統を
捨てることではなく、変化やイノ
ベーションに適合するように会社
の文化を活用することです。

　同書は「変化の時代にはビジネス
に新しいアプローチが必要だ。リー
ダーは変化（change）の抵抗者（cha-

llenger）ではなく擁護者（champion）
にならなくてはならない」と強調し
ます。後継者は会社のミッションや
戦略を実現するために会社の文化・
伝統を利用するべきです。ここでは
伝統と変化は二律背反でないことが
わかります。

（１）過去の成功体験との訣別
　多くのファミリー企業は過去の
成功体験に捉われています。当初
の戦略はパワフルで深く会社に根
付いているので、それを変化させ
ることはほとんど不可能に近いと
思われます。さらに、創業者はク
リエイティブで個性的な人が多い
ので、後継者は劇的な変化をもた
らす気持ちが失せてしまいがちで
す。しかし最初に成功をもたらし
たやり方が将来の成功の邪魔にな
ることもあるのです。そこで、次
代の経営者は自分たちの事業の本
質が何なのかを改めて考えるべき
です。たとえば、優秀な営業部隊
が成功の秘訣だと決め込むのでは
なく、販売のやり方を変革するこ
ともあるでしょう。これは最近の
インターネット販売の隆盛を見て
も明らかです。

ファミリービシネスについて 第６回

１．変化の時代

２．かつての戦略が将来の成功を

　　  妨げないための工夫



（２）経営計画の必要性
　多くの創業経営者はきちんとし
た経営計画の策定を嫌います。実
際彼らは計画など作らずにビジネ
スを成功させているからです。彼
らは将来を語るよりも、いま実際
に行動することを好みます。ま
た、将来の計画を作成してそれに
コミットすると経営の柔軟性を損
なうと考えます。「計画がロード
マップだとしたら、もし新しい機
会や障害が生じたらどうするの
か。」などと主張します。しか
し、それでもなお経営計画策定は
重要です。もし環境が変わればそ
の時点で書き直せばよいのです。
肝心なことは計画そのものではな
く、計画策定に当たって戦略を吟
味するというプロセスが重要なの
です。そのプロセスを通じて経営
者はファミリーやビジネスの状
況、業界の動き、世界情勢などを
認識することができるのです。
　創業経営者が計画作りに抵抗す
るもう一つの理由は、将来に対す
る不安があることです。将来事業
がうまくいかなくなるのではない
か、対外的な説明責任を果たせる
のか、センシティブなファミリー
問題に直面するのではないかと
いった恐怖心があるからです。し
かしながら、ファミリーはこれら
の問題に目を向けることが決定的
に重要です。こうした状況におい
てファミリーのコミュニケーショ
ンを強化し、コンフリクトを解決
していくことが期待されるのです。

（３）戦略的なスキルの開発
　戦略的な変化を生み出すために
は次のようなスキルが必要です。
・絶え間ない計画つくり
　経営者は計画の前提を見直し

社内での有効性を確かめ自らの
限界を拡げなければなりませ
ん。戦略的な変革をいくつ経験
したかが将来のビジネスの健全
さを示すのです。戦略的な変革
とは、たとえば顧客により良い
サービスを提供する、新しい市
場を開拓する、ビジネスのやり
方を改めるといった経験です。
ビジネスは会社の目標や価値観
に沿った複数の戦略可能性を追
求するべきです。
・イノベーティブで順応性ある組
織つくり
　次世代の優れた戦略は現任の
オーナーからは生まれにくいも
のだと認識するべきです。特に
オーナーが優れた戦略やアイデ
アの開発者であるときには次の
戦略を思いつかないものです。
・絶え間ない再投資
　戦略的な支出予算の規模はど
うあるべきか。その対象は１つ
なのか。企業は予算を現在の
マーケットシェアの維持に向け
るのではなく、それを拡大する
方向に使う必要があります。そ
れも１年だけの支出ではなく将
来何年も続ける必要がありま
す。会社が稼いだキャッシュを
オーナーに配当したり剰余金の
積み増しに回すよりも、再投資
に振り向ける会社の方が成長を
続けます。
・モチベーションとコミットメント
　高齢になった創業者はリスク
を引き受けることが難しくなり
がちです。多くを成し遂げた創
業者は個人的な安心や時間の余
裕を求めます。それでは既に成
功した創業者がさらなる成長、変
化を求め自らの時間や情熱をビ
ジネスに注ぎこむモチベーショ

ンは何でしょうか。それは会社
の発展を望む気持ちとコンスタ
ントな報酬を得ることです。優
れた経営者は業界標準で説明可
能な水準に自らの報酬を抑え、
一方で個人的なプライドを拡大
することが期待されます。

（４）変化を促し脅威を減らす
　後継者が戦略的変化を伴う新た
な文化を取り入れようとするとき
には、それを個人の手柄にしない
よう工夫するべきです。一個人の
アイデアとして新しいプログラム
を取り入れるよりも、多くのメン
バーが貢献した成果物に見える方
がより受け入れられやすくて効率
的に実行できます。
　どれだけ後継者が優秀であった
としても、成功を勝ち取るために
は多くの人の知恵を集める能力が
欠かせません。一人だけがスポッ
トライトを浴びる機会を減らすこ
とによって、新しいアイデアは他
の問題点をあぶり出し、世代間の
議論が活発になります。たとえば
後継者は表面的なデータを基にタ
スクフォースを作り社内で情報を
共有化します。必要に応じ外部の
専門家の助言も取り入れます。そ
のうえで役員会にアイデアを諮り
ます。このようにしてリスクや感
情のしこりを生ずることなく新ア
イデアを形にすることができ、そ
の結果将来の脅威も減少します。
この場合、注目を浴びるのは創業
者になるかもしれません。とは言
うものの、このようにして創業者
世代の伝統に変化をもたらし、時
代に適合する会社にすることがで
きるのです。結果的に後継者は会
社の伝統を守ることができ、同時
に旧世代のオーナーやリーダーの
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中に場を得て自分がやりたい変化
を議論の俎上に載せることが可能
になるのです。

（１）ファミリーの価値観が持つ力
　ビジネスとファミリーメンバー
が成熟して関与する人間が増加す
るにつれて、彼らのニーズ、期
待、目標の間にコンフリクトが生
じることがあります。
　多くのファミリービジネスで
は、株主価値を最大化するといっ
た教科書的なアプローチに基づい
て戦略を策定するわけではありま
せん。ファミリーは自身のビジネ
スをより広範な目標を追求するた
めに利用します。ここでは創業者
精神をシェアすることによってビ
ジネスの文化や価値観の基礎が築
かれます。ファミリーが明確な価
値観で統一されていると、ファミ
リーとビジネスの統合が大きな成
功をもたらします。彼らは、単に
おカネを儲けるといった目的を超
えたコアなイデオロギーによって
導かれるのです。

（２）個人の金銭面、感情面の不安
を和らげること

　変化と同様に重要な要素はリスク
です。多くの会社で必要な変化を避
けようとすることから大きなリスク
が生まれます。そこで戦略的な変革
は創業者世代の金銭面や感情面での
不安を最小化するように構成されな
ければなりません。
　一般的に創業時には生活費をまか
なうのがやっとという状態です。事
業がうまく回り始めると報酬も増え
ますが、まだ将来を心配することは
ないのが普通です。やがて企業の成
長のスピードは鈍り、新たな設備、

技術、人材への投資が増加します。
同時に株主でもあるファミリーメン
バーが成長して、進学や結婚、住宅
購入のために資金を必要とする機会
が増加します。そうなると「財産は
自身のビジネスだけ」という親世代
は危うくなります。ビジネスの他に
資産を持たない創業者は引退時期が
迫ると老後資金に不安を感じるので
す。一方、後継者は様々なアイデア
をもって事業の拡大を考えます。し
かし親世代が現役であるとリスクを
伴う冒険は受け入れてもらえず、結
果的にファミリーとビジネスの双方
においてコンフリクトが生じます。
親世代が事業からの収入に依存して
いないならば、子供たちが新しい戦
略に取り組んだり多くの責任を引き
受けることを喜ぶでしょう。親世代
は資産の流動性を評価して、ビジネ
スにとって必要な資金と自らの引退
後の生活、相続税、退出を望む株主
からの株式買取請求などに備える資
金を確保しなければなりません。
　経済的な不安をなくすためにはさ
まざまなファイナンス技術の活用を
検討するべきです。一方、感情的な
不安をなくすためには変化を「一歩
ずつ（step by step）」重ねていく
のがもっとも簡単な手法です。もし
部下が新しいアイデアを取り入れよ
うとするときに、それを全面的に採
用するか全否定するかを選択する必
要はありません。組織は徐々にゆっ
くりと新しい方向に向かって変化し
ていけばよいのです。劇的な変化よ
りも小さな変化を継続することが望
まれます。こうすることによって経
済的にも感情的にもより安定感が得
られるでしょう。
　親世代にとって感情的な変化への
耐性を得るもう一つの方法は、ビジ
ネス以外の分野に興味をもつことで
す。これは社会的な活動であったり

業界団体の運営であったりすること
もあります。新しい事業を立ち上げ
ることも考えられます。
　変化に対して快く思えない理由と
しては、現任のリーダーが後継者候
補のリーダーシップスキルや経験に
ついて自信を持てないことが挙げら
れます。ファミリー企業の後継者教
育ではリーダーシップを教えるより
もビジネスを教えることを意識しま
す。リーダーシップとは、会社の
ミッションとそれを達成するための
人々のモチベーションを融合させる
ことを意味します。後継者のこのよ
うなスキルを育成することによっ
て、現経営者は次世代が実行に移す
変革を心地よいものに感じることが
できるでしょう。

