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日本公認会計士協会定期総会レポート
本部理事

１．はじめに

３．来賓挨拶

谷間

薫

際社会と共に対応すると同時に、国

2022年７月25日（月）に帝国ホテ

最初に、岸田文雄内閣総理大臣、

内においても、景気・物価の状況に

ル（東京都千代田区内幸町）本館３

続いて中島淳一金融庁長官、最後に

応じ、機動的な経済財政運営を行っ

階富士の間にて日本公認会計士協会

清田瞭株式会社日本取引所グループ

てまいります。

の第56回定期総会が開催されました。

取締役兼代表執行役グループCEO

その上で、新しい資本主義のコン

その内容をレポートいたします。皆

からのご挨拶を頂きました。現職の

セプトの下、官民連携して、気候変

様ご存知のとおり、コロナ禍で感染

内閣総理大臣が定期総会にご出席い

動や格差といった社会課題を成長の

症予防のため、会員の来場を少人数

ただき、ご挨拶を頂いたのは、初めて

エンジンにして、持続可能な経済を

に限らせていただき、オンライン中

ということで、ご挨拶を頂いた内容

つくってまいります。

継を併用する昨年と同様の開催方法

について、記載させていただきます。

となりました。なお、文中意見に関

「本日は、日本公認会計士協会第

情報開示について、人材育成方針、

する記載は私見であり、また私の聞

56回定期総会が盛大に開催されます

男女別賃金、女性管理職比率などの

き忘れ、聞き違い等により正確性に

ことをおよろこび申し上げ、また、

人的資本・多様性に関する情報や、

欠ける記述があるかもしれませんが、

お招きにあずかりましたことを厚く

近年とりわけ投資家の注目を集めて

ご容赦ください。また、公式の総会

御礼を申し上げます。

いる気候変動対応などのサステナビ

その一環として、政府は、企業の

報告についてはJICPAニュースレ

証券市場を支える公認会計士の皆

リティに関する情報を有価証券報告

ターにより行われますので、そちら

様におかれましては、コロナ禍にお

書の記載事項として位置付け、来年

をご参照くださいますようお願いい

いても、感染拡大防止に努めながら、

度から開示を義務付けることとして

たします。

監査業務を継続し、企業の決算作業、

います。その具体的な内容について

第56回定期総会は、総務担当の北

そして適正な企業活動を支えていた

は、現在、金融庁において検討して

方宏樹常務理事、茂木哲也常務理事

だいております。心より敬意を表し

おり、本年秋頃には、お示ししてい

の２名の司会で午後１時より開催さ

申し上げます。

きたいと考えております。

れました。

足元、新型コロナウイルスの感染

その中で、公認会計士の皆様に対

が拡大しています。引き続き、最大

しては、そうした非財務情報の信頼

限の警戒を保ちつつ、社会経済活動

性確保に一層の役割を担っていただ

の回復に向けた取組を段階的に進め

くことになります。

てまいります。

２．開会の辞
柳澤義一副会長の「開会の辞」が
ありました。

監査業務を通じて、財務に関する

さらに、新型コロナウイルスに加

情報の信頼性を確保し、我が国の経

え、ロシアによるウクライナ侵略や、

済活動の基盤を支えると同時に、サ

世界的なエネルギー・食料品の高騰

ステナビリティといった社会課題の

など、予断を許さない状況が続いて

解決に資金が集まる流れを確保する

います。

ことで、新しい資本主義の推進力に

政府としては、Ｇ７を始めとする国

なっていただきたい、このように期
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待しております。

により、議長・副議長を任命したい

今月、日本公認会計士協会では、

旨の提案があり、議長に池上玄会員、

②公認会計士・監査審査会の立入
検査権限等の見直し

『信頼の力を未来へ Building trust,

副議長に山田治彦会員と佐野慶子会

「公認会計士の能力発揮・能力向

empowering our future』というキャッ

員が任命され議事が開始されました。

上に向けた環境整備」
③監査法人の社員の配偶関係に基

チフレーズの下、公認会計士という
ブランドを社会に浸透させるための

７．議事

取組をスタートしたと聞いております。

（１）報告事項

今年５月には、上場会社などの財

づく業務制限の緩和
④企業等に勤務している公認会計

手塚会長より会則第142条第２項

務書類の監査証明業務に関する登録
制の導入など、会計監査の信頼性確

会務報告の件」の報告が行われまし

保を内容とする公認会計士法の改正

た。第56事業年度事業計画に基づき、

も行われ、来年春の施行を目指して

大きく４点の報告が行われました。

適当な者等の登録抹消規定の整

います。

なお、詳細については定期総会議案

備

公認会計士の皆様には、市場から
の信頼の下、高い倫理観と専門的知
見を社会で幅広く発揮していただき

事業及び

士の登録事項の整備

に従い、「第56事業年度

書をご参照ください。
Ⅰ．公認会計士法改正への対処

⑤資格要件に関する実務経験期間
の伸長
⑥継続的専門研修の受講状況が不

⑦協会の会則記載事項として会計
教育活動の位置付けの追加

2021年10月から金融庁に設置さ
れた「会計監査の在り方に関する

2022年１月４日付けの制度部会

日本公認会計士協会及び会員各位

懇談会」に協会からも参加し、「会

の報告書の公表の翌日には、上述

の今後ますますの御繁栄、御発展を

計監査の信頼性確保」及び「公認

の内容を会長声明「金融審議会公

祈念いたしまして、私の挨拶とさせ

会計士の能力発揮・能力向上」に

認会計士制度部会報告の公表を受

ていただきます。本日は誠におめで

関して具体的な論点を提示し、喫

けて」として発信した。その後、

とうございます。」

緊の課題については法改正の必要

制度部会の報告書をもとにした公

（出典：令和４年７月25日 日本公認

性を主張するとともに、中長期的

認会計士法及び金融商品取引法の

会計士協会定期総会｜総理の一日｜

に検討を要する課題についても早

一部を改正する法律案が2022年３

首相官邸ホームページ（kantei.go.jp）
）

期に議論を開始するように求めた。

月１日に閣議決定され国会に提出

2021年11月12日に同懇談会の論点

された。同法律案は、2022年５月

整理が公表されたことを受け、同

11日に国会で可決・成立した。今

年11月15日に会長声明『「会計監

後、協会は改正法の適用に向けて

査の在り方に関する懇談会（令和

準備を進めるとともに、今回の改

３事務年度）」論点整理の公表を受

正の対象とならなかった重要な課

けて』を発出し、示された論点に

題を解決するための検討を進めて

対して、具体的な施策や取組の検

いく。

たいと思っております。

４．会長挨拶
手塚正彦会長のご挨拶がありました。

討を進め、今後も、会計監査の品質
の向上と資本市場の信頼性の維
持・向上に貢献していく旨を示した。

Ⅱ．公認会計士／日本公認会計士協
会の新ブランドの策定

その後、金融審議会公認会計士

協会では、2013年にタグライン

制度部会より以下の７つの論点につ

「Engage in the Public Interest

準会員103名への黙祷が出席者全員

いて制度改正の方向性が示された。

社会に貢献する公認会計士」を策

によって捧げられました。

「資本市場の信頼性の確保のため

定し、公認会計士の存在意義につ

の方策」

いて会員及び社会一般に訴えてき

①上場会社監査事務所登録制度の

た。今回、公認会計士の中核的な

５．黙祷
北山久恵副会長により物故会員・

６．議長・副議長の任命
手塚会長から会則第143条第１項
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解説を取りまとめ、新たなタグラ

・改訂品質管理基準に係る対応

✓企業情報開示の信頼性向上に

インを策定した。そして、これら

として、「監査事務所におけ

向けた論点を取りまとめた報

の概念を視覚的に表現していくた

る品質管理」の改正、「監査

告書を公表

め、協会のブランドカラーやロゴ

業務に係る審査」の新設及び

マークの変更等を行った。

「監査業務における品質管理」

員会」、サステナビリティ教

【タグライン】

の改正について起草活動を行

育PTの設置

（日）信頼の力を未来へ

い、これらの報告書に関する

✓気候変動セミナーの開催

（英）Building trust, empowering

公開草案を2022年３月23日に

✓IFRS財団によるサステナビ

公表し意見募集を行った。併

リティ開示に関する重要な発

せて中小監査事務所がこれら

表を受けた会長声明の発出

私たち公認会計士は、高い倫理

の報告書を円滑に適用するこ

✓サステナビリティ開示に係る

観と専門的知見をもとに説明責任

とを目的としてツールの開発

を究め、世界の人々と共に社会に

を進めている。

our future
【中核概念】

✓常置委員会「企業情報開示委

動向の発信
（３）社会貢献活動

信頼を創り上げていくことで、安

・監査上の主要な検討事項（K

心で活力に満ちた豊かな社会の創

AM）に関する取組として、

造に貢献するプロフェッショナル

「「監査上の主要な検討事

・会計基礎教育に関して、教員

です。

項」の強制適用初年度（2021

への支援として授業の進め方

【協会ロゴ】

年３月期）事例分析レポート」

の計画書（指導案）や授業内

として2021年10月29日に公表

で用いる教材の開発、提供を

した。加えて、公益社団法人

行った。

日本証券アナリスト協会が
2022年２月２日に公表した
「証券アナリストに役立つ監

Ⅲ．戦略目標に係る取組
戦略目標１：公認会計士に対する
信頼の確立
（１）会計・監査における信頼の
確立
・倫理規則改正に係る対応とし

・「SDGs宣言」の策定（2021
年７月）

（４）公認会計士の業務の在り方
に関する検討
・監査の現場力強化に関する検

査上の主要な検討事項（KAM）

討として、学校法人先端教育

好事例集」の編纂に当たって、

機構社会情報大学院大学に委

その一次選定に協力した。ま

託研究を行っている。

た、「監査上の主要な検討事

・理化学研究所研究報告書「AI

項（KAM）の適用２年目に

等のテクノロジーの進化が公

向けて」を2022年３月１日に

認会計士業務に及ぼす影響」

公表した。

への協力を行った。

・リモートワークに対応した提
言・留意事項の検討を進め、

（５）JICPAオンラインカンファ
レンスの開催

「リモートワークを俯瞰した

「信頼の力を未来へ〜Building

論点・課題（提言）」を2021

trust, empowering our future〜」

年４月22日に公表した。

をテーマに掲げ、資本市場の

て2021年11月22日「倫理規則

・継続的専門研修制度の不適切

様々なステークホルダーを基調

改正の公開草案」を公表する

な受講への対応を行った。

講演者・パネリストに迎え、実

とともに、公開草案の解説動
画などを掲載し、改正の主要

（２）高品質かつ信頼ある企業情
報開示の確立

施した（2022年４月４日・５日
配信）。本カンファレンスは、

論点や倫理の重要性について

企業情報開示を取り巻く環境

会員・準会員向けにCPE単位が

会員・準会員の理解を促すよ

への対応として以下の事項を

取得可能なeラーニング配信も

う努めた。

行った。

行っている。
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戦略目標２：ステークホルダー・
エンゲージメント
ステークホルダーと積極的に対

ジェクト2021〜ネクストリー

よる出席者数9,044名）の合計8,403

ダーたちの奮闘記」の制作に

名（前年9,164名）であることが報

協力

告されました。

話を実施し、関係構築に取り組ん

✓2021年９月22日に経済産業省

だ。特に、公認会計士法改正に向

とともに、「METI・JICPA

けた議論に際しては、ステークホ

共催シンポジウム「【インボ

今回の定期総会は新型コロナウイ

ルダーに協会の考え方を理解して

イス制度導入目前！】企業の

ルスによる感染症予防のため会員の

いただくことに努めた。また、ス

デジタル戦略、SDGsによる

来場を控えていただいたため、質問

テークホルダーとの相互理解を深

企業成長と地域貢献」」をオ

は事前に書面により提出していただ

めるとともに、対話で得たフィー

ンライン形式で開催

き、事前に協会ホームページで回答

ドバックを協会会務に活かすこと

（書面での質問）

する方法をとりました。協会のホー

を目的として、「ステークホル

戦略目標５：会務運営の生産性・

ムページのマイページで質問と回答

ダーとの建設的な対話方針」を策

透明性

は掲示してありますのでご覧くださ

定した。

・「持続可能な協会財政の在り方

い。

に関する提言」を2021年12月８
戦略目標３：人材の確保・育成
・「公認会計士に求められる資質

日に公表
・「ビジョンペーパー2022

第１号議案
日本

の検討タスクフォース」を設置

公認会計士協会の進むべき方向

し、2021年11月10日に報告書を

性」を2022年３月に公表

公表
・社外役員ネットワーク、組織内

第56事業年度

財務諸

表等承認の件
菅谷圭子常務理事により第１号議
案の説明があり、加えて会計監査人

・会務の迅速性・透明性確保策や、

である八重洲監査法人からの無限定

会員属性の多様化等に伴う、協

適正意見の監査報告書が提出されて

会計士ネットワーク

会の会務運営を担う役員の組織

いる旨の報告がありました。その後

・女性会計士の活躍促進

体制及び選出方法、地域会との

淺井万富監事より会計監査人の監査

連携の在り方等の見直しを検討

の方法及び結果は相当である旨、会

しており、議論の経過を記した

務の執行及び財務については、指摘

報告書を作成し、次期執行部に

すべき重大な事実はない旨の監査報

引継ぐ。

告があり、賛成多数により原案通り

戦略目標４：社会からのニーズの
充足
・税制に関する提言・要望
「令和４年度税制改正意見書」
の公表

可決されました。
（会場からの質問）

・IPOを取り巻く環境への対応

問：会務運営の生産性・透明性の観

監査基準委員会の所掌

「IPO会計監査フォーラム〜

点から、常務理事会・理事会の

事項の見直しに係る会

IPO監査の担い手となる中小監

人数等を含めた在り方について

則の一部変更案承認の

査事務所交流〜」（後援：金融

どう考えているのか。

件

庁、日本証券業協会、東京証券
取引所）の開催
・地域活性化に向けた取組

答：大きな課題であり、検討を重ね

茂木哲也常務理事より第２号議案

てきたが、引き続き検討を次期

について説明があり、採決の結果、

執行部で検討していく。

賛成多数により原案通り可決されま

✓会計・監査ジャーナル別冊
「地域とともに歩む公認会計

した。
（２）審議事項

士〜地域社会の未来に向けた

議案の採決に当たって議決権総数

課題解決にチャレンジ〜」を

33,650個（前年32,946個）に対して

2021年10月に発刊

本人出席183名（前年120名）、事前

西田俊之常務理事より第３号議案

行使8,220名（前年の委任状行使に

について説明があり、採決の結果、

✓BSテレ東の番組「未来プロ
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賛成多数により原案通り可決されま

について説明があり、採決の結果、

した。

賛成多数により原案通り可決されま

なお、倫理規則の変更については、

第57事業年度においては、ビジョ

ホームページのマイページに動画で

ンペーパー2022の中で「日本公認会

の説明が掲示されているため、ご覧

計士協会の機能強化」として掲げた

ください。

13項目に対して、施策と課題、第57
事業年度における取組の説明があり

和幸様の「人的資本の会計−認識・
測定・開示−」の著書でした。

９．会員表彰
会員表彰が行われ、合計457名の
会員が表彰対象であることが報告さ

ました。

れ、受賞者を代表して西川郁生会員

変更に係る会費規則の
一部変更案承認の件

池之上孝幸学術賞審査委員会委員
れました。本年度の受賞対象は島永

め、その具体的内容については協会

会費減額制度の段階的

８．協会学術賞授与
長より選考の経過及び結果が報告さ

した。

会員の皆様にも大きな影響があるた

第４号議案

01

第７号議案

第57事業年度正味財産

茂木哲也常務理事により第４号議

増減に係る予算書案及

案について説明があり、採決の結果、

び資金調達、設備投資

賛成多数により原案通り可決されま

及び特定資産に係る予

した。

算書案承認の件

よりご挨拶を頂きました。

10．会長・次期会長挨拶
この定期総会をもって退任する手
塚正彦会長からの挨拶、また、この

菅谷圭子常務理事により第７号議

定期総会終了後から会長に就任する

（会場からの質問）

案について説明があり、採決の結果、

茂木哲也次期会長予定者から挨拶が

問：組織内会計士等の会費減額制度

賛成多数により原案通り可決されま

ありました。また、会長の引継ぎ式

した。

も行われました。

は前会長時代に導入されたもの
であるが、すぐに止めるのはい
かがなものか。また、減額制度
はよりきめ細かな制度にすべき
ではないか。
答：政策的に導入したものであり、
効果は限定的であったことから、

