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　近畿会改革推進特別委員会　近畿会改革推進特別委員会での議論で思うこと

公会計委員会研修　開催報告　「地方公共団体監査実務者研修会（第10回）」

近畿実務補習所2021年期生入所式のご報告

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会　社会福祉法人関係者様向け研修会

『社会福祉法人会計基準のトピック』、『社会福祉法人はどこに向かうのか』ほか

国際委員会　第２回IFRSセミナー「IFRSアップデート」   実施報告

第272回企業財務研究会報告

ハロー！会計オンライン2022開催報告

大学向け寄付講座実施報告

「公会計講座」＠関西大学、近畿大学、立命館大学実施のご報告

日本公認会計士協会近畿会　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‐

第56事業年度　第9回定例役員会報告 

奈良地区会　「奈良県コンベンションセンター」での研修会　開催報告

「コロナ禍を受けた資金繰り支援・経営改善計画の策定について」

大阪市北地区会　大阪市北地区会の活動報告

観劇部　活動報告　宝塚歌劇団月組公演「今夜、ロマンス劇場で」 

北山久恵会長活動報告 
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　早いもので、研究・CPE研修部長
としての３年間の活動が終わりに差
しかかっています。思えば、部長と
しての最初の大仕事であった2020年
３月（当初予定）の第51回中日本五
会研究大会が新型コロナウィルス感
染症の拡大によって開催の１か月前
に中止となり、その後も、皆様ご存
じのとおり、コロナ禍は継続してい
るところですが、世の中の生活、行
動様式が大きく変容しました。
　研修の開催方法も、オンラインの
活用が当たり前になり、現地参集と
オンラインの併用、あるいは完全オ
ンラインの様式が定着しました。こ
の状況を受けて、継続的専門研修
（CPE）制度においても、集合研修
の形態がこれまでの「集合型の研
修」「CD-ROM、eラーニング」に
加え、「リモート研修」も加えられ
ています。
　これまで、近畿C.P.A.ニュース誌
面でも何回か宣伝をさせていただき
ましたが、研究・CPE研修部の企画
である、コンサルティング能力を高
めるための「スキルアップセミ
ナー」についても、完全オンライン
にて実施することとなり、グループ
ディスカッションを交えた講師、受
講生同士の双方向のコミュニケー
ションを駆使するような研修もオン
ラインで実施しています。世の中を
見渡してもオンラインや動画による
デジタル学習教材が溢れており、学

習手段という点では、コロナ禍で強
制的に進んだデジタル化によって多
様化が進んだとも言えると思います。
　また、研修に限りませんが、オン
ラインによる活動が、私たちの日々
の業務その他生活の様々な場面にも
広く浸透した結果、従来の対面のた
めに目的地まで移動することを前提
とした時間の使い方に比べて、移動
時間やその準備の時間が大きく削減
されました。オンラインによる非効
率を差し引いたとしても、私たちが
自分のために使える時間は増えた、
あるいは、少なくとも、柔軟に時間
を使うことが可能になったのではな
いでしょうか。
　「スキルアップセミナー」を企画
する際に、公認会計士に求められる
コンサルティング能力とは何か、と
いうことを考え、いろいろな人と意
見を交換しました。変化がますます
激しくなる経済社会において、様々
なステークホルダーと関わる私たち
公認会計士にとって、情報を取捨選
択し、自分の考えをしっかりと持
ち、適切な言葉でコミュニケーショ
ンするという能力を継続的に磨いて
いく必要があると考え、その結果と
して、ロジカルシンキングやコミュ
ニケーションといった、いわゆる
「ソフトスキル」を中心にセミナー
のメニューを組み立てました。
　昨今、人生100年時代を見据え、
学び直しやリスキリングの必要性が

唱えられているところですが、まさ
にCPE制度においても「公認会計士
は、常に自ら考え自ら学ぶ姿勢を身
に付け、職業的専門家としての知識
の蓄積に努めなければならない」と
されています（継続的専門研修ガイ
ドライン）。前述のとおり、オンラ
イン研修などの学習手段が多様化
し、学習時間を柔軟に確保できる環
境になりつつある今、継続的に学ぶ
姿勢を持続することができる限り、
学びの機会は大きく広がっており、
効果的、効率的な学習が可能な環境
なのではないかと思います。また、
各研修にご参加いただいた皆様の学
習意欲の高さを目の当たりにする
と、私自身も自己研鑽に励まねばと
いう刺激を受け、自戒の念を込めて
「常に自ら考え自ら学ぶ姿勢」の大
切さを感じたところです。
　最後になりますが、研究・CPE研
修部がこれからも、様々な研修の場
を提供するという活動を通じて、皆
様の継続的な学びの姿勢をサポート
し、魅力ある人材育成、業界の発展
に寄与できたらと思っています。引
き続き積極的なご参加をどうぞよろ
しくお願いいたします。また、これ
まで研究・CPE研修部の運営に携
わっていただいたメンバーの方、研
修にご参加いただいて、いろいろな
角度から貴重なご意見をいただいた
方、皆様に心より感謝を申し上げま
す。

研究・CPE研修部の活動を振り返って
研究・CPE研修部
各部・各委員会の取り組み

研究・CPE研修部　部長 山本　憲吾
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各部・各委員会の取り組み

　厚生部では、会員の福利厚生の向
上及び会員相互の親睦の推進のた
め、様々な行事および活動支援を
行っています。
　昨年と一昨年は、コロナ禍のなか
多くの行事や活動が中止せざるを得
ませんでしたが、参加人数を縮小す
るなど感染リスクを抑えながら徐々
に再開しています。
　是非皆様も、ご興味のある行事や
活動にご参加頂きたく、改めて最近
の行事や活動をご紹介いたします。

○毎年７月～８月頃　夏休みグルメ
ツアー
　毎年夏休みに、京都の夏の風物
詩、貴船の川床で川床懐石、お子
様御膳をご堪能頂くグルメツアー
です。
　貴船の清流をわたり、涼やかに
流れる心地よい涼風に吹かれなが
ら、会計士仲間での親睦の場や家
族サービスにご利用頂いていま
す。毎年、応募が殺到し抽選が行
われる大人気ツアーです。

○毎年８月頃　家族囲碁教室<関西
地区三会（兵庫会、京滋会、近畿
会）共催> 
　毎年、近畿会研修室で三会共催

による家族囲碁会を開催していま
す。囲碁インストラクターを招
き、ルール説明をしてもらい、標
準サイズの約４分の１の碁盤（９
×９）を使って、初心者同士の対
局やインストラクターとの対局を
通じ、囲碁の楽しさを知ってもら
う企画です。小学生のお子さまも
楽しんで参加されていますので、
皆さん是非ご参加ください。

○毎年９月頃　フットサル大会
　<関西地区三会共催>

　経験者リーグと親睦リーグの２
リーグでそれぞれ参加チームを募
集し、予選リーグや決勝トーナメ
ントを行って優勝、準優勝を目指
して競って頂きます。経験者リー
グでは、ハイレベルな白熱した試
合が繰り広げられる一方、親睦
リーグでは、女性が選手として参
加した場合には１人につき１得点
が付与されるなど大会独自ルール
もあり皆さん和気藹々とプレーを
されます。

　コロナ禍前の2019年の９月に
は、全16チームご家族や応援者を
含め約200名の方に参加を頂きま
した。フットサルにご興味をお持
ちの方は経験の有無に関係なく、
是非ご参加ください。

○毎年11月頃　グラン倶楽部
　参加資格が70歳以上の会員と
なっており、これまで近畿会を支
えてくださった諸先輩方への労い
の意味を込めて食事と会話を楽し
んで頂く企画です。毎年その年に
賀寿を迎えられた方々には記念品
を贈呈しています。直近では、
2021年11月にコンラッド大阪で開
催されました。70歳以上の会員の
皆様は是非ご参加ください。

○毎年11月頃　近畿C.P.A.ゴルフ選
手権
　毎年、初心者からベテランまで
幅広い層のゴルフプレイヤー50～
60名が参加し、個人戦と団体戦の
競技が繰り広げられています。個
人戦はハンディキャップ戦とスク
ラッチ戦で、団体戦は４人１チー
ムでスクラッチ戦が行われます。
直近では2021年11月に泉が丘カン
トリークラブで開催されました。
　ゴルフをされる方は奮ってご参
加ください。

厚生部親睦行事、趣味の会のご紹介
厚生部

１.  会員と家族を含めた親睦

　   行事の開催

厚生部　部長 荒井　巌



○毎年12月　クリスマスパーティー
<関西地区三会共催>

　毎年クリスマスシーズンに、ヒ
ルトン大阪で開催されています。
ご家族で参加される方が多く200
名を超える大規模なものになって、
会場ではサンタクロースとトナカ
イが出迎え、お子様が喜ぶ趣向を
凝らした企画（バルーンショー、
マジックショー、サイエンス
ショーなど）が催されています。
　こちらも毎年応募が殺到し抽選
が行われる大人気企画です。是非
ご家族やご友人とご参加ください。

○毎年１月頃　ボウリング大会
　<関西地区三会共催>

　毎年１月にボウリング大会が開

催され、会員およびそのご家族、
特に小学生以下のお子様も多数参
加し、明るく賑やかな雰囲気でボ
ウリングを楽しんで頂いていま
す。表彰式では上位者のみなら
ず、飛び賞や女性賞、お子様賞等
も用意されます。
　職場の方々、お友達同士、ご家
族で気軽にご参加ください。

○毎年３月頃　春休みファミリーツ
アー
　毎年春休みに、ご家族で楽しん
で頂ける日帰りツアーを企画して
います。
　コロナ以前では、シイタケ狩り、
いちご狩り、ビール工場見学、関
西国際空港格納庫見学ツアーな
ど、趣向を凝らしたさまざまなツ
アーを開催していました。

○その他
　定期的に、映画観賞券、文楽鑑
賞券等チケットの斡旋を行ってい
ます。

　近畿会には現在８つの趣味の会の
クラブがあり、それぞれのクラブに
は厚生部から助成金が交付されてい
ます。より多くの方にご参加いただ
き会員相互の親睦を図って頂きたく、

随時、新規入会及び新規趣味の会の
募集を行っています。
・ゴルフ部　　
・囲碁部　　
・カラオケ部　
・旅行・写真部　
・ハイキング部　
・テニス部　
・観劇部　
・将棋部　

２.  会員の趣味の会の活動支援
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　2019年度に地区会部長に就任した種
田ゆみこです。近畿会での幹事５期目
で、再び地区会部長（前回は初幹事の
2007年～2010年に厚生地区会部長）を
担当することになり、会員の皆様の意
見を賜わりながら、担当副会長・副部
長や近畿会事務局の方々と一緒に頑
張っています！
　地区会部の活動は「地区会の活動支
援」と「補習所同期会の活動支援」を
基本項目とし、各事業年度に次のよう
な活動をしています。
（地区会の活動支援）
（１）地区会活動活性化のための意見

交換会の実施（地区会会長会の
実施）

（２）地区会の活動実績把握
（３）地区会活性化に向けた企画の提

案
（４）その他地区会活動のサポートの

実施
（補習所同期会の活動支援）
（１）補習所同期会活性化のための意

見交換会の実施（同期会世話人
意見交換会の実施）

（２）補習所同期会の活動実績把握
（３）合同補習所同期会の企画・立案

及び実施（←最近はこれが人気
らしいです）

（４）補習所同期会登録制度の企画・
立案

（５）補習所同期会の広報活動の実施
（６）その他補習所同期会のサポート

の実施

　地区会は、普段活動されている職場
という枠とは異なり｢住所地｣という基
準で会員の皆様が交流を図ることを目
的として創設されており、補習所同期
会は、｢補習所入所年次」という基準
で同年代の会員の皆様の交流を図るこ
とを目的として創設されています。ゆ
えに、地区会部の活動は、会員の皆様
が普段活動されるフィールドを離れ、

会員間でのオープンな交流を行う場を
提供し、その活動を支援していくこと
によって、会員の皆様、ひいては近畿
会全体の発展に寄与することと考えて
います。
　ちなみに、近畿会HPの「Home」
＞「近畿会概要」＞「近畿会地区会」
も（以下）参照。

2021年度  地区会部活動報告
地区会部

地区会部　部長 種田　ゆみこ

各部・各委員会の取り組み

お  い  だ

　近畿会では、地域と密着した活
動を推進するため近畿会区域を14
の地区に分割し、それぞれに地区
会を設置して地区活動を行ってい
ます。（地区会は会員等の住所地
を基盤としています。）なお、各
地区会の地区会名称及び区域は次
のとおりです。

●豊能地区会：豊能郡　箕面市　
　池田市　豊中市
●北部大阪地区会：茨木市　高槻
　市　三島郡
●吹田・摂津地区会：吹田市　摂
津市
●京阪地区会：枚方市　寝屋川市
守口市　門真市　大東市　四条畷市　交野市　八幡市　京田辺市　木津川市　相楽郡
●河内地区会：東大阪市　八尾市　柏原市　松原市　藤井寺市　羽曳野市　富田林市（金
剛地区を除く）　南河内郡
●泉地区会：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
●大阪市北地区会：北区　淀川区　東淀川区　都島区　旭区　福島区　此花区　西淀川区
●大阪市南地区会：城東区　鶴見区　中央区　西区　大正区　港区　浪速区　西成区　住
吉区　住之江区　東成区　天王寺区　生野区　阿倍野区　東住吉区　平野区
●みやこ地区会：京都府（八幡市、京田辺市、木津川市、相楽郡を除く）　滋賀県
●北摂地区会：宝塚市　三田市　丹波篠山市　川辺郡　川西市　伊丹市　西宮市山口町・
塩瀬町　神戸市北区道場町
●阪神地区会（旧 西なにわ地区会）：芦屋市　西宮市（山口町・塩瀬町を除く）　尼崎市
●みなと地区会：北摂地区会・阪神地区会区域以外の兵庫県
●奈良地区会：奈良県
●和歌山地区会：和歌山県
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　さて、2020年２月くらいから新型コ
ロナウイルス感染症で社会が騒がしく
なり、３月からは近畿会も集合での活
動を見合わせるようにお願いしたとき
もありました。しかし、この２年間で
ワクチン接種も進み、「緊急事態宣
言」や「まん延防止等重点措置」以外
の時期には、感染対策に注意をしなが
らも、2020年度も2021年度も総会や懇
親イベントを企画して頂いた地区会会
長等幹事や補習所同期会世話人の皆様
には大変感謝です。これに対して地区
会部は、各地区会会長等からのイベン

ト実施の打診に対して、毎回、北山会
長と安原副会長にも諮り、近畿会の方
針に従い、コロナの状況によりイベン
ト中止にする等のキャンセル料を負担
するとして、以下のような下線赤字の
文言を付して案内していただいていま
す。
　「感染対策は十分に行われているこ
とを確認しておりますので、皆様のご
事情が許せば是非ご参加いただきたく
お願い申し上げます。なお、コロナ感
染拡大状況及び会計士協会近畿会の方
針を踏まえ、やむなく中止とさせてい

ただく可能性もございますので、その
点、ご了承いただけましたら幸いで
す。」

　コロナの今後の状況は不明ですが、
今後も地区会部は、地区会長や補習所
同期会世話人の皆様との意見交換を通
じて、｢地区会」及び「補習所同期
会」の活動が少しでもよりよいものへ
となるように引き継いでいきますの
で、ご理解とご協力のほど、何卒よろ
しくお願い致します！！！
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2021/7/6

2021/11/21

2021/12/4

2021/6/21

2021/11/6

2021/11/27

2021/12/2

2021/12/6

2021/12/13

2022/1/15

2021/7/14

2021/11/21

2021/12/4

2021/7/8

2021/10/23

2021/7/17

2021/11/18

2021/12/4

2021/6/29

2021/10/31

2021/11/6

2021/11/5

2021/12/12

2022/3/20

定期総会

宝塚歌劇観劇ツアー（三会共催・北摂）

第 35 回ゴルフ懇親会（三会共催・北摂）

定期総会

懇親ゴルフ会

USJ へ行こう 2021

茨木市長訪問

島本町長訪問

高槻市長訪問

冬の味覚を楽しむ会（開催中止）

定期総会

宝塚歌劇観劇ツアー（三会共催・北摂）

第 35 回ゴルフ懇親会（三会共催・北摂）

定期総会

ゴルフ懇親会

定期総会及び意見交換会

淡路バスツアー（1泊 2日）

懇親ゴルフコンペ

ワイン講習会＆演奏会

定期総会

秋のみかん狩りと親睦BBQ

親睦ゴルフ会

岸和田市長訪問

コンラッド大阪ランチビュッフェ

大相撲大阪場所観戦（予定）

地区会行事開催実績（第56事業年度）

オンライン

宝塚大劇場

大宝塚ゴルフクラブ

近畿会会議室

ベニーカントリー倶楽部

USJ

茨木市役所

島本町役場

高槻市役所

丹後半島

オンライン

宝塚大劇場

大宝塚ゴルフクラブ

近畿会会議室

奈良国際ゴルフ倶楽部

料亭　若葉

淡路島、大塚美術館

太子カントリー倶楽部

河内ワイン館

オンライン

四季盛農園・いずみふれあい農の里

天野山カントリークラブ

岸和田市役所

コンラッド大阪

エディオンアリーナ大阪

2021/7/9

2021/11/6

2022/1/8

2021/7/20

2021/11/26

2021/7/12

2021/7/20

2021/11/21

2021/12/4

2021/6/22

2021/6/16

2021/12/2

2022/3/26

2021/7/13

2021/7/31

2021/11/23

2021/12/7

2022/1/18

2021/6/21

2021/7/16

2021/8/3

2021/12/3

定期総会

西天満個別割烹懇親会

コンラッド大阪ランチ

定期総会

ワイン＆マリアージュセミナー

定期総会

定期総会

宝塚歌劇観劇ツアー（三会共催・北摂）

第 35 回ゴルフ懇親会（三会共催・北摂）

定期総会

定期総会

CPE研修会＆懇親会

Let's ネスタリゾート（予定）

奈良県専門士業連絡協議会代表者会議

定期総会及び講演会

吉野金峯山寺秘仏本尊ご参拝と鮎会席

奈良県専門士業連絡協議会主催「Web 講演会」

研修会及び新年懇親会（懇親会のみ中止）

和歌山県専門士業団体連絡協議会定時総会

親睦ゴルフ、定期総会及び懇親会

和歌山県専門士業団体連絡協議会理事会

親睦ゴルフ会、年末研修会及び忘年会

近畿会会議室

割烹　由多嘉

コンラッド大阪（C:GRILL）

近畿会会議室

Wsssy's Dining Souple

近畿会会議室

近畿会会議室

宝塚大劇場

大宝塚ゴルフクラブ

近畿会会議室

近畿会会議室

オンライン

ネスタリゾート神戸

奈良ロイヤルホテル

春日ホテル

吉野

YouTube

奈良県コンベンションセンター

ダイワロイネットホテル和歌山

割烹　大芳等

ダイワロイネットホテル和歌山

ホテル山楽荘等

日　時 行　事

第 56 事業年度

場　所 日　時 行　事 場　所

2021/11/13
～ 14

豊
　
能

大
阪
市
北
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阪
市
南

み
や
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　非営利会計委員会には、３つの専門委員会（学校法人、NPO法人、公益法人）があります。これら専門委員会は、コ
ロナ禍においても工夫をしながら活動を続けております。各専門委員会の活動状況を報告いたします。