（３）ファミリーメンバーのリスク
耐性

　たとえオーナーが一貫した戦略
目標を持っていたとしても、メン
バー個々人のリスク耐性が異なる
のでコンフリクトが生じ、戦略実
行が困難になることがあります。
　そこでオーナーは、会社財務に
ついて受入可能なリスク水準を定
め、ファミリー内外の幹部を教育
することが必要です。この例とし
ては、自己資本と借入の比率を
１：１に止めるとか、事業買収の
判断にあたって回収期間を３年以
内とするか、ROIが一定水準以上で
あるかといったものがあります。
大切な点は、戦略的行動を導く財
務数値に関してコミュニケーショ
ンを行って同意を得ることです。

（４）スチュワードシップの涵養
　来るべき事業の承継はスチュ
ワードシップのエッセンスです。
「これは俺の事業だから好きなよ
うにやりたい」というタイプの創

３．増大するファミリーとビジネスの

　　　ニーズにどう応えるか



業者もいれば、「私はこの組織を
率いることができて幸運だ。これ
は自分だけで作り上げたものでは
ないから他の者に引き継いでいこ
う」と考える創業者もいます。後
者のタイプは、「自分の役割は次
世代がうまくいくようにすること
だ。」との考えに至ります。
　このような考え方がスチュワー
ドシップと呼ばれるものであり創
業者が持つ自己犠牲の精神です。
リーダーがスチュワードシップの
精神を持ちそれを伝承することに
よって、他のメンバーが自己の利
益追求に走るのではなく、全体に
とって何が善なのかを求めるよう
になるでしょう。スチュワード
シップは、リーダーに対し保有す
るリソースをどのように使うこと
がベストなのかを問いかけます。
リーダーは利用可能なリソースを
分析するよう求められます。そう
することによってファミリーやビ
ジネスは戦略的な計画や考え方を
受け入れ、会社が成長し続けるた
めに必要な変化を生み出します。
スチュワードシップを持つことに
よって、過去を壊すことなく
（without breaking the past）過
去から変化する(break from the 
past)ことができるのです。

（１）変化する戦略と守るべきコア
バリュー

　個性的で優れた創業者のもとで
スタートしたファミリービジネス
もやがては成長が止まり停滞しま
す。その時期にはファミリーから
の要求事項も増えるので、創業者
が定めた戦略は必然的にコンフリ
クトを招きます。次世代を担う後
継者は組織に新しいアイデアや戦
略を持ち込みます。そのときには、

一つの戦略や一人のカリスマへの
依存を止めなければなりません。
この場合にリーダーのカリスマ性
や優秀さは必ずしも価値のあるも
のではなくなります。それよりも
外部環境や組織が変わっていくに
つれて、会社の内と外を隔てる境
界が希薄になり外部から新鮮なア
イデアや情報が入るようにしなけ
ればなりません。その際に大切な
ことは、個人崇拝をやめる一方
で、会社のコアなイデオロギーは
残す必要があります。
　会社は特別なエネルギーを持っ
たリーダー（創業者）を失ったあ
とどうやって活力を維持するのか
という問題に直面します。そこで
はリスクを取って将来を見据えた
アプローチを導入することによっ
て、組織は停滞を免れ、より元気
な姿に変わっていきます。「わが
社のやり方」に固執した戦略は競
争力を高めるという要請を満たせ
ません。このようなやり方は誰に
対してもモチベーションをもたら
すものではありません。
　ただし、ここで大切なことは、
常に新たな見直しが必要な「戦
略」と、変えてはならない「コア
バリュー（価値観）」をしっかり
区別することです。会社は一貫し
た価値観を追い求めて戦略を変化
させるのです。あるイデオロギー
に関して、大切なのはその内容そ
のものではなく、いかにその価値
を信じ、それを生かし、根付か
せ、表現できるかということです。

（２）進むべき新たな途
　ファミリービジネスの歩む途は
利益をもたらすともに苦労の種を
生み出します。創業時には資金集
めと利益獲得に苦しみます。長時
間労働も避けられません。ビジネ

スが成長に向かうと急速に発展し
ます。成長するとより多くのおカ
ネ、時間、人材が必要となりま
す。会社の成長が続く限り同じこ
との繰り返しです。新たなフェイ
ズに到達する達成感とともに、新
たなフラストレーションにも襲わ
れます。
　こうしたフラストレーションが
あるにもかかわらず、リーダーが
あらゆる段階で挑戦を続けなけれ
ばならないのがノーマルな姿で
す。このような発展段階があるこ
とを理解すれば、多くの落とし穴
に出会ってもそれが創業者の能力
の欠如によるものではないとわか
るはずです。
　オーナーは脱個人化して将来の
難問を想定することにより、ダ
メージコントロールや将来の発展
の戦略を描くことができるので
す。オーナーは、普通の人が人生
のフラストレーションを避けるこ
とができないのと同様に、ビジネ
ス発展段階でのさまざまな問題を
避けて通ることはできません。し
かし、この事実を学ぶことによっ
てリーダーはそれぞれのフェイズ
を乗り切り、後戻りを避けること
ができるのです。
　結局のところ、ファミリービジ
ネスの戦略的発展は一直線に進む
ものではありません。多くのファ
ミリービジネスは行ったり来たり
しながら成長し（move ahead in 
fits and starts）、その後も仕事や
業界、ファミリーの変化によって
停滞を余儀なくされます。しかし
ファミリービジネスは、新たな
フェイズに進むに先立って、さま
ざまな現在や将来の問題を乗り越
える経験を経て、深い洞察力やス
ピードをもって新たな段階に進む
ことができるのです。

４．戦略のリニューアル
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泉地区会

親睦ゴルフ会報告
泉地区会　彌武　洋志

　2021年11月６日（土）、天野山カントリークラブ
で泉地区会親睦ゴルフ会を開催致しました。
　快晴に恵まれ、薄雲がたなびく青空の下、秋のさわ
やかな気候を感じながらのプレーとなりました。
　コロナ禍が収束の兆しを見せ始め、緊急事態宣言が9
月末に解除された中での開催で、10月からすでに5、6
回目のプレーという方もいれば、私などは１年ぶりの
プレーとなりましたが、コロナ禍中の鬱憤を吹き飛ば
すような気持ちでプレーを楽しむことができました。

 

　今回は４組総勢13名の会員の方にご参加頂きまし
た。私自身は練習不足もあり、見当違いの方向に飛ぶ
ボールを追いかけながらコースを走り回り、後半には
徐々に慣れるも、疲れからフォームが崩れ、ボールは
またOBのかなたに消えていく、などということを繰
り返し、散々な成績でしたが、同じチームで回ってい
ただいた南方得男会員にも終始励ましていただき、楽
しく回り終えることができました。
　競技はダブルペリア
方式で、GROSS 97、
NET 73.0の神前泰洋会
員が、NET 73.8の南方
得男会員、同じくNET 
73.8の土井信幸会員と、
１点内に３人が並ぶ接
戦を制しての優勝となりました。

　前年度優勝の中村慶子会員は、今回はGROSS 96 NET 
75.6の５位でしたが、ニアピン２つ、ドラコン１つを
獲得するなど、変わらずのご活躍を見せていただきま
した。
　ベスグロはGROSS 
90の上村恭一会員で、
NETでのご成績も74.4
の４位とご高齢ながらの
活躍に、若者の頑張りが
足りないと喝を入れて頂
いた気持ちとなりました。
 
　緊急事態宣言は解除されたものの先行きの不安が続
く状況ではありますが、会員の皆様のお元気な姿に前
向きな活力をいただくことができました。今後も感染
対策に配慮しつつも地区会活動を続けていくことは、
コロナの時代でも活力を失わない会計士としての活動
にも通ずるのではないかと感じております。来年度の
状況は予測困難ではありますが、今年以上に参加者を
増やし盛大に実施できればと思っております。
　また、天野山ゴルフクラブのメンバーである岡村会
員にはゴルフ場の手配にあたってご尽力頂き、誠に有
難うございました。この場をお借りしてあらためて御
礼申し上げます。
　これから泉地区会としては感染症対策に配慮しつ
つ、昨年度は中止となったホテルでのランチビュッ
フェや大相撲観戦など、地区会員間の親睦を一層深め
るべく、様々な
企画を行ってい
く所存です。
　皆様もお気軽
にご家族とご参
加頂ければ幸い
です。
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コンラッド大阪で楽しむランチビュッフェ
泉地区会　幹事　池内　正文

　クリスマスムードが高まる
2021年12月12日（日）に
「コンラッド大阪で楽しむラ
ンチビュッフェ」が開催され
ました。この企画は2020年
3月に開催予定でしたが、緊
急事態宣言により延期とな
り、今回無事に開催すること
ができ喜びもひとしおです。
イベント参加募集開始日に申
込者が定員に達する盛況ぶり
で、私自身も久しぶりに華やかな雰囲気の中での食事と
いうことでとても楽しみにしていました。
　泉地区会は堺市、高石市、泉大津市、泉北郡、和泉
市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南郡、泉南市、阪
南市、富田林市金剛地区、河内長野市、大阪狭山市に住
所地を持つ会員が所属しており、今回のランチビュッ
フェは36人での参加となりました。ビュッフェ会場とな
るレストラン「アトモス・ダイニング」は、中之島フェ
スティバルタワーウエストにあるコンラッド大阪の40階
にあり、解放感のある高い天井と大きな窓からの眺望に
圧倒されます。地上200メートルからのパノラマの眺め
は素晴らしく、遠くには生駒山などの連なる山々まで見
えます。夜景を見ながらのディナーでもぜひ伺いたいと
思いました。
レストランで
は検温、消毒、
マスクと取り
分け時の手袋
の着用も徹底
されていまし
た。林会長の
挨拶と参加者
での集合写真撮影の終了後、いよいよ食事開始です。
　今回のビュッフェ内容は、世界を旅するように国際色
あふれる伝統料理を楽しむ「インターナショナル・
ビュッフェ」ということで、メニューの一例としては
「ひよこ豆フムス」や「タイ風シーフードグリーンカ
レー」などがあり、気軽に海外に出かけられない昨今ヨー