第８号議案

監事選任の件

茂木哲也常務理事により第８号議
案について説明があり、採決の結果、
賛成多数により原案通り可決されま
した。

段階的に廃止することとした。
また、会費免除制度等は別に設
けている。

第９号議案

会計監査人選任の件

淺井万富監事より第９号議案につ
いて説明があり、採決の結果、賛成

第５号議案

新たな法定監査の導入

多数により原案通り可決されました。

11．閉会の辞
小暮和敏副会長より閉会の辞が述
べられました。

に伴う会費規則の一部
変更案承認の件
茂木哲也常務理事により第５号議

（３）報告事項
・役員選挙の経過及び結果につき選

案について説明があり、採決の結果、

挙管理委員会委員長であった常山

賛成多数により原案通り可決されま

邦雄会員から報告がありました。
・会長選任結果につき推薦委員会委

した。

員長であった手塚正彦会長から報
第６号議案

第57事業年度事業計画
案承認の件

加藤達也副会長により第６号議案

告がありました。
・専務理事選任結果につき手塚正彦
会長から報告がありました。
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日本人工知能学会全国大会参加報告
IT委員会

IT委員会メンバー６名で、日本

細谷

明宏

以前に組込ソフトウェアの著作権

である小室哲哉氏と共同研究をして

人工知能学会の全国大会（第36回、

の問題について検討したことがあり、

いるなどの研究紹介が面白かった。

以下「AI学会」という）に参加い

興味が沸いた講演であった。

たしました。同大会は６月14日から

過去から現時点においてもクリエ

17日の４日間の会期で、国立京都国

イターにより開発されたAIによっ

際会議場をメイン会場とし、オンラ

て、様々なコンテンツが生み出され

インによる同時中継も行われ、非常

ており、クリエイターがAIを駆使

に参加しやすい環境となっていまし

して創出したコンテンツの著作権や

た。例年、参加者数は３千人以上に

AI自身が創出したコンテンツに伴

報告者：立川 正人

のぼり、500個以上の発表が15個の

う責任などが議論されている。

「インダストリアルセッション１」

会場で同時並行的に開催されるとい

登壇されたのは、脚本家、音楽家、

（座長：田島

友祐 氏（滋賀大学））

うかなり大規模な学会です。参加者

ゲームクリエイター、法律家で、そ

誰もが知るようなテック系企業に

の交流のためだけのWebルームや、

れぞれの創作活動におけるAIの活

おいて、AIを用いてどのような取

スポンサー企業用のブースも出店し

躍の現状とそれを踏まえた著作権の

り組みがなされているかについて、

ており、Webオンライン上でもリア

所在、AIが問題のあるコンテンツ

具体的な例を交えながら、プレゼン

ル会場でもにぎやかな大会であった

を創作してしまった時の責任の所在

テーションが行われた。登壇した５

と思います。

をディスカッションするという面白

社（電通国際情報サービス、Sansan

い企画であった。

株式会社、インテル株式会社、コニ

特に感心したのは、ゲームの世界

カミノルタ株式会社、株式会社日本

では、AIによる創作活動が当たり

総合研究所）はそれぞれ20分の持ち

前になっているということ。高校生

時間であったが、その構成内容は非

各メンバーはそれぞれ興味がある

の時に遊んだファミコンでは草原は

常に様々であることはもちろん、入

分野の講演や研究発表に参加してお

一面の黄緑、山は緑のアイコンで

社２年目の若手研究者からベテラ

り、各自の参加レポートから抜粋し

あったものが、今や木々の一本一本、

ン・中堅の営業マンまでといった登

て下記に掲載いたします。

葉の一枚一枚が描画されており、

壇者の多様性は、普段自分が参加す

AIじゃないと創作できないレベル

る会計やコンプライアンス関係のセ

になっていることに驚いた。

ミナーとは明らかに異なっていた。

報告者：石原 佳和
「AIによるクリエイティビティと

また、音楽の世界ではモーツアル

印象に残ったのは、Sansan株式会

著作権」

トが自動音楽の譜面を書いていたこ

社において、サービス提供のために

オーガナイザ：武田 英明 氏（国立

とや、音楽が構造的に分析できるこ

必要な機能別にサービスフローを分

情報学研究所）江間 有沙 氏（国立

と、構造的に似ている曲は、感じが

解し、どの部分（例：名刺情報の正

情報学研究所）

似ていること、著名なアーティスト

確な読み取り）に特化するか、どう
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解決するか（例：汎用型のものは十

人的にも教えてほしい）と思った。

践的指導の際、指導役のタイプやス

分な性能が出ないため自社開発す

また、問題が複雑化多様化する現

キルレベルが均一ではないために学

る）を見定めた上で必要な投資研究

代社会で活躍する人間の特徴仮説と

習者の学びが非効率になるリスクを

を行っている、という経営的視点に

して、仮設思考と目的志向の他に、

低減するため、以下のような方法を

立脚した説明が、異なる専門性を持

デジタルスキルが高いということが

設定し検証をおこなっている。以下、

つであろう

に参加する

示された。これらの特徴は、世の中

AI活用のコアとなる部分をまとめ

向けに行われていたこと

に問題を問いかけPDCAサイクルを

てみる。

である。世の中一般としても、一つ

回すための特徴とも言え、このよう

ユマニチュード ®という介護ケ

の専門性のみで完結できる仕事は少

な特徴を備えた現代社会で活躍する

ア技法の習得を目的とし、初心者

なくなってきている実感があるが、

人間というのは、従来大企業の組織

によるケア実践場面の映像を指導

この点から見ても業際、特にITに

力がなければ行えなかったことがよ

役と学習者がディスカッションし

関する分野とその他の業務との垣根

り小規模なレベルでも可能となって

ながら各ケア技術を評価・記録し、

は明らかになくなりつつあることを

いる、という分析に共感するととも

その結果をデータ化・可視化する

強く感じた。

に、果たしてここを自ら伸ばすには

→初心者によるケア技術の映像の

技術者

AI学会

どうすればよいか、と悩みを抱いた。

うち、評価対象となるケア技術

一方、「プログラミング教育を子供

が行われている映像データと、

に」という前に大人が自ら学ぶべき

指導役が合格点をだす評価基準

という指摘もあったが、プログラミ

及び評価結果を関連づけてデー

ングを学んだ経験を持つ者としてそ

タ化することや、そのサマリー

の通りだと感じた。

を見た目にわかりやすいグラフ
等に瞬時に加工する際に、AI

報告者：原 繭子

が活用されていると理解した。

ムJAPANがやるべきこと」

「認知症ケアの経験学習を促進させ

サマリーの画面は、映像、セオ

（岡田 隆太朗 氏、大谷 光 氏（い

る実践動画を用いたケアスキル高度

リー通りに行われているケアを

ずれも日本ディープラーニング協会））

化フレームワーク」（静岡大学創造

時間と種類で分類した棒グラフ、

科学技術大学院

注意すべき行為や禁止行為を示

「

１億総AI人材時代へ

、チー

激変する事業環境の中、日本だけ

小俣敦士氏）

が突出してテクノロジーに関する学

AIを事業活動に活用する事例を

すサイン、などで構成されてお

びなおしの機会の必要性についての

知りたいと思いこの学会に参加した。

り、口頭では説明しきれない情

意識が低いということが示されたこ

その中で、認知症ケアのOJT促進

報を多数盛り込んだ内容となっ

とや、依然として学校で学んだこと

にAIを活用した研究発表が印象に

ている。

で一生仕事ができるという意識があ

残った。

上記をコアとして実験を行った結

るのではないかという指摘がなされ

この研究ではまず最初に、認知症

果、人によるコーチングなど、AI

た点について、非常に大きな問題意

は、物忘れ、理解度の低下、時間や

に代替できない部分は残るものの、

識を持った。

場所がわからないなどの「中核症

動画から視覚的に判断できるスキル

状」の症状に加えて、環境の変化等

については指導レベルを一定以上に

とは我々公認会計士としてはむしろ

に起因し、人によっては不安、徘徊、

揃え、指導役と学習者の相互理解

自然なことであるが、本来の専門性

興奮・暴力などの「行動・心理症状

（情報伝達と認識揃え）がスムーズ

を保つための学びの他に、どの分野

（BPSD）」を示す場合があるが、

に行え、質を確保しつつ効率的な指

について、具体的にどのように学ん

特に後者の対応が介護者に負担を与

導方法が行えるとのことであった。

でいけばよいのか、に対する答えや

え離職につながることが課題になっ

この研究は「届けたいケアを行う

機会を提供することが、IT委員会

ている、と指摘。その社会課題を解

技術を身につけることにより、介護

に求められるのではないか（また個

決する方法として、OJTにおける実

者の精神的負担を減らし高齢者の生

学び続けないといけないというこ
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活の質向上を図る」目的で行われて

視聴しなかったセッションのレ

する予測を試みるなど、AIを使っ

おり、まだ改善余地はあるとのこと

ジュメもダウンロードすることがで

たさまざまな取組が増えているが、

である。しかし、介護だけでなく

きた。業務や生活、そしてIT委員

中でも自動化ツールとしてはAIは

サービス業界全般や、伝統技術・職

会の活動のヒントになるものを探し

すでに一定の成果を収め始めている

人技術の伝承が喫緊の課題になって

てみようと思う。もっとも、レジュ

ように思える。その一方、予測ツール

いる業界や事業者にも活用できる可

メは、3036ページもあるので全ペー

としては、まだまだ人のサポートが

能性が感じられ、人口減少の日本に

ジ通読はできない。私の能力、関心、

できるかどうかという段階と感じた。

明るい未来を期待したくなる発表で

その時の気分を考慮して、最適な

全体を通して、一歩一歩我々の業

あった。

ページを示してくれるAIがあった

務は生活の中に近づいてきているこ

らよいのになあ、と思った（残念な

とを感じさせる今回の学会の内容で

がら、上記③は、私のワガママに答

あった。

報告者：川喜多 由博
オンラインで以下の発表を始めと
し、計６つの発表を視聴した。

えてくれるテーマではありませんで
した）。

・「AIと透明性が裁判における
人々の信頼に与える影響」−①
・「AIの同一性の確認について
の一考察」−②
・「興味コンテンツの与える感情

最後に
今後、公認会計士として求められ

報告者：北川 廣基

ることは、AI技術の開発者になる

あるセッションで、専門家の中で

ことではなく、最低限度でもよいの

もなお、AIの定義が曖昧であると

で、AI技術に関する基本的な原理

おっしゃられていた。これが専門家

や概念を理解した上で、AI技術を

を考慮した書籍推薦システム」

の共通見解ではないかもしれないが、

使いこなせる職業専門家になること

−③

専門家の中でイメージするものが未

であると考えます。但し、基本的な

雑感２つを記載する。

だ定まっていないということは、人

理解をしないまま短絡的にAI技術

１つ目は、発表者が必ずしも理系

工知能の分野が、まだ研究の余地が

を利用してしまうと、AIを利用し

の研究者ではなかったことである。

ある分野である証左ではないかと考

たものの「結局、何がしたいのか」

例えば、①は、同志社大学商学部の

え、今後も人工知能というもの自体

を見いだすことができなかったり、

学生による発表であった。私は、理

が進化するのではないかと期待して

「なぜその結論になるのか」を説明

系研究者や研究系の組織（例えば、

いる。

することができなかったりすること

②のNTT社会情報研究所）などに

幾つかのセッションに参加して、

になるでしょう。このようなことで

よる研究内容については、私自身が

AIの権利・責任について、法的な

は、AI技術に使われてしまう結果

理解できなくても、その研究成果を

整理は進める必要があるように思っ

となってしまいます。我々公認会計

生活の中で享受させてもらえればい

た。もし、有名な絵画を学習した

士は、AI技術をうまく利用し、今

い、などと思う気持ちもあった。し

AIが、新たな絵画を生み出した場

の業務に新たな付加価値を生み出せ

かし、自分の出身と似た文系学部の

合、その絵画の権利はAIを作った

る職業的専門家を目指す必要がある

学生が楽しそうに発表している様子

人にあるのか、あるいは、新たな絵

と、今回のAI学会に参加して改め

を視聴して、私もキャッチアップし

画はその元となった絵画の模倣であ

て思いました。

ていきたいと感じた。

るため、AIが著作権を侵害してい

２つ目は、サンプル数が少ない実

ることになるのか。このように、

験結果を発表しているグループが予

AIにより生まれた作品の権利関係

想以上に見受けられた。「統計的に

の整理は必要であろう。また、自動

十分な調査ではありません」と断っ

運転車による事故の損害賠償責任の

た上で発表されており、そういうの

ように、AIが判断を失敗した時に

もアリなのだな、それならば、IT

は誰が責任を取るべきか、も解決す

委員会等でもできそうなことがあり

べき課題である。

そうだと思った。
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関西地区三会共催 組織内会計士委員会 社外役員専門委員会 研修会 開催報告

「ヘッドハンターから見た会計士社外役員に
対する資質と期待（対話編）」
お い だ

組織内会計士委員会 社外役員専門委員会

委員長

種田

ゆみこ

研 修 テ ー マ ： 「ヘッドハンターから見た会計士社外役員に対する資質と
期待（対話編）
開 催 日 時 ： 2022年６月30日（木）18:30〜20:30
場 ： 近畿会会議室（MS Teams併用）

会
参

加

者 ： 会場参加13人とオンライン参加58人

構

成 ： １部 基調講演 ／ ２部 パネルディスカッション

講

師 ： 坂本

正明 氏（株式会社ボードアドバイザーズ パートナー）

講 師 紹 介 ： 2020年９月にボードアドバイザーズに参画。日本の大手・中堅企業トップが抱える経営課題に対
し、「戦略」と「人材」の側面から解決支援に長く携わる。経営幹部及び社外取締役の招聘、経
営幹部のアセスメントやリーダーシップ開発が専門。専門分野で培った知見を基に取締役会評価、
指名委員会活動支援にも従事するなど豊富なアドバイザリーを提供。
パネリスト① ： 赤松

育子 氏（公認会計士、日本公認会計士協会本部理事、本部社外役員協議会メンバー・研修

専門委員会委員、神奈川県会幹事、現在４社の社外役員）
パネリスト② ： 北山

久恵 氏（公認会計士、日本公認会計士協会副会長※、近畿会前会長、近畿会社外役員専門

委員会委員、現在３社の社外役員）
※セミナー当時の肩書き

企 画 の 意 図 ： 2022年３月16日開催の本部社外役員ネットワーク研修会（CPE ONLINE、eラーニング「E090750」）
との違いは、今回は、対話形式で、録画では話せない「ここだけ話」を実施。
１以上とするほか、必要な場合には