　依然としてコロナ禍であり、学校
法人専門委員会もリモートで開催す
ることが多く、以前ほど活発な議論
が行われていないように感じていま
す。対面でコミュニケーションを取
ることの大切さを再認識していると
ころです。
　学校法人専門委員会の主な活動は、
本部学校法人委員会の活動状況につ
いての情報共有、所轄庁との意見交
換、会員向け研修会の開催です。本
部学校法人委員会もリモートでの開
催ですが、私学法改正への対応もあ
り、月に数回のペースで比較的多く
開催されています。学校法人専門委
員会では、定期的に本部学校法人委
員会の活動状況を報告し、情報を共
有してまいりました。例年３月に実
施している所轄庁との意見交換につ
いては、ここ数年は対面での実施が
かなわず、メールや電話による情報
交換にとどまっています。令和３年
度は、監査報告書の改正等、比較的
重要なテーマがあることから、Teams
等を利用したリモートでの開催も考
えています。同じく例年３月に実施

している会員向け研修会について
は、感染状況にもよりますが、昨年
度と同様に対面とリモートを併用し
て開催したいと考えています。

　令和３年度のトピックスは、何と
いっても文部科学省の「学校法人の
ガバナンス改革会議」だと思いま
す。ここでは、私立学校法の改正に
向けた議論が行われ、令和３年12月
３日付で「学校法人ガバナンスの抜
本的改革と強化の具体策」が公表さ
れました。この文書の中で、我々公
認会計士に大きく関連する部分を抜
粋すると、①会計監査人の機関化
（私学法監査の導入）、②学校法人
会計基準の見直し、③内部統制シス
テムの整備義務化が挙げられます。
①会計監査人の機関化（私学法監査
の導入）
　計算書類等の会計監査機能を強
化するため、新たに学校法人の機
関として会計監査人の設置を義務
付けるよう提言されています。こ
こでは、「私立学校振興助成法に
基づく会計監査制度は維持した上

で」とされており、私立学校振興
助成法に基づく会計監査と私立学
校法に基づく監査が併存すること
が想定されています。また、「実
質的に支配する子法人の業務・財
産の状況も調査することができる
（連結・実質支配グループについ
て対象とする）」という記述もあ
り、我々の監査対象にも影響が考
えられることから、今後の私立学
校法の制度設計を注視しておく必
要があります。

②学校法人会計基準の見直し
　前述した会計監査と同様に、学
校法人会計基準についても、根拠
法令を私立学校振興助成法から私
立学校法に変更し、両法律の趣旨
に適合した学校法人会計基準を策
定するよう提言されています。

③内部統制システムの整備義務化
　業務の適正を確保するため、内
部統制システムの整備（構築）を
行うことを義務付けるよう提言さ
れています。具体的には、理事の
職務の執行が、法令及び定款（寄

非営利会計委員会の活動報告
非営利会計委員会

１．学校法人専門委員会の活動状況

２．学校法人を取り巻く状況について

各部・各委員会の取り組み

学校法人専門委員会の活動 学校法人専門委員会　専門委員長 舩越　啓仁
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附行為）に適合することを確保す
るための体制その他法人の業務の
適正を確保するために必要な体制
を整備する義務を課すること及
び、監事が内部統制システムの実
効性を監査する（監査報告書の内
容に含める）ことが求められてい

ます。内部統制の構築について
は、企業における内部統制監査の
経験を踏まえ、我々公認会計士が
支援する余地のある分野だと思い
ます。
　なお、文部科学省は、「学校法
人のガバナンス改革会議」の改革

案を受けて、私立学校関係団体の
代表者及び有識者と協議し、その
合意形成を図るため、令和４年１
月に「学校法人制度改革特別委員
会」を設置しました。ここでの議
論を踏まえ、私立学校法の改正案
が作成される見込みです。

　NPO法人専門委員会では毎年12
月ごろに近畿会所管の所轄機関との
意見交換会を行っています。今年度
は、令和３年12月21日16時から近畿
会で開催されました。所轄機関から
は１～２人の参加で、今年は全員が
女性ということで華やかな雰囲気に
包まれて、意見交換会がスタートし
ました。
　テーマはその年により様々であ
り、今年度は下記のテーマを選定し
ました。

　まず、新型コロナウイルス感染症
の影響で、所轄機関への決算書等の
提出事務が遅れたNPO法人が続出
しましたが、所轄機関への報告書等
の提出期限の延長について、令和２
年度では一定の期間認められました。

この決算書等の提出事務の延長手続
きについて、令和３年度の状況をお
聞きしました。
　これに対して、どの所轄機関も内
閣府の方針に沿って事務手続きを実
施しており、令和３年度は内閣府の
提出期限の延長の通知がなく、事務
延長手続きについて特に配慮しなく
ても混乱はなかったようでした。
NPO法人も昨年の経験等から、順
調に事務手続きをしたことが考えら
れます。
　次に、会計士及び協会に対する行
政のニーズや期待等ですが、前年度
も実施した同様のテーマについて、
今年度は行政が行うNPO法人向け

①新型コロナウイルス感染症対
応の助成金・補助金申請、総
会及び決算書の提出事務の延
長手続きについて
②会計士及び協会に対する行政
のニーズや期待等（行政と協
会との交流・接点）について
③中間支援NPO法人との交流に
ついて

　2021年度のNPO法人専門委員会の事業計画は以下のとおりですが、NPO法人専門委員会活動報告に当たり、今回はこ
のうちNPO法人所轄機関との交流について、紹介いたします。

１. はじめに

２. 近畿会所管の所轄機関との

　  意見交換会の概要

NPO法人専門委員会の活動 NPO法人専門委員会　専門委員長 金　志煥

①NPO法人の会計、税務等経営管理についての調査研究により知見のアップデートを諮る。
②中日本五会研究大会で調査研究の発表を行う。
①近畿会所管の所轄機関である大阪府、奈良県、和歌山県、大阪市、堺市の担当部門との意
見交換会を行う。
②近畿会所管の所轄機関等が実施するセミナーや相談会があれば、行政等と会計士との接点
を検討する。
NPO法人の経営管理に関する研修会をNPO法人又は会員向けに開催する。

NPO法人の経営管理
に関する調査研究
NPO法人所轄機関と
の交流

NPO法人に関する研
修会の実施

実施項目

テーマ

基本項目
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のセミナーや相談会の講師など、近
畿会や中間支援NPO法人との協働
の可能性について活発な意見交換を
行いました。その前段として、事前
に所轄機関へのアンケート調査を行
いました。
　この点、どの所轄機関も概ね肯定
的な意見を聞くことができました。
今後は各自治体の状況を踏まえて、
近畿会として具体的な行政や中間支
援NPO法人との協働について、実
施するステージに上がってきたと考
えられます。各自治体に訪問して具
体的な活動を進めていけるよう、次
年度以降の活動方針に盛り込むこと
を検討していきたいと考えています。
　最後に、中間支援NPO法人との交

流ですが、今回の意見交換で中間支
援NPO法人と定期または不定期の
協議を行っていることがわかりまし
た。NPO法人支援については、行
政、中間支援NPO法人、近畿会と
それぞれの立場は異なるものの、
NPO法人支援という目的は共有で
きるものと思います。今後、それぞ
れの役割分担の中でNPO法人支援を
どのように進めていくかについて、
さらなる協働の可能性を探っていく
必要があることを確認できました。

　NPO法人専門委員会は、今回の
意見交換を踏まえて近畿会としてど

のようにNPO法人支援に関わって
いくか、その解は一つではありませ
ん。しかし、公認会計士の社会貢献
の一環として、できることから少し
でも成果を出す必要があると考えて
います。
　こうした方向の下、今後のNPO
法人専門委員会の活動方針を策定
し、実行していきたいと思います。
今回のNPO法人専門委員会活動報
告をご覧になり、一人でも多くの会
員の方々が関心を寄せていただけれ
ば幸いです。

３. 意見交換会後のNPO専門

　  委員会の活動方針

公益法人専門委員会の活動 公益法人専門委員会　専門委員長 小幡　寛子

　当専門委員会は、ほぼ毎月１回、
近畿会とリモートとのハイブリッド
で開催しています。今年度は委員長
就任３年目の最終年度で、集大成と
して公益法人及び一般法人関連の
「事例集」の作成を目指していま
す。事例集の一部については、令和
３年３月24日開催の中日本五会研究
大会において発表する予定です。
　この紙面では、令和３年12月6日
に開催しました大阪府公益法人所管
課との意見交換会のテーマの中で、
会員の皆様にお役に立つと思われる
情報を記載いたします。

（１）会計
・６号財産（交付者の定めた使途
に充てるために保有している資

　金）について、法令に規定され
ている要件（取崩しの手続き、
書類の備置きなど）を満たして
いない。
・賞与の支給規定があるにもかか
わらず、引当金を計上していな
い又は不足している。
・退職給付引当金についても同
様。

（２）法人運営
　・理事会で理事長及び業務執行
理事の職務執行報告がなされて
いない。
・議事録に記載すべき法定事項に
ついて記載が漏れている。
・理事会に監事が出席していない。

　別表Ｈ（１）表は、「公益目的取

１．令和２年度立入検査結果で

　  指摘が多かった事項

２．定期提出書類別表Ｈ（1）表の

　  記載の変更

得財産残額」を計算する表です。公
益目的取得財産残額とは、公益認定
の取消し処分を受けた場合に贈与し
なければならない財産額です。重要
な表なのですが、公益法人の方々は
認定取消しを想定していないのであ
まり関心がないようです。
　令和３年６月18日に定期提出書類
の手引きにおける同表の記載方法や
記載説明が改正されました。なお、
「考え方は従来と変更はないが、記
載方法が明確でなかったため今回明
確にした」ということのようです
が、法令解釈が難しく、考え方を変
更したようにも思えます。ここでは
改正の主な内容について説明します。
（１）公益目的取得財産残額の計算

方法
公益目的取得財産残額（略称：財
産残額）＝公益目的増減差額（略
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（４）今後の対応を考える
　今回の改正は、財務諸表の表示
と一致させることまでは求めてい
ませんが、実質的に、公益会計で
赤字が発生した場合は他の会計か
ら補填しなさい、他の会計に影響
させないためには常に公益会計は
収支（損益）ゼロとしなさいといっ
ているのと同じです。とても厳し
い内容です。
　財産残額を増加させないための
対応としては、遊休財産との兼ね
合いもありますが、必要以上に
リース資産や金融資産（使途指定
寄附財産を除く）を公益会計の財
産に位置付けないこと、公益会計
で大きな赤字を計上しないこと、
公益会計が赤字の場合は可能な限
り公益会計内の財産を取り崩して
補填することなどが考えられま
す。なお、保有財産及び３号から
６号財産の取崩しについては、法
令や法人内部の定めに従って行う
必要があります。
　会員の皆様におかれましては、
関与先の公益法人の別表Ｈ（１）
表がどのような状態であるかをご
確認いただき、関与先とともに十
分な検討を行ってください。

　非営利会計委員会の３専門委員会
は、今後も各専門分野の調査研究、
会員向け研修会、所轄機関と連携し
た社会貢献などの活動を続けてまい
ります。会員の皆様のご参加をお待
ちしております。

称：増減差額）＋公益目的保有財
産（略称：保有財産）
　　
（２）今回の改正
　上記（１）の増減差額の金額につ
いて変更がなされました。
　増減差額は、「前期末の増減差額
＋公益目的事業会計の収益－公益目
的事業会計の費用・損失に、保有財
産の増減による調整」を行って算出
します。

①改正１：上記の計算の結果、増減
差額がマイナスの場合はゼロとす
るための調整を行う（金融資産の
評価損益は毎期末には計上せず
に、取消時に一括計上も可能）
　増減差額がマイナスになる場合
とは、「財産残額＜保有財産」の
場合で、公益目的事業会計（以下
「公益会計」という。）において
保有財産以外に財産が少なく、か
つ赤字が累積している場合が考え
られます。この改正の意味は、
「保有財産に見合う額は財産残額
として保有しておきなさい」とい
うことになります。
　負債を財源とする資産（リース
資産、借入金で購入した資産な
ど）を保有財産としている場合、
「法人全体の正味財産＜保有財
産」となることも考えられます。
財産残額を保有財産と同額にする
と財産残額は法人全体の正味財産
を超え、この結果、法人の正味財
産（純資産）を超える額を贈与し
なければならないという問題が生
じると思われます。

②改正２：増減差額が公益目的の３
号財産から６号財産の期末帳簿価

　額の合計額よりも小さい場合には、
当該合計額に達するまでの額に相
当する金額に調整を行う
　３号財産は「資産取得資金」、
４号財産は「特定費用準備資
金」、５号財産は「交付者の定め
た使途に従い使用・保有している
財産」のことで、６号財産は前掲
のとおりです。
　この改正の意味は、「保有財産
に加え、公益目的の３号から６号
の財産に見合う財産残額を保有し
ておきなさい」ということになり
ます。そして、公益認定の取消し
処分を受けた時には、これらの金
額相当額を贈与しなさいというこ
とが明確に示されました。

（３）今回の改正が財務諸表に与え
る影響

　公益会計が赤字になり資金が不
足した場合の補填方法は、次の２
通りが考えられます。
１）収益事業等会計又は法人会計
から公益会計に「他会計振
替」で資金と収益を振り替え
る。

２）収益は振り替えずに、ＢＳ上
の科目の「他会計借入金」
「他会計貸付金」を使用して
資金のみ振り替える。

　財産残額を増加させないために
は２）の方法を採用することにな
ります。私もそのように説明して
きました。しかし、今回の改正
で、２）を採用した場合、公益会
計の正味財産期末残高と別表Ｈ
（１）表の財産残額とが一致しな
くなりますので、一致させるため
には１）の方法を採用することに
なります。

非営利会計委員会の今後の活動
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　社会保障委員会は、２つの専門委
員会（社会福祉法人・医療法人）で
構成されています。
　委員会に冠されている「社会保
障」は、今日の日本における重要な
社会アジェンダとなっています。社
会保障制度は、国民の「安心」や生
活の「安定」を支えるセーフティ
ネットであり、「社会保険」「社会
福祉」「公的扶助」「保健医療・公
衆衛生」からなり、子どもから子育
て世代、お年寄りまで、全ての人々
の生活を生涯にわたって支えるもの
です。この社会保障の一翼を、社会
福祉法人と医療法人が担っていま
す。それゆえ、歴史的にも、戦後復
興を支える存在として、ほぼ同時期
に創設されました。ともに私たちの
生活と非常に関わりのある存在であ
り、会計士としても知っておいて損
はないと思いますので、はじめに、
これら法人の成立ちを簡単に紹介さ
せていただきます。
　医療法人制度は、昭和25（1950）
年の医療法の改正により創設されま
した。それまでは、病院は私人（医
師）により経営されていましたが、
第二次大戦で医療提供体制は壊滅的
な打撃を受けたことから、私人によ

る医療事業の経営困難を緩和して医
療提供体制を立て直すために、法人
格を与えて資金調達をしやすくする
ことで医療機関の経営の安定を図っ
たことが背景にあります。
　一方の社会福祉法人制度は、昭和
26（1951）年の社会福祉事業法（現
在の社会福祉法）の制定により創設
されました。同じように、それまで
は篤志家や慈善事業家といわれた個
人事業者が社会福祉事業の多くを
担っていましたが、戦後の荒廃の
中、戦災孤児や失業者など激増した
生活困難者への対応が急務となり、
行政の財源不足もあって、いわゆる
「措置制度」が設けられました。そ
して、措置を受託する法人に行政か
らの特別な規制と助成を可能とする
ため、「社会福祉法人」という特別
な法人格が活用されることとなった
のです。
　このような背景から、同じ非営利
法人に分類されますが、医療法人の
本質は「民」、社会福祉法人の本質
は「公」と大きな違いがあり、法人
に対する規制や税務上の扱いに影響
しています。
　以降、時代の変遷と環境の変化に
伴う社会からの要請を反映して、法
人制度は度々改正されてきました。

そして、社会保障の一翼を担う社会
の公器として、経営管理体制の強化
と透明性の確保のために、社会福祉
法人は平成29（2017）年度から、医
療法人は平成30（2018）年度から法
定監査が導入されるに至っています。
　これを踏まえて、それぞれの専門
委員会について紹介します。

　社会福祉の主要な分野は地域福
祉、児童福祉、障害福祉、高齢者福
祉です。身近にイメージしてもらえ
るワードで言えば、地域福祉→ボラ
ンティア、児童福祉→保育所、障害
福祉→就労支援、高齢者福祉→老人
ホーム　でしょうか。社会福祉法人
はこうした社会福祉事業を行うこと
を目的としている法人です。地域福
祉の担い手としては、各自治体にあ
る社会福祉協議会が代表的です。児
童福祉、障害福祉、高齢者福祉は対
人サービスの対象による区分です
が、いずれかの分野に集中して事業
を展開している法人、複数の分野で
事業を展開している法人がありま
す。また、いずれの分野にも様々な
種類の事業があるため、展開する事
業の幅と規模において社会福祉法人