ロッパや中東、東南アジアなどの伝統料理を楽しむこと
ができる内容でした。小学生の息子は「豚肩肉のアド
ボ」を特に気に入って何度もおかわりしていました。あ
とで調べてみるとアドボとはマリネを意味する単語であ
り、フィリピンの肉や野菜の煮込み料理の名称でもある
とのこと。お酒のあてにもなりそうなので簡単なレシピ
を探して今度子供と一緒に料理してみるつもりです。私
が気に入ったのは「秋野菜のタルトフランベ、トリュフ
ビネグレット」でサクサクの生地の上に旬の秋野菜とト
リュフがのったもので、大変美味しくいただきました。
また、スイーツの場所にはカラフルなマカロンのタワー
がそびえており、隣に並んだキラキラのクリスマスツ
リーにも勝る存
在感を出してい
ました。ほかに
もケーキやタル
トがたくさん並
んでおりました
が、食べたい気
持ちとは裏腹に
満腹となってし
まいました。
　今回はレストランの半個室を確保することができ、家
族や知り合い単位でのテーブルで食事をしながら、ソー
シャルディスタンスを取りつつ会員の方々とも交流を深
めることができました。今後も皆さんからの参加をお待
ちしています。

泉地区会
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「吉野・金峯山寺秘仏本尊ご参拝と鮎会席」秋のバスツアー
奈良地区会　会長　山添　清昭

奈良地区会

　2021年11月23日（火）に、奈良地区会では、「秋の
催し」として、「吉野・金峯山寺秘仏本尊参拝と鮎会
席」の日帰りツアーを行いました。今回も同伴者参加可
能としておりましたところ、参加者は奈良地区会の方中
心に25名が参加しました。旅程は、以下に示すとおりで
した。

　朝、９時半に上本町に集合し、バスに乗りました。コ
ロナ感染症は、少しおさまっていましたが、コロナ禍で
したので、バスに乗っていただく際の検温と手指のアル
コール消毒、参加中のマスク着用、バスの中での飲食禁
止等のコロナ対応にご協力いただきました。大型サロン
カ―で、座席は２席に１名がけで密にならないように気
をつけての開催でした。
　高速途中で１回休憩
し、その後、「つるべ
すし弥助」に到着しま
した。「つるべすし弥
助」は、歌舞伎「義経
千本桜」三段目「すし
屋」の舞台となった下市町の料理旅館です。外観は、戦
前から続く３階建てでした。２階の広いお座敷で、鮎会
席を食べました。食後、49代目当主の宅田弥助氏より
「つるべすし弥助」の歴史を説明いただき
ました。「つるべすし」とは、酢でしめた
鮎のお腹にすし飯を詰めたもので、それを
入れていた桶の形が井戸水を汲み上げるつ
るべに似ていることがその由来だとの説明
がありました。地元の吉野川で獲れる鮎料
理をおいしくいただきました。
　その後、バスで、吉野に到着し、吉野山
ロープウェイに乗り込み、約３分で山頂に
到着し、吉野・金峯山寺の「金剛蔵王大権

現」を参拝しました。
　吉野・金峯山寺は、奈良
のパワースポットで、ご本
尊の「金剛蔵王大権現」
は、およそ1300年前に役
行者によって感得された権
現仏で、日本最大の秘仏で
す。11月の特別ご開帳中で
したので、「金剛蔵王大権
現」（重要文化財）を直接
参拝することが出来ました。お堂の中に入りますと、大
きな青鬼の像が３体です。あまりに大きいのとすごい形
相で、びっくりでした。このご本尊は、昔から「国家安
穏」「鎮護国家」「悪魔降伏」「三世救済」（過去・現
在・未来をお救いくださる）御仏といわれています。コ
ロナの影響でいろいろな制限がある昨今、多くの御利益
を貰えたのかと思います。参拝後は、吉野山を、各自散
策をし、お土産物屋や境内の神社（脳天大神）などをめ
ぐりました。
　今回の行事は、奈良地区会担当副会長の辰巳八重子氏
には、当初の企画からバスの手配、バス内での説明や帰
りのビンゴゲームなど協力いただきました。この場を借
りてお礼申し上げます。
　今後も、奈良地区会では、楽しい催しや懇親会、ま
た、実務研修会など、奈良地区の会員の相互親睦や会員の
皆様に役立つ行事を行う予定でございます。案内の際に
は、ぜひ積極的にご参加のほどよろしくお願いします。

上本町 → ＜高速＞ → つるべすし弥助【ご昼食・解説】 → ＜バス＞

→ ＜吉野山ロープウェイ＞ → 金峯山寺（蔵王堂・秘仏拝観／吉野山散策）

→ ＜高速＞ → 上本町（後：阿倍野橋）

9:30発 11:30～13:45 14:30到着

14:30～16:30（約３分）

19:00頃着
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ワイン講習会＆演奏会　報告
山上　真理

河内地区会

　令和３年12月４日（土）に、参加人数17名で、羽曳野
市駒ヶ谷にある河内ワインにて河内地区会のワイン講習
会＆演奏会が開催されました。昨年は、新型コロナウイ
ルスの影響で残念ながら中止となったので２年ぶりの開
催でした。今年は、感染対策として各テーブルの人数を
減らしての開催です。
　まず、西村会長の挨拶から始まり、次に金銅社長から
このコロナ禍での河内ワイン館での取り組みの話があり
ました。営業的にはとても厳しい状況でしたが、かえっ
て時間に余裕ができたのでオレンジワインという新しい
ワインの開発や、新倉庫を建設して、樽ごと貸出してお
祝い事に使ってもらえる事業を始めたりという内容で、
このピンチをチャンスにかえる積極的な姿勢に感心しま
した。そして北村ソムリエからのワインにあうチーズ料
理ということで、今回はマスカルポーネとモッツァレラ
チーズをそれぞれ使ったおつ
まみとお吸い物！（一口サイ
ズのモッツァレラチーズをお
餅にみたてて白だしのお吸い
物にいれるというものでこれ
が意外に合うのでびっくりで
した）のご紹介でした。どち
らも、市販されているものを
使用してひと手間加えただけ
の手軽なもので、しかもとて
も美味しかったです。
　次に、先ほどの新倉庫を見学させていただき熟成中の
オレンジワインを見たり、樽の貸し出し事業では、ブド
ウ栽培からワイン醸造までを企業研修の一環として社員
を派遣し利用される企業があること等のお話を聞きまし
た。樽ごと貸出は河内地区会でもできるか検討されるよ
うです。

　その後、休憩、各自ショッピングをしたあと、お待ち
かねの演奏会です。今回は、ジャズピアニスト石川武司
様とギタリストのグスタボ・エイリス様で、まずは、石
川武司様のソロ、映画音楽の「黒いオルフェ」など参加
者からのリクエストにも数曲こたえていただき素晴らし
い演奏に聞き入りました。石川武司様は、見た目は非常
に華奢な方なのに、いざ、鍵盤の前に座ると力強い演奏
で、本当に聞きほれてしまいます。合間に、金銅専務も
お約束のシャンソンを披露していただき多才ぶりを発揮
されていました。次に、石川武司様とグスタボ・エイリ
ス様のお二人でビリージョエルの「Just the way you 
are」やビートルズの曲など懐かしいポピュラー音楽を中
心に演奏され、最後にグスタボ・エイリス様のソロで、
アルゼンチン出身ということでスペイン語の歌も披露し
ていただきまし
た。エイリス様
の優しい歌声と
演奏にもうっと
りで、土曜日の
午後、美味しい
ワインと軽食、
素晴らしい音楽
と、本当に癒さ
れました。
　最後に、西村会長とのじゃんけん大会で、賞品の記念
ワインをかけて、見事私が勝利しましてワインとこの原
稿の執筆権をいただきました（笑）
　皆様、ありがとうございました。来年も、是非参加し
たいです。
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CPE研修イベント開催報告
みなと地区会　会長　加藤　毅

みなと地区会

　今回、令和３年12月に開催いたしました研修イベント
及び懇親会の様子についてご報告いたします。

　みなと地区会では例年11月頃にファミリーイベント、
２月頃にCPE研修イベントを開催していましたが、夏の
新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、ファミリーイベ
ントとCPE研修イベントを入れ替え、令和３年12月２日
（木）に開催いたしました。今回は当感染症の状況下で
地区会員の交流の場を安心・安全に確保できるよう
Zoomによるオンライン形式としました。オンラインイ
ベントはみなと地区会として初の試みで少々不安があり
ましたが、13名の方にご参加頂き何ら支障はなく無事に
開催することができました。

　当日18時30分より全員集合し、CPEが付与される研
修が始まりました。今回の研修は大阪市立大学大学院都
市経営研究科長で公認会計士でもある遠藤尚秀教授をお
招きし、「地域経営の諸課題と公認会計士の役割」とい
うテーマで長浜市の事例を踏まえて講義頂きました。
「行政経営の視点」のみならず、「地域経営の視点」か
らも公認会計士としての地域貢献の場があり、会計、監
査、内部統制、税務、マネジメントのノウハウ等の専門
的な能力・経験から意見を発信すべきというお話を頂
き、視野が広がりました。遠藤教授は、研修資料の一部
を穴埋め形式にして受講者に回答してもらうなどの工夫
をされていたので、講義中も和気あいあいとした雰囲気
で、非常に楽しく受講できました。最後の質疑応答で
は、多くの質疑があり終始活発な研修会になった印象で
す。個人的には
大学院時代に遠
藤教授の講義を
受講していたこ
ともあり、当時
を思い出す機会
にもなりました。