を持ち、「そうだ！専門家の話を

2021年６月、金融庁および東京証

過半数の選任を検討することが求め

伺ってみよう〜！」というのがこの

券取引所より、２回目の改訂コーポ

られるようになりました。そこで、

企画のきっかけです。

レートガバナンス・コード（以下

会員である公認会計士に社外役員就

「改訂CGコード」という）が公開、

任サポートを目的とする当委員会で

施行され、2022年４月には東証市場

は、企業はこの「独立社外役員の選

１部では、経営人材コンサルがメ

再編がスタートしています。改訂

任」という課題にどのように人材を

インの講師による基調講演では、社

CGコードでは、プライム市場の上

探すのか、どうしたら公認会計士が

外役員が果たす役割、社外役員に求

場会社は、取締役会における独立社

社外役員に就任するチャンスが増え

められる「属性」、コーポレートガ

外取締役の割合を少なくとも３分の

るのか、ということに、非常に興味

バナンスの動向、取締役会が果たす

１. はじめに

２. 研修会概要
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べき監督機能などの知識のおさらい

できない ③とにかく発言しようとす

影響力を持つ社外役員にとって

と、２部では、実際にヘッドハント

る、などが挙げられる。

極めて重要である。

もされている講師と複数企業の社外
役員をされている女性会計士パネリ

④会計士は、コーポレートガバナ
〜社外役員の選ばれ方〜

ンスを理解し体現するのに、有

スト２人と、社外役員への期待、社

具体的に、社外役員候補として声

外役員の選ばれ方などのテーマで対

が掛かるためには、社外役員人材と

⑤まずは社外役員を経験し、実績

話をして頂きました。「社外役員」と

して認知されることが重要である。

を作ること。そのために、自分

しての好事例及び失敗事例を伺い、

これまで縁がなかった人を社外役員

を理解してくれるヘッドハン

会計士が社外役員としてこれまで以

として迎え入れることは、やはり不

ターを上手に活用してほしい。

上にご活躍頂くための情報の整理と

安で、候補人材のリストを見た時、

視座や気付きをご提供頂きました。

社外役員経験に目が行くのは自然の

２部の対話編は、eラーニング化

成り行きである。そのため、まずは

しない前提での「ぶっちゃけ」トー

「社外役員」経験を１社でも持つこ

ク！ですので、詳細は記載できませ

属

とが重要である（＝「インナーサー

ん。代わりに、どんなテーマがあっ

、コーポレートガバナンスの動

クル」に入る！）。但し、社外役員

たのかだけ記載しておきます。

１部の講演では、社外役員が果た
す役割、社外役員に求められる
性

利な立場にいる。

向、取締役会が果たすべき監督機能、

としての実績については、当然評判

会計士社外役員への期待、社外役員

も伴う。従って、「まず着任する」、

・社外役員になってやってみたいこと

の選ばれ方、などをお話頂きました。

その後「『社外役員への期待』に応

・社外役員として就任した経緯（「な

これは、知識のおさらいとして、

える働きをする」ことで、優秀な社

れそめ」）…知人の紹介or紹介会

2022年３月16日開催の本部社外役員

外役員人材として認知され、他の社

社経由

ネットワーク研修会の短縮版なので、

外役員の機会が拡がると心得るべき

・心掛けていること

詳細はeラーニングを視聴・資料閲

である。

・「ここ古いな、変えたいな」とい
うことは何か？

覧下さい。ここでは、会員の一番の

・社外取締役として、周りに対して、

関心事を取り上げてみます。

どんな影響を与えることができた
のか？

〜会計士社外役員への期待〜
CGコード導入以降、会計士の独

・志半ばの退任で得た教訓は何か？

立社外取締役への登用は増加で、社

（何を学んで、この次ならばどう

外監査役についても、会計士の占め

するか）
・「オフサイトミーティング」の活

る割合は一貫して増加傾向である。
では、会計士が社外役員として発揮

〜今日のお話のまとめ〜

用は？（意義、社外役員としてど

できる強みとして、①外部会計監査

①社外役員の果たす役割は、ます

う関われば良いか）

人の守備範囲の外側で社長が必要と

ます大きなものとなっている。

・オフサイトのエグゼクティブミー

する、専門知識・見識の提供 ②様々

②社外役員として期待される機能を

ティング（＝議事録を取らずに自

な事業を見てきた経験の蓄積による、

果たすためには、経験やハード

由な議論）の様子は？

物事を俯瞰できる視座の高さ ③客観性、

スキルだけでなく、多面的な 属

・守秘義務との関係は？

プロフェッショナリズム ④質問力。

性

・社外役員になる方にアドバイスや

を具えることが望ましい。

逆に、社外役員として「うまくいか

③特に、コーポレートガバナンス

ない」ケースは、①自分の経験を押

の趣旨や背景をしっかりと理解

し付ける ②気づきにつながる質問が

することは、経営の意思決定に

12
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３. 終わりに

ころ、東京から来阪し

公認会計士が「社外取締役」の立

てご講演いただきまし

場で会社経営に関与するときは、経

た講師の坂本正明様、

営陣の一員として、会社経営が正し

パネリストの神奈川県

い方向に向かうよう対処する必要が

会の赤松育子様、近畿

あるので、今回の研修で、期待され

会の北山久恵様、およ

る役割・機能を改めてご認識頂き、

び、ご参加いただきま

皆様が関与する会社の経営に役立て

した多数の皆様にはこ

て頂けたらと思います。

の場をお借りして熱く

最後になりますが、御多忙中のと

03

御礼申し上げます。

会員の皆さまへ

「社外役員候補者紹介システム」、
「公認会計士社外役員ネットワークへの加入について」のご案内
日本公認会計士協会ホームペー
ジ【会員マイページ】よりご覧い
ただけます。

①
属性別の会員ネットワーク

中小企業監査事務所連絡協議会

税務業務部会

公会計協議会

公認会計士社外役員
ネットワーク

①会員マイページにログインいた
だき、画面下部にあるアイコン
「公認会計士社外役員ネット
ワーク」をクリックください。
②移動先ページ下部にある「公認
会計士社外役員ネットワークへ
の加入について」、「社外役員
候補者紹介システムについて」
の【こちら】からお進みくださ
い。
※マイページにログインいただく
には、IDとパスワードが必要

②
公認会計士社外役員ネットワークへの加入について
ネットワークへの加入

日本公認会計士協会の会員及び準会員であれば加入可能ですが、ネットワーク会員種別としては、正会員・賛助会員があり、当
協会会則・細則において、それぞれの要件を以下のとおり定めています。
正会員

社外役員会計士（株式会社の社外取締役及び社外監査役に就任している会員及び準会員。以下同じ。）である者又は社外役員会
計士であった者
賛助会員

正会員以外で、社外役員会計士の職務に関心がある者

社外役員候補者紹介システムについて
日本公認会計士協会は、社外役員に公認会計士の登用を検討している企業に対し、公認会計士を紹介する「社外役員候補者紹介
システム」の運用を開始します。

当協会の会員（準会員を除く）で公認会計士社外役員ネットワーク会員（正会員・賛助会員）の方は、候補者としてご登録いた
だくことが可能です。

公認会計士社外役員ネットワークへの加入や社外役員候補者紹介システムへのご登録をご希望の方は、こちらへお進みください。
<https://jicpa.or.jp/n̲member/support/independent-directors/>

です。
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公認会計士の日記念セミナー開催報告
広報部

副部長

宮口

亜希

日本公認会計士協会近畿会では、

われています。2025年日本国際博覧

金以外のものがデジタルで共有で

毎年７月６日の「公認会計士の日」

会テーマ事業プロデューサーや、う

きるようになり、システムのため

の記念企画として一般向けのセミ

めきた２期アドバイザー、大阪大学

に人があるのではなくて、人がど

ナーを開催しています。今年は７月

医学部招聘教授もされており、大阪

う生きるか（いのちの輝き）が根

７日に慶応義塾大学医学部教授の宮

にも深い関わりをお持ちです。

底にあったうえで社会を共に作っ

田裕章先生をお招きし、「大阪・関
西万博の開催で関西経済はこうな

ていくといった変化が訪れる、そ

Ⅱ. ご講演内容について

ういった転換点の中で開催される

る！〜企業を支える公認会計士の役

宮田先生は、2025年開催の万博

万博である。

割〜」と題して、オンラインによる

『いのち輝く未来社会のデザイン』

・会場設計のコンセプトは、多様性

セミナーを開催いたしました。

で「いのちを響き合わせる」という

があるものがひしめきつつも、ゆ

テーマ事業を担当されます。

るやかに同じ空を見ようといった

以下、講演の要旨です。

ものとなっている。同じ空を見な

１．大阪・関西万博

がら、これからどういう社会を目

・前回開催の1970年万博当時は高度

指していくのか、一人ひとりがど

経済成長期であり、物質文明、産

う豊かに生きるのかを問うのが、

業革命を享受しながらみんなが同

この万博の意義である。

じように豊かになっていった上り
調子の時代であり、物質的な成長

２．社会の未来はどうなるのか

が目覚ましい中で日本の飛躍とい

・経済は非常に重要な軸であるもの

うものを大きく感じることができ

の、経済がベースにあって社会を

る万博であった。一方、今回の万

創る時代は終わり、どういう未来

講師の宮田先生をTVでご覧にな

博はどうか。物質の時代は終わっ

社会を創るのかを先に考える時代

られたこともあるのではないでしょ

て、物質の豊かさで幸せが測れな

になる。

うか。銀髪に革ジャンといった大学

い時代となり、経済成長だけが目

・デジタルによって、未来につな

教授とは思えないお洒落で奇抜な姿

的ではないということが叫ばれる

がっている価値を共有できるよう

でスクリーンによく登場されていま

昨今、万博はもはや経済成長を見

になった（環境への影響、格差の

す。専門はデータサイエンス、科学

せる場ではない。

問題、戦争、命、健康の話等）。

Ⅰ. 講師略歴

方法論、Value Co-Creationで、デー

・農業革命、産業革命、情報革命と

例えばウクライナ問題。以前のつ

タサイエンスなどの科学を駆使して

いった文明の転換点を経て、デジ

ながっていなかった世界であれば

社会変革に挑戦し、現実をより良く

タル技術とデータ活用の発展によ

局地的なもめごととして評価をさ

するための貢献を軸に研究活動を行

る新たな転換点を迎えている。お

れていたものが、デジタルで世界

14
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がつながったことによって、自分

中国では古くからある保険会社が

みにおける欺きやトリック等を発

事として考え始めている。先進国、

デジタルを駆使し成功している事

見すること、デジタルマネー、

途上国含めて、多くの人々が持続

例もある。

NFT、ブロックチェーンといっ

可能かつ公平な方向に向かわなく

・日本の古くからある企業は社是が

た新たな経済事象において、公認

てはいけないと考え始めている。

公益に向いている（三方よしの精

会計士がその正当性をチェックし

・デジタルの本質は人と世界や未来

神である）。デジタルで世界がつ

てくれることに期待したい。公認

をつなぐこと、社会と一人ひとり

ながった現在においては、三方よ

会計士の役割も新しい社会の中で

をつなぐことである。これによっ

しでないと成立しなくなってきて

発展、進化していくであろう。

て物質の所有ではなく、Well Being

いる（途上国を搾取して儲ける、

・これまでの平均的な幸福の実現の

=いのちの輝きをベースに未来を

環境を破壊して儲けるといった企

ためのビジネスや行政の役割から、

考えていく時代になってきている。

業は投資対象にはならない）こと

デジタルの普及によって、コスト

豊かさを測定する指標としても

から、日本の持っているメンタリ

をかけることなく、一人ひとりに

GDPだけではなく、GDW（Gross

ティーが可能性を生むことも期待

寄り添いながら誰も取り残さない

Domestic Well-Being）もみていか

できる。

という新しい目標を目指すことが

ないといけないと考えている。

・職人文化、プロフェッショナリズ

できるようになると考える。

ムも変わってきている。例えば映

・デジタル後発の日本でも新しい社

３．デジタルによる社会の変化

画や映像の世界において、従来は

会を目指せるタイミングにある。

・情報革命において、インターネッ

万人にうける作品が必要であった

貧困問題に対してデジタルを駆使

ト、スマートフォン、SNSの登場が

が、世界中の人と同時につながる

することで、コストをかけずにア

あったが、ここからの10年でデジタ

ことによって万人にうけないニッ

プローチ、サポートできるように

ル（データ、AI、量子コンピュー

チな作品であっても、ビジネスと

なる等、いわゆる最大

タ等の様々な技術）によって大き

して成立するようになってきた。

最大幸福を追求するために、デジ

く変わっていくことが想定される。

さまざまな業界で同じ傾向となっ

タルだからこそできることを見つ

ている。

けながら、新しい社会を創造しな

・デジタルが前提になったことで、

多様

の

これまでの最大多数の最大幸福の

・個人としてスキルを磨いて何かを

追求から、一人ひとりの幸福の追

達成するというより、ネットワー

求に合わせたサービスに変わりつ

クの中で自分の力をどう活かして

・データは人々のものであり、共有

つある。ファイナンスの分野にお

いくか、あるいは個人の力だけで

できるものだという考え方が大切

けるフィンテックの登場もその大

なく、ネットワークにアクセスし

である。資源である石油、石炭と

きな変化の一つである。中国にお

ながらアップデートする力を持た

いった排他的に所有することが重

けるデジタル人民元など、お金の

ないと生き残れなくなってきてい

要であるものとは違い、データは

流れをすべて把握することにより、

る。専門職においても、知識をい

共有することにより新しい価値を

お金の価値そのもの、消費そのも

かに美しくストックしているかよ

つくることができる、共創＝Co

のに対するデザインができるよう

りも、センス良くネットワークを

Creationできるものである。

になる時代がくるかもしれない。

作る力やアクセスできるセンスを

・データ駆動型社会の事例は、中国

もっていることが重要になってき

４．Better Co-Beingを目指す時代

ている。

・SDGsは「いのちを消さない」と

やシリコンバレーに集中している。

がら進んでいくことが必要だと考
える。

ただデジタルにおける革新はテッ

・会計の世界では、お金の流れが可

いったミニマルな視点でやってき

ク企業だけが行うものではなく、

視化されてくる中で、新しい仕組

た。ここから先は、「いのちの輝

19727
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き」を見せることで初めて貧困か

創ることが、これからの未来の姿に

で、万博に対する想いの強さが伝

ら抜け出せるのではないかと考え

なる。その時に人がただ「Being/生

わってきました。今回、超ご多忙な

る。例えば、どう生きるとその人

きる」ことだけでなく、「Co-Being/

中、講演をお引き受けいただいたの

らしく、また将来の夢が持てるの

共に生きる」ことを選択することで、

も大阪の人と一緒に作る万博なので、

かといったキャリアを開くような

新たなコミュニティ、新たな未来を

大阪で講演をしたかったからとおっ

サポートをすることも必要である。

創る時代がくると考えている。

しゃっておられました。ご講演を聞
き、さらに来る万博が楽しみになり

・Better Co-Beingはサステナビリティ
とWell Beingを合わせた概念であ

Ⅲ. セミナーに参加して

り、共に生きる中でより良い世界

宮田先生はこの万博に企画、構想

を目指していくことを方向性とし

段階から関わっておられるとのこと

て掲げている。
・万博のテーマ「いのちを響き合わ
せる」ではBetter Co-Beingを軸に
しながら、いろいろな企業、人、
国々と未来を考えていくといった
取り組みができればいいと考えて
いる。
5．最後に
人々が社会システムの中で歯車の
ように生きざるを得なかった時代か
ら、一人ひとりの「生きる」が先に
あって、その多様な「生きる」を響
き合わせながら新しい社会をともに

16
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「公認会計士法改正の概要及び公認会計士制度検討PTの
報告と意見交換会」開催報告
副会長