社会保障委員会の活動について
社会保障委員会

１．はじめに

２．社会福祉法人専門委員会の

　  主な取組み

各部・各委員会の取り組み

社会保障委員会　委員長 纐纈　和雅
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のすそ野は非常に広いものとなってい
ますが、数として一番多いのは保育
所など児童福祉に係る法人、次いで
特養など高齢者福祉に係る法人です。
　法定監査導入前までは、法人に対
して新たな社会福祉法人会計基準の
定着や監査受入体制の構築を指導し
ていくために、会計士としての見聞
を高める活動が主であったように思
われます。法定監査導入後は、監査
人や顧問として抱える実務面での課
題などを会員間で共有・意見交換す
る場としてのほか、社会貢献の一環
として、対法人向けの活動を進めて
います。社会福祉法人を所管する自
治体を訪問する中で、我々が役に立
てそうな小規模な法人ほど研修会に
出向く余裕がないことが多いと知
り、「出前研修」と称して、我々が
地域に出向き小規模な研修会を開催
することを企画しました。ただ、こ
の企画はコロナ禍で難しくなったた
め、現在はリモート開催とし、ま
た、澤田専門委員長の発案で、所定
の時間でなくとも受講できるよう、
期間を限定してのYouTube配信も
行っています。
　よい企画との自負はありますが、
ウケのよい、ニーズの高いテーマの
見極めと、それに対応できる講師の
確保とコンテンツ作成が目下の課題
となっています。

　会計の視点から「医療」を見据え
た時、何か漠とした障壁のようなも
のを感じる会計士は少なくないかも
しれません。それは、我が国の医療
が様々な法規制を受けながら、医療
保険制度のもとで提供されており、
それらをきちんと理解するのが容易
ではないからではないでしょうか。
もしかしたら、対峙する相手が医師
だからかもしれません。
　知ると面白いのですが、医療は、
個人や医療法人はもとより、国や自
治体、学校法人、公益法人、社会福
祉法人など様々な機関・法人が提供
しています。これほどに事業主体が
バラエティに富んでいる業種はあり
ません。ほかに、医療は非営利とさ
れていますが、法人税法では医療法
人が提供する医療は収益事業として
課税対象となっています。また、医
療法人会計基準が平成28（2016）年
に厚生労働省令として制定されるま
で、絶対的な会計基準がありません
でした。さらには、医療法人の法定
監査は、一般目的の財務報告＆準拠
性という他に類を見ない枠組みと
なっています。
　つまるところ、医療法人の会計は
税務会計が主流であり、医療法人会
計基準に準拠した財務会計は未成熟
であるということです。それは医療
法人の会計監査にも通じて言えるこ

とです。そうした背景から、委員会
は監査人や顧問として抱える実務面
での課題などを会員間で共有・意見
交換する場となっています。そし
て、目下の活動では、監査を受けて
いる医療法人の計算書類をもとに事
例分析を行い、現行の会計実務や開
示から見える課題を研究発表するた
めの作業を行っています。

　２つの専門委員会とも、委員とし
て参加している会員は、仕事等で法
人と何らかのかかわりを持ってお
り、知見の向上や悩みの解消といっ
た目的意識があって参加いただいて
いる方が多いと認識しています。そ
うした会員の期待に応えることが、
委員会の活動趣旨にほかならず、そ
の効果が業務を通じて法人に及ぶこ
とで、近畿会として社会貢献に寄与
することになると考えます。
　会計士の係わりの歴史が浅く、税
務以外にも業務機会が見込まれ、監
査業務としても拡大余地のある分野
です。生活に身近な業種の法人でも
あり、関心のある方の積極的な参加
を歓迎しつつ、委員会活動を盛り上
げていきたいと思っております。

３．医療法人専門委員会の主な取組み

４．おわりに
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　近畿会改革推進特別委員会は、近
畿会の会務改革を推進し、会員の協
会活動への参画・利用の促進、会員
相互間の活発な交流等、協会活動の
活性化を図ることを目的として2019
年２月に設置されました。これまで
会務の透明化のための委員会の出欠
情報や議事録の電子化、コロナ対策
等について検討を行ってきましたが、
現在集中的に検討をしているのが近
畿会事務所の在り方についてです。
　当初は、近畿会財政の在り方検討
特別委員会の検討を受けて、近畿会
事務所の移転について具体的な検討
を始めました。しかし、移転につい
ては賛否様々な意見があり、現段階
で会員の皆さんの意見を集約するこ
とは難しいと判断して、移転を検討
するにあたってのその前提となる近
畿会の事務所の在り方についてまず
は整理することとし、昨年末に「近
畿会事務所の在り方」を報告書とし
て取りまとめ、会員の皆さんに公開
をするとともにアンケートを実施し
ました。アンケート結果等を受け
て、当該報告書をアップデートする
ことを予定しており、それを踏まえ
てさらに議論を進めていきます。
　今回、近畿C.P.A.ニュースに投稿
をする機会を得ましたので、特別委
員会の委員長として議論をしている

中で、感じていること、考えている
ことの一端をお話しできればと思っ
ております。なお、内容は個人とし
ての意見であり、特別委員会の意見
ではないことにご留意ください。
　まず、感じていることは近畿会会
員の多様性とその中で意見合意を形
成することの難しさです。アンケー
トには自由記載で意見を記載してい
ただいておりますが、移転について
は、厳しいご意見を述べておられる
ものが少なくありません。現在の場
所から移転するのかしないのか、移
転をするのであればどこに移転する
のか、移転の費用や今後の家賃等が
適切かどうか、会員の皆さんそれぞ
れご意見があると思いますが、いず
れもYesかNoかの判断となり、議論
を重ねることで一つの結論に容易に
集約ができるものではないように思
います。しかし、いくら議論をして
も１つに答えを集約できないからと
言って、十分な議論をせず多数決で
結論を出してしまって良いとも思え
ません。最終的には多数決で決する
必要がありますが、多数決を取る前
提として多数決で決することについ
て、大半の方が同意をする、言い換
えれば賛成はしないが、多数が良い
と判断するならばその判断を受け入
れるというコンセンサスが形成され

ることが必要だと考えています。
　このコンセンサスを形成するため
の議論のベースになるよう近畿会事
務所としての役割を整理しようと考
え、報告書を取りまとめましたが、
敢えてこの時期にこの議論をしよう
と考えたのは、近畿会会務の継続性
についての危機感です。近畿会での
会務は、他の地域会と比較して非常
に活発であると思っています。近畿
会会務は、ボランティアにもかかわ
らず、また、それぞれの業務が多忙
であるにも関わらず協会活動に参加
をしていただいている方々に支えら
れていて、本当に頭が下がる思いで
す。会務に参加をする原動力は、人
と人とのつながりだと思っていま
す。しかし、コロナ禍のなかでコ
ミュニケーションが限定的となって
いて、ポストコロナを考えても、リ
モートがなくなることはないと思わ
れます。リモートを利用していても
会務を進めるうえでは大きな支障が
ないとは思いますが、人と人とのつ
ながりに支障が出ないか心配をして
います。人と人とのつながりから、
学んできたことや業務の拡大につな
げてきたことが失われていくことが
心配されます。移転の問題よりも、
失われるかもしれない人と人の関係
をどのように維持し発展させていく

近畿会改革推進特別委員会での議論で思うこと
近畿会改革推進特別委員会

近畿会改革推進特別委員会　委員長 後藤　紳太郎
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かの方が、重要で喫緊な課題のよう
に思っています。

　近畿会事務所の在り方を検討する
ことは、並行して近畿会の在り方を
検討することになりますが、その中
で最近、「会計士協会は単一会だか
ら・・・」という議論を耳にしま
す。果たして近畿会は単なる本部の
出先である支部なのでしょうか。
　公認会計士法第45条「協会は、そ
の目的を達成するため必要があると
きは、支部を設けることができ
る。」を受けて、日本公認会計士協
会会則（以下、協会会則）では、こ
の支部として地域会を置く（第177
条）となっています。近畿会はこの
地域会に該当することになります
が、地域会の事業は協会会則第179
条で次のように規定されています。

第179条　地域会は，その地域会に所
属する会員及び準会員を主たる対象
として，次の事業を行う。
（１）会務に関する連絡事項を地域会

所属の会員及び準会員に伝達
し、又は実施すること。

（２）会務に関し会長から委任された
事項を行うこと。

（３）地域会所属の会員及び準会員の
意見を会長に進達すること。

（４）会長に対し建議し，又は答申す
ること。

（５）会則及び地域会規約に定める目
的の範囲内において適当と認め
る事業を行うこと。

　近畿会規約第２条において近畿会
が行う事業を規定していますが、上
記の１号から４号はそのまま受けた
形となっており、単一会の支部とし
ての事業となると思います。５号は
バスケットクローズのようにも読め
ますが、これを受けて近畿会規約第
２条第２項で次のように定められて
います。

２　前項各号に掲げるもののほか、
会則第179条第５号の規定に基づ
き、次の事業を行う。 

（１）会員及び準会員の資質向上を図
るため、会報及び出版物の発
行、研修会及び講習会を開催す
ること。 

（２）公認会計士制度及び業務に関す
る調査研究を行うこと。 

（３）会員及び準会員の業務の繁栄に
資する方策を行うこと。 

（４）会員及び準会員相互の親睦をは
かること。 

（５）地域社会に貢献するための施策
を行うこと。 

（６）前各号のほか、当地域会におい
て適当と認める事業を行うこと。

　公認会計士法から近畿会規約まで
通して見ると「会則及び地域会規約
に定める目的の範囲内」であれば、
近畿会は、近畿会会員の判断に基づ
いて、独自の事業を行うことができ
る建付けとなっています。日本公認
会計士協会は、連合会方式を採用す
る弁護士会や税理士会とは異なり、
法的な形態としては単一会ですが、
地域会に連合会方式と遜色のない自
治を認めた組織となっています。近
畿会規約を見るとその活動は自主規
制団体としての活動ではなく、まさ
に地域に根差した業界団体の活動そ
のものだと考えます。
　近畿会事務所は、この高度な自治
のもとでの活動の拠点であり地域に
おける公認会計士業界の顔となりま
す。この点も十分考慮したうえで近
畿会会員の皆さんのコンセンサスが
取り付けられる結論を導き出すよ
う、議論をこれからも続けていきた
いと思っております。
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　近畿会公会計委員会では、地方公
共団体の監査委員事務局職員向けに
毎年、「地方公共団体監査実務者研
修」を開催しています。今年度は令
和３年12月11日（土）に第10回目と
して開催いたしました。
　地方公共団体の職員は定期的な人
事異動により、部署の異動が数年で
実施されることが一般的であり、監
査委員事務局所属の職員もその例外
ではありません。監査委員事務局の

「公営企業について」　公認会計士・公会計委員会副委員長　福竹　徹
「指定管理者に対する監査委員監査について」　公認会計士・公会計委員会委員長　奥谷恭子
「ケーススタディ演習（グループ形式）」　公認会計士・公会計委員会委員　道幸尚志
受講者がチームを組んで模擬監査を実施し、発見した問題点等についてグループでディスカッションを行い、
その結果を発表する。
演習アドバイザー（公認会計士・公会計委員会委員）
公認会計士　石崎一登、公認会計士　鈴木　章、公認会計士　谷　義孝、公認会計士　長竹孝直

業務である地方公共団体の監査のノ
ウハウを身に着けるために各職員は
苦慮されておられ、当研修会は専門
性習得のための一助として大変好評
に活用いただいています。
　新型コロナウイルスの影響により
遠方の自治体の参加者が減少した状
況があるものの、20名もの地方公共
団体職員の方、16名もの会員の方が
参加されました。広い研修室を使用
し感染予防に配慮して開催すること

ができました。
　当研修の概要は次のとおりです。
午前に「講義１」「講義２」を実施
し、午後に「演習」を実施いたしま
した。

　地方公営企業は地方公営企業法で
定められている水道、交通、病院等
の事業が対象となっていますが、最
近は下水道や簡易水道といった事業
も公営企業法適用が求められてい
る、ということは皆様ご存じでしょ
うか？人口３万人未満の地方公共団
体においても原則として令和５年度
末までに地方公営企業法の適用によ
る複式簿記の適用が求められ、経営

戦略策定、経営効率化への取組みが
しやすくなる、といわれています。
地方公営企業の適用対象の事業はイ
ンフラ資産を多額に抱える事業が多
く、インフラ更新需要への対応、資
産維持管理といった課題に向き合う
第一歩としてこのような取組みが求
められており、公認会計士による助
言等の活躍の領域がさらに広がって
います。当講義においては、公営企
業の基礎的な法制度、会計制度の解

説に始まり、監査委員監査における
地方公営企業に対する指摘事例の解
説、地方公営企業の経営改革に向け
ての経営比較分析表作成、経営戦略
策定、投資計画策定について解説を
行いました。講師の福竹さんからは
令和３年の和歌山の水管橋落下の報
道のお話にも触れられ、インフラ資
産管理の重要さにつき、受講者の興
味も高まっている様子がうかがえま
した。

公会計委員会研修　開催報告
「地方公共団体監査実務者研修会（第10回）」

公会計委員会　委員長 奥谷　恭子

講義１　公営企業について

講義１
講義２

演　習
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　地方公共団体が有する公の施設に
ついて、地方公共団体職員が直接管
理運営を担うのではなく、別団体
（指定管理者と呼びます）が担って
いる事例が多く見られています。指
定管理者は外郭団体に限らず、広く
民間事業者も担うことができます。
少し古いデータですが令和元年５月
時点の調査資料によりますと、７万
６千を超える全国の指定管理者制度
導入施設のうち、３万も民間企業等
が指定管理者になっているケースと
なっています。当講義においては、
指定管理者制度の概要、関連事務に
対する通知内容や監査委員監査にお
ける指定管理者監査の指摘事例、監
査実施時の視点等を詳細に解説いた
しました。大規模災害、新型コロナ
ウイルス感染症対応等、想定してい
ない事象における施設での運営対応
についてもリスク軽減策がとられ、
指定管理者の役割が明確になってい
るか、といった近年ならではの論点
もあります。
　さらに施設に関連した最近の論点
として、「PPP（Public Private Part-
nership、官民連携事業）」「PFI
（Private Finance Initiative、民間資
金等活用事業）」といった仕組みを
活用して施設の整備を行う事例も大
変増えています。こうしたスキーム
の紹介も行いました。

　午後に実施した「演習」は、グルー
プ形式によるケーススタディ演習と

なっています。毎年担当いただいて
います講師の道幸さんから配布され
る資料（すべてオリジナル！の模擬
監査調書）を読みながら、どこが指
摘事項だろうか！とグループでディ
スカッションを進め、発表を行いま
した。ほんの一部をご紹介します。

区役所へのヒアリングのメモ（監
査実施日令和３年10月１日）
１）地域住民の防災強化の取組み
として区役所に隣接する災害
備蓄倉庫の維持管理業務が平
成29年10月１日より区役所に
移管されている。したがっ
て、地域防災備蓄倉庫の防災
用品の管理は当区役所が行っ
ている。防災倉庫は平成28年
12月１日に開設されている。
食料品の賞味期限は製造より
５年間となっている。開設以
来、大きな災害がなかったの
で、食品の備蓄物品への新た
な補充はなかった（総務課長
より）。

２）区役所における少額工事は、
気心の知れた業者ばかりなの
で、見積り時には現場での口
頭による説明のみを行ってお
り、役所のペーパーレス化に
役立っている（総務課庁舎管
理担当より）。

　上記には少なくとも異常点が２点
あります！
　会員のみなさまはすでにお気づき
と思いますが、備蓄倉庫の食品の一
部が消費期限（５年）切れの可能性
があり計画的な補充が必要である
点、また、見積り時には口頭での説
明ではなく詳細な仕様書を作成すべ
きである点、ですね。このような、
住民目線から見ると大変重要である
指摘事項例に触れつつ、参加者間で
のグループディスカッションを進め
ました。グループディスカッション
をスムーズに行えるよう、４名の公
会計委員会委員のみなさまにグルー
プ内に入っていただきました。

　参加者からはアンケートを通じて
概ね好評なコメントをいただき、評
点（５点満点）は4.4をいただいて
います。公会計委員会メンバー及び
近畿会事務局の職員の方々のご協力
をもちまして無事終了することがで
きました。公会計委員会では、地方
公共団体の監査において公認会計士
の専門性をさらに活用いただける場
を継続して作ってまいります。

講義２　指定管理者に対する

　　　　監査委員監査について

演習
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　令和３年12月20日（月）、近畿実
務補習所2021年期生の入所式を執り
行いました。令和３年公認会計士試
験におきましては、全国で1,360名
が合格を果たし、近畿実務補習所に
232名が入所いたしました。2021年
期生の入所式は、リーガロイヤルホ
テル大阪でのリアル開催とオンライ
ン配信を併用したハイブリッドで開
催し、会場で出席した入所生は170
名、オンラインで出席した入所生は
54名となりました。
　コロナ感染対策のため席数が限定
されましたため、従来の様に多くの
関係者の皆様にご出席いただくこと
はできませんでしたが、ご来賓の
方々を始め日本公認会計士協会関西
地区三会の会長のみなさま、近畿実
務補習所関係者のみなさまにお越し
いただき、2021年期生の実務補習の
スタートを祝福いただきました。あ
りがとうございました。
　来賓には、財務省近畿財務局理財
部長 佐藤雄作様、同理財部次長 黒
田正二様、同理財第１課長 藤居功様、
日本公認会計士協会会長 手塚正彦様、
同常務理事 鶴田光夫様、同常務理事 
後藤紳太郎様、一般財団法人会計教
育研修機構専務理事 新井武広様、同
事務局長 福岡広信様にご臨席賜りま
した。また、日本公認会計士協会近

畿会会長 北山久恵様、同京滋会会長 
中野雄介様、同兵庫会会長 宮田勇人
様にもご臨席いただきました。
　入所式は細谷明宏副委員長の司会
により、委員長の中尾の開会の辞と
ともに開始しました。