　19時30分からは小倉副会長の乾杯の挨拶とともに遠藤
教授も含め懇親会を始めました。今回は対面形式で有名
店に赴くことはできませんでしたが、様々なメディアで
紹介されているマックスパート社のオンライン懇親会プ
ランを利用し、参加者の皆様に食事や飲み物を宅配して
の開催となりました。宅配の食事は３段のお重になって
おり、何から頂こうか悩むほど様々なメニューで構成さ
れていました。温めると美味しいのはもちろんですが、
冷めていても美味しいメニューであり、皆様、喜んでい
ただけたのではないでしょうか。
　食事をしながら、みなと地区会恒例の近況報告を各自
にしていただきました。考えてみると、当イベントは新
型コロナウイルスの関係で前期中止となったため１年10
カ月ぶりの開催であったことから、久しぶりに会う会員
もおり、積もる話も多く盛り上がりました。皆様、仕事
でのご活躍はもちろん、
家族の状況や趣味などプ
ライベートの話も多くい
ただけました。
　近況報告が終わると、
Zoomで３つの部屋を作
り、各部屋に分かれて歓
談して頂きま
した。各部屋、
終了時間ギリ
ギリまで話し
込んで盛り上
がっていた印
象です。
　最後に全員で集合し、奥澤副会長による閉会の挨拶で
終了となりました。新型コロナウイルスの影響により対
面イベントを開催しにくく寂しい思いではありますが、
ニューノーマルの時代を意識したオンラインイベントも
楽しんで頂けたのではないかと思っています。withコロ
ナの環境下であっても皆様に楽しんで頂けるイベントを
企画・運営できるよう試みますので、多くの方に地区会
イベントに参加頂けますと幸いです。
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　令和３年11月27日（土）、第12回近畿C.P.A.ゴル

フ選手権を泉が丘カントリークラブ（葛城コース36、

岩湧コース36、金剛コース36、PAR72）で開催いた

しました。ここ数年はコロナ禍もあり、開催の可否や

運営の方法など頭を悩ますことが多いのですが、今年

も開催することができました。これも皆様のご理解、

ご協力の賜物と感謝しております。

　“選手権”と銘打っておりますが、私のような初心

者からベテランまで幅広い層のゴルフプレイヤーが参

加しております。風通しの良い屋外で行うスポーツの

１つとしてコロナ禍でもゴルフをされる方が増えてお

りますが、始めたばかりの方でも気軽に参加頂ける雰

囲気かと思いますので、今年ゴルフを始められた方や

これからゴルフを始めようと考えている方々は、是

非、次回の参加を検討頂ければと思います。

　さて12回目を迎えたC.P.A.ゴルフ選手権ですが、昨

年度に引き続き50名を超える方々にご参加頂きまし

た。選手権では個人戦と団体戦の競技があり、個人戦

は、ハンディキャップ競技とスクラッチ競技で競いま

す。ハンディキャップ競技は、文字通りハンディを設

けてスコアを補正することで、様々な腕前の人たちが

腕前の差を気にせず競技することができます。一方で

スクラッチ競技はハンディ無しでのスコアを競い合い

ます。また、前半ホールにはニアピン（ピンの一番近

くに打った人が勝ち）とドラコン（一番

遠くに飛ばせた人が勝ち。ただしフェア

ウェイにボールが残っている必要があ

る）のホールを設定しており、誰が獲得

したかは、例年盛り上がるポイントに

なっています。

　団体戦では４人１チームに分かれ、

チーム内の上位３名のグロススコアを

チームスコアとして競技します。団体戦

は事前にチームメイトを申請頂いてお

第12回近畿 C.P.A.ゴルフ選手権開催報告REPORT
厚生部

01
厚生部　副部長　北川　廣基

り、同じ法人・事務所の方々で団体戦に参加される

チームもあれば、法人・事務所の枠を超えて、仲の良

いゴルフ仲間とチームを組まれている方々もおられま

した。様々なチームが参加頂ければ、より選手権も盛

り上げると思いますので、来年度はより一層のご参加

をお待ちしております。

　選手権当日は例年に比べて気温が低くはありました

が、定刻どおり<金剛→葛城コース>5組・<岩湧→金

剛コース>５組・<葛城→岩湧コース>４組が一斉にス

タートし、全組スムーズにホールアウトすることが出

来ました。

今回の結果は以下の通りです。

①ハンディキャップ競技結果
　個人戦ハンディキャップ競技は、本来ではあれば18

Ｈでのスコアで競いますが、諸事情により前半９Ｈの

結果で順位を決めるという変則ルールを設けさせて頂

いておりました。本競技の栄えある優勝者は田邉太郎

会員となりました。調整後スコア34.3と好スコアでの

優勝となります。田邉会員おめでとうございます。

②スクラッチ競技結果
　スクラッチ競技での優勝は奥谷信之会員となりまし

た。金剛42、葛城42、安定したスコアで回られてお



39FEBRUARY 202219411

られました。奥谷会員優勝おめでとうございます。ま

た集計が当日間に合わず、優勝者の撮影ができなかっ

たこと申し訳ありません。

③団体戦競技
　団体戦競技では、各チームのグロススコア上位３名

の合計スコアにより順位が決定しました。第12回の団

体戦優勝チームは「トーマツ－PSHC」となりました。

チーム「トーマツ－PSHC」は昨年度も優勝していま

す。２年連続での団体戦優勝おめでとうございます。

　つづいてチーム「あずさAチーム」が準優勝となり

ました。「あずさAチーム」準優勝おめでとうござい

ます。

　３位は僅差でありましたが、チーム「近畿会ゴルフ

部選抜」が３位となりました。チーム「近畿会ゴルフ

部選抜」おめでとうございます。

　昨年に引き続き、コロナ禍の中での開催となりまし

たが、参加頂いた皆様お一人お一人の感染予防への意

識やゴルフクラブの感染予防対策の御蔭で、平穏無事

に選手権を終えることが出来き、安堵しております。

次回は感染症への憂いなく開催出来ることを切に祈っ

ております。

Tohmatsu-PSHC

あずさAチーム

近畿ゴルフ部選抜

奥谷　信之、酒井　　清、大川　幸一、纐纈　和雅

前田　俊之、安井　康二、脇田　勝裕、中野　誠亮

小黒　敬三、吉川　雅偉、池畑憲二郎、百々　季仁

優　勝

準優勝

3　位

順　位

261.3

281.1

280.8

チーム名 メ ン バ ー 氏 名 合計スコア

田邉　太郎

前田　俊之

房内　亮介

荻野　朝弘

奥谷　信之

優　勝

準優勝

3　位

4　位

5　位

順　位

34.3

34.5

35.9

36.3

36.3

氏　名 NET

7.2

4.8

9.6

6

6

HDCP

41

39

45

42

42

GROSS葛 城

41

45

岩 湧

39

42

42

金 剛

奥谷　信之

前田　俊之

小黒　敬三

酒井　　清

荻野　朝弘

優　勝

準優勝

3　位

4　位

5　位

順　位 氏　名

84.3

85.3

85.5

86.0

87.3

TOTAL

42

46

42

45

葛 城

42

44

岩 湧
ス コ ア ス コ ア

42

39

43

42

金 剛

0.3

0.3

0.5

0

0.3

調 整

ハンディキャップ競技結果（敬称略） スクラッチ競技結果 個人（敬称略）

スクラッチ競技結果　団体戦（敬称略）

優勝　田邉太郎会員※同スコアの場合はハンディ、年齢等の条件を考慮し、
　順位を決定しております。
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　2021年12月５日（日）ヒルトン大阪にて、日本公

認会計士協会近畿会・京滋会・兵庫会三会共催のクリ

スマスパーティーが開催されました。このイベントは

三会共催のため、多い時には200名を超える大規模な

ものになります。ご家族で参加される方が多いこともあ

り、普段お会い出来ない方々との交流を通して楽しめる

魅力的な厚生部イベントの１つとなっています。しかし

ながら2020年はコロナ禍で開催できず１年ぶりの開催

となり、オミクロン株の流行が懸念された時期でもあっ

たため、多数の応募を頂戴したのですが、コロナ対策及

び制約により人数を絞っての開催となりました。

　過去にはヴィアーレ大阪で開催したこともあるクリス

マスパーティーですが、ここ数年はヒルトン大阪で開催

しており、ヒルトン大阪での開催は今回で７回目になり

ます。12月上旬ということもありホテルはクリスマス

ムード満載で、１階ロビーにはフォトジェニックなクリ

スマスツリーが飾られていたり、毎年恒例のクリスマス

トレインの展示

があったりと一

足早いクリスマ

ス気分を感じさ

せてくれていま

した。

 

　会場に向かうとサンタクロースとトナカイがお出迎

え。会場では久しぶりの再会を喜ぶ声や、バルーンに

興味津々な子供たちの声で盛り上がっていました。

 

 

クリスマスパーティー開催報告REPORT
厚生部

02
厚生部　副部長　末永　直之

　サンタクロースの「メリークリスマス！」の掛け声

でパーティーが始まりました。ショーをお食事ととも

にゆっくりと楽しんで頂けるよう円卓での完全着席ス

タイルになっています。まずは今パーティーの目玉で

あるキャラメルマシーンによるサイエンスマジック

ショーから始まりました。キャラメルマシーンは、SADA

とおだじのお二方によるコメディーマジックコンビ

で、ボケとツッコミという他に類を見ないスタイルの

マジックを世界各地で披露しながら活躍されていま

す。ショーは全員参加形式で進行していく体験型のサ

イエンスマジックショーだったので、会場は大いに盛

り上がりました。

 