安井

康二

2022年７月19日に近畿会研修室に

士制度の在るべき姿に関する論点

企業については、従業員の保護・個

おいて、「公認会計士法改正の概要

（中間報告）」の公表について）。

人投資家保護の観点は必要であるが

及び公認会計士制度検討PTの報告
と意見交換会」が開催され、本部か

上場するにふさわしくない企業につ
以下、意見交換の様子についてご

いては退出していただく必要がある

ら手塚正彦会長、加藤達也副会長、

報告いたします。

のではないか。結果、会社側にも監

茂木哲也常務理事（次期会長予定者）

質問①

査人側にも余裕ができる。

がお越しになりました（肩書は当時、
以下同じ）。

監査の品質向上のためにこれまで

また、今の会社の不満は監査人が

何十年もかけてきたが、まだ監査制

会社のビジネスを理解していないこ

度に問題・欠陥があるのか。いつま

とにある。協会の調査でもそういう

で自主規制の強化、信頼性の向上を

結果が出ており、日本を代表する企

言い続けるのか。

業のCFOからも、監査人が企業の

回答①

実態を理解していないので、監査人

個人的には制度的には整っている

交代を考える会社は多く、これは改

と思う。ただ、現状では、現場でや

善すべきでは、と言われた。このビ

ることが増え、本質が見極められず、

ジネスを理解していないという点が

監査の失敗が起こり、粉飾を見逃し、

一番の問題であり、それが粉飾を見

経験して」と題し、公認会計士法改

結果として規制が強化され、窮屈な

逃すことにつながっているので、余

正の経緯、５つの戦略目標について

業界になり、人が集まらず、品質が

裕をつくり、足りないことを補うこ

の３年間の総括、ビジョンペーパー

劣化するという悪循環に完全に陥っ

とに使ってもらいたい。（手塚会長）

2022、ブランディングプロジェクト、

てしまう。これは世界的にもそうで

資本市場の課題についてご報告いた

あり日本も例外ではない。

手塚会長からは、「３年間会長を

質問②

法令基準で求めているものについ

上場企業側の罰則、経営者への罰

ては緩和していく必要があると考え

則強化がなぜこれまでできなかった

公認会計士制度検討PTの構成委

ている。四半期報告と四半期短信の

のか。

員長をされた加藤副会長からは、同

一本化はその流れであるが、個人的

回答②

PTの中間報告の概要（現状認識、

には第１四半期レビューはなくとも

検討指針、論点整理）についてご報

影響は少ないと思っている。そして、

する小委員会において、ある国会議

告いただきました。なお、中間報告

会社法と金商法の二元的な監査を見

員から企業側にも問題があるのでは

書については、会員マイページにお

直すべきと考えている。株主総会の

という問いかけを受けて、経営者の

いて７月１日に公開されております

開催時期も分散化され、監査時間も

罰則の強化の議論をすべきという意

ので、ご参照ください（ホーム＞専

確保されることになると思う。

見を申し上げた。過去はこういう意

だき、次期会長予定者である茂木常
務理事をご紹介されました。

門情報＞専門情報一覧＞「公認会計

市場の構造改革、時価総額の低い

2019年10月自民党の企業会計に関

見は、監査人側の事情と捉えられ、
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日本の資本市場のために必要と捉え

選できない。常設機関ができるそう

マニュアル化してしまっている。

られていなかった。金融市場を成長

だが、累積投票で当選された方で改

回答⑥

性の高い市場にするという前向きな

革ができるのか。

議論の中で規制の検討は行われてい

回答④

個人の方でもできる環境の整備は
そのとおりと思う。今回の議論の中

なかった。今回の四半期の見直し等

現行の選挙制度がいいか悪いかは

で、外部からは個人で監査するのは

は、前向きに変えていくという中で

言えないが、役員の多様化は重要で

廃止すべきであるとか、どれくらい

の話であり、この検討を進めるチャ

ある。（東京区では）大手から７、

のパートナーが必要か法制化すると

ンスである。金融庁は内部統制報告

８人ずつ出ているが、中小、個人の

いう意見がでたが、反対した。中小

監査制度の実効性強化を考えており、

バランスが取れる枠にはなっている。

法人、仮に５人のパートナーの事務

これも検討のチャンスである。

（手塚会長）

所であっても、上場会社数社の監査
については、補助者をしっかり集め

アメリカのように禁固20年といっ
た議論は実効性の観点からも難しい

質問⑤

れば監査は可能である。個人の方や

としても、経営者側に情報開示に関

ブランド戦略についてこれまでに

中小の方の可能性を摘まないように

する責任意識を高めてもらうために

何度も質問し、丁寧に回答してくれ

したい。ただし、ローテーション・

宣誓してもらう対応が考えられる。

ていることには感謝したい。ただ、

継続性の観点からは一定の規模は必

今までも２、３行の宣誓をしている

いくら使ったかを明らかにしてほし

要と考える。大手監査法人の多くの

が、SEC登録企業は詳細な宣誓をし

い。また、ブランド戦略を進めるに

マネジャーが必ずしもパートナーに

ている。監査のなかで経営者確認書

あたっては多くの会員の意見を聞け

なれるわけではなく、中堅中小法人

はあるが、本来は市場に対して宣誓

るようにしてほしい。

においての方が、本当に企業と対峙

すべきではないかと考えている。

回答⑤

して監査をする環境があるかもしれ

ブランドについては会員の意見を

ないので、そこで活躍する道もある

広く聞くようにしてきたが、そうは

と思う。また、協会では柳澤副会長

思われなかったのであれば反省した

を中心に中小事務所への支援をやっ

不正会計・不適切会計という言葉

い。ブランドという言葉がよくな

てきている。（手塚会長）

が使われているが、粉飾決算だと

かったかもしれない。「自分たちが

はっきり明示すべきと思うが。

社会にもたらせる価値は何なのか」

回答③

ということを会員が共通で持てる言

近畿会の事務局を快適にしてほし

粉飾決算は粉飾決算である。大手

葉は何なのか、ということを考えて

い。会計士のサロンのようにして、企

電機メーカーの事件の時から不適切

きた。皆様にもステークホルダーに

業の方も来ていただいて話を聞ける

会計と使われている。そもそもこれ

ももっと理解して使っていただける

ような場所にしてほしい。企業の方

については、会計とか決算の問題で

ようにしたい。お金については、数

には、監査は時間の無駄と思ってい

はなく、やっていることがよくない

千万円は使っているが、今後は出な

る人もいる。監査の合理化を図って

のであって、開示不正といったレベ

いと思う。（手塚会長）

企業の評価を得るようにしてほしい。

（手塚会長）
質問③

回答⑦

ルの話ではなく、企業行動としてど
うなのかということを言っていく必
要があると考えている。（手塚会長）
質問④

質問⑥

ており、会員のアクセスをよくする

サインでき、自分の責任について感

方向で考えている。これは地域会に

じ取ってもらえるようにしてほしい。

もフィードバックしたい。（手塚会長）

個人の会計士のフィールドを増やし

組織になっている。選挙も累積投票

てほしい。大手が行う包括外部監査

となっており個人で立候補しても当

についても同じような指摘が多く、
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直接選挙にすべきと思う。茂木会長

める期間が短期化している。詳細化

仕事をしているのか、どう役にたっ

の時には方向性を考えてほしい。直

された基準に従い、やるべきことを

ているかについて考えていく必要が

接選挙の方がより多くの方が会務に

決め完了させることに注力してし

ある。（茂木次期会長予定者）

関わってもらえるようになる。

まっており、会社の方と向き合い、企

回答⑧

業をよくしていくのだという実感を

意見交換においては、多数の的確

この３年間協会のガバナンスについ

得られなくなっている。企業もそう

なご質問がなされ、手塚会長、加藤

て検討を続けてきた。結論が出なかっ

なのだが、企業は会計士に頼ってし

副会長、茂木次期会長予定者には真

たので引継事項とした。茂木次期会

まう。相当の会社を監査人がサポー

摯にご回答いただきました。大変有

長予定者も関わっていたので、引継

トしている。そういう企業には上場

意義な意見交換となりましたこと、

ぎは大丈夫と思う。
（加藤副会長）

の意義を真剣に考えてもらいたい。

参加者の皆様には感謝申し上げます。

両方の意見があり、議論を引き続

また、「我々は740兆円の国民の

新任期においても会員の皆様との建

きしていきたい。（茂木次期会長予

富を支えている」ということに誇り

設的な議論を通じて、業界、会務運

定者）

をもってもらいたいということを監

営をよりよくする活動を行ってまい

査法人他で話をしている。よりよく

ります。

質問⑨
試験合格者の在学生の割合が多く
なっており、大半は大手監査法人に

仕事をできるように協会は制度面で
サポートしたい。
（手塚会長）

就職するが、会計士業務の受益者が

「我々は740兆円

投資家であるため、感謝される機会

の国民の富を支えて

が少ない。魅力ある業界にしてほし

いる」という手塚会

い。

長の話を聞いて、若

回答⑨

い人はやりがい・元

学生が夢をもって仕事をしてもら

気を感じたようだ、

うことが重要。ブランドプロジェク

という話を監査法人

トもそのための取組みである。合格

で聞いた。何のため

者は大手監査法人に大半行くが、や

に、どこに向かって

19731
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組織内会計士委員会

「会計士のための伝わるプレゼン術」実施報告
組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会

委員長

川瀬

敬義

昨年行った本部での研修がとても

ここで、プレゼン資料のわかりや

なお、どうしても必要な専門用語

好評で、eラーニングを含めた受講

すさのポイント３つを挙げられまし

については「」書きしてその説明を

者数が数千人を超えているそうです。

た。下記の①〜③です。作成順もこ

資料の外に持っていくというような

近畿会で研修を行うことが決まっ

の順番で行います。特に作成が分業

コツがあります。

た直後に、中央経済社から著書が発

になっている場合、最初にアウトラ

売されるということをお聞きし、本

インをしっかり作っておくと作業が

のタイトルをほぼそのままに「会計

スムーズになります。

士のための伝わるプレゼン術」とい

①アウトラインがわかりやすい

う研修タイトルにしました。（研修

結論を先に持ってくることが１つ

の実施を告知した会報と同じ号に、

目のポイントです。すべてを見るこ

協同組合からこの本の紹介を掲載す

とが基本である映画館とは違い、重

るという仕掛けもしていました。）

要な人物が途中に退席などというこ

眞山先生の詳しいプロフィールは

とも考えられます。起承転結を意識

説明とチャートは連動することが

本の著者紹介に書かれているのです

するより、まず結論を持ってくるべ

必須です。決算説明資料などでよく

が、特にJAPAN MENSA会員とい

きです。

あるのですが前年のパワポから数字

うことと、日本最大のスピーチコン

「カスタマージャーニー」を意識

テスト大会で日本一に輝かれたとい

することが２つ目のポイントです。こ

う内容が目を引きます。

れを外すと聞き手の心の中に意図し

会計士のプレゼンは資料作りが８

を変えているだけという場合には特
に注意が必要です。
シンプルで？？にもわかるように

ないクエスチョンが発生してしまい、

することも必要です。上級者向けで

こちらのペースに持っていけません。

もこのようなページにしておいたほ

質疑応答時にどのような答え方を

うが良いこともあります。（？？の

するかについてもコツがあります。

文字は研修スライドと著書で変えて

これが３つ目のポイントです。SDS

います。研修の資料をお持ちの方は

法・PREP法・PCS法と呼ばれるも

どのように変えているか見つけてみ

のです。この手順に従って答えると

てください。）

困りません。（この詳しい説明は著

研修の内容

③チャートがわかりやすい

そして、１ページ１メッセージ・

書を読むとよくわかります）

図やチャートをフル活用・目線の動

②メッセージがわかりやすい

きを妨げないということも留意点と

割を占めるということで、今回は資

聞き手に合わせてページタイトル

して挙げられます。なお、聞き手の

料作りに焦点を当てた研修になって

とメッセージを練り上げることが必

カテゴリが複数に分かれる場合には

います。

要です。

同一内容を２枚にしてシンプルなも

20

SEPTEMBER 2022

19732

報 告 REPORT

06

の、文字の羅列のものを作るという

今回の研修は１か月以上前の告知

テクニックもあります。（著書の61

だけだったにもかかわらず、申込者

今回の研修については、申込できな

ページ〜62ページに書かれています

が多く限界人数を突破していました。

かった方や東京など見ることができ

ので気になった方はご覧ください。

とても期待の高い研修だったと思う

なかった地域の方のために何らかの

IR資料作成時にかなり参考になる作

のですが、その期待通りの面白い研

方策を考えていきます。

り方です。）

修でした。組織内会計

になっていない方はご受講ください。

士としては、社内向け
もっと詳しく知

資料だけではなく社外

りたい、復習した

へのIR関係資料作りに

いという方は右記

も役立つ内容です。眞

の本となりますの

山先生には厚く御礼を

で協同組合や書店

申し上げます。

などでご購入くだ

なお、昨年のeラー

さい。
（好評のよう

ニングは2023年３月31

で７月に重版が発行されています）

日まで見ることができ

私も、研修後に改めて読んでみた

ます。こちらもとても

のですがさらに深く理解できました。

面白い内容なのでご覧
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ハロー！会計オンライン
2022夏の陣 開催報告
広報部サポーター

奥

裕輔
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

８月６日及び７日の２日間にわた
り、ハロー！会計オンライン2022夏
の陣を開催しました。近畿会広報部

【感想：中川

貴史】

「ハロー！会計」初級編の講師は
とても楽しかったです。

多くの小学生が参加してくれました。
自分の小学生の頃を思い返すと、勤
勉な小学生が増えているのかなと感

ではリスクを避けて今回もオンライ

小学生に会計を教えることはすご

じ、彼ら彼女らが社会人になったと

ン開催にしたため、コロナ第７波の

く緊張しましたが、授業を通じて、

き、自分が負けないよう頑張らなけ

影響を受けることなく、無事開催す

会計がわかった！と感想をいただき、

ればと思いました！

ることができました。全６公演、の

少しでも会計について知ってもらえ

べ442人の全国の小中学生に会計の

ることができてよかったです。

魅力を楽しくお伝えした様子をご報
告いたします。

８月６日開催
11:00〜12:00 初級編
まず先陣を切ったのは、中川貴史

15:30〜17:00 上級編

講師による初級編「焼きそば屋台大
作戦！」。小学校４年〜５年生を対
象として、78名が参加しました。内
容は原価計算について教えるもので

初日の最終公演は中学生対象の上

13:00〜14:00 中級編
中級編は青柳敏文講師による「牛

級編「ドーナツ屋経営は甘くない
⁉」です。ハロー！会計の集大成か

す。中川先生は授業前、緊張すると

丼vsステーキ

おっしゃっていましたが、チャット

これは、薄利多売の牛丼屋と高付加

価償却の概念から資金調達まで踏み

で子供たちと楽しく会話したり、子

価値のステーキ屋を題材に、子供た

込み、最後はなぜ公認会計士が必要

供たちに声で発言してもらったりし

ちに二択をさせながら損益分岐点分

とされているのかまでを、公民の教

ながら授業を進めていて、終始和や

析の重要性を説く内容です。会計士

科書と結びつけて教えるものです。

かな雰囲気でした。子供たちも授業

なら誰もが知ってる損益分岐点。こ

ドーナツ屋さん役の私（奥裕輔）

にとても積極的に参加してくれてい

れが案外、小学生にわかるように教

とそれに経営アドバイスをする公認

て、最後の質問コーナーまで大盛り

えるのは難しいんです。でも、青柳

会計士役の桂真理子講師との軽妙な

上がりでした。

究極の二択！」です。

つ金融教育にもつながる内容で、減

さんは講師の経験もあり、チャット

やり取りで進む授業に参加している

質問コーナーには中居紅美先生も

などで子供たちとコミュニケーショ

だけで、会計や投資の核心に触れる

登場。どんな仕事をしているかとか、

ンをとりながらテンポよく授業を進

ことができる内容となっております。

仕事でやりがいを感じることとか、子

めてくださいました。

台本はありますが、途中アドリブも

供たちは公認会計士の仕事にとても

【感想：青柳

敏文】

入れて笑いをとりながら楽しく授業

夏休み中で遊びたいはずなのに、

を進行していきました。笑いの中に

興味を持ってくれているようでした。
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も会計監査のポイントは外さず。終