　最初に近畿実務補習所 高濱滋所
長より、全国で最初に開所した歴史
ある近畿実務補習所の67期生として
の補習所での心構えをお話しいただ
きました。次に近畿財務局理財部長 
佐藤様より未来の公認会計士として
の期待を込めたご祝辞をいただきま
した。また日本公認会計士協会会長 
手塚正彦様からは、プロフェッショ
ンとしての心構えと激励のお言葉を
いただきました。

　続いて2021年に補習所を修了した
2018年期生の表彰式に移りました。
考査部門では金賞の西村優花さん、
銀賞の武田佳記さん、銅賞の中村太
一さん、銅賞の吉野雄士さん、席部
門では精勤賞の中村太一さんが、高
濱所長より優秀表彰を受けました。
代表として、考査部門銀賞を受賞し
た武田さんから2021年期生に補習生
としての心構えや期待を込めた熱い
メッセージが送られました。

　答辞として、2021年期入所生代表
として植木宏太郎さんが、入所式ご
臨席の皆様へのお礼と実務補習に真
摯に取り組む決意を述べました。皆
様の期待に応え、一生懸命に実務補
習に取り組み立派な公認会計士にな
るとの意気込みが感じられ、ご臨席
の皆様より盛大な拍手が送られまし
た。最後は谷間薫副委員長の閉会の
辞をもって、入所式を無事に終了す
ることができました。
　みなさまのご支援により、２年ぶ
りに入所生を迎えて入所式をリアル

近畿実務補習所2021年期生入所式のご報告

近畿実務補習所運営委員会　委員長 中尾　志都
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で開催できました。補習生にとって
は公認会計士としての第１歩を踏み
出す思い出深いイベントになったの
ではないかと思います。補習生のみ
なさんには、いただいたメッセージ
を心に留め、今後の実務補習に臨ん
でほしいと思います。

　入所式に続き例年で有れば関西地
区三会共催で合格者祝賀会が開催さ
れるのですが、コロナの影響により
見送られました。祝賀会の代わり、
関西地区三会か
ら補習生のみな
さんに、合格記
念品として三会
会長からのメッ
セージを添えて
図書カードをお
送りいただきま
した。

　祝賀会で公認会計士の先輩方と交
流できる機会が持てずに残念です
が、補習生には三会主催の研修等へ
の参加を呼びかけ、先輩方との交流
の機会を得てもらいたいと考えてお
ります。
　2021年期生の就職先につきまして
は、昨年に引き続きその多くが監査
法人となっていますが、公認会計士
の活躍の場が広がっている状況の
中、将来的には様々な分野での活躍
が期待されます。実務補習所では幅
広い知識の習得ができるよう、また
時代の変化に適切に対応できる様、
継続してカリキュラム、教材、考査
等の見直しを実施しています。ま
た、コロナの影響により、昨年来、
ライブ講義や宿泊研修の中止を余儀
なくされております。講義をeラー
ニングで提供するととも
に、コロナの状況によっ
てはディスカッションや
ゼミナールもオンライン
で開催しています。暫く
はこの様な状況が継続す
ると思いますが、状況に
より臨機応変に対応し、

補習生に価値のある学びの場を提供
していけるよう取り組む所存です。
コロナが収まりましたら、ライブ講
義を復活させ、補習生のみなさんに
先輩会計士である先生方のお姿を見
ていただき、また先生方との交流を
通じて、公認会計士としての将来像
を思い描く一助にしてもらいたいと
思います。

　近畿実務補習所の運営におきまし
ては、運営委員及び専門委員のみな
さまを始め、関西地区三会の会員の
みなさまに多大なるご協力をいただ
いております。この場をお借りしま
して御礼申し上げます。
　今後とも引き続き、変わらぬご支
援とご協力をいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

REPORT 02報 告
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　今回の研修会もコロナ禍の下、会
場とリモートとのハイブリッドでの
開催となりましたが、一方で、遠方
に在住の方や、また、仕事の関係
上、ご来場が難しい方も受けたい内
容を絞っての受講も可能となってい
ます。また、MS-Teamsを使っての
研修会も受講生も講師の先生方も慣
れてこられたようです。

　纐纈社会保障委員長の開会の挨拶
のあと、日本公認会計士協会　社会
福祉法人専門委員会　専門委員　宮
内威氏により『社会福祉法人会計基
準のトピック』（他の法人形態で適
用されている会計基準の説明）と監
基報720号「その他の記載内容」の
改正について』の講演がありました。

①『社会福祉法人会計基準のトピック』
・社会福祉法人会計基準のトピック
（他の法人形態で適用されている
会計基準の説明）
・監基報720号「その他の記載内
容」の改正について
講師：日本公認会計士協会
　　　社会福祉法人専門委員会
　　　専門委員　宮内　威 氏

　他の法人形態で適用等されている

会計処理等に
ついての社会
福祉法人会計
基準への適用
の考え方の確
認が行われま
した。学校法人会計基準、公益法人
会計基準との比較の上での社会福祉
法人会計への適用の考え方が、詳し
く説明されました。
　次に、改正監査基準委員会報告書
720「その他の記載内容に関連する
監査人の責任」の概要について説明
がありました。
　監査基準委員会報告書720「その
他の記載内容に関連する監査人の責
任」を踏まえた業種別委員会実務指
針等の改正の予定について、特に社
会福祉法人会計に関係する部分を詳
しく説明をされました。

　続いて、大阪府立大学 大学院 人
間社会システム科学研究科 教授 関
川芳孝先生による『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』についての講
演がありました。
　私ども公認会計士としては、社会
福祉法人の会計監査対象範囲の拡大
に大きな興味を持っていましたが、

原則に立ち戻り、社会福祉制度と先
の制度改革の意義と５年目の見直し
について、制度改革に当初から関与
されました関川芳孝先生より、正確
で必要かつ十分な講演を頂きました。

②『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』
講師：大阪府立大学 大学院 人間社
　　　会システム科学研究科 
　　　教授　関川　芳孝  先生

　2016年の社会
福祉法人制度改
革から評価、制
度の見直し、将
来の展望まで多
方向からの分析
と評価が行われ、2040年問題につい
て、詳しくご説明を頂きました。
　社会福祉法人に関わる皆様方に
とって、大いに有益でありましたも
のと存じます。内容について、全部
はご紹介できませんが、ご興味のあ
る方は関川先生の次の編著書を是非
ご覧頂きたく存じます。

『社会福祉法人はどこに向かうの
か』関川芳孝先生編著 大阪公立大
学共同出版会

社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会　社会福祉法人関係者様向け研修会
『社会福祉法人会計基準のトピック』、『社会福祉法人はどこに向かうのか』ほか

澤田　義実社会福祉法人専門委員会　委員長
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　今回は、ご多忙にて、講演後の懇
談会にご参加頂けませんでしたが、
また、機会があれば、懇談の時間を
得たいと存じます。

　最後に「出前研修会」でのリクエ
ストがありました「収益事業」の講
演を社会福祉法人専門委員長の澤田
が行いました。最終結論には至りま
せんでしたが、問題提起としては意
義があったかと思います。

③『本部経費の源泉と収益事業』
講師：日本公認会計士協会近畿会　
　　　社会福祉法人専門委員会
　　　委員長　澤田　義実

　理事会、評
議員会の費用
が本部費用で
あること、措
置費の収益か
らは賄えない
などの問題がありましたが、措置か
ら契約へと緩和されて参りました。

なお、制約や条件があり、資金源泉
として「収益事業」の検討をいたし
ました。また、タイムリーな社会福
祉事業の展開というご要望のありま
した観点からの検討もさせて頂きま
した。
　また、研修会終了後にもご質問が
ありましたが、収益事業は社会福祉
法人のご興味のあるところのようで
した。
　まずは、実例の調査ということ
で、wam-netの「社会福祉法人の財
務諸表等電子開示システム」から近
隣県下の指導能力の高いと思われる
政令指定都市が所轄庁となっている
社会福祉法人のうちから、収益事業
として表示されている法人を選び出
し、分析をいたしました。（カテゴ
リーから「その他」となっているも
のを検索しましたので、多くは、収
益事業でしたが、全ての「収益事
業」を抽出したという保証はありま
せん。）
　駐車場を含め不動産賃貸に関する
ものが多く見られ、最近では、ソー

ラー発電事業も何件か見られました。
　これらの他、小規模の事業でwam-
netの資料では窺い知れませんが、
確実にあると思われる事業もありま
す。本部などの拠点区分での小規模
の売店や喫茶店、最近では携帯会社
のアンテナ設置の賃料など、計算書
類の附属明細書などを入手しなけれ
ば、判明しない事業もあります。
　ところで、「収益事業」について
は、行政から出されている通知など
殆どなく、また、申請に多くの労力
を要し、収益事業の法人税、消費税
など検討課題も多く、タイムリーな
法人事業の展開は、難しいように思
われます。
　問題提起に終わりましたが、会計
制度だけ、税務だけ、社会福祉法人
制度とその改革だけといった断片的
な知識でなく、総合的な研究の一助
になれば望外の幸とするところです。

（文責：澤田義実）
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　2022年１月26日に、国際委員会に
よる（関西地区三会共催）IFRSセ
ミナー第２回「IFRSアップデー
ト」が会場とリモートのハイブリッ
ド形式で開催されました。
　IFRS財団が国際サステナビリ
ティ基準審議会（ISSB）を設置し
て、今後サステナビリティ開示基準
の開発を担っていくことを公表した
ことなどを受けて、今回のセミナー
では、企業の財務報告の枠組みを変
更する可能性のある動きやその背景
等も含めて、より大きな視点からお
話しさせていただきました。
　以下では、本セミナーの骨子を報
告させていただきます。

　はじめに、一連の動きの背景とし
て、企業のサステナビリティ開示に
関するニーズの高まりと識別されて
いる課題について整理しました。
　気候変動をはじめとする様々なサ
ステナビリティ課題が企業業績や企
業価値に及ぼす影響が高まっている
ことを受けて、企業のサステナビリ
ティ情報開示に対する投資家やその
他の利害関係者のニーズが高まって

います。これらのニーズを受けて企
業のサステナビリティ情報の自主的
開示が進んでいるものの、「アル
ファベット・スープ」といわれるよ
うに様々な報告の枠組みや報告基準
が乱立し、情報利用者にとって企業
の状況の一貫した理解や企業間比較
が難しい状況となっています。ま
た、「グリーン・ウォッシュ」とい
う言葉に代表されるように企業に
とって都合のよい開示がなされる懸
念が聞かれるなど、開示内容の信頼
性を担保するための一定の規律が求
められる状況となっています。
　さらに、欧州をはじめ一部の国や
地域では、サステナビリティ情報開
示の義務化に向けた法規則の新設/
拡充等が進められており、保証を前
提とした統一的な報告基準の確立が
強く求められるようになりました。

　このような状況を受けて、IFRS
財団は2021年11月に、その傘下に
ISSBを設置することを公表しまし
た。ISSBは、主に投資家向けのサ
ステナビリティ開示に関する国際統
一基準（「IFRSサステナビリティ
開示基準」）を開発することをその

目的として、まずは気候関連情報の
開示基準の開発を急ぐ予定です。
（なお、ISSBが開発する基準も
「IFRS」の名称が付されることか
ら、従来のIFRSは今後「IFRS会計
基準」と呼ばれることになります。）
また、ISSBの設置に合わせるよう
に、日本でもFASF傘下にSSBJを設
置することが公表されるなど、日本
での動きも進展しています。
　ISSBが開発するIFRSサステナビ
リティ開示基準はIOSCOのエン
ドースを受けたうえで、各国が制度
化する際の共通の要求事項（ビル
ディング・ブロック）として利用さ
れることが想定されています。
　また、IFRS財団は2021年11月の
ISSB設置公表に併せて、サステナ
ビリティ情報開示の一般要求事項の
プロトタイプと気候関連情報開示の
要求事項のプロトタイプを公表して
います。これらのプロトタイプは
TCFD、CDSBやVRFなどの既存の
イニシアティブの成果を取り込んだ
ものとなっており、今後のISSBで
の審議のたたき台となることが想定
されています。
　本セミナーでは、一般要求事項の
プロトタイプに示される基礎的な概
念（開示目的、重要性及び開示の「４

第2回IFRSセミナー「IFRSアップデート」　実施報告

山田　善隆

１．はじめに

３．IFRS サステナビリティ

　　開示基準の開発

２．サステナビリティ課題と

　 　企業の財務報告
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つの柱」）について説明したのち、
気候関連情報開示プロトタイプが示
す開示指標（全業種共通指標と業種
別指標）案について解説しました。

 一方、会計基準に関しては、新会
計基準の公表や大型の基準改訂等は
なく、比較的落ち着いた１年でし
た。実務に影響する可能性のある基
準改訂として2021年５月のIAS第12
号の改訂を取り上げ、借手のリース
や資産除去債務に伴う一時差異の取
り扱い等について解説しました。
　次に、IASBが現在進めている一
連のプロジェクトのなかから、財務
報告の枠組みに影響しうるいくつか
のプロジェクトについて紹介しまし
た。
　「第３次アジェンダ協議」では、
利害関係者からの意見聴取結果を踏
まえて、今後５年間の中期活動計画
を策定するための検討が進められて
います。意見聴取の結果、気候変動
リスク、暗号資産及び無形資産など
のニーズが高いことが識別されてお
り、昨今特に関心が高まっている
テーマに関する基準開発./改訂ニー
ズが高いことがわかります。
　また、いままでの５年間の基準開

発/改訂の主要テーマの一つである
「より良いコミュニケーション」関
連の一連のプロジェクトのいくつか
が引き続き進められています。「基
本財務諸表」プロジェクトでは主に
損益計算書の改善のための検討が行
われていますが、ED（公開草案）
に対して寄せられたコメントを受け
た直近までのIASBの再審議の過程
で、EDで提案された内容のうちい
くつかについて重要な修正が暫定決
定されています。
　また、「的を絞った基準レベルの
レビュー」プロジェクトでは「開示
原則」の考え方を試験的に適用した
IFRS13「公正価値測定」及びIAS19
「従業員給付」の開示規定の改訂案
が示されているほか、「経営者によ
る説明」プロジェクトでは、昨今の
MD&A等における開示に対する
ニーズの高まりや変化を受けて、強
制力のない実務記述書の改訂案が示
されています。

　当日は、多くの方々にご参加いた
だきありがとうございました。
　本セミナーを通じて、企業情報の
開示が会計情報とサステナビリティ
情報を両輪として行われる時代へと

大きくシフトする可能性を感じてい
ただけたのではないかと思います。
　今回のセミナーが、会計プロフェッ
ションが関わる領域の拡大可能性と
IFRSを巡る最近のトピックスの理
解の一助となれば幸いです。４．IFRS 会計基準の改訂

５．最後に
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　2022年１月28日（金）午前10時よ
り、第272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。
企業財務研究会は1972年７月に第１
回が開催され、現在は近畿財務局、
公認会計士協会近畿会、兵庫会、京
滋会をメンバーに年３回開催されて
いる歴史ある研究会です。新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響によ
り、前回に引き続き、Webミーティ
ングを利用してのリモート開催とな
りました。
　出席者は以下のとおりです。（敬
称略）

（財務局）黒田　正二 理財部次長
　　　　　他８名
（近畿会）廣田　壽俊 副会長
　　　　　他５名
（兵庫会）宮田　勇人 会長  他３名
（京滋会）中野　雄介 会長  他６名

　今回の担当は京滋会で、「収益認
識をめぐる諸論点について」をテー
マに、監査・会計委員会メンバー
（髙井副会長、松田委員長、加藤、
村上、石田、森本各副委員長）によ
り研究を行い、その結果を発表しま
した。研究発表に先立ち、中野雄介
京滋会会長から開会のご挨拶をいた
だきました。

　我が国においては、体系的な収益

認識基準が最近まで存在しませんで
したが、2018年３月に企業会計基準
第29号「収益認識に関する会計基
準」（以下、「新基準」という。）
及び企業会計基準適用指針第30号
「収益認識に関する会計基準の適用
指針」が設定され、2021年４月１日
以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から強制適用されていま
す。そこで、今回の研究テーマは、
「収益認識」をとりあげ、以下のと
おり会計、監査の両側面から様々な
論点を取り上げることとしました。
（１）業種別論点
①新基準適用にあたっての業種別
論点の切り口から、会計（表示、
開示含む）、監査への影響を考
察する

（２）監査上の論点
①不正：最近のいくつかの不正事
例を検討するとともに、新基準
の適用が監査に与える影響を考
察する
②監査上の主要な検討事項（以
下、「KAM」という。）：
KAM開示例を分析し、収益認
識をKAMとして選定する際の
留意点について考察する

（１）業種別論点
　①建設業
・KAMの参照：建設業では多く
の監査業務において工事進行基
準をKAMとしてとりあげてい

　るが、「重要な会計上の見積
り」注記における主要な仮定と
の関連が不明確な事例が見受け
られた。
・開示情報の首尾一貫性：前期有
報開示（「重要な会計上の見積
り」注記、「KAM」）と翌第
１四半期報告書開示（「会計方
針の変更」）の内容が首尾一貫
することで情報価値が高まると
考えられる。
・年度末注記：残存履行義務に配
分した取引価格の注記では、企
業の受注残高データをそのまま
利用可能か（「契約」を前提と
した履行義務を示しているか）、
あるいは、契約分割、結合、原
価回収基準等に対応した集計が
可能か、事前に検討が必要。

　②卸売業
・会計方針変更注記：卸売業は本
人/代理人の論点を受け、収益
を純額表示に変更した事例が多
いが、どの取引でどのように判
定した結果、変更したのか不明
確な事例が見受けられた。
・財務指標の同業他社比較：本人
/代理人取引の割合や取扱高の
開示等がないと、同業他社比較
が困難。MD&A等での開示が
望まれる。

　③小売業
・金融庁が21年４月８日に公表し
た「令和２年度有価証券報告書

松田　元裕

第272回企業財務研究会報告

研究発表内容の概要

京滋会　監査・会計委員会　委員長
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　があった。
・新基準適用とKAM：進行年度
においては、新基準適用の適用
をKAMとするケース、不正リ
スクとして新たにKAMとする
ケースが想定される。新基準で
は、注記情報の拡充も要求され
るため、KAMの記載と合わせ
て、財務諸表利用者の理解が一
層進むことが期待される。