　ショー終了後は美味しいお料理を楽しみながらご歓

談されていました。その食事中にはSADAとおだじの

お二方それぞれが各円卓を回って、輪ゴムやボールを

使ったマジックを披露して下さり、これには子供たち

も大喜びでした。最後の催しは毎年恒例サンタクロー

スからのクリスマスプレゼント！各ご家族に１個、さ

らにお子様にはお一人につき１

個のプレゼントとバルーンが手

渡されました。

　厚生部は来年度以降も皆さま

が楽しめるような企画を実施し

ていきたいと考えています。ご

興味を持たれた方は是非一度ご

家族や友人をお誘いの上、奮っ

てご参加下さい。
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ハイキング部報告REPORT
厚生部

03

鹿内　茂行

2021年12月19日（日） 花の寺、小塩山ハイキング
 （参加者：会員５名、他地区会会員１名、その他１名、計７名）

　朝９時に阪急東向

日駅に集合しまし

た。ちょっと寒いで

すが、天気は快晴で

良いお天気です。

　先ずは「大原野神

社」へ参拝しまし

た。春日大社の分社

で往事は壮麗だった

ようです。

　石段を上がり参道も含め、良い神社でした。

　続いて、花のお寺「勝持寺」の拝観です。応仁の乱

で焼失し再建後の現在、壮大では無いのですが、鄙び

て落ち着きがあります。

　とても良い感じのお寺です。

　西行が出家、庵を結んでいたお寺でもあります。

　西行が植えた桜は西行桜と呼ばれ、そのため勝持寺

は花の寺と呼ばれています。因みに今の西行桜は３代

目だそうです。

　拝観後、いよ

いよ小塩山登山

の開始です。細

い山道は意外に

急坂です。暫く

登ると落葉がう

ず高く積り、足

元がふわふわ登

りづらいです。

登りだから未だ

良いのですが、

下りは滑りそう

です。

　歩きにくいの

で黙々と登ります。途中、車道に出、「淳和天皇陵」

に行きました。

　不思議なのが、御陵にしては質素な佇まいです。何

か由来があるのかと帰宅後調べると、淳和天皇の遺言

で、淳和天皇は火葬後、大原野の西山へと散骨された

そうです。当初は小石を積んだ円塚があるだけだった

のが、幕末に現在の陵墓が築かれました。

　山道に戻り裏側の小塩山山頂へ向かいますが、山林

の間に薄っすら雪が積もっています。

　頂上の手前の山の斜面でお昼ご飯です。お昼を食べ

ていると、何故かハイキングの半ば達成した気がしま

すね。

　昼食後、山頂目指して歩きます。漸く山頂に到着し

たのですが、林の

中という感じで山

頂らしさが無く、

拍子抜けです。

　集合写真を撮り、

さあ下山です。

　帰りは安全性を

考え車道を使いましたので、行きと違っておしゃべり

しながらの楽々下山です。

　全員無事に下山しました。

　小塩山は標高642ｍと低いのですが、標高差がある

ので、登りごたえがありますね。

　年内最後のハイキングも楽しく過ごし充実した一日

でした。皆様お疲れ様でした。

　今年はコロナの影響で世の中に閉塞感が漂う中、ハ

イキングはとても良い気晴らしになりました。

　ハイキング部の皆様、事務局の皆様ありがとうござ

いました。

　会報掲載は年が明けていますので、改めて今年もよ

ろしくお願い致します。
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　2022年の年明けからのコロナウイルスの新たな変異株により感染者が急拡大し、残念ながら新年の賀詞交歓会を急遽、中止いたしま
した。まだまだ収束が見えず、先行き不透明な状況ですが、オミクロン株の特性に応じて慎重に会務を進めていきます。

　近畿会では、事務所の在り方も含めた近畿会の在り方の検討、スキルアップセミナーなど新たな研修会の実施、中小企業支援や地域経
済活性化のための取組、地方自治体や非営利法人の監査・会計を通じての地域社会への貢献、ハロー！会計や制度説明のオンライン化な
ど、コロナの影響を受けながらも積極的に活動を行っています。コロナ禍を変革の機会ととらえて、全国に先駆けて新たな様々な取組に
果敢にチャレンジしており、研修会や報告書・ツールを他地域会にも積極的に公開しています。役員任期の３年間の活動や調査研究成果
を総括し、報告書や冊子等にまとめ、また３月に大阪で開催予定の中日本五会研究大会で報告を行うべく活動を進めています。

　会長任期もあと半年です。「イノベーションにより公認会計士の未来を切り拓き、社会からの期待に応える」をスローガンに、近畿
会の未来のために、ゴールに向かって全力でトライします。皆様のご指導とご支援をお願いいたします。

水

木

木

火

水

木

金

月

水

金

月

日　付 曜日 時　間 会務の内容 場　　所

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

本部　経営会議

本部　総務打合せ会

公認会計士制度検討PT

新年挨拶廻り

正副会長会

定例役員会

本部　経営会議

本部　常務理事会

本部　地域会会長会議

本部　理事会

本部　会長講話

本部　経営会議

近畿会改革推進特別委員会

公認会計士制度検討PT

(作成月日:2022年１月24日)

12月22日

12月23日

1 月 6 日

1月11日

1月12日

1月13日

1月14日

1月17日

1月19日

1月21日

1月24日

Topics北山久恵会長活動報告2021年度

大阪府、大阪府監査委員事務局、（株）大阪取引所
近畿財務局、大阪国税不服審判所、近畿税理士会

10:00～12:00

13:30～15:30

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～13:00

16:00～18:00

18:00～20:00

10:00～12:00

18:30～20:30

14:30～17:00

17:00～19:00

10:00～17:00

10:00～12:00

18:30～20:30

10:00～12:00

18:30～20:00

13:00～15:00

2022年

スキルアップセミナー
（経営視点の問題発見・課題解決スキル①）

スキルアップセミナー
（経営視点の問題発見・課題解決スキル②）

ダイバーシティ推進委員会研修会
（もはや他人事では済まされない介護の話）
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INFORMATION

業種別会計シリーズ  改訂版  海運業 医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引人気ブログ発！

いちからわかる学校法人会計

図解　連結決算のしくみと読み方

協同組合

新刊書販売のご案内

EY新日本有限責任監査法人　編 
第一法規株式会社　刊
定価　3,740円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　海運業の市場動向や取引慣
行、業界特有の会計実務・税
務・監査上のポイントや経営分
析について詳解。改訂版では、
各会計基準の改正に合わせて解
説をアップデートするととも
に、新収益認識基準に関する解
説や監査上の主要な検討事項
（KAM）についても登載。

梶間　栄一　著
株式会社ぎょうせい　刊
定価2,750円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　約17年続く著者ブログ「学
校法人会計の広場」に主に経理
担当者から寄せられた実務現場
からの質問をベースに、カテゴ
リ分けをしブログには書ききれ
ない内容も追加しながら、初め
てでも必ずわかるをコンセプト
にQ&A形式で解説。

今井  慶一郎/鈴木  憲太郎  共著
一般財団法人大蔵財務協会　刊
定価3,300 円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　本書は、確定申告の際、適
用対象者の多い医療費控除、
住宅借入金等特別控除、特定
増改築等住宅借入金等特別控
除、更には住宅耐震改修特別
控除、住宅特定改修特別税額
控除及び認定住宅新築等特別
税額控除の制度について、＜
解説編＞・＜質疑応答編＞・
＜資料編＞を設け解説した確
定申告時の必携書です。

石王丸　周夫　著
株式会社中央経済社　刊
定価2,530円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　「連結決算ってそもそも何
だ？」という方に打ってつけ
の入門書。その背景や必要性
から決算手続のしくみ、連結
特有のテーマまでやさしく解
説。仕訳の知識がゼロでもわ
かる。

公認会計士協同組合ホームページのリニューアルにつきまして

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

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

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



近畿会開催CPE研修会 2022年１月実績及び２月予定2021年度

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「経営視点の問題発見・課題解決スキル〜顧客のあり

たい姿を実現する思考法〜」（後半）

中堅・若手会計士委員会研修会

「キャリアデザイン・ワークショップ2021（第2回）

〜独立開業して活躍する会計士〜」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「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〜」（前半）