８月７日開催

07

ました。お二人ともベテラン講師で、

盤に柚山直央人講師が登場して監査

この日も初めてのメンバーからベ

抜群の安定感で楽しくわかりやすく

をするシーンでは、独立した立場で

テランまでが講師を担当し、初級編、

子供たちと授業を進めておられまし

監査を行う公認会計士の意義が中学

中級編、上級編を盛り上げてくださ

た。子供たちも真剣な表情で授業に

生に実感を持って伝わったのではな

いました。

参加しており、授業に夢中になって

いかと感じました。
【感想：奥

裕輔】

今回講師デビューということで、
開始直前まで緊張していました。で
も桂さんの軽快で楽しい授業進行に
乗っかることで私自身の緊張もほぐ
れましたし、参加してくれた子供た
ちも楽しみながら授業を受けてくれ
ている様子でうれしかったです。
質疑応答のコーナーでは授業内容
がよくわかりました、というコメン
トをいただき、頑張った甲斐があっ
たなと思えました。

いるようでした。

10:00〜12:00 初級編

そしてこの回の質疑応答コーナー

この日も原価計算について学ぶ初

には青木瑞穂講師が参加。チャット

級編からスタート。今回の講師は私

を読むのが追い付かないくらいたく

（奥）です。一人で講師をやるのは

さんの質問をいただきながらも、限

初めてでしたが、子供たちがチャッ

られた時間で多くの質問に答えてく

トで積極的に参加してくれたので緊

ださいました。

張せず最後まで楽しく授業をやりき

【感想：川野

兵馬】

ることができました。自分自身が授

初級編から続けて参加してくれた

業に集中しすぎて、小学生のみんな

子もいて、チャットやリアクション

の顔色を見る余裕がなかったことが

も活発で講師としても楽しく進める

私の課題ですが、こうした学びがで

ことができました。終わってからの

きていい経験になったなと思ってい

感想で会計や公認会計士に興味を

ます。

持ってくれた子も多く、次回も参加

【感想：大澤

伊織】

したいとの声もいただきました。全

ハロー！会計２日目初級編の質疑

国からオンライン参加してもらえた

応答を担当しました大澤です。

ことも良い点だと感じています。

初めてこういった近畿会の広報活
動に運営側として参加しましたが、
活気的な小中学生の様子や近畿会の

８月６日の講師陣
J１も活躍中！所属法人以外のつ

活動を知ることができてとても良い
経験になりました。参加者から楽し

ながりができることもハロー！会計

かった！と言ってもらえてとても嬉

の魅力のひとつです。

しかったです！

15:00〜16:30 上級編
夏の陣のトリは中川貴史講師と青
木瑞穂講師による上級編。今回は青
木先生がドーナツ大好き社長役、中
川先生が社長に経営アドバイスをす
る公認会計士役を演じておられまし
後列左より：宮口副部長、安福、中川、奥、
村井、岡坂、川野、青柳
前列左より：種田副部長、中居、橋本、柚山、
桂部長、大澤、杉田

た。この授業に向けて、お二人で入

13:00〜14:00 中級編
２公演目は中級編で、川野兵馬講
師と桂真理子講師が授業を担当され

念に打ち合わせをされていて、丁寧
にチャットを拾いながら授業はス
ムーズに進行しました。
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都道府県別申込数の割合

さらにドーナツ会社の決算書を監

ハロー！会計は子供にわかりやす

査する公認会計士役として田中知幸

く伝える工夫を通じて、大人にも学

講師が登場。ベテラン会計士として

びがある活動です。面白そうだなと

しっかり監査してくださいました。

思った方は広報部サポーターに登録

【感想：青木

瑞穂】

を。講師または運営補助の参加案内

初めてのハロー！会計でしたが、

が届きます。特に若手の方に講師に

小中学生の素直な疑問に改めて気付

チャレンジしていただきたいです。

■ 東京（31%） ■ 神奈川（13%）■ 埼玉（９%）

かされることが多く、また講師の皆

若手でもできる貴重な機会ですし、

■ 千葉（９%） ■ 兵庫（６%）

さんのサポートもあり、とても充実

達成感も大きいので、少しでも興味

した時間を過ごせました。ありがと

を持った方はぜひ申し込んでみてく

おわりに

うございました。

ださい。

【広報部長

22%

31%

４%
６%
６%
13%
９% ９%

■ 大阪（６%）

■ 愛知（４%） ■ その他（22%）

桂

真理子】

今回のハロー！会計は若手講師の

参加者アンケート

すごさに感動しきりでした。講師陣

以下、全６公演のアンケート結果

の飲み込みの早さや対応の柔軟さは

です。参加者の満足度は大変高い結

抜群！やっぱ公認会計士になる子っ

果となっております。

てすごいわって、頼もしく感じまし
た。もちろん参加していた子供たち

授業のわかりやすさ

の吸収力にも感激。今回のハロー！
会計をキッカケに誕生するであろう

わかりにくい ２%

未来の公認会計士含め、これからの
普通 18%

会計士業界を支えていく人財の豊富
わかりやすい

80%

さにワクワクした二日間でした。
この勢いを万博に…。
2025年大阪・関西万博は「いのち
の輝き」がテーマです。会計を知るこ

将来役に立つと思ったか

８月７日の講師陣

とはよりよく生きることにつながる
との信念をもとに、万博でハロー！

役に立たない １%

会計を実現させるという大きな目標

どちらでもない

に向かって、関係者を巻き込んでい

13%

役に立つ

86%

きたいと思いますので、皆様、これ
からもどうぞ応援よろしくお願いい
たします。
さいごになりましたが、ハロー！

公認会計士に興味を持ったか
後列左より：田中、中川、川野、志倉
前列左より：桂部長、奥、青木、大澤、
杉田

次のハロー！会計は2023年春を予

定しています。リアル開催を３年ぶ
りに計画しているとのことで、私も
大変楽しみにしております。
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会計の準備から当日の運営までIT
面を安心・安全に支えて下さった事

持たなかった ２%

務局山部さん、見学や後方支援に来

どちらでもない

てくださった広報部の皆様、ならび

23%

興味を持った

75%

に一緒にハロー！会計を楽しんでく
ださった講師と補助の皆様、その他
関係各位に、この場を借りて厚く御
礼申し上げます。

第57事業年度 第３回
場

定例役員会報告

日 時：2022年６月24日（金）11時30分〜12時15分
所：ザ・リッツ・カールトン大阪 ４階 ザ・テラス・ルーム ／ 出席者：31名（役員数43名）

審

議

事

項

第１号議案 会員の褒賞について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、会員の褒賞について説明があり、審議の結果承認された。
近畿会褒賞細則第２条第１項第一号に該当する下記会員を褒賞致したい。なお、褒賞細則第３条により表彰
状及び記念品を贈呈する。
記
淺田

隆治

稲田

稔彦

岩崎

旭人

上田

勝弘

大石麻瑳央

小河

義夫

里内

幸雄

里見

喜隆

髙畠

明德

田

花田

昌己

松本

稔

森下

利一

渡辺

昌昭

淳雄

計14名（順不同、敬称略）

第２号議案 部・委員会の部・委員長及び副部・副委員長の委嘱について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、業務運営細則第10条、第12条に基づき、第57事業年度から第59事業年度に係る部・委員
会の部・委員長及び副部・副委員長を、別紙に掲げる者に委嘱したいとの説明があり、審議の結果承認された。

協

議

事

項

第１号議案 2022年度年間行事予定案について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、2022年度の年間行事予定について、別紙資料「近畿会年間行事予定表（案）」のとおり
予定しているとの説明があり、協議に入った。
この協議については、追加修正があれば事務局へ連絡をお願いすることで、協議を終了した。

報

告

事

項

第１号 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、６月の報告があった。
2022年通常国会で公認会計士法の改正案が審議され５月11日に可決・成立した。公認会計士法の改正は、
2007年以来15年ぶりである。上場会社の監査を担う監査事務所の規律、監査法人の社員の配偶関係に基づく業
務制限の緩和、企業内会計士の登録事項の整備、資格要件に関する実務経験期間の伸長等、喫緊の課題として
協会が改正を要望したもの。公認会計士・監査審査会の立入検査権限等の見直しについては、協会の品質管理
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レビューを前提とした現在のモニタリング制度に変化をもたらすものではないことについて、国会の参議院財
政金融委員会の質疑等によって確認されています。今回の改正は、短期的に解決可能な喫緊の課題について行
われました。今回の改正事項以外に、公認会計士の業務の拡大による公認会計士・監査法人の業務範囲の定
義、公認会計士に求められる資質・能力の変化に適応した試験制度や実務補習・CPE等含む人材育成制度の在
り方、監査法人の大規模化に適応した組織運営に関する制度の在り方など重要な課題が残されており、継続的
な議論を関係者と深めていく必要がある。公認会計士制度検討PTでは、これら中長期的な課題について論点
整理を行っており、中間報告の公表及び説明会を予定しているので、ご参加・ご視聴いただき、ご意見を聞か
せていただきたい。

第２号 理事会報告
（報 告 者）理事

増田

明彦

（報告内容）５月19日開催の常務理事会及び５月20日開催の理事会報告
■会長報告
１．会長動静
・日本税理士連合会幹部との会合
■常務理事会審議事項（理事会報告事項）
１．公共調達の在り方に関するプロジェクトチームからの報告「日本版ゲートウェイレビューの導入におけ
る実務上の課題と方向性」に関する件
２．倫理委員会からの意見具申「倫理宣言」に関する件
■理事会審議事項
１．「第56事業年度科目間の流用及び予備費の使用について」に関する件
２．専務理事の選任に関する件
■理事会報告事項
１．「公認会計法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」の成立及び会長声明の公表に関する件
２．会館等の施設のリニューアルに関する件

第３号 広報部報告
（報 告 者）広報部長

宮口

亜希

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
１．公認会計士制度説明会の実施結果について
（大学名）関西大学
（日

時）2022年６月３日（金）13:00〜14:30

（参加者）大学校舎での対面実施

商学部 １回生等：41名

２．公認会計士の日記念セミナーの開催について
（日

時）2022年７月７日（木）14:00〜15:30

（テーマ）「大阪・関西万博の開催で関西経済はこうなる！〜企業を支える公認会計士の役割〜」
（講演者）宮田

裕章 氏（慶応義塾大学 医学部医療政策・管理学教室 教授
大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー

（開催方法）オンライン開催（300名）
※2022年６月７日日本経済新聞朝刊にて告知済み。
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担当テーマ「いのちを響き合わせる」）
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第４号 研究・CPE研修部報告
（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

（報告内容）報告者より、CPE協議会の実施結果、CPE研修計画及び実施結果について報告があった。

第５号 会員業務推進部報告
（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。
堺市

指定管理者候補者選定委員会委員の推薦

交野市

指定管理者候補者選定委員会委員の推薦

島本町

固定資産評価審査委員会委員の推薦

他12件

第６号 監査会計委員会報告
（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）2022年６月７日（火）14:00〜16:00

（場

所）近畿会研修室（MS Teams併用）

（テーマ）「KAM強制適用初年度の検討プロセスにおける監査役等と会計監査人との連携」
〜中日本五会研究大会での発表を終えて〜
（出席者）関西地区三会20名、日本監査役協会関西支部９名

2022年度

近畿会および各部・委員会行事予定（2022年９月14日〜2022年10月14日）

9.14 （水）
社会保障委員会 社会福祉法人専門委員会

会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

9.21 （水）
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

第24回各士業女性合同研修会

10. 8（土）
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

研修室/MicrosoftTeams
15:30〜17:00

会議室16:00〜18:00
研修室/MicrosoftTeams
18:30〜20:30

10. 1 （土）
将棋部

会議室16:00〜18:00
研修室/MicrosoftTeams

定例役員会

18:00〜20:00
会議室/MicrosoftTeams
18:30〜20:00

9.22 （木）
正副会長会

10. 6（木）
正副会長会

10.13（木）
秋季全国研修会

研修室10:00〜16:40

10.14（金）
秋季全国研修会

研修室10:00〜16:40

会議室13:00〜18:00
Zoom13:00〜16:00
※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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９枚目のCDは、
「会計３兄弟」と「税金ヒストリー」
近畿会

毎年「税金のうた」の

１

僕の名前は

八ツ尾

バランスシート

CDをリリースしている

左は借方

資金運用の

資産

が、令和４年は、「会計

右は貸方

資金調達の

負債と資本

のうた」を作った。「会

借方と貸方は

バランスする

計３兄弟」と題するうた

ゲーテも驚く

複式簿記

で、「B/S」「P/L」そ

僕は長男

して「C/F」をそれぞれ

明らかにし

歌い、最後は、「…社会

ステークホルダーのため

のために、ステークホルダーのため、ディスクロー

ディスクロージャーする

ジャーする」と締めくくっている。このうたを歌え

順一

会社の財政状態を
社会のために

（コメント）

ば、会計の基礎知識が得られるということである。メ

１コーラスは、勘定式の貸借対照表をイメージして

ロディーは、ビートの効いた、強いアクセントのある

貰いながら、借方は「資産」で、それは、資金の運用

リズムである。機会があれば、会計教育に、是非、

形態を示し、一方、貸方は「負債と資本」で、資金の

使っていただきたいと思っている。ところで、会計教

調達源泉を表していることを伝えている。そして、複

育といえば、10年以上、大阪大学高等司法研究科（法

式簿記の原理を絶賛した詩人のゲーテが登場する。貸

科大学院）で、客員教授として、「財務報告戦略」

借対照表は、会社の「財政状態」を明らかにすること

（会計学）を教えている。「財務報告戦略」という難

を目的としている。金融商品取引法１条では、「…国

しそうな科目名であるが、その内容は、会計学の基礎

民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを

である。もちろん、会計学は、司法試験の試験科目に

目的とする」としている。そこで、会計は、社会やス

はない。法科大学院のカリキュラムでは、会計学は、

テークホルダーのために「情報」を提供していると締

基礎法学・隣接科目の科目群になっている。裁判官や

めくくっている。

弁護士も会計学の知識は必要であるという。受講生に
「財務報告戦略」を選択した理由を訊くと、司法試験

２

僕の名前は

プロフィット

の選択科目で、破産法や租税法を選んでいるからとい

左は借方

価値犠牲の

費用

う。これらの法律科目は、会計学と関係が深い。ま

右は貸方

努力成果の

収益

た、会社法も会計学の知識が必要である。しかしなが

収益から費用を

ら、受講生の殆どは会計学に関して「初学者」であ

プラスは利益

る。それ故に、限られた授業時間（90分×15回）で

僕は次男

は、「貸借対照表」「損益計算書」そして「キャッ

明らかにし

シュ・フロー計算書」を中心として、説明することに

ステークホルダーのため

なる。後期から始まる「財務報告戦略」では、この

ディスクロージャーする

アンド

「会計３兄弟」を受講生の全員に伝授し、その内容を
歌いながら理解して貰おうと密かに思っている。
そこで、「会計３兄弟」（４コーラス）の歌詞を紹
介しながら、コメントしたいと思う。
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ロス