　昨年に引き続き、今回もWebミー
ティングでの開催となりました。円
滑な実施に向け、事前準備と当日の
ご対応をいただいた近畿財務局の皆
様、JICPA各会事務局の皆様に感謝
申し上げます。
　本年は当研究会発足から50年の節
目の年にあたります。現在の感染症
拡大の状況が収束し、以前のように
一堂に会して活発な議論ができる日
が来ることを願ってやみません。

　レビューの審査結果及び審査結
果を踏まえた留意すべき事項」
では、IFRS第15号「顧客との
契約から生じる収益」に関する
開示状況をレビューした結果、
改善の余地がある点を指摘して
いる。日本基準もIFRS第15号
と同様の注記を求めており、上
記公表資料での指摘は、四半期
及び年度末開示で参考となる。
・注記に関して、開示目的を達成
するために必要な注記事項の開
示の要否を、企業の実態に応じ
て企業自身が判断する、とされ
ている。重要性の判断根拠を企
業側に確認することが必要。
・収益分解情報：売上高総額の表
示と、本人/代理人論点を踏ま
えた純額の表示を併記し、取扱
量や集客力を表現する指標とし
て開示している事例があった。

　④海運業
・GPSを利用した監査手続：海運
業では、航海完了基準から航海
進行基準への変更が多い。航海
の進捗の監査手法として、全地
球測位システム（GPS）で得ら
れたデータを使うことを予定し
ている監査法人がある。
・収益分解情報：安易にセグメン
ト情報注記を参照、との一文で
済ませていたり、履行義務の内
容との関係が不明確な事例が見
受けられた。

さいごに

（２）監査上の論点
　①不正
・粉飾決算の手口：手口として収
益を操作する事例が依然多い状
況が続いている（JICPA経営研
究調査会研究資料第８号「上場
会社における会計不正の動向」
によると、2017年～21年の５年
間平均件数ベースで38.5%を占
める）。
・KAM事例：不適切会計が識別
された監査業務では、不正につ
いてKAMとしている事例があ
る。監査上の対応の記載は、不
正リスク対応手続の設計に参考
となる。
・新基準適用と不正リスク：新基
準適用により、会計上の見積り
が新たに発生するケース、本人
/代理人論点で売上高が大きく
影響を受けるケース等があり、
不正リスクは、より高まってい
ると考える。

　②KAM
・21年３月期強制適用初年度の結
果：「固定資産の減損」に次い
で、「収益認識」は２番目に多
い取扱い件数となった（約20％
の監査業務で「収益認識」を
KAMとして取り扱っている）。
・KAMの内容：進行基準のほか、
期間帰属、実在性等の不正リス
ク、ITへの高度な依存、新基
準の適用を取り上げている事例
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　近畿会広報部では、2022年１月30
日（日）に、ハロー！会計オンライ
ン、冬の陣を実施しました。新型コ
ロナウイルス感染者が増えている時
期でしたが、感染対策をしっかりと
実施したうえで、無事開催すること
ができました。

　ハロー！会計は全国の小中学生を
対象にした、会計の考え方を勉強し、

会計の魅力について知ってもらうた
めのイベントです。近畿会では会計
基礎教育をもっと広めるために、オ
ンラインイベントを積極的に行って
います。

　今回は初級編・中級編・上級編と
全３公演実施し、総勢約250名もの
子供たちが参加しました。若手講師
たちが工夫をしながら授業を盛り上
げていったところ、子供たちに熱意
が伝わったようで、チャットで意見
を言ってくれる子や、発言してくれ
る子もたくさんいて、楽しく授業を
進めることができました。その結
果、アンケートでは満足できた、わ

かりやすかったとの感想がたくさん
届きました。子供たちが会計に興味
をもってくれたら嬉しいです！

　当日の詳しい様子はゆる広報note
に記載しています。
　会計をもっと広めたい、小中学生
とふれあいたい、講師をやってみた
い、そんなみなさんはnoteも是非
チェックしてみてください！

noteの閲覧はこちら 広報活動へのご意見は
こちらから

（左より 鈴木陸眞、平山紗也）

会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。

【 近畿会ウェブサイト 】http ://www.j icpa-knk.ne . jp/

広報部サポーター 鈴木　陸眞

ハロー！会計オンライン2022開催報告

（“信頼”のパートナー 公認会計士）
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　近畿会広報部様に機会を頂き、
2021年６月から12月までの間に、下
表のとおり、関西の大学向けに寄付
講座を行いました。「公認会計士」
という職業を理解して頂く活動の一
環として、諸大学の先生方から講義

の１コマを頂戴し、大学生の皆さん
を対象に、「公認会計士とは何か」
や「どんな仕事をしているのか」を
お話しするイベントです。
　うち、「近畿大学」および「大阪
大学」の状況につきましては、近畿
C.P.A.ニュースのそれぞれ2021年８月

号および2022年１月号をご覧くださ
い。今回は、その他で、私が登壇さ
せて頂きました大学につきまして、
ご一緒させて頂きました講師の方々
の感想も交えながら、ご報告させて
頂きます。

　「会計士は見た！」と題して、自
ら遭遇した会計不正について、守秘
義務の範囲内で、安福がお話させて
頂きました。監査の過程で、資金着
服が発覚した際、当事者から、（恨
まれるどころか、逆に）これ以上不
正をしなくても良くなったと感謝さ
れた話や、不正調査の一環で、裏帳
簿を隠し持つ共謀者に対して、１時
間半にも及ぶ会談と、（それによ
り、余罪の端緒を発見したことを突
破口に）、翌週、元検事の弁護士と

ともにヒアリングを行い、わずか10
分の会話でその共謀者からすべての
裏帳簿を引き出すことに成功したお
話をしました。特に後者は、今で
も、当時のスリル感に鳥肌が立つ思
いがします。事後アンケートでも、
「公認会計士のリアルを知ることが
出来て面白かった」など、高い関心
をもって頂きました。

　大阪いばらきキャンパスにお伺い
し、まず、最初に、シリコンバレー

に駐在経験のある天野佳江先生が、
グローバルに活躍する公認会計士の
業務や駐在先での暮らしぶりなどを
紹介しました。海外に行くにはTOEIC
は何点くらい必要か？USCPAの資
格は何州でとれば良いか？などの質
問が飛び交いました。

　２番手は、あるとき税理士法人の
ディレクター、あるとき国立大学の
非常勤講師、また、あるときは爽や
かなテレビ・キャスター、の荻窪輝
明先生から、監査業務以外の公認会

大学向け寄付講座実施報告

2021.06.08
2021.06.28
2021.07.27
2021.10.15

2021.12.01

2021.12.07
2021.12.09

2021.12.13

2021.12.16

近畿大学

大阪市立大学
関西大学

大阪大学

大阪府立大学
関西大学

立命館大学

大阪府立大学

川原　尚子 先生

廣瀬　喜貴 先生
上妻　京子 先生
村宮　克彦 先生
三輪　一統 先生
辻　　峰男 先生
上妻　京子 先生

瀧　　博　 先生

辻　　峰男 先生

国際会計Ⅰ
簿記論Ａ 
社会と会計
会計学概論

財務会計Ⅱ
内部統制論

監査論

財務会計Ⅱ

酒井　隆一
池尾　健太
安福　健也
枩田　美華
桂　真理子
安福　健也
森村　照私
枩田　美華
天野　佳江
安福　健也
枩田　美華

志村　伊織
安福　健也
－

安福　健也
金森　千聖
上田　雅幸
－

安福　健也
荻窪　輝明
－

安福　健也

近畿会オンラインライブ

近畿会録画収録
近畿会録画収録

近畿会オンラインライブ

近畿会録画収録
千里山キャンパス

大阪いばらきキャンパス

近畿会録画収録

年月日 大　学 教授等 科　目 登壇者 場　所

公認会計士・公認不正検査士 安福　健也

（１）まず、大阪市立大学では、

はじめに

（２）次に、立命館大学では、

経営計算
システム
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計士の業務を説明しました。ライ
フ・ワーク・バランスを考慮した、
時間の有意義な使い方の話題が印象
的でした。大学生の皆さんからは、
税務業務の内容についての質問も頂
きました。

【感想】
　天野　佳江（あまのよしえ）
　母校の立命館大学経営学部に
おいて学生の皆様の前でグロー
バルに活躍する公認会計士とし
てのお話をさせて頂く機会を頂
きましてとても嬉しく思ってい
ます。教室に来ていただいた学
生の方々、またオンラインで参
加された学生の方々にとって公
認会計士の仕事を身近に感じて
頂いて皆さんの輝かしい将来の
一つの選択肢として考えてもら
えたらとても嬉しいです。質問
もたくさんして頂いて、みなさ
んの積極性を感じる事ができ楽
しい時間を過ごさせて頂きまし
た。ありがとうございました。

【感想】
　荻窪　輝明（おぎくぼてるあき）
　2020年度の公認会計士試験で
は、52名（全国5位、西日本（国
公私大）１位）の合格者が誕生
した勢いある立命館大学で、出
身者の一人として登壇する機会

をいただき嬉しく思います。参
加されたすべての学生が公認会
計士の道へと進むわけではあり
ませんが、今回の授業を聞い
て、なりたい職業に公認会計士
を挙げる学生や、受験勉強のモ
チベーションアップにつながる
学生が増えるのを願っていま
す。この度はありがとうござい
ました。

　３番手の安福は、「〇×クイズ
（立命館大学バージョン）」で、
ケーススタディに取り組みました。
不正かどうかグレーなケースを３問
用意し、それぞれ、「この会社は不
正をしている（！）、〇でしょう
か？×でしょうか？」と問いかけ
（Zoom参加の大学生の皆さんに
は、「手をあげる」ボタンを利用し
て頂き）、〇にしても×にしても、
根拠と結論
が整合して
いれば、正
解としまし
た。

　安福は、関西大学では、自分では
お馴染みとなった「会計士は見
た！」の話題及び「〇×クイズ（関
西大学バージョン）」、大阪府立大
学では、「社会的責任」のテーマか
ら、我が国の不正事例で、過年度遡
及修正を行い、会計責任（説明責
任）を果たした事例を紹介しました。
　そして、枩田美華先生からは、日
常業務であるフォレンジック業務の
内容（保全メールの通査や回収アン
ケートの吟味他）、公表済み会計不
正の事例および内部統制の改善策を
お話しました。特に、関西大学は、
当初、「会計学概論」の講義向けに
収録ビデオを送付するのみの予定で
したが、上妻京子（こうづまきょう
こ）教授より、収録ビデオを見られ
た後、「是非、ライブでもお願いし
たい」とのご依頼を頂き、後日、
「内部統制論」の講義で、千里山
キャンパスでのライブ講義も実現し
ました。

【感想】
　枩田　美華（まつだみか）
　初め、このお話を聞いた時、
ありがたいお話ですが、お受け
するか否かとても迷いました。
というのも、私自身が産休育休
を経て復帰後まだ１年ほどで
「通常業務を行いながらできる
のか？」大人数に対してお話す
るという経験があまりないため
「うまく講義ができるのか？」
という不安が大きかったからで
す。しかし、内容としてとても
興味深く、また、自分自身の不

登壇　天野佳江先生

登壇　荻窪輝明先生

登壇　安福健也講師

立命館大学生の皆さん

（３）最後に、関西大学および

　　  大阪府立大学では、

REPORT07 報 告



29MARCH 202219457

正関係の勉強にもつながると
思ったので、お受けすることと
いたしました。
　資料準備段階では、学生の皆
さんに興味を抱いてもらえるよ
うな講義をしたいという思い
で、スムーズに資料をまとめる
ことができ、逆に伝えたいこと
が多く、時間内にまとめること
が大変ではありました。講義後
に、アンケートなどを通じて学
生の皆さんのお声を聞くことが
でき、興味をもって講義を受講
してくれたことに対してとても
嬉しく感じております。この度
は、貴重な機会をいただき本当
にありがとうございました。今
後ともこのような機会があれ
ば、是非参加させていただけれ
ば幸いです。

【感想】
　安福　健也（やすふくけんや）
　オンラインでの発信側の私と
しては、当初は、「一方通行」
で終わると思っていました。し
かし、パソコン画面の向こうか
ら、大学生の皆様の数々の反応
やフィードバックを頂くなか、
「双方向」であることを強烈に
意識し、少なからず刺激を頂く
ことができました。
　ありがとうございました。

　寄付講義の直後、ある学生の方か
らZoomで、「単純なチェック作業
が多いと聞きますが、実情はどうで
すか？」という質問を頂き、かつて
耳にしたことのある、「大聖堂のレ
ンガ職人」の話をしました。『ある
旅人が、大聖堂の外壁のレンガをひ
たすら１つずつ積み上げている職人
たちに、「あなたは何をしているの
か？」と個々に聞いたところ、ある

者は、「お金のために、このつまら
ない作業を繰り返しているんだ。」
と吐き捨てるように答える一方で、
またある者は、「世界中から祈りを
捧げに来る人たちのために、この偉
大な大聖堂の建設に関わっているの
ですよ。」と誇らしげに答えまし
た。』という話ですが、司会役の広
報部・桂真理子先生より、なるほ
ど、ポイントは、その人の「心のあ
り方」ですね、とフォローを頂きま
した。私自身、「向かい風に挫けそ
うになったとき、果たして自分は、
後者のレンガ職人の「心のあり方」
でいれただろうか？」とあらためて
自身を見つめ直す貴重な機会となり
ました。
　今回、ご一緒させて頂いた会計士
の先生方と同様、寄付講座の機会を
頂き、誠にありがとうございまし
た。各大学の先生方、ご紹介頂きま
した種田ゆみこ先生はじめ近畿会広
報部の皆様方及び近畿会事務局の皆
様方には深く感謝申し上げます。

登壇　枩田美華先生

関西大学千里山キャンパスにて
中央は上妻京子教授

（ご参考）（関西大学の皆さんのアンケート（安福分の一部抜粋））

おわりに
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　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、すでに８月号でもご報
告した大阪市立大学のあと、例年実
施している関西大学、近畿大学、立
命館大学での講座を実施しました。
講義は、昨今の新型コロナの影響を
受け、Zoomや録画配信にシフトし
てきています。
　それぞれの講義の様子についてご
報告いたします。

　商学部の馬場教授にご協力いただ
き、上記テーマにて公会計講座を実
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、日本の将来について考えてみ
る目的でのイントロダクション、生

活の周りの「パブリック」と会計を
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
公会計について実例などの紹介をし
ました。

　講義中の質問はGoogleアンケート
を用いてリアルタイムで収集し、授
業のラスト30分弱ほどで回答をしま
した。匿名での質問も受け付けたた
め、受講生の中の公認会計士試験受
験生による質問は直接なかなか聞き
にくいリアルな質問もありました。
質問回答を通じて、実務や公認会計
士の仕事・生活の雰囲気などをお伝
えできたかと思います。（全87件の
質問が学生から寄せられ、時間の限
り回答させていただきました。）
　講義後のアンケートでは、「公認
会計士は企業への監査のイメージが
強かったのですが、公会計とも深く
関わる仕事があることは初めて知り
ました。また国や市が関わっている

ものが身の回りに多くあり、公会計
を学ぶことの大切さを感じました。
講義は非常にわかりやすかったで
す。ありがとうございました。」
「高齢化になることで社会保険費が
増え、その分減額せざるを得ないの
は投資的経費であり、その影響が実
際に和歌山県の水道橋などの身近な
事件として起こっていることがすご
く印象的でした。」などの多数の熱
心な感想をいただきました。

（報告：横田　慎一）

　経営学部会計学科の川原尚子教授
の「税務会計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。
　授業が「税務会計」であり、地方
や国の財務状況と、後日「国際会計
II」の授業でも配信されるため、国
際「公」会計（IPSAS）、そして公
的機関に対する公認会計士の業務内
容（私自身のかかわりも紹介しつ
つ）などについてお話しました。

「公会計講座」＠関西大学、近畿大学、
立命館大学実施のご報告

公会計委員会　副委員長 中川　美雪

はじめに

関西大学

年月日
対　象
講　師
テーマ
方　法

令和３年11月５日
商学部 商学科学生 80名
横田　慎一
行政における会計
対面・Zoomのハイブリッ
ド形式

近畿大学

年月日
対　象
講　師
テーマ

方　法

令和３年11月19日
経営学部の学生134名
奥谷　恭子
国、地方の財政状況、国
際公会計
Zoom＆録画配信
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　昨年度に続き、今年度も新型コロ
ナウイルス感染症の影響もあり、
「オンライン授業形式」となりまし
た。当日は「公認会計士試験論文式
試験合格発表日の翌日」であったこ
ともあるためか、ライブでの参加者
は少ない状況でしたが、後日録画配
信対象授業として川原先生にお手配
いただいたおかげで、100人を超え
る学生に視聴いただくことができま
した。オンラインだからこそ、当日
参加できなかった多くの学生がいつ
でもどこでも簡単に受講できる、と
いうメリットを大きく享受すること
ができました。
　アンケートでは、多くの詳細な感
想が寄せられました。「（中略）私
は公認会計士が会計監査を行ってい
るのは企業や法人だけでなく、国、
自治体などの行政、非営利法人でも
活躍している事を、これから強く意
識することになった。（中略）私た
ちの暮らしは国や行政、自治体や多
くの企業、法人の努力によって安心
と保証をされている。しかし、それ
は公認会計士たちの会計監査、アド
バイザリー業務という、支えによっ
て成り立っているということが言え
るのではないかと私は考えた。」
「（中略）大学に入学する前、自分
の町の財政状況が気になり、会計情
報を閲覧したことがあります。当時
は何の疑問を持つことなく得た情報
でしたが、その状況は当たり前では
なかったということに驚きました。
（中略）私たちが住む場所にも公認
会計士が密接に関わり豊かな暮らし
を作り支えてくれていることを実感
し、公認会計士という職業がより身
近なものに感じました。会計には、

情報提供機能があります。理解はし
ているものの、企業分析するにして
も、正直どこか他人事のように感じ
ていました。しかし、自分の町の公
会計に触れていたという事実に気付
き、より会計を身近に感じ、会計の
重要さを再確認することができまし
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：奥谷恭子）