新春全国研修会

「会長講話」

新春全国研修会

「企業体質と不祥事〜不祥事に見る組織文化と企業

体質との関係〜」

新春全国研修会

「令和3年分所得税の確定申告における留意点」

関西地区三会共催研修会（ダイバーシティ推進委員会）

「もはや他人事では済まされない介護の話　2021年

（令和3年）介護保険法改正から未来を読み解く」

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会　社会福

祉法人専門委員会）

「社会福祉法人会計基準のトピックス」

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会　社会福

祉法人専門委員会）

「社会福祉法人はどこに向かうのか－社会福祉法人

制度改革の展望と課題」

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会　社会福

祉法人専門委員会）

「本部経費の源泉と収益事業」

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委

員会）

「消費税の考え方について−相談事例の解説を中心

として−」

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委

員会）

「貸倒損失等に係る税務上の留意点」

（10/21秋季全国研修会録画）

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

「IFRSセミナー（第2回）〜IFRSアップデート〜」

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務委

員会）

「非上場株式の時価とみなし譲渡課税」

近畿会・大阪弁護士会・日本弁理士会関西会共催オン

ラインセミナー（経営委員会）

「スタートアップ企業で活躍するインハウス三士業

〜三士業の体験説と今後期待すること〜」

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

「令和4年税制改正」

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

「国際メッセ」

春季全国研修会

「倫理規則改正の検討状況について」

春季全国研修会

「非営利組織の会計の共通化を目指して〜モデル会

計基準（個別論点）〜」

春季全国研修会

「学校法人会計の最新動向について」

井尻　淳氏（株式会社グロービス講師）

大石悠人氏（ユナイテッドグループパート

ナー、公認会計士・税理士）

河田浩司氏（株式会社グロービス講師）

手塚正彦氏（本部会長）

樋口晴彦氏（警察大学校　博士）

伊倉　博氏（税理士）

山下勝巳氏（株式会社山勝ライブラリ代表

取締役社長）

宮内　威氏（本部非営利法人委員会社会福

祉法人専門委員会委員）

関川芳孝氏（大阪府立大学大学院人間社会

システム科学研究科教授）

澤田義実氏（近畿会社会保障委員会社会福

祉法人専門委員会委員長）

沼田博幸氏（本部租税相談員（消費税））

須田　勝氏（本部租税相談員（法人税））

山田善隆氏（PwC京都監査法人）

梶野研二氏（本部租税相談員（資産税））

桂真理子氏（公認会計士）、足立昌聰氏（弁

護士）、木本大介氏（弁理士）

小畑良晴氏（一般社団法人日本経済団体連

合会　経済基盤本部長）

国際業務提供会員7名

山田雅弘氏（本部倫理委員会副委員長）

松前江里子氏（本部テクニカルディレク

ター（非営利担当））

小野寺勝氏（本部学校法人委員会委員長）

Zoom

Zoom

Zoom

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

3

3

コンサル

ティング

スキル

スキル

　
倫理等

監 査

税 務

コンサル

ティング

会 計

組 織

環 境

会 計

税 務

税 務

会 計

税 務

コンサル

ティング

税 務

コンサル

ティング

倫理等

会 計

監 査

1 月 1 2 日

1 月 1 5 日

1 月 1 7 日

1 月 2 0 日

1 月 2 4 日

1 月 2 6 日

1 月 2 7 日

1 月 2 8 日

2 月 1 日

2 月 2 日

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 開催方法 講　師職業

倫理
税務 その他

監査の品質
及び不正リ
スク対応

単位

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

不正
事例

18:30〜20:30

18:30〜20:00

9:30〜12:30

10:30〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

18:30〜20:00

13:00〜14:25

14:40〜16:00

16:00〜17:00

13:30〜15:10

15:20〜17:00

13:30〜16:30

14:00〜17:00

16:00〜17:35

14:00〜17:00

18:00〜19:40

10:30〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40
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春季全国研修会

「監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書によ

り入手する監査証拠に関する実務指針」の解説」

春季全国研修会

「定性情報のヒヤリング力を磨く　経産省ローカル

ベンチマークガイドブックの活用」

春季全国研修会

「監査提言集の解説」

関西地区三会・ISACA大阪支部共催研修会（IT委員会）

「会計・監査の自動化と監査人の責任」

春季全国研修会

「監査の品質管理の実務（金融機関に係る改善勧告事

項事例の説明及び事例解説集による改善勧告事項事

例の説明）」

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

「令和４年度税制改正大綱の解説」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「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〜」（後半）

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）

「「提訴リスク急増の時代」におけるD&O保険と会社

補償契約」

公会計委員会公開シンポジウム

「「ポストコロナ」時代に求められる地方自治体の変

革-内部統制×BPR×DX-」

基調講演①「自治体DXへの挑戦（仮題）」

基調講演②「BPRへの取組み（仮題）」

パネルディスカッション「ポストコロナ時代におけ

る自治体の業務改革」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「クリティカルシンキング〜仮説思考による問題解

決〜」（前半）

中小監査事務所連絡協議会研修会

「中小事務所を取り巻く監査環境の変化と対応につ

いて」

中小監査事務所連絡協議会研修会

「監査事務所検査結果事例集の公表について」

関西地区三会共催研修会（会員業務推進部）

「2022年内外経済の展望」

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「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（非営利会計委員会　NPO

法人専門委員会）

「会計士のためのNPO法人の制度設計と経営管理・

資金調達等の基礎知識」

関西地区三会共催研修会（京滋会）

「デジタルトラストの概要とトラストサービスの利

用についてIT研59号の実務的解説〜イメージ文書

により入手する監査証拠の実務指針も取り上げなが

ら〜」

（会場：京滋会研修室）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

「クリティカルシンキング〜仮説思考による問題解

決〜」（後半）

岩船大輔氏（本部監査・保証実務委員会ス

キャナ保存対応専門委員会委員長）

若林伸佳氏（経済産業省経済産業政策局産

業資金課課長）、森俊彦氏（金融庁参与、（一

社）日本金融人材育成協会会長、ロカベン

ガイドブック検討会オブザーバー）

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）

瀧　博氏（立命館大学経営学部教授）

山田務氏（本部品質管理委員会副主席レ

ビューアー）、野中俊氏（本部品質管理委員

会主査レビューアー）

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委員長）

和田良隆氏（財務省主税局総務課企画官）

河田浩司氏（株式会社グロービス講師）

山口利昭氏（弁護士）

基調講演①後藤圭二氏（吹田市長）②島田

智明氏（河内長野市長）

パネリスト：相川勝徳氏（吹田市行政経営

部情報政策室室長）、藤川毅氏（河内長野市

総合政策部政策企画課参事）、福竹徹氏（近

畿会公会計委員会副委員長）、谷口信介氏

（近畿会公会計委員会委員）、倉本正樹氏

（近畿会公会計委員会委員）

瀧口奈歩氏（株式会社グロービス講師）

南成人氏（本部中小事務所支援担当常務理

事）

櫻井久勝氏（公認会計士・監査審査会会

長）、公認会計士・監査審査会主任公認会計

士監査検査官

土屋祐真氏（株式会社三菱UFJ銀行経営企

画部経済調査室シニアエコノミスト）

小林竜也氏（株式会社グロービス講師）

金志煥氏（近畿会非営利会計委員会NPO

法人専門委員会委員長）、奥谷恭子氏（近畿

会非営利会計委員会NPO法人専門委員会

副委員長）、矢本浩教氏（近畿会非営利会計

委員会NPO法人専門委員会副委員長）

筏井大祐氏（本部IT委員会デジタルトラ

スト対応専門委員会委員長）

瀧口奈歩氏（株式会社グロービス講師）

Zoom

MS Teams

Zoom

MS Teams

Zoom

Zoom

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

1

監 査

コンサル

ティング

監 査

監 査

監 査

倫理等

税 務

スキル

組 織

環 境

組 織

環 境

スキル

監 査

監 査

コンサル

ティング

スキル

会 計

監 査

スキル

2 月 3 日

2 月 4 日

2 月 5 日

2 月 7 日

2 月 8 日

2 月 1 2 日

2 月 1 5 日

2 月 1 6 日

2 月 2 4 日

2 月 2 5 日

2 月 2 6 日

実施月日 時　間 分野 研修会テーマ 開催方法 講　師職業

倫理
税務 その他

監査の品質
及び不正リ
スク対応

単位

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート
（Zoom）

併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

京滋会研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

不正
事例

10:30〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

18:30〜20:30

10:30〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:10

9:30〜12:30

14:30〜16:30

13:00〜15:30

9:30〜12:30

13:00〜14:35

14:45〜16:25

13:30〜15:00

18:30〜20:30

18:30〜20:30

13:00〜14:40

9:30〜12:30
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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

当事業年度の「法定監査業務への従事従事状況」の報告について

【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の研修免除を申請し、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（電子申告又は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）（2019年９月17日改正）

（法定監査業務従事者に係る特例）

第23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、前条に規定す

る研修科目に加え、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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　１．応募資格

　会員・準会員及び一般有志

　２．募集テーマ

　原則として、メインテーマ「公認会計士に期待される役割と業

務〜変化し続ける社会に向けて〜」に関連するテーマとします。

　３．募集内容

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

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

ていただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェ

アを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送付先と

なる住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送り

ください。

・A４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）

・１頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)

※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象と

します。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及び発

表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

に添付してお送りください。

・A４判の５頁程度

※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料(MS 

PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただきま

す。

・人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守)

（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表

　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容

第43回研究大会研究発表の募集について

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

　日本の経済システムは、20世紀半ばの高度経済成長を経て
世界の潮流とともに変化し、デジタル技術の発展に伴う情報
の透明化、規制緩和、中央から地方への権限委譲などが段階
的に進み、ヒト、モノ、カネそして情報の流動化は今も進ん
でいます。

　こうした中、公認会計士の監査業務は、市場における経済
監視システムの重要な一翼を担い、社会に貢献してきまし
た。近年には、監査上の主要な検討事項（KAM）を監査報
告書に記載することで、実施した監査の透明性を向上させ、
監査報告書の情報価値を高めて、時代の変化に対応してきま
した。そして、非営利組織に対する監査業務において、非営
利組織の経営の健全性を担保する観点から、学校法人、地方
公共団体の包括・個別外部監査に加えて、独立行政法人、地
方独立行政法人、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合等
に公認会計士監査が相次いで導入されました。また、監査業
務以外においても、中小企業の事業再生の支援業務、経営・
財務管理等のコンサルティング業務、合意された手続業務な

「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）

 パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１-１-１）

〈メインテーマ〉

〈開　 催　 日〉

〈会        場〉

研究発表募集要領

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

　公認会計士に対する社会からの期待や要請の高まりに、
我々は応えていかなければなりません。監査業務では、非財
務情報の開示やリスク・アプローチの強化への適応、非営利
組織における法人形態別に個別設定された会計基準の共通化
に向けた提案などに取り組んでいます。また、監査業務に限
らず、デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応
や大規模災害の発生や疫病の蔓延した下での業務のあり方改
革等、社会の要請に向き合っています。

　横浜には、開港以来、日本における近代文明発祥の地とさ
れるものが多くあり、鉄道、ガス灯、電話交換所、写真館、
近代街路樹、パン、アイスクリーム、ビールなど枚挙に暇が
ありません。
　これらの多くは、欧米を起源とし日本に持ち込まれ根付い
たものですが、日本独自の創意工夫を経て進化を遂げ、世界
に向けて発信されたものも少なくありません。
　進取の精神に溢れた地、この横浜から、公認会計士に期待
される役割と業務を発信しましょう。
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で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマについて

のご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例え

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

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。

※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。

４．応募及び推薦締切日

　2022年２月28日（月）（必着）

　５．選考

　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。

　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、

フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し選考い

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。

　６．発表予定テーマ数

　今大会（第43回研究大会）では、10テーマの発表を予定して

おり、うち２テーマは、研究大会開催地域会である神奈川県会

に割り当てる予定です。

　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。

　７．研究発表の決定

　2022年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡し

ます。

　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の

上ご応募ください。

　８．送付先及び問合せ先

　〒102-8264　　東京都千代田区九段南４-４-１　

　日本公認会計士協会　総務本部研修グループ

　TEL 03-3515-1126（直通）

　E-Mail　kenkyutaikai@sec.jicpa.or.jp

（企画運営）継続的専門研修制度協議会

　　　　　　神奈川県会研究大会実行委員会

【パネルディスカッション】

『ＡＩ時代のヒューマンスキル』〜心流マネジメントの進め方〜

【パネルディスカッション】

リモートワークが変える企業の内部統制や監査手法の変化と課題について

【パネルディスカッション】

無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）を考える

〜組織の安定した成長のために、私たち一人一人がとるべき行動を探る〜

【論文発表】

備忘価額の会計・租税法・会社法上の論点整理

−裁判所の評価命令に基づく債務超過会社に対する評価を経験して−

【論文発表】

公益法人など非営利組織における予算統制のあり方と工夫

【パネルディスカッション】

地域発スタートアップ企業と躍動の未来

【パネルディスカッション】

地方創生・地域活性化と公認会計士の貢献

〜SDGs未来都市・北九州市をモデルに〜

【パネルディスカッション】

社会環境等の変化への対応〜税制及びユーザーとしての意識改革

【パネルディスカッション】

これからの政府公共調達の在り方について

〜新型コロナ禍を契機として〜

【論文発表】

危険とリスクの会計(The Structures of Accounting for Risks)

−アメリカ会計基準の設定過程を通じた理論研究−

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第42回研究大会）

テーマ１

テーマ２

テーマ３

テーマ４

テーマ５

テーマ６

テーマ７

テーマ８

テーマ９

テーマ10

【 研究発表 ① 】

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

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2021年12月31日現在）

3,710 35 3,745 12 29 818 859 4,604

阪本　翼

石山　昌代
北田　恭平
須佐見　陽介
古川　真也
寳角　智
山本　耕三
安藤　裕司
大迫　義克
金　　鍾明
小西　正浩
西垣　大志
幡野　理恵
光藤　達也
宮内　健太
森井　大輔

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

転入者 12月７日～27日

【事務所・自宅】
三瓶　勝一
西谷　剛史

春名　優子
三好　祐輔

資格変更（準会員から会員へ）
鈴木　隆史 花井　敏晋

会員名簿記載事項の変更

山内　隆介
榎田　修一郎
岡田　良哉
繁田　敦
平井　文彦
保脇　理予
金　　明究
神原　浩
小池　友香

青井　卓郎
有本　昌虎
加藤　大地
川口　晃司
中務　徳浩
中野　佳久
中村　佳央
東本　浩史
村田　賢二

12月１日～27日

【事務所】

入会者

12月16日付

12月16日付

会員異動

【自宅】
出田　健太郎
福山　祐介
松森　翼
水谷　彰
水野　直樹
三好　太介
安野　勝哉
香川　誠
唐木　翔太
椎野　友教
竹下　新馬

米谷　浩孝
渡　　喬
近藤　圭
比佐　進一郎
木本　泰嗣
窪　　康至
外山　智子
内藤　来夢
前岡　信乃
向　　裕司

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

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

（会　　　員）

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

（会　　　員）
（会　　　員）

（会　　　員）
（会　　　員）

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

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

今岡　大樹
久米田　明宏
戸田　育秀
古谷　和崇
山根　一展
神阪　智彦
瀨藤　大一郎
橘　　拓也
永安　栄棟
野村　利宏
鏑木　大督
羅　　美香
山﨑　真実

京 滋 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
四 国 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
京 滋 会 へ
北部九州会へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
京 滋 会 へ

転出者 12月７日～27日

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

監査法人の名称変更、移転
令和３年12月６日付

【旧名称】
【旧住所】〒650-0032
　　　　兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地
　　　　伊藤町ビルディング４階
【新名称】
【新住所】〒541-0053
　　　　大阪府大阪市中央区本町２丁目１番６号
　　　　堺筋本町センタービル８階 803号室
　　　　TEL　06-4256-0460
　　　　FAX　06-4256-0462

SCS国際有限責任監査法人　大阪事務所

SCS国際有限責任監査法人　神戸事務所
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業 務 内 容

応 募 資 格

応 募 方 法

お問合せ先

①法定監査

②株式上場支援業務

③経営・財務に関するコンサルティング

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

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

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

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

事務局だより

編 集 後 記
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が
れ
は

じ
め
て
か
ら
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
Ｎ
ｅ
ｗ 

Ｎ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｌ
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落
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落
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、
走
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新
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合
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応
を
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か
な
い
と
い
け
な
い
と
心

新
た
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
個
人
的
に
は
働
き
方
や
生
活
ス

タ
イ
ル
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
Ｎ
ｅ
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ａ
ｌ
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遠
い
で
す
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、
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と
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、
運
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不
足
解
消
目
的
で
朝
マ
ラ
ソ
ン
を
、
ま
た
、
休
日

は
ド
ラ
イ
ブ
な
ど
の
遠
出
も
し
に
く
い
こ
と
か
ら

日
曜
大
工
や
家
庭
菜
園
を
始
め
ま
し
た
。
次
は
人

生
１
０
０
年
時
代
に
も
備
え
、
学
び
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お
し
も
何

か
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き
な
い
か
考
え
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

Ｎ
ｅ
ｗ 

Ｎ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｌ
を
模
索
す
る
中
、
日
本

公
認
会
計
士
協
会
近
畿
会
に
お
い
て
も
、
少
し
で

も
会
員
の
皆
様
に
有
益
な
企
画
や
サ
ー
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ス
、
情

報
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信
を
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
セ
ミ

ナ
ー
や
各
種
企
画
な
ど
の
開
催
に
大
き
な
制
約
が

生
じ
て
い
ま
す
が
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ
創
意
工
夫

し
な
が
ら
取
り
組
み
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め
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ま
す
。
今
月
号

は
先
月
号
に
引
き
続
き
こ
の
よ
う
な
近
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会
の
取
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組
み
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部
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ご
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だ
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。
そ
の
他
、
活
動
報
告
も
ご
ざ
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
会
報
部　

植
村
達
生
）

【弔事】

・会員　永井　浩一氏のご母堂　茂代様
　2021年12月25日ご逝去　満76歳

・会員　竹川　清氏のご令室　葉子様
　2022年１月９日ご逝去　満64歳



研修会のご案内（2022年３月～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。  

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

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

関西地区三会共催研修会

ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会
田中　桂子 氏（株式会社クラスアプレシエ 代表取締役、人材教育コンサルタント・講師・カラーアナリスト）
Microsoft Teamsのみ 定　員 Teams：100人

ビジネスマナーセミナー
2022年３月５日（土）14:30～16:30

企　画
講　師
会　場

新型コロナウイルスの影響により、リモート業務やウエブ会議が日常となってきました。オンライン上のコミュニケーションに慣れてき
たと感じられる今だからこそ、会計専門家として信頼を与える伝え方、クライアント・同僚とのコミュニケーションのあり方等、改めて
考える機会を持ちたいと考えオンラインセミナーを企画しました。
当テーマでのセミナーは昨年に続き２回目となります。ウエブ会議が苦手という方はもちろんのこと、オンライン上の表現術に興味のある方、
公認会計士になったばかりの方からベテランの方まで多数の皆さまの参考になるものと考えます。皆さまのご参加をお待ちしております。
《主な内容》■リモート、ウエブ会議の招集側・参加側それぞれにおけるマナー
　　　　　　■オンラインで伝わりやすいコミュニケーション方法
　　　　　　■上手な聴き方のための相槌と質問力　など

２

履修単位

9201

研修コード

2022年アップデート版
「リモート、ウエブ会議等における、分かりやすい伝え方と好印象を持たれるマナー・表現術」

Online
（Teams）

※男女問わずご参加い
ただけます
※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。

社会保障委員会 医療法人専門委員会
宗本　徹彦 氏（公認会計士、日本公認会計士協会 非営利会計委員会医療法人専門委員会 専門委員）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

社会保障委員会 医療法人専門委員会研修会
2022年３月14日（月）16:00～18:00

企　画
講　師
会　場

医療法人への法定監査導入から今年度で４年目を迎え、制度として定着してきていますが、その実施状況については、協会において提出
された「監査実施報告書」を対象に分析・調査が行われています。その結果を踏まえ、監査の品質確保の観点から、今年度の決算、監査
に関する留意点について、協会本部の医療法人専門委員会専門委員を講師に招いて解説いただきます。

２

履修単位

3111

研修コード

医療法人の会計・監査における実務上の留意点
研修室参集 Online

（Teams）

非営利会計委員会 学校法人専門委員会
舩越　啓仁 氏（公認会計士、近畿会非営利会計委員会 学校法人専門委員会 専門委員長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

非営利会計委員会 学校法人専門委員会研修会
2022年３月15日（火）14:00～17:00

企　画
講　師
会　場

学校法人の会計・監査における留意事項を解説します。
令和３年度のトピックスとして、文部科学省における私立学校法改正の動向、学校法人監査における「その他の記載内容」の取り扱い、
コロナ禍を踏まえた会計処理に関する諸論点等を中心に解説予定です。

３

履修単位

3111

研修コード

令和３年度　学校法人の会計・監査における留意事項
研修室参集 Online

（Teams）

監  査

監  査
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関西地区三会共催研修会

組織内会計士委員会
中田　清穂 氏（有限会社ナレッジネットワーク 代表取締役、公認会計士）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

組織内会計士委員会研修会
2022年３月18日（金）18:30～20:30

企　画
講　師
会　場

気候変動・SDGs・EGSと近年注目を集めているテーマと財務情報開示との関連性と重要性について、ご講演頂きます。
「地球上の全ての人や企業が課題に取り組む」と定められたSDGsの壮大な課題と、企業経営、さらには財務会計がどのようにかかわる
のか。有価証券報告書などの「開示」とSDGsが、具体的にかかわる「接点」から解説して頂きます。
開示業務を担当されている組織内会計士の方におすすめの内容です。ぜひ、ご参加下さい。