差し引く
マイナスは損失

会社の経営成績を
社会のために

（コメント）
２コーラスは、損益計算書のうたで、借方は「費
用」、それは、収益を得るために失われた経済価値、
すなわち価値犠牲である。これに対して、収益は、企

KAIKEI 3KYODAI & ZEIKIN HISTORY

業の生産活動や販売活動による努力によって得た成果

（コメント）

（努力成果）である。これらのことを十分に理解し

４コーラスでは、会計＝情報であるということ、そ

て、損益計算書は、収益と費用の状態を示し、「経営

してこの情報は、社会のため、ステークホルダーのた

成績」（投資の効果）を明らかにしていることを歌う

めに真実のものを提供しなければならない、大切なも

のである。以下、社会のため、ステークホルダーのた

のであることを強調している。

めは、１コーラスと同様である。
以上が「会計３兄弟」の歌詞の意味内容である。会
３

僕の名前は

キャッシュ・フロー

計のエッセンスを歌ったもので、これによって会計の

企業の血液

それが

存在意義が広く世に浸透するのではないかと、自画自

これが

止まれば

キャッシュ・フロー
たちまち会社は

倒産

「営業」「投資」に「財務」の活動
大切な情報
僕は三男

だけと
資金の

会社法にはない

明らかにし

賛している。
最後に、蛇足ながら、「税金ヒストリー」について
も若干、歌詞の内容を紹介させていただく。
「税金ヒストリー」は、その名のとおり、税金の歴

流れを

史を永永と歌ったものである。

社会のために

ステークホルダーのため

まほろばの飛鳥時代（租・庸・調）から平安時代、

ディスクロージャーする

室町時代（通行税）、戦国時代、安土桃山時代（太閤
検地／二公一民）、江戸時代（五公五民／運上金・冥

（コメント）
キャッシュ・フローは、人間に例えれば、「血液」

加金）と続き、そして明治（地租改正）、昭和（シャ

であるとよくいわれる。損益計算書でどんなに利益を

ウプ勧告）、平成時代（消費税）までの気の遠くなる

計上していても、資金繰りが悪くなり、手形が不渡り

ような歴史を７コーラスで、そのときどきの税金と絡

になれば、会社は倒産する。キャッシュ・フローの表

めて歌ったものである。このうたで、高校の日本史は

示区分は「営業活動によるキャッシュ・フロー」「投

バッチリである。

資活動によるキャッシュ・フロー」そして「財務活動

メロディーは、かまやつひろしの「我が良き友よ」

によるキャッシュ・フロー」である。これらは、企業

のテンポのようにと作曲担当の古屋創太郎氏（ギ

の現金創出能力と支払能力を査定するのに役立つ情報

ター）にお願いしたのであるが、如何であろうか。

を提供するものであるが、何故か、会社法では要求さ

令和４年度税制改正で、税理士制度の見直しが行わ

れていない。以下、社会のため、ステークホルダーの

れ、「税理士法人の業務の拡大」の中で、「租税に関

ためは、１コーラスと同様である。

する教育その他知識の普及及び啓発の業務」が入っ
た。「税金ヒストリー」もこの部類に入ると思われる

４

僕たち

仲良し

みんな

僕たちを

会計３兄弟
仲良し

が、租税教室などで使用されることを期待したい。

３兄弟
信じてる

だから

CDは、10月上旬にリリースされる予定で、カラオケ

会計３兄弟

（JOYSOUND）は、12月下旬に入ることになって

会計３兄弟

僕たちは
明らかにし

真実の

なお、「会計３兄弟」及び「税金ヒストリー」の

大切な

情報を

いる。

社会のために

ステークホルダーのため
ディスクロージャーする
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大阪市南地区会

定期総会報告
大阪市南地区会

会長

川喜多

由博

2022年７月11日（月）午後６時30分より、リー

参加者数（のべ参加者数ではなく）を増やしたいと

ガロイヤルホテル「日本料理なかのしま」にて、大阪

思っており、役員の皆様とともに考えていきます。ま

市南地区会の第22回定期総会及び懇親会を開催しまし

ず、年内は、恒例の「ワイン＆マリアージュ」セミ

た。

ナーに加えて、OSK日本歌劇団の観劇会を久しぶりに

昨年の定期総会は、まん延防止等重点措置期間であ
り、懇親会ができませんでしたが、今年は懇親会を再

開催する予定です。さらに、年明けには、新人歓迎会、
落語の鑑賞会、スポーツ観戦などを考えています。

開できました。当日は、近畿会より洪誠悟副会長にご
参加を賜り、13名が集まり、近況報告を含めた有意義
な意見交換が行われました。
定期総会の報告事項及び審議事項は以下のとおりで
あり、審議事項は異議なく承認可決されました。
報告事項・2021年度
・2021年度

事業報告の件
収支計算書及び財産目録報告
の件

審議事項・2022年度

事業計画及び収支予算書承認
の件

・地区会規約一部改正承認の件
・任期満了に伴う役員改選の件
今回の役員改選により、私は、柴原啓司前会長から、
会長職のバトンタッチを受けました。また、新たに３
名の幹事が就任し、役員は、会長、副会長２名、幹事
４名、監事２名の計９名の体制となりました。
予算執行率について、2021年度は、コロナ禍で
23％と低水準でしたが、2022年度は、感染対策等を
工夫しながら懇親行事等を企画してまいりたいと思い
ます。また、大阪市南地区会の会員は、右記の区にお
住まいの方となり、毎年30名程度増加しており、
2022年３月末時点で763名もの会員がいらっしゃい
ます。各自の趣味・興味・関心も千差万別であろうと
思います。多様な企画を行うことで、地区会行事への

30

SEPTEMBER 2022

19742

今後とも大阪市南地区会の活動に御興味をもってい
ただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
大阪市南地区会の区域

城東区

鶴見区

中央区

西区

浪速区

西成区

住吉区

住之江区

天王寺区

生野区

阿倍野区

大正区

港区

東成区

東住吉区

平野区

地区会

REPORT

02

みやこ地区会

定期総会開催報告
みやこ地区会

2022年７月20日（水）、近畿会研修室にて、2021
年度みやこ地区会定期総会を開催しました。
以前は外部会場をお借りし、会員の皆様との交流を

会長

中田

信之

のリフレッシュ、新たな気づき、会員の皆様同士の交
流が深まるような、魅力的なイベントの提供を再開す
ることが当地区会における喫緊の課題です。

深めるべく、総会後はコース料理等を味わいながらの

今回の定期総会後、上述の通り懇親会は開催できま

懇親会も併せて開催することが通常でしたが、コロナ

せんでしたが、近畿会の方にお弁当をご用意してもら

第７波が到来しつつある状況を考慮し、残念ながら、

い、ご参加いただいた会員の皆様とお弁当をいただき

今回も前々回・前回に引き続き、近畿会研修室にて、

ながら、今年度のイベント開催についてディスカッ

ご出席の会員の皆様にはマスクを着用いただいたうえ

ションしました。予め４つの素案をたたき台として用

で、総会のみの開催となりました。

意し、それに対して会員の皆様より、過去のイベント

懇親会を開催せず、かつ、会員の皆様にとっては３

開催実績に基づき留意事項やアドバイス等、貴重なご

月決算会社の監査初期業務や第１四半期レビュー業務

意見を多数頂戴しております。ご参加の皆様、どうも

等で大変お忙しい時期であるにもかかわらず、６名の

有難うございました。

会員の方にご参加いただき、第１号議案：2021年度収
支決算報告から、第６号議案：新役員選任の件までの各
議案について、無事、報告ないし可決いただきました。
2021年度のみやこ地区会を振り返りますと、会員
の皆様の安全と健康を最優先とさせていただいたこと
もあって、今井前会長の下で2021年７月12日（月）
に定期総会を開催したことが唯一の活動実績であり、
残念ながら、感染拡大と一時的な縮小を繰り返す、新型
コロナウイルス感染症に翻弄された一年となってしま
いました。
元来、みやこ地区会会員の皆様がお住まいの京都・

現在も新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう状

滋賀の両府県は、自然、歴史、伝統、文化の各資源を

況であり、引き続き会員の皆様の健康と安全に配慮さ

豊富に有しつつ、近現代においても引き続きそれらが

せていただきつつ、イベントの開催を再開したいと計

特徴的な発展を遂げており、国内のみならず世界的に

画しております。会員の皆様には引き続きみやこ地区

も魅力的な地域であることは今更言うまでもありませ

会へのご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いい

ん。にもかかわらず、多忙な日々をお過ごしの会員の

たします。

皆様においては、それらに接することはおろか、顧み
ることすらままならない方も多くいらっしゃるのでは
ないかと思慮いたします。会員の皆様にとって身近で
ありながら縁遠かった非日常に接していただき、心身
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河内地区会

第１回樽プロジェクト 報告
河内地区会

会員

草加

美香

令和４年８月20日（土）に、河内地区会の第１回樽

初めはおしゃべりしながらのんびり収穫していたの

プロジェクトが開催され、参加者13名でブドウの収穫

ですが、そのうち黙々と作業に集中して、かごがいっ

を行いました。河内地区会では毎年12月に人気の恒例

ぱいになると畑の入口まで運び、また空のかごを持っ

企画であるワイン講習会＆演奏会が開催されています。

てきて…を繰り返します。途中、一旦集まって麦茶を

樽プロジェクトは、そこでお世話になっている（株）

いただき、集合写真を撮りました。畑の看板の前に収

河内ワインさんのご協力のもと、「河内地区会でワイ

穫したブドウを並べて皆嬉しそうです。農作業は２時

ンひと樽まるまるつくってしまおう！」という企画で、

間ほどの予定だったので、そんなに疲れないだろうと

ブドウ栽培のお手伝い、ボトルのラベルコンテスト、

思っていたのですが、この時点で既に汗だくで結構バ

希望される方への販売などが予定されています。今回

テてしまっていました。でもこの畑に生っているブド

はその１回目で農作業体験でした。

ウは全部収穫しないと終わらないという現実をようや

朝８時半の集合後、

く認識し始め、また作業に戻りました。

金銅社長から作業内
容の説明をいただき、
各自農作業に適した
格好で畑に移動しま
した。移動先は一番
近くの畑で、シャル
ドネと書かれた看板が立っており、地面から真っすぐ
上に２メートルほど伸びたブドウの木が８列くらいず
らっと並んでいます。房も、腰くらいの高さの所に、
透き通った緑色のものがしっかりとくっついて生って

予定していた時間

おり、頭上のブドウ棚から熟れた房がいくつも垂れ下

には全て収穫が終わ

がっているイメージとは異なっていて驚きました。嬉

り、お楽しみの昼食

しいことに食べてもいいですよとのことで、いくつか

の時間に豪華なお弁

（かなりたくさん）いただきましたが、これがまた美

当をいただきました。

味しい！！ただ、金銅社長が仰るには、ワインになっ

合鴨のスモークサラ

てからの方が美味しい品種なのだとのこと。また、食

ダが私は特に美味し

用のブドウを棚で育てるのは、樹勢が強いので枝や葉

かったです。美味しいワインもたくさんいただきまし

をたくさん伸ばせるようにするためだそうです。一方、

た。その間に、収穫したブドウの計量から戻られた社

ワイン用のブドウは、樹勢がそれほど強くないため枝

長から、「この畑ではいつもは600キロ位なのに、

を伸ばす必要がなく、そして、一つの房に味を凝縮さ

700キロ採れました！」との報告があり、歓声が上が

せるために上の方についた房や後から咲いた花は取る

りました。ワインになると700本くらいだそうです。

とのことでした。

皆かなり身体が疲れているようでしたが、一つの畑の

32

SEPTEMBER 2022

19744

地区会

REPORT

03

ブドウを一緒に収穫し終えた達成感が漂っていました。

今年のワイン講習会＆演奏会は12月３日（土）に開

社長によると、私たちが収穫した畑は、作業のやり易

催予定で、今日収穫したブドウを使ったワインはその

さがいわばレベル１で、山手にその上を登っていくと

時に購入できるそうです。今からとても楽しみにして

たくさん畑があり、斜面だったり蚊が多かったりで、

います。

作業の難しさがレベル40くらいまであるそうです。こ
の日は曇り空で農作業にはありがたい天気だったので
すが、私はへとへとになり、農作物を作って下さる
方々への感謝する気持ちが一層強くなりました。また、
ワインに対しても、より愛着を感じるようになりまし
た。（株）河内ワインさんでは、樽ごと貸し出してお
祝い事等に使ってもらえる事業があり、グループや企
業に利用されているそうなので、興味のある方にお薦
めです。

19745

SEPTEMBER 2022

33

厚生部

REPORT

01

ハイキング部報告
2022年７月24日（日）高槻阿武山・今城塚古墳ハイキング
（参加者：会員９名、非会員３名、計12名）
北村

７月のハイキングは、高槻市にある阿武山と今城塚古
墳です。初参加の会員３名を迎えての開催となりました。
今回は真夏のハイキングとなるため、なるべく負担の

幸子

ですが、良い時間のバスが無く、次の目的地まで歩いて
行くことになりました。
バスでショートカットする予定であったルートの途中

軽いルートを探し、私の自宅から近いこともありまして、

で、闘鶏野（つげの）神社という神社を通ります。この

私が提案させていただきましたコースになります。高槻

神社は、参道が名神高速道路にかかる陸橋になっている

市のハイキングスポットとしては、摂津峡が有名ですが、

という珍しい神社

阿武山は摂津峡より少し西にあり、隣の茨木市との境界

です。写真は、奥

あたりにある標高約280メートルの低い山です。

が本殿、赤い欄干

集合はJR高槻駅。まずはそこからバスに乗って、関西

のある橋が参道で、

大学の高槻キャンパスを目指します。関西大学のキャン

その下は名神高速

パスの近くに阿武山登山口があり、そこから阿武山に入

道路です。

りました。

名神高速を上か

関西大学キャンパスに至るまでに、既にバスで登って

ら眺めつつ、神社

来ているので、阿武山の登山口から頂上までは、ほとん

を出て再び住宅街

ど緩やかな道で、バス停から１時間もかからず頂上に到

を10分ほど歩き、

着しました。これは、金剛山・比叡山などのハードな山

今回のハイキング

を経験されてきた

の最終目的地の今

メンバーには少し

城塚古墳に到着し

物足りなかったか

ました。

闘鶏野（つげの）神社

今城塚古墳

もしれません。こ

今城塚古墳は、きれいな形をした前方後円墳で、公園

の日は、視界が良

として整備されています。周囲には復元されたハニワが

く、低い山ではあ

いろいろ配置されており、古墳の中も歩くことができる

りますが、高槻市

珍しいスポットです。ただ、この日は、灼熱の中を歩い

内、大阪市内まで

てきましたので、さすがに皆さん疲れており、古墳の中
阿武山山頂

に入って歩くことは止めました。隣にある今城塚古代歴

ただ、この阿武山には単なる山だけではない見どころ

史館に入り、冷房の効いた館内で休憩しつつ、館内のハ

があります。頂上付近に古墳があるのです。過去に発掘

ニワのレプリカや動画などを見てまわりました。ボラン

された後、埋め戻されたそうなのですが、埋葬物などか

ティアの無料ガイドさんもおられまして、ガイドさんの

らかなり身分の高い人物の古墳とみられているものです。

説明を聞いている参加者も。

眺めることができました。

大化の改新の中心人物であった藤原鎌足の墓という説も
あります。

歴史館をゆっくり楽しんだあと、近隣のバス停からJR
摂津富田駅に戻り、今回のハイキングの行程終了となり

古墳のそばで昼食をとった後、山を下っていきますと、

ました。

すぐに高槻の住宅街に入っていきました。市街地に入る

調べてみると高槻市は、古墳が多い地域で、近くに住

と、木が無く日光を遮るものが無くなり、道もアスファ

んでいながら初めて知ったスポットも多かったです。身

ルト道路になるので、暑く、疲れてきました。途中の

近にある隠れスポットを見て回るのは、新たな発見があ

ルートをバスでショートカットすることも考えていたの

り、これもハイキングの楽しみの一つだなと思います。
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関西地区三会共催
第４回 家族で楽しむ囲碁会
兵庫会