　例年、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
ますが、私が担当するのは３回目で
す。
　前回と同じく、地方公会計の簡単
な紹介と地方公営企業、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。
　前年はコロナ禍の下、Zoomを
使って事務所から講義を行いまし
た。本年は対面でできるかと期待し
ていましたが、12月早々にオンライ
ンでの実施が決まりました。その時
点では、まだ対面でもできるのでは
と思っていましたが、実際のところ
は、オンラインで正解という結果に

なりました。ただ、PC画面に向
かって一人でしゃべり続けるのはな
かなか慣れないものです。講義が土
曜ということもあり、11名ほどの聴
講となりました。少数精鋭というこ
ともあってか、45%ほど（といって
も5名ですが）の学生が将来会計士
になりたいと回答していました。頑
張っていただければと思います。
　前回、瀧教授から自治体の経営分
析に関心があるというコメントを頂
きましたので、今回は夕張市の事例
やこれを受けて導入された財政健全
化判断比率についてもお話いたしま
した。

　引き続き学生が公会計や会計士に
興味を持っていただけるよう内容を
充実させていきたいと思います。

　（報告：長竹孝直）

　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、部員や大
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。

立命館大学

おわりに

年月日
対　象
講　師
テーマ

方　法

令和４年１月８日　
経営学部 経営学科生 11名
長竹　孝直
行政における会計・監査
と公認会計士
Zoom
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　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－』
が、2022年２月８日（火）13時から
15時30分で、オンライン開催されま
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。
　令和２年度から、都道府県・指定
都市に内部統制制度が導入されたこ
とを契機に、地方自治体の中で、こ
れまでの業務を見直す潮流が生まれ
つつあります。また、新型コロナウ
イルス感染症の拡大により、前例踏
襲型の住民サービスや庁内事務の非
効率性が図らずも顕在化することと
なりました。このような背景を踏ま
え、地方自治体が、業務改善（BPR=
Business Process Re-engineering）
やDX（デジタルトランスフォーメー
ション）の取組みを通じて、いかに
住民利便性や庁内事務の効率性を高
めていくべきかを明らかにするのが
開催の趣旨です。
　本シンポジウムでは、行政DXの
取組みを進めておられる吹田市長様
及び窓口アウトソーシングを導入さ
れている河内長野市長様の基調講演
並びに両市のご担当者様と公認会計
士によるパネルディスカッションが
行われました。参加者は、地方自治
体の方、会員・準会員合わせて150
名で、そのうち半分が自治体職員の
方々であり、オンラインの特性で近
畿圏に留まらない団体様からご参加
いただきました。

　定刻通り開始
され、北山近畿
会会長のご挨拶
の後、基調講演の
お一人目として、
吹田市長の後藤
圭二様に、「自
治体と企業のBPR 効率的経営は効果
的経営を阻害する」というテーマで、
30分ご講演いただきました。大阪弁
でとても親しみやすい語り口でお話
しいただいたせいか、市長のお考え
をリアルに感じることができまし
た。ご講演の要旨は次の通りです。
日本の低成長時代は今後も続き、
わが国の人口減少は止まらない。
結果、都市部への人口流入は続
き、自治体と国民の経済格差は拡
大する。あと10年も経てば、成長
時代を知らない世代が60代半ばに
なり、社会を主導する。国民の価
値観はZ世代が大きく変えていく。
ニュー・パブリック・マネジメン
トの流れの中で、「自治体経営」
という言葉で、民間企業の経営を
お手本とすべしと言われることが
ある。しかし、民間企業と行政組
織は、収入の内容、支出目的、市
民・議会の存在など大きく異なる
点もある。自治体経営の目的は営
利追及にはなく、効率性は執行要
素のひとつにすぎない。「未来経
営」の視点をもって、全体最適を
追求する「効果的経営」がなされ
るべきである。

「まぁええがな」「みんなやっとん
ねん」「これまでもそないしとんね
ん」といった上からの圧力を感じら
れるこれらの言葉は、モラルハザー
ドリスクを示す種として注意した
い。経営幹部は緊張感ある会議で
「笑いを取って場を和ませることが
できたか」が一つの健全経営のポイ
ントと考えてはどうか。
自治体が連携することで、より効
果的な取組みとなる事業があるの
ではという思いから、中核市４市
でNATS（N:西宮市、A:尼崎市、
T:豊中市、S:吹田市）としてアラ
イアンスを結ぶという新たなチャ
レンジを進めている。

　BPRやDXというと、業務効率性
を達成するためのソリューションば
かりに目が向けられがちですが、自
治体として大切なことを忘れてはな
らないと戒められており、特にモラ
ルの重要性についてのお話は、我々
公認会計士としても大変気づきの多
い内容でした。

　基調講演のお
二人目は、河内
長野市長の島田
智明様で、「総
合窓口化とアウ
トソーシング－
河内長野市の
BPR事例－」というテーマで、後藤
様と同じく30分ご講演いただきまし

日本公認会計士協会近畿会　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-

公会計委員会　副委員長 福竹　徹
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た。島田市長と後藤市長は、中学高
校のご同窓とのことで、随所にお二
人のエピソードなどを交えながらお
話しいただきました。ご講演の要旨
は次の通りです。
河内長野市は、高度経済成長期、
山林を切り開いて緑豊かな住宅街
を造成してきた。２度財政再建団
体を経験したため、健全財政を堅
持する風土を持ち、“市立病院を持
たない”などの「河内長野市方式」
と呼ばれる行政改革を進めてきた。
現在、急激な人口減少、少子高齢
化に直面している。
平成20年度からアウトソーシング
の推進に取り組み、平成28年度に
は窓口アウトソーシングに関する
プロジェクトチームを立ち上げ
た。アウトソーシングに先立ち、
業務棚卸を実施し、約1,100の事
務事業を業務改革の対象として洗
い出した。業務の集約と業務フ
ローの効率化を実施した結果、行
政サービスを低下させずにコスト
を削減することに成功した。
余分な業務はアウトソーシングや
デジタル化しても意味がないの
で、BPRの取組みはアウトソーシ
ングやDXに活用できる。今後は、
アウトソーシングに加え、DXを
推進し、BPRを組み合わせて業務
改革を促進していく。
自治体スマートプロジェクトとし
て、近隣の橋本市・五條市ととも
に、広域で取組みを進めている。
受信メール対応事務やふるさと納
税業務にRPAを導入し、会議録
作成業務についてAIを活用した。

　人口減少、少子高齢化という地域
の課題を踏まえて、住民目線で着実
に業務改革を進めておられることを
具体的にご説明いただき、同じよう

な課題にお悩みの団体にも大変参考
になる内容でした。

　休憩を挟んで、「ポストコロナ時
代における自治体の業務改革」を
テーマに、パネルディスカッション
が行われました。パネリストは、吹
田市行政経営部 情報政策室 室長 相
川勝徳様、河内長野市 総合政策部政
策企画課 参事 藤川毅様、公会計委
員会 谷口信介委員、倉本正樹委員で、
モデレーターは私が務めさせていた
だきました。

相川様：これまで業務プロセスの改
善やICT化の取組みを着実に進め
てきましたが、今般のコロナ禍を
きっかけとして、手続の電子化や
キャッシュレス等、DX推進への
期待が高まってきているため、令
和３年６月にDX推進方針として、
目指す姿を明確化するとともに、
その推進体制等を示しました。
　市がDXで目指すのは、電子申込
システムやワンスオンリー（名前
を何度も書かなくてよい）等によ
る「ペーパレスな市役所」、電子
マネー等の活用による「キャッ
シュレスな市役所」、テレワーク
やWeb会議を活用して多様な働き
方を可能とする「サスティナブル
な市役所」です。
谷口委員：よく言われる課題とし
て、縦割り型組織の弊害やデジタ
ル人材の不足が挙げられますが、

　吹田市ではどのように対応されて
いますでしょうか。
相川様：まず、縦割り型組織への対
応としては、全部長級を巻き込ん
で、全庁的な取組みとしてDX推
進部署を設置しました。また、デ
ジタル人材の不足については、副
市長がCIOを務め、平成21年度か
らCIO補佐業務に外部コンサルタ
ントを活用して対応しています。
さらに、一般事務職に「情報コー
ス」を新設し、専門的な知識を持
つ職員の確保に努めています。
（今後の取組み予定）
相川様：今後は、令和４年度まで
に、原則、全ての使用料・手数料
等でキャッシュレスを導入、令和
５年度までに、原則、全ての手続
（申請・予約等）を電子化、令和
７年度までに主要な業務をクラウ
ド化する予定です。

藤川様：市では、令和元年度より窓
口アウトソーシングを開始してお
り、税証明のような頻度の高い手
続を集めた市民総合窓口と、福祉
関係の手続を行う福祉総合窓口の
ツーストップ体制で運用していま
す。福祉を含めると取扱いパター
ンがあまりにも多くなるためです。
税務課の課税資料が膨大で書庫の
移設はとても大変でしたが、土地
台帳のメンテナンスを廃止するな
どの業務見直しにつながりまし
た。小規模団体では、アウトソー
シングやRPAの導入などにより
単体業務で効果を生み出すのは難
しいですが、このように業務見直
しを行っていくことで大きな効果
を得ることができると思います。

テーマ①：吹田市における自治体

　　　　　DX推進
テーマ②：河内長野市の BPR 事例

　　　　　−総合窓口化とアウト

　　　　　ソーシング−
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倉本委員：業務を集約すると、難易
度が高くなり受託できる事業者が
限られてくることが想定されま
す。また、今後、受託者自身も人
手の確保が難しくなることも想定
されます。「受け手の確保」とい
う点についてどのようにお考えで
しょうか。
藤川様：アウトソーシングについて
は、コスト削減策といった捉え方
のみならず、今後職員の減少が見
込まれる中、自治体業務の持続可
能性の観点からも取り組んでいく
べきと考えています。受け手の確
保といった点では、難易度の割に
頻度の低い業務は見直して、委託
業務をより効果の大きい業務に
絞っていく必要があると思いま
す。また、アウトソーサーがDX
に取組みやすい環境を用意して、
負荷を減らすことも重要だと考え
ています。
（今後の取組み予定）
藤川様：まず、アンケートなどを実
施して、効果検証や課題の洗い出
しを行いたいと思います。また、
DXの取組みについても具体的に
進めて行きたいと思います。コロ
ナにより危機管理体制の重要性も
認識しました。自治体業務の継続
性の観点から危機管理方法を再考
したいと思います。

（住民目線でDX・BPRに取組む際
の留意点）
相川様：市民懇談会やパブリックコ
メントにより皆様からご意見を頂
戴しています。懇談会では、市民
も行政任せにせず、両輪で進めて
いくことが大切であるといった

　ご意見やデジタルだからこそ繋が
れる方（病気、障害、引きこもり
など）に対してインフラ環境を整
備するだけでなく、ソフト面にお
いて市民や団体の皆様にサポート
いただくとともに、こういった
サービスがあることを知っていた
だくことも重要だといったご意見
がありました。
藤川様：住民サービス向上の観点か
ら、来庁者が迷わないための動線
の最適化、アウトソーサーとの定
期的な協議等を行っています。1
階フロア全体について、市民の動
線を最適化することは、課を跨ぐ
作業となり難しい側面があります。
しかし、アウトソーシングの導入
にあたって、関係課が一体となっ
て取組む体制となったことで、組
織の壁を超えることができまし
た。また、河内材の使用により地
域に愛着を持ってもらうなどの取
組みも重要だと考えています。住
民目線の観点から、最終的には持
続可能な市役所を大きく意識する
ことが重要だと考えています。
谷口委員：住民目線では、対面を減
らす・手続きを簡素化する等は、
本当に住民にとって喜ばしいこと
なのか難しい局面もあると考えま
す。単純に簡素化するのではな
く、貴重なリソースの最適配分と
捉えることが重要なのだと感じま
した。
倉本委員：トラブルを回
避するために、住民に
手間をかけている運用
をたまに見かけますが、
住民のみならず職員に
も負担となっているこ
とが少なくないと思い
ます。そういった運用

　は、住民目線で見直してみるのも
よいのではないかと思います。

　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
からのご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、両市長のご
講演については、「市長がご自身の
言葉で発信された内容で価値があっ
た。」「自治体間競争についての懸
念と連携の重要性は印象的であっ
た。」「行政にしかできないこと、
費用面では測れないことを踏まえた
うえで、事務事業の在り方を検討す
る必要があると再認識した。」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、「DXの他市の事例が聞けて
よかった。」「持続可能性の観点か
らアウトソーサーのDXを支援する
との視点は気づきを得られた。」
「支援者側からのポイントを絞った
質問により議論が深まり大変有意義
な内容だった。」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。
　後藤様、島田様、相川様、藤川様
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。

テーマ③：自治体における業務

　　　　　改革の意義
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（提　案　者）担当副会長　洪　誠悟
（提案内容）提案者より、「2022年度CPE研修計画（案）」に基づき、CPE研修を実施したいとの提案説明があ
り、審議の結果、原案どおり承認された。

（提　案　者）総務部副部長　谷間　薫
（提案内容）提案者より、第57事業年度予算案作成のため、｢予算特別委員会｣を設置し、委員長には職務上、髙見 
勝文 経理部長を、副委員長には 小松野 悟 総務部長を選任したいとの提案説明があった。また、委員若干名の

人選については、委員長に一任願いたいとの補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（提　案　者）次期会長予定者　後藤　紳太郎
（提案内容）提案者より、第57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提案説明があり、活発な意
見交換が行われ、協議を終了した。

（提　案　者）経理部長　髙見　勝文
（提案内容）提案者より、第57事業年度予算案策定のための日程について、下記のとおり説明があり、特に質疑応
答等もなく、協議を終了した。

記

　　　　　１．第１回予算特別委員会　　　　　　　１月27日（木）15:30～

　　　　　２．事業計画案及び予算案の用紙発送　　２月15日（火）

　　　　　３．事業計画案及び予算案の提出期限　　３月８日（火）

　　　　　４．第２回予算特別委員会　　　　　　　３月28日（月）15:00～

　　　　　５．各部・委員会との予算折衝　　　　　４月４日（月）９:30～17:00

　　　　　６．第３回予算特別委員会　　　　　　　４月11日（月）15:00～

日　時：2022年１月11日（火）18時～20時10分
場　所：近畿会研修室（オンライン会議併用） ／ 出席者：38名、うちオンライン参加18名（役員数42名）

第１号議案   2022年度CPE研修計画について

第56事業年度 第９回 定例役員会報告

審　議　事　項

第１号議案   第57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

協　議　事　項

第２号議案   予算案策定のための日程について

第２号議案   予算特別委員会の設置及び予算特別委員会委員長の選任について



（報　告　者）会長　北山　久恵
（報告内容）報告者より、会長報告が以下のようにあった。
　新型コロナウイルス感染症について、ワクチンの接種が進み、新規感染者も少なくなり、協会活動も集合し

てのイベントや研修会を徐々に再開してきている。

　12月20日には、221名の新入生を迎えて、2021年度の近畿実務補習所の入所式をホテルで開催することがで

きた。所長や来賓の挨拶時には、皆さん、希望に満ちて目を輝かせ、背筋を伸ばして真剣に聴いており、ピー

ンと引き締まった空気を共有することができて、リアルでの行事開催の良さを実感した。変異ウイルスの感染

者も出てきているが、集合してのイベントや研修会を慎重に再開していきたいと思っている。

　コロナ感染が落ち着いてきた後も、役員会、部・委員会、研修会などリアルとリモートのハイブリットによ

る実施など、ITやデジタルを活用して、協会活動の活性化と効率化を図り、会員の協会活動への参画を高め、

会員相互間の交流の活発化につなげていきたいと思う。新たなワーク・ライフスタイルに対応した働き方や会

務運営を進めていきたいと思う。

　現在、「近畿会の事務所の在り方」について、意見を募集している。さらに、地域会活動、地域会のガバナ

ンス、協会本部と地域会の役割分担など、全国の地域会で重要な位置を占める近畿会として、「近畿会の在り

方」についてしっかりと議論し、近畿会の意見として協会本部等へ発信していきたいと思っている。皆様の積

極的なご意見を伺いたい。

　会長任期も残すところ半年となるが、将来を展望して、新たな取り組みにチャレンジし変革し続けたいと

思っている。

（報　告　者）理事　安井　康二
（報告内容）報告者より、12月７日開催の常務理事会及び12月８日開催の理事会について以下のように報告があった。
【常務理事会：審議事項】

１．ビジョンペーパー2022作成チームからの意見具申『意見募集「ビジョンペーパー2022日本公認会計士協

会の進むべき方向性」』に関する件

【会長報告】

１．2021年公認会計士試験の結果について

２．SDGsに関するTV番組の放映について

【理事会：審議事項】

１．財政構造改革プロジェクトチームからの意見具申『意見募集「持続可能な協会財政の在り方に関する提

言」』に関する件

【理事会：協議事項】

１．「継続的専門研修制度に関する会則等の一部変更案」に関する件

【理事会：報告事項】

１．金融審議会公認会計士制度部会に関する件

２．企業会計審議会総会・第８回会計部会に関する件

３．IFAC総会及びモニタリング・グループ（MG）改革説明会ウェブ会議報告に関する件

４．IFRS財団－IFRS諮問会議（IFRS AC）会議報告に関する件

５．IT委員会からの意見具申『理化学研究所の研究報告「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に

及ぼす影響」の公表』に関する件

６．金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ（令和３年度）」に関する件

第９回 定例役員会報告

報　告　事　項

第１号   会長報告

第２号   理事会報告
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（報　告　者）総務部長　小松野　悟
（報告内容）報告者より、新年賀詞交歓会について、新型コロナウイルス感染症の変異株による感染者急増を踏ま
え、急遽、開催を中止した旨の報告があった。

（報　告　者）経理部長　髙見　勝文
（報告内容）報告者より、2021年度第３四半期の各部・委員会の予算執行状況について報告があった。

（報　告　者）厚生部長　荒井　巌
（報告内容）報告者より、「クリスマスパーティー」の実施結果について報告があった。
（日　時）2021年12月５日（日）11:30～14:00
（場　所）ヒルトン大阪　
（参加者）99名（会員及びご家族）