２

履修単位

2399

研修コード

「気候変動・SDGs・EGSと財務情報開示のセミナー」
研修室参集 Online

（Teams）

税制・税務委員会
川上　尚貴 氏（財務省OB、元税務大学校長、関東信越国税局長、税制第二課長、
　　　　　　　 東日本旅客鉄道株式会社顧問（現任）、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任））
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

税制・税務委員会研修会
2022年３月28日（月）14:00～17:00

企　画
講　師

会　場

１．税制改正の決定プロセスと租税特別措置
　　－財務省主税局勤務11年や要望官庁側での経験も踏まえた、与党・政府の税制調査会や主税局・関係省庁の実像－
２．消費税を巡る経緯　－主税局総務課、税制第二課を通じ、売上税からの長い付き合い－
３．税体系論と金融所得課税
　　－政府税調に関わった経験や米国への「中年留学」も踏まえ、「二元的所得税」論や「金融」所得課税の一体化を振り返る－
４．相続税・贈与税のあり方、一体化課税　－相続時精算課税の創設に関わった経験から－
５．地球温暖化対策税、個別間接税のあり方　－主税局、環境省双方でこれらの税に関わった経験から－

３

履修単位

4002

研修コード

税制改正に長く関わって （仮）
研修室参集 Online

（Teams）

組織内会計士委員会
徳丸　翔 氏（公認会計士、株式会社日本総合研究所  地域・共創デザイングループ  スポーツイノベーションチーム（SIT） ）
稲増　崇 氏（公認会計士、株式会社バンビシャス奈良）～組織内会計士～
黒川　剛史 氏（公認会計士、黒川公認会計士税理士事務所、一般社団法人BLeSS / 株式会社BorderLeSS）
Microsoft Teamsのみ 定　員 Teams：100人

組織内会計士委員会研修会
2022年３月19日（土）13:00～15:00

企　画
講　師

会　場

コンサル・組織内・独立といった立場の違う会計士３人から、公認会計士のスポーツビジネスへの関わり方や思いも含めて、熱く語って
もらいます。
(内容）①各人のお話し ②3人でざっくばらんにディスカッション ③質問などあれば。
組織内会計士のみならず、プロスポーツに興味のあるの全ての方におすすめの内容です。ぜひ、ご参加下さい。

２

履修単位

5099

研修コード

「公認会計士のスポーツビジネスへの関わり方」
Online

（Teams）

国際委員会
藤末　亮太 氏（有限責任 あずさ監査法人）、谷田健一 氏（有限責任 あずさ監査法人）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

IFRSセミナー（第３回）
2022年３月23日（水）13:30～16:30

企　画
講　師
会　場

企業成長をけん引する主役が有形資産から無形資産に変わりつつある中、無形資産の取得を目的とした企業買収も増加し、バランスシー
トに占めるのれんを含む無形資産の割合が高まっています。このような状況の中、無形資産やのれんについてより一層社会的な関心が高
まっています。
本研修では、IFRS第3号「企業結合」及びIAS第38号「無形資産」に関する基礎知識の習得を目指す方を対象に、各基準の基本的な考え
方を中心に、実務的な論点も踏まえて解説します。

３

履修単位

2103

研修コード

IFRS学び直し講座　IFRS第３号「企業結合」、IAS第38号「無形資産」で
規定されている無形資産・のれん（開示含む）（有形固定資産は対象外）

研修室参集 Online
（Teams）

税  務
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近畿会主催研修会

中堅・若手会計士委員会
安福　健也 氏（EY新日本有限監査法人大阪事務所、公認会計士、公認不正検査士）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

キャリアデザイン・ワークショップ2021（第４回）
2022年３月23日（水）18:30～20:00

企　画
講　師
会　場

中堅・若手会計士委員会では、若手会員の共通の悩みである将来のキャリアプランについて、特に若手会員自体が公認会計士であること
に自信を持ち、その可能性に気付き、幅広いフィールドで活躍できるように、また、法人内での活躍の場を見出すためにも自らキャリア
デザインを考える端緒を提供する場として、「キャリアデザイン・ワークショップ2021」を開催しています。
第４回のテーマは「監査法人で遭遇した不正事例から学んだこと」です。
25年超の監査のキャリアを持つ安福氏が実務で遭遇した不正事例を複数紹介するとともに、会計不正調査における不正関与者へのヒア
リング体験を通じて感じたこと、学んだことをお話いただき、公認会計士として成長するにあたり大事なこととは何か？を考えるきっか
けになっていただければと思います。

２

履修単位

3192

研修コード

監査法人で遭遇した不正事例から学んだこと
研修室参集 Online

（Teams）

関西地区三会共催研修会

経営委員会 CSR専門委員会
梨岡英理子 氏（経営委員会 CSR専門委員会 専門委員長）
濵田　善彦 氏（経営委員会 CSR専門委員会 委員・本部 企業情報開示委員会 非財務情報開示専門委員会）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

経営委員会 CSR専門委員会研修会
2022年３月30日（水）14:00～16:00

企　画
講　師

会　場

コーポレートガバナンスコード改定で、「サステナビリティ情報の充実」が上場企業に要求され、ESG投資の拡大は世界的な潮流であ
ります。SDGsとともに、いまやサステナビリティ情報は、企業経営に大きな影響を与えています。今一番熱い非財務情報関連につい
て、CSR専門委員会で執筆した「ESG・SDGs素朴な疑問Q&A」本を使い、２時間で分かりやすく解説します。

２

履修単位

6101

研修コード

２時間でわかる　ESG・SDGs素朴な疑問Ｑ＆Ａ

国際委員会
中　亮介 氏（弁護士、北浜法律事務所・外国法共同事業）
山田　岳 氏（公認会計士、KPMGあずさサステナビリティ株式会社）
大阪弁護士会館10階 1001・1002+Zoom 定　員 弁護士会館：60人（三会30人、弁護士会30人）

国際委員会・大阪弁護士会共催研修会
2022年３月30日（水）13:30～16:30

企　画
講　師

会　場

大阪弁護士会との共催で、標記研修会を開催いたします。近年、GDPR、人権デューディリジェンス、SDGs、サステナビリティ、脱炭
素等、次々と新たな法規制や理念がヨーロッパから積極的に発信されることにより、国際標準として広がりを見せています。日本社会や
日本企業の活動もこれらにより多大な影響を受けつつあります。今回の研修会では、これらのヨーロッパ発信の新たな理念や法規制の概
略とその背後にある法体系について簡単に触れた上で、特に日本企業の実務に直接的な影響を与えているGDPRの実務の最新動向（日本
法への影響、日本企業がヨーロッパでビジネスをする際の悩みや留意点等）を法務的観点から解説するとともに、企業サステナビリティ
報告指令（CSRD）をはじめとする情報開示の実務について、財務会計的観点から解説します。
弁護士の方々も多数参加される予定ですので、共に学び交流を図っていただく絶好の機会になると考えております。

３

履修単位

6299

研修コード

EUの法務・会計
「EU由来の国際標準、特にGDPRを巡る最近の実務」
「CSRD：EUにおけるサステナビリティ報告指令の動向」

研修室参集 Online
（Teams）

大阪弁護士会館
参集

Online
（Zoom）

不正事例研究
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監査会計委員会
山添　清昭 氏（公認会計士、近畿会監査会計委員会副委員長）
近畿会研修室 + Microsoft Teams 定　員 研修室：60人 ／ Teams：100人

監査会計委員会研修会
2022年４月14日（木）13:30～15:30

企　画
講　師
会　場

2022年３月期は、「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」等が強制適用となっているとともに、新「グルー
プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表され、2022年４月１日以後適用となります。また、2020年11
月６日付け「監査基準」が改訂され、公認会計士の監査報告書に「その他の記載内容」の区分新設や、リスク・アプローチの強化に向け
た内容を盛り込んだ改訂が行われました。これら改正により、「有価証券報告書」の記載も見直しが必要です。
2022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

2022年３月期の会計・監査上の主な改正点と開示上の留意点
研修室参集 Online

（Teams）

税  　 務

不正事例研究

職業倫理 研修室参集

定　員 研修室60人（リモート配信なし）

２

２

２

履修単位

①1001

②4002

③3192

研修コード

※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。

企　画
講　師

会　場

研究・CPE研修部
①山田　雅弘 氏（本部倫理委員会　副委員長）
②荒井　優美子 氏（公認会計士・税理士）
③中西　和幸 氏（田辺総合法律事務所パートナー、弁護士・公認不正検査士）
近畿会研修室

①2021年12月10日開催　本部冬季研修会収録　②2021年7月20日開催　本部研修会収録
③2021年10月22日開催　本部秋季研修会収録

2022年３月26日(土) ①10:00～11:40 ②13:00～14:40 ③15:00～16:40

倫理規則改正の検討状況について

DVD研修会

公認会計士業務における情報セキュリティ

企業再生の税務

会計不正の具体的事例に学ぶ～早期発見、再発防止策を考える～

経営者不正

パンデミック下の企業経営と税務対応

税  　 務

不正事例研究

職業倫理

研修室参集

定　員 研修室60人（リモート配信なし）

２

２

２

履修単位

①4106

②3192

③1001

研修コード

※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。

企　画
講　師

会　場

研究・CPE研修部
①蝋山　竜利 氏（公認会計士・税理士）
②辻　さちえ 氏（公認会計士・公認不正検査士）
③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委員長）
近畿会研修室

①2021年6月18日開催　本部研修会収録　②2021年12月9日開催　本部冬季全国研修会収録
③2022年2月4日開催　本部春季全国研修会収録

2022年３月31日(木) ①10:00～11:40 ②13:00～14:40 ③15:00～16:40

関西地区三会共催研修会

以下は2022年度のCPE研修会です。
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について

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

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

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

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

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

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

kinki@jicpa.or.jp

山添 清昭編集人：発行人：北山 久恵
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