日

時：2022年７月30日（土）13:00〜15:00

会

場：近畿会研修室

講

師：橋本

朱莉

囲碁インストラクター ／ 波多野

夏休み企画として、近畿会研修室をお借りして関西
地区三会共催による家族囲碁会を開催しました。イン

寛太さん ／ 福島

厚生部

部長

瀧元

一

あきらさん

かも分からず、講師に教えを乞いながら対戦を行いま
した。

ストラクターは従来からお世話いただいております橋

戦国時代の時代劇では、武将同士で囲碁を打つ場面

本朱莉さんに加え、波多野さん（京都大学OB）と福

がよく出てきます。盤を使うゲームの中では囲碁は歴

島さん（立命館大学在学中）にお手伝いいただきました。

史が古く、出来る大人の嗜みと言う印象があります。

７月末に新型コロナウイルス感染症が急増しました

次回参加時には、講師の先生から、「良い手ですね。」

ので、感染対策として時間短縮、ソーシャルディスタ

と言われるよ

ンス、対局中のマスク着用、他の家族との交流試合は

うに少しは練

避け、囲碁石を拭くなど、参加者の皆様にご協力いた

習してから参

だき開催いたしました。

加したいと思
いました。

最初に橋本イ
ンストラクター

質問タイムの「囲碁が上手になるには？」の質問に

からルール説明

は、スマホアプリの「囲碁クエスト」や「碁会所」の

がありました。

紹介もあり、皆さん、来年の囲碁会までに上達された

その後、初心者

い気持ちが伝わってきました。

同士の対局に移
りました。私は

久しぶりの厚生行事に参加者の皆様も楽しめたもの

囲碁を打つのは

になったのではないかと思っています。これから少し

二度目でしたが、

ずつ開催できればと思っておりますので是非皆様ご参

ルールをすっか

加ください。

り忘れており、
どこに打って良
いのか試行錯誤
しながら進めました。４角を挟んだ相手の碁石は取っ
て良い、より広い陣地を確保した方が勝ちが基本ルー
ルだと思うのですが、対戦の終わりが見えません。五
目並べは５つ並べれば勝ち、オセロは盤を全て埋めた
後で、色が多い方が勝ちなので、勝ち負けが判断し易
いです。しかし、囲碁はどの段階で勝負がついたのか
が分りません。初心者同士で、どちらが勝っているの
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将棋部開催報告
世話役

川喜多

由博

2022年８月20日（土）午後、近畿会会議室にて、

特別回をすることにいたしました。そして、この特別

第９回将棋部を８名（うち初参加２名）で開催しまし

回では、なんと、現役棋士でありながら公認会計士試

た。なお、今回も、懇親会は開催せず、会議室での練

験に合格されている船江恒平六段（2022年叡王戦の

習対局のみ行いました。

本戦トーナメントでベスト４など御活躍中）と、藤井

今回は、迫口さんの「アヒル戦法」が炸裂してお
り、私も完敗しました。

聡太五冠の姉弟子である室田伊緒女流二段のお二人が
講師をしてくださいます。

また、今回から、手合いカードを導入しました（写

下記イベント（特別回）は、定員まで10名程度の余

真参照）。部員が増加しており、組み合わせの幅も広が

裕があり、これから入部いただく方でも参加できます

りましたし、手合いカードで、成長を感じるとともに、

（原則、先着順）。ご関心のある方は、是非、この機

後々の思い出になればよいなと思います。かえって、

会に将棋部への登録をご検討くださいませ。関西地区

衰えを実感しそうやとおっしゃる方もいましたが…。

三会厚生行事掲示板→近畿会主催→随時募集中「趣味
の会の募集について」から登録可能です。イベントの
詳細連絡や出欠確認は、将棋部メンバーのメーリング
リスト等を通じて行います。

ところで、関西将棋会館が、2024年度内に、現在
の福島から高槻へ移転する予定です。そこで、将棋部
は近畿会会議室での活動がほとんどでしたが、移転前
に、関西将棋会館で将棋をしてみようと、下記要領で、
特別回開催案内
日

時：2022年11月６日（日）14時〜17時

場

所：関西将棋会館４階

内

容：自戦記解説（「次の１手」イベント等を含む）及び指導対局（具体的な時間配分は未定）

多目的ルーム

対象者：棋力不問。いわゆる「観る将」の方も参加可能です。
会

費：500円

講

師：船江恒平六段、室田伊緒女流二段

懇親会：実施予定（任意参加・実費徴収・講師２名も参加予定・感染症の状況により中止の可能性あり）
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PAIB-Picks

〜組織内会計士協議会からのお知らせ〜
組織内会計士ネットワークのSNS「CAMP」がオープン
このお知らせは東京会会報誌（８月号）に掲載されたものをベースに作成しています。近畿会の会員の皆さまにも本部の組織内会計士協議会の活動や
有用な情報を知っていただき、ご活用いただきたいと考え、近畿C.P.A.ニュースにも掲載させていただきます。
組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会

委員長

川瀬

敬義

PAIB（組織内会計士）の皆様、お待たせしました。

現在の仕事や興味関心のあるトピックなどについてトーク

2022年８月１日に、組織内会計士ネットワークのSNS

ルームを作成し、参加者の募集、参加者によるトークルー

「CAMP（CPA Alumni Membership Portal、キャンプ）」

ム内での複数人でのコミュニケーションが可能

がオープンしました。

閉鎖型トークルーム：ユーザー認証が必要な閉鎖型トー

会員に限定したクローズドなSNS基盤を構築することで、

クルームの設定も可能なので、より限定されたユーザー

名簿の整備やPAIB会員の検索、チャット、企画の募集やア

で非公開な話題を交換可能

ナウンス、サブ・コミュニティの作成などを可能にするもの

コンテンツの作成、閲覧：記事の投稿や閲覧が可能

です。これにより、PAIB各員の関係強化を目論んでいます。

募集・アンケート機能：管理者や他のユーザーの投稿し
た募集にワンクリックで応募したり、ユーザー自身が募

これまでの課題

集を作成して投稿することが可能。また、記事にアン

・PAIBには会計士協会の会員であること以外に必須の組

ケート機能を付加することで、アンケートへの回答、集

織・活動がなく、横のつながりを構築することが難しい。

計などが可能。

また、専門家として切磋琢磨する環境がない。

フィード：新規ユーザーやプロフィールの更新情報、新

・現行のPAIB会員制度では登録時の情報を更新することは

規に投稿された募集やユーザーが参加しているトーク

なく、名簿はメルマガを届けるためだけの登録となってし

ルームの動きを把握できる

まっている。

通知：重要な通知はEメールやシステム内で即時受取

・他のPAIBと情報交換をするためのきっかけが欲しい。

り、それ以外は翌日や週に１回まとめてEメールするな
ど、内容に合った通知を行うことができる。また、スマ
ホアプリでのプッシュ通知やバッジも実装

これらを解決するためのツールとして、同窓会や企業
OB/OGの集いを実現するサポートで実績のある、アルムナ
イ型※のSNSを導入することとしました。
※アルムナイとは、「卒業生、同窓生、校友」の意味だが、
転じて、企業の離職者やOB/OGの集まりを指す

ネットワーク構築ツール概要
・システム：Official-Alumni.com（オフィシャル・アルム
ナイ・ドットコム）
・特徴：
クローズドなSNSであること＝ネットワーク内のクロー
ズドな関係を重視
日本公認会計士協会が登録時に在籍確認を実施、公認会
計士であることが担保される
クローズドであるがゆえに、フランクに会計専門家とし
ての知見を結集することができる（気軽に専門的な悩み
を相談できる場ともしたい）
・主なユーザー機能：

これまでのスケジュール
・2022年４月：組織内会計士協議会関係者内で、開発環境

プロフィール閲覧と編集：登録されたユーザーの検索機

を用いたユーザーテスト（Official-Alumni.com導入、試

能、自身のプロフィールをいつでも編集・更新可能

験運用）開始

ダイレクトメッセージ：１対１の個別チャット機能によ
り、プライベートなダイレクトメッセージを送付可能
オープンなトークルーム：合格年次や旧在籍時の組織、

・2022年８月：PAIB登録正会員・賛助会員（2021年末現
在約2,800名）に向けて本番環境をリリース
・８月23日現在、353名の組織内会計士の皆さんが登録

【参加するための流れ】組織内会計士の皆さまはぜひご登録ください！
① 組織内会計士ネットワークに登録する（日本公認会計士協会の承認作業があります） https://paib.jicpa.or.jp/
② ①の承認後、「CAMP」に登録する（こちらも協会の再度の承認作業があります）
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2022年度

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

付

曜日

時

間

会務の内容

場

所

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜19:30

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

土

13:00〜15:00

関西地区三会共催厚生行事「家族で楽しむ囲碁会」

日本公認会計士協会近畿会

8 月 1 日

月

19:00〜20:00

本部

業務部門（倫理・監査）打合せ会

日本公認会計士協会（Web）

8 月 2 日

火

10:00〜12:00

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

18:00〜19:00

地区会長会

日本公認会計士協会近畿会

8 月 3 日

水

13:00〜14:30

本部

倫理委員会有識者懇談会事前打合せ

日本公認会計士協会（Web）

8 月 4 日

木

10:00〜12:00

本部

常務理事会

日本公認会計士協会

8 月 5 日

金

10:00〜14:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web）

15:00〜16:30

本部

国際会議報告

日本公認会計士協会（Web）

8 月 9 日

火

15:00〜16:00

本部

倫理委員会有識者懇談会八田議長への事前説明

日本公認会計士協会（Web）

11:00〜12:00

本部

役員合宿事前打合せ（地域会）

日本公認会計士協会（Web）

14:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

中務相談役による近畿選出本部役員へのレクチャー

日本公認会計士協会近畿会

7月28日

木

7月30日

8月22日

月

8月23日

火

16:00〜17:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会（Web）

8月24日

水

13:00〜15:00

本部

倫理委員会有識者懇談会

日本公認会計士協会

8月26日

金

13:00〜14:00

本部

法規・制度委員会正副委員長会議

日本公認会計士協会（Web）

8月28日

日

9:00〜17:30

8月29日

月

9:00〜12:00

本部

経営会議合宿

グランドニッコー東京
(作成月日：2022年８月29日)
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近畿会広報担当からの報告
日本公認会計士協会は、公認会計士の業務・活動を広く経済社会に理解してもらうことを目的として、新
聞社・雑誌社等の報道機関に対する記者会見等を通じた広報活動を実施しております。近畿会でも今後より
一層、メディアを通じた積極的かつ真摯な情報発信に取り組む所存であり、近畿C.P.A.ニュースや近畿会HP
等を通じて、情報発信の状況をご報告してまいります。

（広報部長

桂真理子）

日本経済新聞広告掲載
2022年７月22日、日本公認会計士協会近畿会は、京滋会、兵庫会の三会共同で、日経新聞に全面広
告を掲載いたしました。「信頼の力を未来へ」のタグラインの他、例年通り会員有志による広告掲載
も行っております。

国税不服審判所への就任挨拶
2022年６月29日、後藤紳太郎近畿会会長が大阪国税不服審判所を訪問し、西村欣也大阪国税不服審
判所長に就任挨拶をいたしました。国税不服審判所は、納税者からの国税に関する処分についての審
査請求に対する裁決を行うことを目的に、国税庁の特別の機関として執行機関である国税局や税務署
から分離された別個の機関として設置されています。
西村審判所長は所長就任までは裁判官をされておられ、近年の複雑困難な審査請求事件において、
公認会計士に期待する役割などの情報交換を行いました。
国税不服審判所は、国税審判官（特定任期付職員）として公認会計士等の専門家の募集・採用をし
ており、現在も数名の公認会計士が国税審判官として高度な専門知識を活かして活躍しております。
現在、大阪国税不服審判所では、国税審判官（特定任期付職員）を募集中です。詳細は近畿C.P.A.
ニュース８月号をご覧ください。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

すぐに使える後発事象の
会計・開示実務

改正税法のすべて
令和４年版

竹村

大蔵財務協会

純也

著

株式会社中央経済社

刊

FAX

編

一般財団法人大蔵財務協会

刊

03-5226-3505

URL

https://cpacos.or.jp

会計思考で理解する
会社のお金の流れと管理

新版 イレギュラーな相続に対処する
未分割申告の税実務

土田

義憲

著

税理士法人トゥモローズ

ロギカ書房

刊

株式会社清文社

定価4,180円（税込）

定価4,290円（税込）

定価2,420円（税込）

定価3,080円（税込）

組合員特価

組合員特価

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き

定価より15％引き

定価より15％引き

著

刊

定価より15％引き

（送料別）

（送料別）

（送料別）

（送料別）

決算日後に発生し、財務諸
表の修正や注記対応が必要と
なる後発事象を、係争事件や
M&A、事業撤退等具体的な事
例に基づき解説。KAMを含む
監査対応や開示体制も取り上
げる。

令和４年度の国税・地方税
の改正項目のすべてについて、
改正の趣旨、背景等を含めて
詳しく解説した実務家必携の
書。「改正事項と適用時期一
覧表」を別冊の特別付録とし
て、読者の利用の便に供しま
した。

会社のお金は、どこから入っ
て、どこへ出ていくの？「お
金」をキーワードに、会社の運
営や意思決定がどのようになさ
れるか、ケーススタディと会話
でわかりやすく解説している。

相続争いに発展してしまっ
た場合の相続税実務について、
未分割申告の論点、遺言書が
ある場合の争い案件の論点、
遺産分割等が確定した場合の
更正の請求など、実務上特に
留意すべき点を具体的・網羅
的に解説。

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

年会費（税抜き）
本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

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

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

年会費（税抜き）

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

一般カード

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

2022年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2022年８月実績および９月予定
間

分野

8 月 3 日 13:00〜14:40 倫理等

研修会テーマ

単位
監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）
「CPE制度の概要」

2

開催方法

査 「2021年度の品質管理レビューの結果と2022年度

の品質管理レビューの方針」
夏季全国研修会
8 月 1 7 日 13:00〜14:40 監 査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告
事項事例の説明）」
15:00〜16:40 監