（報　告　者）広報部長　宮口　亜希
（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．寄付講座の実施結果について
（１）関西大学
（日　時）2021年12月９日（木）10:40～12:10
（場　所）関西大学（対面式）
（テーマ）「不正会計」
（参加者）商学部１年生：30名

（２）立命館大学
（日　時）2021年12月13日（月）12:55～14:25
（場　所）立命館大学 茨木キャンパス（オンライン併用）
（テーマ）「職業紹介」、「国際業務」、「不正会計」
（参加者）経営学部：37名（内、オンライン参加29名）

（報　告　者）担当副会長　洪　誠悟
（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．CPE協議会の実施結果について
２．第53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）2022年３月24日（木）10:30～19:00

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  17:45～19:00

　（場　所）ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（オンライン併用）
３．CPE研修計画及び実施結果について

第９回 定例役員会報告

第４号   経理部報告

第５号   厚生部報告

第６号   広報部報告

第７号   研究・CPE研修部報告

第３号   総務部報告
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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。
◇近畿中国森林管理局入札監視委員会委員の推薦

（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、関西地区三会と日本監査役協会関西支部との共同研究会の実施結果について報告があった。
（日　時）2021年12月９日（木）14:00～16:00
（場　所）日本監査役協会関西支部 会議室
（テーマ）「その他の記載内容に関する監査人の作業内容等・監査役等と監査人との連携に関する共同研究報

告・KAMの強制適用初年度の概要」
（講　師）協会本部常務理事　志村 さやか 氏
（出席者）関西地区三会11名、日本監査役協会関西支部17名

（報　告　者）非営利会計委員会委員長　小幡　寛子
（報告内容）報告者より、以下について報告があった。
１．大阪府総務部法務課公益法人グループとの意見交換会の実施結果について
（日　時）2021年12月６日（月）13:30～15:30
（場　所）近畿会研修室
（テーマ）「令和２年度の立入検査結果報告について等」
（参加者）大阪府３名、公益法人専門委員会12名
２．地方自治体（大阪府、大阪市、堺市、奈良県、和歌山県）のNPO法人担当課との意見交換会の実施結果に
ついて
（日　時）2021年12月21日（火）16:00～17:30
（場　所）近畿会研修室
（テーマ）「新型コロナウイルス対応の助成金、補助金申請、総会及び決算書の提出事務の延長手続き等へ

の対応について等」
（参加者）大阪府２名、大阪市１名、堺市１名、奈良県１名、和歌山県２名、NPO法人専門委員会５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、地方公共団体監査実務者研修会の実施結果について報告があった。
（日　時）2021年12月11日（土）10：00～17：30
（テーマ）「地方公共団体の監査委員監査実施上の留意点」
　　　　　①公営企業について
　　　　　②指定管理者に対する監査委員監査について
　　　　　③監査委員監査の実務上の留意点及び「ケーススタディ演習」
（場　所）近畿会研修室
（参加者）地方公共団体監査委員等①18名、②20名、③10名
　　　　　会員①14名、②13名、③４名

第９回 定例役員会報告

第８号   会員業務推進部報告

第９号   監査会計委員会報告

第10号   非営利会計委員会報告

第11号   公会計委員会報告
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第９回 定例役員会報告

（報　告　者）経営委員会委員長　安井　聖美
（報告内容）報告者より、三会協働知財支援プロジェクト「企業力向上セミナー2021」の実施結果について報告が
あった。
（日　時）2021年12月15日（水）17:30～19:30
（テーマ）「中小企業の資金調達・補助金獲得 ～事業計画策定における会計・知財・法務のポイント～」
　　　　　第１部：金融機関・公的機関の審査ポイント
　　　　　第２部：パネルディスカッション
（場　所）オンライン配信
（参加者）約60名（弁護士、弁理士、公認会計士含む）

（報　告　者）中堅・若手会計士委員会委員長　谷間　薫
（報告内容）報告者より、中堅・若手会計士委員会研修会（一般社団法人研友会共催）の実施結果について報告が
あった。
（日　時）2021年12月14日（火）19:00～20:40
（場　所）近畿会研修室
（テーマ）「公認会計士のキャリア選択としての独立開業について」
（参加者）36名

（報　告　者）選挙管理委員会委員長　林　紀美代
（報告内容）報告者より、近畿会役員選挙の結果について報告があった。

（報　告　者）近畿実務補習所運営委員会委員長　中尾　志都
（報告内容）報告者より、実務補習所入所状況等について報告があった。

第12号   経営委員会報告

第13号   中堅・若手会計士委員会報告

第14号   選挙管理委員会報告

第15号   近畿実務補習所運営委員会報告
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会費のお支払いは口座振替（自動引落し）が便利です

会費のお支払は、毎回の振込みが要らず振込手数料も不要な「預金口座自動振替制度」が便利です。

是非ご利用いただきますようお願い申し上げます。

お申し込みは、前期会費請求（４月分から９月分）については２月末までに、後期会費請求（10月分から

３月分）については８月末までにお願いします。

<連絡先：本部会員管理グループ（普通会費・地域会会費に関する問合せ窓口）>

TEL：0570-666-855、E-mail：support@sec.jicpa.or.jp



「コロナ禍を受けた資金繰り支援・経営改善計画の策定について」

奈良地区会　会　長　山添  清昭
奈良地区会　副会長　安井  聖美 ・ 岡本  善英

奈良地区会  「奈良県コンベンションセンター」での研修会  開催報告

　2022年１月18日（火）に、奈良地区会では、新年

の活動にあたり、①「奈良県コンベンションセン

ター」での「研修会」と②「JWマリオットホテル奈

良」での新年懇親会（ディナー）を企画・案内してい

ましたが、あいにく、コロナ禍第６波というべきオミ

クロンの影響で、②の新年懇親会（ディナー）は、開

催を中止せざるをえませんでした。「奈良県コンベン

ションセンター」は2020年４月に、「JWマリオット

ホテル奈良」は2020年７月に、今後の奈良県経済の

中核的施設の役割を期待され、奈良市庁前のビジネス

区域に新築・開業された施設です。

　「奈良県コンベンションセンター」での「研修会」

は、予定通り開催しました。「コロナ禍を受けた資金

繰り支援・経営改善計画の策定について」をテーマに、

奈良県の第一地方銀行である南都銀行から審査部の菊

岡氏、後藤田氏をお招きし、中小企業の資金繰り支援

についてお話しいただき、意見交換を行いました。参

加者は講師が３名、研修受講者は公認会計士13名でし

た。研修会の開催内容を報告します。

研修会の内容
（テーマ）「コロナ禍を受けた資金繰り支援・経

営改善計画の策定について」
（日　時）令和４年１月18日（火）16:00～18:00
（場　所）奈良県コンベンションセンター  会議室
　　　　　107・108
●講演
１．コロナ禍における金融機関の取組みについて
（10分）

　　菊岡　強 氏（南都銀行 審査部 事業活性化支援
室室長）

２．コロナ禍の影響を受けた事業者への経営改
善・資金繰り支援について（30分）

　　後藤田　秀和 氏（南都銀行 審査部 事業活性化
支援室業務役）

３．金融機関に向けた経営改善計画の策定　につ
いて（40分）

　　安井　聖美 氏（公認会計士）
４．質疑応答（35分）

　研修会では、以下の内容の報告や意見がありました。

　新型コロナ禍が２年目を迎えた2021年は、政府や

金融機関の融資により、資金繰りをつないだ中小企業

が多く、倒産件数はかなり低水準に抑えられた一方、

中小企業の返済能力は低下しており、これから始まる

返済の本格化で息切れする中小企業が、奈良県下でも

相当に発生する懸念があるとのことでした。

　それを受けて、銀行側の中小企業への対応も、ウィ

ズコロナ・ポストコロナを見据え、財務分析や事業分
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析を踏まえた深度ある対話・モニタリング状況等によ

り、最大限の配慮を行いつつ資金繰りの支援に努める

との態勢をとられているようです。

　とりわけ、中小企業の資金繰りの把握と対策は急務

で、速やかにリスケジュール（条件変更）の検討と早

期判断が重要との危機意識があり、そのための「実効

性のある経営改善計画」の策定が必要となっています。

　その上で、南都銀行では、我々公認会計士を初めと

する認定支援機関による「経営改善計画」策定を積極

的に推奨することとし、「〈ナント〉事業計

画策定サポート補助金」を創設し「認定支援

機関による経営改善計画策定支援事業（通

称：405事業、センター事業）」における

計画策定費用の補助金で賄いきれない自己負

担部分の一部についても補助する制度を設け

られたとのことでした。

　このように、金融機関の側でも、我々公認

会計士やその他の外部機関と密接に連携する

ことで、顧客（中小企業）の経営課題を共有

し、事業継続支援に関する方向性ビジョンを一致さ

せ、正しい経営判断を導けるようにしたいとの意向を

強くもっておられることがわかりました。

　公認会計士の地域経済へ貢献、中小企業支援におい

ても、金融機関のこうした方針は歓迎すべきことだと

思いますし、ビジネスチャンスにも着実につながると

思いました。

　最後の質疑応答では、公認会計士として事業再生支

援にどのように取り組んでいけるのか、奈良地区会に

おいて今後も継続的にこのような研修会を行ってほし

い、など活発な意見交換がありました。

　奈良地区会では、奈良県の経済への貢献と奈良地区

会員のビジネスチャンスの拡大を狙い、金融機関や外

部機関との交流を、今後も積極的に図っていきたいと

思っています。

　奈良地区会の会員の皆様に、今後も研修会や懇親会

の案内をしますので、その際は奮ってご参加ください。
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大阪市北地区会の活動報告
大阪市北地区会　会長　内田　聡

大阪市北地区会

　大阪市北地区会は、淀川の南北に接した西淀川区、淀
川区、東淀川区、此花区、福島区、北区、都島区、旭区
の地域に居住する会員相互の親睦を主たる目的とした地
区会で、会員数は2021年９月末時点553人です。
　新型コロナウイルスのまん延に伴い、十分な活動が難
しい中、2021年11月及び2022年１月に行った懇親会
及び新年会の活動を報告させていただきます。
　当年度第１回目の活動として、コロナが小康状態で
あった2021年11月６日にちょうど１年ぶりの懇親会を
開くことができました。
　場所は創業50周年を迎えられた西天満の老舗割烹であ
る「割烹由多嘉（ゆたか）」です。本来は冬の味覚であ
るクエ鍋やてっちり（珍しいところですっぽん鍋）と
いったお料理をいただきたかったところですが、鍋料理
はさすがに状況的に難しく、由多嘉さんご自慢の鰻の蒲
焼をメインとした会席料理とさせていただきました。ま
た、従来は地区会の趣旨である会員相互間の親睦を深
め、懇親と情報交換を行うために大部屋で懇親会を行っ
ておりましたが、今回は感染防止を図るため、小部屋に
分かれての実施となりました。
　コロナが小康状態であったタイミングのため、待ちに
待たれていた会員様から多くの応募をいただき、ご家族
併せて31名のご参加となりました（写真撮影の際に大部
屋に集合したうえで、一時的にマスクを外して撮影して
おります）。

　続いて、新年会については短時間の開催を意識してラ
ンチとさせていただき、オミクロン株が猛威を振るう直

前の2022年１月８日に開催いたしました。正直なとこ
ろ、仮に次の週であれば開催できなかったと考えており
ます。
　場所は会員の方々のご希望も多かったホテルコンラッ
ド大阪の最上階（40階）にあるグリルレストランの
「C:GRILL（シーグリル）」となりました。
　地上200メートルからの眺望からのパノラマビューで
食事がいただけるということで、「大阪絶景パノラマラ
ンチ新年会」と題しての開催です。
　シーフードをメインとした薪焼きのグリルレストラン
ですが、特色は関西圏の食材に特化していること。関西
に住んでいながらあ
まり食べる機会のな
い淡路島や京都、滋
賀で採れた魚や野
菜、フルーツを楽し
める良い機会になっ
たと思います。
　ランチ開催ということもあり、普段は参加がしにくい
奥様やお子様もご参加いただき、おそらく過去最高の41
人の懇親会となりました（レストランのキャパの関係で
泣く泣くお断りすることになった会員の皆様、大変申し
訳ありませんでした）。
　大変な盛況であった故、今後、ランチ開催の機会も増
やしていこうと考えておりますので宜しくお願い致しま
す（なお、写真について展望階から全員でというお声も
いただいていたのですが、コロナ感染拡大防止の観点か
ら集合写真は見送らせていただきました）。
　執行部としても状況が許せば何らかのイベントを開催
したいとは考えておりますが、足元のコロナ感染状況を
鑑みますと、この新年会が2021年度の最後の地区会活動
となる可能性もあります。皆様のご健康を最優先するた
めとご理解いただければ幸いです。
　会員の皆様、地区会活動に関するご意見、ご希望、コ
ロナ禍でのイベントアイデア等ございましたら、何なり
と事務局までお知らせください。宜しくお願い致します。
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観劇部　活動報告
宝塚歌劇団月組公演「今夜、ロマンス劇場で」

REPORT
厚生部
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藤原　佳子

　2022年１月23日

（日）小雨の降る中、

観劇部による2021年

度第２回の観劇会が宝

塚大劇場にて開催され

ました。参加者は26

名でした。

　今回は宝塚歌劇団月

組公演「今夜、ロマン

ス劇場で」です。

　この作品は2018年に綾瀬はるかさんと坂口健太郎

さん主演で映画となった作品を、宝塚歌劇団が舞台化

したものです。ストーリーは1960年代、映画の助監

督である健司が、古いモノクロ映画の中の美幸姫に恋

をし、映画の中の世界が嫌になって映画の中から抜け

出してきた美幸姫と心を通じ合わせていくというお話

です。

　今回の月組公演は月城かなとさんと海乃美月さんの

新トップコンビのお披露目公演ということです。舞台

が始まり、健司役の月城かなとさんが登場しました

が、「えっ、この人がトップスター？」と思うほど見

事にオーラを消し去り、失敗して怒られたり、美幸姫

に振り回されて困り切ったりと、「がんばって～」と

応援したくなる健司を作り上げていました。

　一方の美幸姫役の海乃美月さんはとても美しいうえ

に、映画の中と現実

の世界の違いを楽し

んだり、健司を振り

回す様子がお茶目で

可愛らしかったです。

　後半のショーはジャ

ズオマージュ「FULL SWING！」です。ジャズに合わ

せてのダンスや歌はとても素晴らしく、特に中盤、20

名ほどのCASTが一同にそろって名曲「My Way」を

熱唱する場面は本当に圧巻でした。歌が上手な宝塚歌

劇団だから当然かもしれませんが、生歌って本当に心

に響きます。

　宝塚初心者の私ですが、最初から最後まで楽しくて

あっというまに終わってしまいました。終演後は友人

と「夢の世界だったね」と話しながら帰途につきまし

た。

　観劇部には数年前からお世話になっています。年１

回参加できるかどうかの半ば幽霊部員ですが、参加さ

せて頂くとお芝居という非日常の世界に触れることが

でき、毎回とても楽しい時間を過ごすことができてい

ます。やはり、生の舞台の迫力は素晴らしいなあと感

じます。お芝居を一人で申込むのはなかなかハードル

が高いのですが、こうやって声をかけて頂くのはあり

がたく、蔵口部長、梨岡副部長に感謝しています。

　観劇部では部員募集中です。このような状況なので

純粋に観劇だけですが、落ち着いたら観劇後の親睦お

茶会も再開したいと思います。



　公認会計士を取り巻く環境は激変しており、社会からの公認会計士に対する期待や会員からの要望も変化してきています。協会は、
この環境の変化、中長期的な事業の変化に対応するため、様々な施策を進めています。現在、協会本部では、ビジョンペーパー2022、
ブランディング、公認会計士制度、財政構造改革、ガバナンス、資質・能力の検討を行っており、順次、中間報告や提言書等が公表さ
れています。
　昨年は「会計監査の在り方に関する懇談会」と「金融審議会公認会計士制度部会」が開催され、公認会計士制度を巡る論点整理が行
われました。上場会社監査事務所登録制度の法定化、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の緩和などの短期課題について、公
認会計士法の改正に向けて議論される予定です。協会は監査事務所の経営基盤強化と充実した情報開示を実現させるための支援を行
い、資本市場の信頼の維持・向上を図っていきます。公認会計士の能力向上については、研修内容の更なる充実に加え、中長期的に
は、研修制度、試験制度や実務補習を含めた一体的な能力開発について主体的に検討していきます。現在の制度には、監査法人の大規
模化への適応、公認会計士・監査法人の業務の拡充への適応等の重要な課題が残されています。公認会計士制度検討PTでは、これら
についても論点整理を行っています。なお、１月28日、２月９日に「公認会計士制度の見直しについて－会計監査の在り方に関する懇
談会及び金融審議会公認会計士制度部会での議論を中心に－」の研修会が開催されました。e－ラーニング化されますので、是非、ご視
聴ください。
　近畿会では会員の資質向上や情報提供のため、リモートによる研修会を積極的に開催していますので、ご参加ください。

木

金

水

月

火

水

木

月

火

水

木

金

月

火

木

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（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会近畿会

日本公認会計士協会（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

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会（WEB）

日本公認会計士協会（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

本部　財政構造改革PT

第１回予算特別委員会

正副会長会

本部　経営会議

本部　総務打合せ会

本部　経営会議

臨時地域会会長会議

正副会長会

定例役員会

本部　地域会事業計画・予算ヒアリング

中小事務所連絡協議会意見交換会

本部　経営会議

本部　常務理事会

地域会会長会議

本部　理事会

本部　公認会計士制度検討PT

近畿会会務改革特別委員会

本部　経営会議

正副会長会
(作成月日:2022年２月24日)

1月27日

1月28日

2 月 2 日

2 月 7 日

2 月 8 日

2 月 9 日

2月10日

2月14日

2月15日

2月16日

2月17日

2月18日

2月21日

2月22日

2月24日

Topics北山久恵会長活動報告2021年度

税制・税務委員会研修会 「令和４年税制改正」
（日本経済団体連合会 基盤本部長　小畑良晴氏）

社外役員専門委員会研修会
「会社役員賠償責任保険と会社補償契約」（山口利昭弁護士）

公会計シンポジウム
「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－」
（後藤圭二吹田市長、島田智明河内長野市長）

本部研修「公認会計士制度の見直しについて」
（手塚正彦会長、加藤達也副会長）

中小事務所連絡協議会研修会
（CPAAOB櫻井久勝会長、南成人常務理事）

10:00～12:00

15:00～16:00

16:00～20:00

14:00～17:00

10:00～11:30

13:30～15:30

14:30～16:30

13:00～15:30

10:00～11:30

18:00～19:30

13:00～14:00

16:00～18:00

18:00～20:00

14:00～15:00

13:00～16:30

16:30～18:00

10:00～11:30

10:00～14:30

14:30～17:00

10:00～17:00

16:00～18:00

18:30～20:00

10:00～11:30

16:00～18:00

44 MARCH 2022 19472



45MARCH 202219473

INFORMATION

税務処理の実務ポイント 譲渡所得の実務と申告  令和４年版Q&A 親族・同族・株主間資産

譲渡の法務と税務　四訂版

会社の再生・整理の手順がわかる本

協同組合

新刊書販売のご案内

見田村　元宣　編 
第一法規株式会社　刊
定価　3,410円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　経験が十分な税理士でも、
税務処理上、誤って解釈して
いることのある事例を精選し、
その正しい解釈のポイントを
事例形式で紹介。判断の根拠
となる法令・通達や判例・裁
決例を基にわかりやすく解説
した一冊。

税理士法人山田&パートナーズ
編著
株式会社ぎょうせい　刊
定価3,190円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　同族会社特有の資産移転によ
る税金対策について、法務と税
務の両面から税理士が注意す
べきポイントを実際に実務で
起こることを想定したＱ＆Ａ
で解説！

小山　貴文　編
一般財団法人大蔵財務協会　刊
定価4,400円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　土地建物等の譲渡所得を中
心に譲渡所得の計算方法や課
税の特例、申告の仕方等につ
いて、最新の法令・通達（令
和３年12月現在）によって解
説。納税者の方々が自分で確
定申告ができるように申告書
記載例を多数収録し、公共事
業に伴う収用等の際の事前協
議の方法を詳解。

鈴木　規央　著
株式会社中央経済社　刊
定価2,860円（税込）
組合員特価　定価より15％引き
（送料別）
　事業再生に係る法的手続を
網羅的に取り上げるのではな
く、経営者・担当者が倒産危
機に際し、どの段階で何を検
討すればよいかについて、実
際の手順や思考過程を意識し
て解説。

公認会計士協同組合ホームページのリニューアルにつきまして

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

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

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



近畿会開催CPE研修会 2022年２月実績及び３月予定2021年度

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」

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「自治体と企業のBPR　効率的経営は効

果的経営を阻害する」

基調講演②「総合窓口化とアウトソーシング-河内長

野市のBPR事例-」

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（DVD研修）」

（四国会研修会収録）

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（DVD

研修）」

（本部秋季全国研修会収録）

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）

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）

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）

Zoom

MS Teams

Zoom

MS Teams

Zoom

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

1

コンサル

ティング

倫理等

会 計

監 査

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

2 月 1 日

2 月 2 日

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

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

18:00〜19:40

10:30〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

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

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

不正
事例
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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3回）

〜監査法人でのキャリア〜」

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」（後半）

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）

「ビジネスマナーセミナー2022年アップデート版　

リモート、ウェブ会議等における、分かりやすい伝え

方と好印象を持たれるマナー・表現術」

関西地区三会共催研修会（社会保障委員会　医療法

人専門委員会）

「医療法人の会計・監査における実務上の留意点」

関西地区三会共催研修会（非営利会計委員会　学校

法人専門委員会）

「令和３年度　学校法人の会計・監査における留意事項」

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）

「気候変動・SDGs・ESGと財務情報開示のセミナー」

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）

「公認会計士のスポーツビジネスへの関わり方」

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

「IFRSセミナー（第3回）〜IFRS学び直し講座　

IFRS第3号「企業結合」、IAS第38号「無形資産」で規

定されている無形資産・のれん（開示含む）〜」

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4回）

〜監査法人で遭遇した不正事例から学んだこと〜」

第53回中日本五会研究大会（自由論題の部　午前）

（会場：ナレッジキャピタルコングレコンベンション

センター）

※テーマによって研修コードが異なります※

第53回中日本五会研究大会（自由論題の部　午後）

（会場：ナレッジキャピタルコングレコンベンション

センター）

※テーマによって研修コードが異なります※

第53回中日本五会研究大会（統一論題の部）

「KAM適用にあたって監査役等と会計監査人との連

携と課題」

（会場：ナレッジキャピタルコングレコンベンション

センター）

川添健史氏（有限責任監査法人トーマツ

パートナー）、飴本拓真氏（有限責任あずさ

監査法人シニアマネジャー）、梅村尚行氏

（PwCあらた有限責任監査法人シニア）、

住田瞳氏（EY新日本有限責任監査法人ス

タッフ）

小林竜也氏（株式会社グロービス講師）

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）

宗本徹彦氏（本部非営利会計委員会医療法

人専門委員会委員）

舩越啓仁氏（近畿会非営利会計委員会学校

法人専門委員会委員長）

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）

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

ツビジネス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）、黒川剛史氏（公認会計士、一

般社団法人BleSS/株式会社BorderLeSS）

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）

安福健也氏（EY新日本有限責任監査法人）

基調講演：林　隆敏氏（関西学院大学教授）

パネルディスカッション：富永俊秀氏（パ

ナソニック株式会社常任監査役）、林　隆

敏氏、石川英明氏（東海会）、中山孝一氏（北

陸会）、一柳雅俊氏（京滋会）、杏井康真氏

（兵庫会）、柴原啓司氏（近畿会）

MS Teams

Zoom

MS Teams

MS Teams

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

スキル

スキル

スキル

監 査

監 査

会 計

コンサル

ティング

会 計

監 査

監 査

3 月 2 日

3 月 5 日

3 月 1 4 日

3 月 1 5 日

3 月 1 8 日

3 月 1 9 日

3 月 2 3 日

3 月 2 4 日

2

2

18:30〜20:00

18:30〜20:30

14:30〜16:30

16:00〜18:00

14:00〜17:00

18:30〜20:30

13:00〜15:00

13:30〜16:30

18:30〜20:00

10:30〜12:00

13:00〜14:30

15:00〜17:30

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〜」

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）

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）

MS Teams

Zoom

2

2

3

会 計

監 査

スキル

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

（MS Teams）
併用

研修室参集・
リモート

（MS Teams）
併用

コングレ
コンベンション
センター参集・
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

18:30〜20:30

13:00〜14:40

9:30〜12:30

不正
事例
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DVD研修会

「倫理規則改正の検討状況について」

（12/10本部冬季全国研修会収録）

DVD研修会

「パンデミック下の企業経営と税務対応」

（7/20本部研修会収録）

DVD研修会

「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〜」

（10/22本部秋季全国研修会収録）

関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）

「税制改正に長く関わって（仮）」

関西地区三会共催研修会（経営委員会　CSR専門委

員会）

「2時間でわかる　ESG・SDGs素朴な疑問Q&A」

大阪弁護士会共催研修会（国際委員会）

「EUの法務・会計」

①EU由来の国際標準、特にGDPRを巡る最近の実務

②CSRD：EUにおけるサステナビリティ報告指令の

動向

（会場：大阪弁護士会館10階）

DVD研修会

「企業再生の税務」

（6/18本部研修会収録）

DVD研修会

「経営者不正」

（12/9本部冬季全国研修会収録）

DVD研修会

「公認会計士業務における情報セキュリティ」

（2/4本部春季全国研修会収録）

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）、　・本郷税

理士法人特別顧問（現任））

梨岡英理子氏（近畿会経営委員会CSR専

門委員会委員長）、濵田善彦氏（近畿会経営

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

委員）

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）

研修室参集

研修室参集

2

2

2

2

2

3

2

3

2

倫理等

税 務

監 査

税 務

組 織

環 境

組 織

環 境

税 務

監 査

倫理等

3 月 2 6 日

3 月 2 8 日

3 月 3 0 日

3 月 3 1 日

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

14:00〜17:00

14:00〜16:00

13:30〜16:30

10:00〜11:40

13:00〜14:40

15:00〜16:40

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

大阪弁護士会館
参集・

リモート
（Zoom）

併用

不正
事例

不正
事例

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜17:00

研修室/MicrosoftTeams

19:00〜21:00

研修室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:30

MicrosoftTeams13:00〜15:00

会議室18:30〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

13:30〜16:30

研修室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター/MicrosoftTeams

10:30〜17:30

会議室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

研修室10:00〜16:40

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜17:00

会議室15:00〜19:00

研修室18:00〜20:00

会議室/MicrosoftTeams

18:30〜20:00

大阪弁護士会館/Zoom

13:30〜16:30

研修室/MicrosoftTeams

14:00〜16:00

研修室10:00〜16:40

会議室  9:00〜18:00

会議室15:00〜18:00

研修室/MicrosoftTeams

18:00〜20:00

研修室/MicrosoftTeams

13:30〜15:30

（2022年３月15日〜2022年４月14日）

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

近畿会および各部・委員会行事予定2021年度

非営利会計委員会学校法人専門委員会研修会

IT委員会研修会

公会計委員会

組織内会計士委員会社外役員専門委員会研修会

組織内会計士委員会研修会

近畿会改革推進特別委員会

国際委員会研修会

中堅・若手会計士委員会研修会

第53回中日本五会研究大会

経営委員会

DVD研修会

税制・税務委員会研修会

予算特別委員会、正副会長会

非営利会計委員会公益法人専門委員会

非営利会計委員会NPO法人専門委員会

国際委員会、大阪弁護士会共催研修会

経営委員会CSR専門委員会研修会

DVD研修会

第57事業年度部委員会予算個別折衝

予算特別委員会、正副会長会

定例役員会

監査会計委員会研修会

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.22

3.23

3.24

3.25

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（月）

（火）

（水）

（木）

（月）

（月）

（木）

3.26

3.28

3.29

3.30

3.31

4.  4

4.11

4.14
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○2022年４月１日〜４月15日の申告につきまして

2022年４月１日〜４月15日につきましては、2021年度及び2022年度の申告期間に当たります。履修し

た日にちに基づき、正しい申告をお願いいたします。

(電子申告において、誤った年度を選択して申告した場合、本来履修した年度とは異なる年度で単位が登

録されます。ご注意ください。)

○申告期限間近のFAX申告につきまして

申告期限間近において、例年多くの申告をいただいております。

ご申告内容に誤りがある場合、又は確認を必要とする場合には、受付ができません。申告内容につき確認

が生じた場合、再度の提出をお願いしており、申告期限に間に合わない可能性がございますので、早めの

ご申告をお願いいたします。

○eラーニングの申告期限につきまして

eラーニング教材での2021年度の履修結果の申告(視聴の完了)は、2022年３月31日が期限ですのでご注

意ください。 2021年度中に申告を完了していない場合、2021年度の単位にはなりません。
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CPEに関する重要なお知らせ

履修結果の申告にあたっての

  留意事項について

・2021年度履修期間：2021年４月１日〜2022年３月31日

・2021年度申告期限：2022年４月15日

　2021年度の履修期間も残りわずかとなりました。履修状況はいかがですか？

　2021年度の履修結果の申告にあたっての留意事項についてご案内いたします。

《ご注意ください》

2021年度の「法定監査業務に従事する会員に該当するか」のご報告期限は2022年４月15日です。

eラーニングの単位申告は

3月31日まで



【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）（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。

当事業年度の「法定監査業務への従事状況」の報告について
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① CPE ONLINE　に接続する。URL：https://secure.cpe.jicpa.or.jp/
② TOP頁の上部、「eラーニング」をクリック

③ ログイン画面からログインする (ご利用初めての方は、その下の登録フォームへ )

④ e ラーニングのTOP頁にアクセスできる
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eラーニング受講の方法
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⑤ 受講したい講座のタイトルをクリックし、画面の指示に従って受講する

⑥ 各動画の途中、暗号 (ランダム生成 )が表示されますので、必ずメモして下さい。

⑦ 講座を完了 ⇨ ⑧ 単位申告完了

【お問合せ先】
●eラーニング操作に関する内容 (※) ⇒ 会計教育研修機構 CPE担当
　TEL:03-3510-7861/Email:kenshuu1@jicpa.or.jp
※例 : 暗号入力ができない、視聴途中で画面が固まってしまった、視聴完了したのにCPE ONLINEに単位が反映
されない、など
● その他、CPE制度、CPE ONLINEに関する内容 ⇒ 日本公認会計士協会 研修グループ 
　TEL:03-3515-1126/ Email:kenshuu1@jicpa.or.jp( 問合せ先メールアドレスは同じです。)



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

公　認
会計士

監査
法人 計 一　号

準会員

会　員
会　員　数

準　会　員

二　号
準会員

四　号
準会員 計 合計

（2022年１月31日現在）

3,706 35 3,741 12 29 844 885 4,626

井上　雄介
岡田　晋一
中岡　倫邦
相原　祥人
青木　瑞穂
池田　奏
伊藤　翔太朗
植木　宏太郎
大島　拓巳
小田　紗葉子
川島　みなみ
北村　龍生
木村　碧依
桑原　一樹
齊藤　美紗
史　　磊
篠原　春菜
嶋本　脩士

須藤　茜
滝　　裕次
橘　　萌々香
津田　由夏
中園　裕貴
中村　彩歌
新美　茜
萩原　佑季子
林　　凌
前田　雄斗
三野　莉果子
村松　恵介
森村　勇私
山本　真也
山本　聖輝
横田　公徳
横山　雄也

増尾　広樹
渡邊　知子
小川　良武

京 滋 会 よ り
兵 庫 会 よ り
東 京 会 よ り

転入者 １月６日～25日

【事務所・自宅】
芝　　毅仁
芝池　幸三
髙田　治郎

中谷　理暉
福島　翔太

資格変更（準会員から会員へ）
中山　晋

会員名簿記載事項の変更

山口　弘志
船江　恒平
白井　遼平
伊藤　憲次
保　　昌成
山下　光輝

南里　幸宏
西村　智子
紙森　聡司
桑垣　圭輔
後藤　紳太郎
中村　佳幸
宮本　富雄

１月６日～27日

【事務所】

入会者

１月24日付

１月24日付

退会者

会員異動

太田　優紀 １月24日付 業 務 廃 止

【自宅】
小川　久志
風谷　基匡
合田　淳華
小山　亜依梨
坂田　憲治
道中　理沙
池田　智
池田　大祐
金武　誠
志村　伊織
西野　恭子

矢吹　孝介
吉元　佑生久
大岡　裕平
折元　裕
北村　洋介
井本　悠輝
大内　將弘
中村　弘子
西田　創太郎
林　　日美季
松島　勇人

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

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

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

（会　　　員）
（会　　　員）
（四号準会員）

（会　　　員）
（会　　　員）
（会　　　員）

（四号準会員）
（四号準会員）

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

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

磯部　祥文
香川　誠
城戸　一彰
岡本　大輔
小澤　綜一郎
齋藤　久美子
坂田　真也
松内　秀樹
森木　直人
平井　拓心
向　　直大
杉園　麻呂人
野田　聡太郎
平岩　弥樹
山田　雅之

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

転出者 １月６日～27日

（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）
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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）

【慶事】

事務局だより

編 集 後 記

【寄贈図書】

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

　

２
０
２
２
年
も
早
い
も
の
で
３
月
に
な
り
ま
し
た

ね
。
３
月
と
い
え
ば
季
節
を
表
す
言
葉
に
も
色
や
温

か
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
よ
う
や
く

子
供
の
入
試
と
い
っ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
繁
忙
か
ら

解
放
さ
れ
、
サ
ク
ラ
サ
ク
、
一
息
つ
け
て
い
る
人
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

社
会
は
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
猛
威
、
石
油
価
格
の

急
騰
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
等
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
前
よ
り
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
か
か
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
監
査
業
界
は
、
最
近
の
粉
飾
決
算
や

誤
謬
に
よ
る
訂
正
報
告
事
例
を
踏
ま
え
て
監
査
証
拠

の
よ
り
批
判
的
な
検
証
と
い
っ
た
対
応
を
個
々
の
監

査
業
務
で
実
施
す
る
と
思
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
で
始
ま
っ
た
リ
モ
ー
ト
監
査
は
新
た
な
取
組

の
た
め
監
査
現
場
で
監
査
証
拠
含
め
て
試
行
錯
誤
す

る
場
面
が
多
く
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に

お
い
て
も
高
い
監
査
品
質
が
求
め
ら
れ
る
た
め
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
２
０
０
０
年
二
次
試
験
合
格
の
私
は
、
膝
を
突

き
合
わ
せ
て
の
外
部
や
内
部
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
上
司
達
の
監
査
現
場
や
ラ
ン
チ
の
と
き
の

何
気
な
い
会
話
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す

が
、
育
成
面
の
悩
み
も
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
壬
寅
（
み
ず
の
え
と
ら
）
は
、
厳
し

い
冬
を
越
え
て
芽
吹
い
て
い
く
よ
う
な
年
に
な
り
や

す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
問
題
の
解

決
の
糸
口
が
少
し
ず
つ
見
つ
か
る
よ
う
な
前
向
き
な

１
年
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

体
調
を
整
え
て
来
月
か
ら
の
３
月
決
算
監
査
本
番

を
乗
り
き
っ
て
く
だ
さ
い
。（

会
報
部　

﨑
山
謙
治
）

■第17回「税に関する論文」入選論文集
寄　贈　者　公益財団法人納税協会連合会
発　　　行　公益財団法人納税協会連合会

・会員　山内　佑介

【弔事】・会員　樋口　秀和氏
　2022年１月21日ご逝去　満82歳
・会員　因幡　賢氏
　2022年２月６日ご逝去　満75歳

■新規上場申請のための四半期報告書作成要領
　2021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

・会員　樋口　和寿氏のご尊父　秀和様
　2022年１月21日ご逝去　満82歳



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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