査

夏季全国研修会
「監査提言集の解説」

2

松田玲子氏（本部品質管理委員会主席レ
ビューアー）

2

研修室参集・ 堀口和巳氏
（本部品質管理委員会レビュー
リモート
、岸田元治氏（本部品質管理委員会レ
（MS Teams） アー）
併用
ビューアー）

2
不正
事例

夏季全国研修会
10:00〜11:40

コンサル 「金融庁・経済産業省・財務省公表
ティング 中小企業の活性化パッケージ

2

支援専門家の拡大に

向けて」

研修室参集・
リモート
（MS Teams）
併用

8月18日

夏季全国研修会
13:00〜14:40 倫理等 「公認会計士の職業倫理について−最近の相談事例 2

15:00〜16:40

10:00〜11:40

8月19日

13:00〜14:40

15:00〜16:40

9 月 2 日 18:30〜20:30

9 月 7 日 13:30〜15:45

9 月 8 日 13:30〜15:30

9 月 1 2 日 13:30〜16:30

9 月 2 2 日 18:30〜20:30

等を踏まえて−」
夏季全国研修会
会 計
「国の公会計の取組みについて」
夏季全国研修会
税 務 「現在の税制上の課題と今後の展望〜税制の在り方
に関する提言と令和５年度税制改正意見書の解説〜」
夏季全国研修会
監 査 「綱紀関係事例集
（2022年度版）の概要〜監査業務の
適切な実施と職業倫理の保持昂揚に向けて〜」
夏季全国研修会
税 務
「令和４年度税制改正の解説」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 社
組 織 外役員専門委員会）
環 境 「コンサルタントから見た
「リーダーはなぜ、D&Iを
推進すべきなのか」
（人的資本情報開示の時代）」
関西地区三会共催研修会（税制・税務委員会）
「国税不服審判所とは？」
税 務
「公表裁決を素材とした審査請求の流れ」
及び
「現役任
期付審判官に聞く〜国税不服審判所の執務とは？〜」
関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会 社
組 織 外役員専門委員会）
環 境 「取締役3.0の時代〜倫理、パーパス、多様性、サク
セッション〜」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）
「IFRSセミナー第1回〜表示及び開示−IAS第1号
会 計
「財務諸表の表示」及び公開草案「全般的な表示及び
開示」〜」
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）
コンサル
「経理財務部門が経営の羅針盤として全社経営改革
ティング
のアクションを起こすには〜大企業や急成長ベン
チャーで経営危機を救ったノウハウを学ぶ〜」

師

研修室参集・
リモート
（近畿会研究・CPE研修部長）
（MS Teams） 濵田善彦氏
併用

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監

講

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）
神崎忠彦氏（経済産業省 中小企業庁 事業
環境部 金融課長）、河原万千子氏（経済産
業省中小企業政策審議会委員・産業構造審
議会経営力向上部会委員、中小機構中小企
業活性化全国本部アドバイザリーボード
委員）
樋口誠之氏（本部倫理委員会副委員長）

2

2

川中啓輔氏（財務省主計局法規課公会計室
課長補佐）
成澤信彦氏（公認会計士）
研修室参集・
リモート
唐澤洋氏（本部綱紀審査会副審査会長）、
（MS Teams）
藤原敏氏（本部綱紀審査会調査員）
併用

2
不正
事例

2

財務省担当官

2

研修室参集・ 櫻井希氏
（デロイトトーマツコンサルティ
リモート
リーダーシップソリュー
（MS Teams） ング執行役員、
併用
ション（Leadership）サービスリーダー）
研修室参集・ 岡本和之氏
（大阪国税不服審判所管理課
リモート
長）
、
山手啓史氏
（大阪国税不服審判所国税
（MS Teams）
併用
審判官）

2

2

研修室参集・ 江川雅子氏
（成蹊学園学園長、東京海上
リモート
ホールディングス株式会社及び三井物産
（MS Teams）
併用
株式会社の社外取締役）

3

研修室参集・ 柏岡佳樹氏
（EY新日本有限責任監査法
リモート
人）
、
北出旭彦氏
（EY新日本有限責任監査
（MS Teams）
併用
法人）

講演：水野省三氏（元グリー執行役員経営

研修室参集・
管理本部長）
リモート
2
（MS Teams） 対談：中田清穂氏
（有限会社ナレッジネッ
併用

トワーク代表取締役、公認会計士）
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JICPAのシンボルマーク利用にあたって
日本公認会計士協会では、2022年7月6日より、統一したブランディング施策を推進する観点から、会員及び準
会員によるシンボルマークの使用に関して、「事後の届出制」から使用目的及び使用方法を踏まえてその使用の
許否を判断する「事前の許可制」に変更するとともに、使用いただけるシンボルマークを以下の仕様に変更いた
します。

使用にあたっては、以下のウェブページの様式ダウンロードから、必要な様式をダウンロードいただき、必要
事項記載の上、CSR本部 広報・ブランドマネジメントグループ宛てに申請書をメールにて送付してください。

利用申請について
https://jicpa.or.jp/about/activity/brand/application.html

留意点
・2022年７月５日以前にシンボルマークを使用されている方で、2022年７月６日以降もシンボルマークを継続
して使われる方についても、利用申請をお送りください。
・使用方法変更の際、又は使用停止の際にも届出が必要となります。

連絡先
広報・ブランドマネジメントグループ

E-mail: prbm@sec.jicpa.or.jp
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会員異動
会 員 数
会 員

【自宅】

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,719

39

3,758

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

29

920

計

合計

坂井

嘉兵衛（会

員）

白川

宗義 （四号準会員）

竹田

聖啓 （会

員）

寺岡

誠敏 （四号準会員）

961

4,719

松井

知章 （会

員）

野澤

直樹 （四号準会員）

和久

聡

（会

員）

宮本

力斗 （四号準会員）

和田

頼知 （会

員）

山本

隼平 （四号準会員）

網代

貴一 （会

員）

井本

悠輝 （四号準会員）

岡部

隆昭 （会

員）

大澤

伊織 （四号準会員）

吉良

麻里子（会

員）

城本

佳丈 （四号準会員）

小林

遼

（会

員）

鶴谷

晃志 （四号準会員）

田中

章介 （会

員）

平井

俊弥 （四号準会員）

出口

雅大 （会

員）

山本

息吹 （四号準会員）

深堀

雅展 （会

員）

脇田

智

（2022年７月31日現在）

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

資格変更（準会員から会員へ）

７月22日付

足立

達允

田中

寧々

藤井

大祐

和泉

翔馬

苣野

幸太郎

藤井

利紗子

岡田

雄一

月城

良

前田

仁見

沖

香里

中井

康稔

松﨑

雄太

崔

世昊

中田

勲

水口

博幹

白井

遼平

中田

悠太

矢吹

孝介

白川

宗義

西村

優花

山田

昂明

髙木

伸啓

平岩

弥樹

山本

猛雄

髙本

和希

弘中

翔太

吉富

広喜

武田

佳記

福濱

史香

入会者

【事務所・自宅】

７月22日付

会員名簿記載事項の変更

川﨑

寛基 （会

員）

柳楽

孝弘 （会

員）

坂本

光優 （会

員）

向山

愛子 （会

員）

中野

信介 （会

員）

植村

颯人 （四号準会員）

転入者

建太 （四号準会員）

松井

（四号準会員）

７月７日〜27日

【事務所】

７月12日〜27日

井上

敬介 （会

員） 兵 庫 会 よ り

岡部

裕之 （会

員） 中 国 会 よ り

齊藤

宗徳 （会

員） 兵 庫 会 よ り

廣岡

隆成 （会

員） 兵 庫 会 よ り

亀井

裕輔 （会

員） 兵 庫 会 よ り

川中

敏史 （会

員） 兵 庫 会 よ り

説田

雄三 （会

員） 東 京 会 よ り

綱島

佑介 （会

員） 東 京 会 よ り

山尾

勇介 （会

員） 京 滋 会 よ り

伊藤

文佳 （会

員）

和田

宏之 （会

員）

山下

大貴 （会

員） 東 京 会 よ り

有働

涼

（会

員）

小野

友之 （会

員）

杉

直佑 （四号準会員） 東 京 会 よ り

逢阪

葆之 （会

員）

久木田

佳代（会

員）

大西

隼大 （会

員）

久保田

浩文（会

員）

小林

真

（会

員）

坂巻

雅文 （会

員）

小林

靖央 （会

員）

谷川

洋輔 （会

員）

今西

酒井

勇樹 （会

員）

德留

正和 （会

員）

海老原

７月12日〜27日

貴子 （会

員） 兵

庫

会

へ

健 （会

員） 京

滋

会

へ

彰人 （会

員） 兵

庫

会

へ

亮輔（会

員）

西田

隆行 （会

員）

大植

（会

員）

廣田

壽俊 （会

員）

清水

茂林 （会

員） 東

京

会

へ

篤史 （会

員） 東

京

会

へ

佐々木
鈴木

転出者

崇

関口

浩一 （会

員）

藤田

雄士 （会

員）

杉山

中村

晃

（会

員）

水谷

彰

（会

員）

西木

茜

（会

員） 京

滋

会

へ

翔太 （会

員） 東

京

会

へ

咲

西堀

唯

（会

員）

山本

佳則 （会

員）

原田

古田

清和 （会

員）

水口

博幹 （四号準会員）

藤田

（会

員） 東

京

会

へ

員） 兵

庫

会

へ

桝井

恵子 （会

員）

西納

優美 （四号準会員）

波々伯部誠一郎（会

松下

隼人 （会

員）

窪

康至 （四号準会員）

丸岡

亜希 （会

員） 東

京

会

へ

吉形

圭右 （会

員） 東

京

会

へ

綾田

達二 （会

員） 四

国

会

へ

安川
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岩井

萌

（会

員） 兵

庫

会

へ

梅田

佳成 （会

員） 兵

庫

会

へ

大塚

秀哉 （会

員） 京

滋

会

へ

勝見

貴将 （会

員） 兵

庫

会

へ

工藤

明日美（会

員） 東

海

会

へ

齋藤

功一 （会

員） 兵

庫

会

へ

坂本

亮介 （会

員） 東

京

会

へ

鈴木

重久 （会

員） 中

国

会

へ

平山

真澄 （会

員） 東

京

会

へ

武士

雄太 （会

員） 中

国

会

へ

田村

草太 （四号準会員） 東

京

会

へ

岩橋

宏典 （四号準会員） 東

京

会

へ

押谷

直樹 （四号準会員） 東

京

会

へ

小寺

秀和 （四号準会員） 兵

庫

会

へ

齋藤

愛美 （四号準会員） 東

京

会

へ

中川

貴史 （四号準会員） 中

国

会

へ

永禮

由佳 （四号準会員） 東

京

会

へ

山村

慎太郎（四号準会員） 東

京

会

へ

退会者
蟹井

文夫 （会

員） ５ 月 1 2 日 付

死

東

秀一 （会

員） ７ 月 2 2 日 付

業

務

廃

止

関口

浩一 （会

員） ７ 月 2 2 日 付

業

務

廃

止

計倉

昭則 （会

員） ７ 月 2 2 日 付

業

務

廃

止

桝井

恵子 （会

員） ７ 月 2 2 日 付

業

務

廃

止

亡

監査法人の変更
監査法人つむぐ

７月１日付

新 設

栄監査法人

７月１日付

新 設

大阪事務所

事務局だより
【弔事】 ・会員

中野 淑夫氏（京滋会）
2022年７月28日ご逝去 満89歳

・会員 深堀 雅展氏のご尊父 博孝様
2022年８月26日ご逝去 満83歳

【寄贈図書】
■新日本法規財団奨励賞受賞論稿集
2021年度 第11回
寄 贈 者：一般財団法人 新日本法規財団
発
行：一般財団法人 新日本法規財団

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

編集後記

SEPTEMBER 2022

公認会計士の日記念セミナー講師の宮田先生

によると︑大阪・関西万博のテーマである﹁い

のちを響き合わせる﹂とは︑﹁多様な生き方を

19757

響き合わせ︑﹃同じ空を見ながら﹄新しい社会

を 共 創 ︵ Ｃ ｏ Ｃ‒ ｒ ｅ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ︶し ︑共 に 生
き る︵ Ｃ ｏ Ｂ‒ ｅ ｉ ｎ ｇ ︶ ﹂ こ と ︒ そ し て ﹁ 最
大 多様 の最大幸福﹂の追求を可能にするデ

ジタルは︑既存資源の様に排他的ではなく︑

﹃共有﹄できるものであるとのこと︒ウクライ

ナ情勢や昨今の事件を見ると︑﹃同じ空を見な

がら﹄何かを﹃共有﹄することが簡単ではな

く︑だからこそ如何に大切かを考えずにはいら

れません︒

日だそうです︒表紙を見て︑ふと幼い頃

空を見上げると中秋の名月︒今年の十五夜は

９月

レコードで聞いた野口雨情の﹁十五夜お月さ

ん﹂を思い出しました︒メロディーも少し悲し

げですが︑実は歌詞も別れた妹や亡くなった母

を想う歌です︒

個の

15

十五夜のお月見は日本では平安時代に広ま

り︑作物の収穫に感謝し豊作を祈願して

お団子をお供えするようですが︑月の向こうに

個を３段に積めば︑上段に１個︑中

あの世を見て先祖や亡くなった愛しい人にお団

さて︑

子をお供えするという説もあるようです︒

合わせると 個︒﹁は
…
て︑残りの１つは︑お月様？？？﹂と︑嬉しく

段に４個︑下段に９個

なりましたが︑神事では上段のお団子は縦に２

志都︶

つ並べるのが正解とのこと︒お月見団子のイラ

中尾

ストでは上段の１つが隠れているようです︒

︵会報部

みんなで同じ空を見て︑美しい満月を見られ

るとよいですね︒

14

15

10
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研修会のご案内（2022年10月〜12月）
参加ご希望の方は、同封の研修会申込書をFAXまたは関西地区三会研修会情報掲示板より各研修会開催１週間前までに
お申込みをお願い致します。右側QRコードからも申込み可能です。

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会が延期、中止または開催方法変更となる場合が
あります。あらかじめご承知おきください。
先着順でお申し込みを受付し、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。
近畿会主催研修会
2022年11月16日（水）・11月30日（水）両日とも18:00〜21:00（15分前にログイン）

スキルアップセミナー

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

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〜
企

画 研究・CPE研修部

講

師 沼野

会

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

定

利和 氏（株式会社グロービス講師）

お申込みを受付けさせていただきます。

当研修は、経営戦略を考える上で踏むべき思考プロセスや各プロセスにおける基本的な視点（フレームワー
ク）・定石を押さえます。多様性の高い場での議論を通じて、効率的・効果的に意思決定を行うための場の設
計及び流れの作り方について理解を深めます。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講
前の事前学習を前提として進めて行きます。

2022年12月７日（水）・12月21日（水）両日とも18:00〜21:00（15分前にログイン）

スキルアップセミナー
企

画 研究・CPE研修部

講

師 内村

会

場 Zoom ※パソコン、WEBカメラ、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンが必要です。
員 25人 ※定員を超えたお申込みがあった場合、受講動機を記載された方を優先してお申込みを受付けさせていただきます。

登紀彦 氏（株式会社グロービス講師）

当研修は、激しく移り変わる顧客ニーズに素早く適応するために、全部門が「顧客起点」の発想でビジネスを
遂行できるよう、マーケティング・マインドを深めることを目指します。
知識を習得することに留まらず、自律的に考える力を養うインタラクティブ形式で研修を行うため、各回受講
前の事前学習を前提として進めて行きます。
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各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：10月11
日（火）
※１事業年度に取得で
きるスキル分野の研
修履修単位数の上限
は10単位です。

研修コード 履修単位
Online
（Zoom）

マーケティング〜「顧客起点」の発想でビジネスを見る〜

定

9101

5106

各３

※学習内容は前編・後
編と分けており、両
日参加を前提としま
す。
※申込締切：10月31
日（月）

関西地区三会共催研修会
2022年10月８日（土）15:30〜17:00

研修コード 履修単位

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

研修室参集

「挑戦する人を応援する」kay meのストーリーとマーケティング・
職業専門家としてのファッション
企

画 ダイバーシティ推進委員会 女性会計士専門委員会

講

師 毛見

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

純子 氏（kay me株式会社

Online
（Teams）

5999

２

代表取締役）
定 員 研修室：60人 ／ Teams：100人

女性会計士専門委員会では、kay me株式会社 代表取締役 毛見純子様によるセミナーを企画しました。
同社の製品は、忙しい方でも洋服のメンテナンスに時間をかける必要がなく、着ていてずっとラクでいられるというコンセプトで開発さ
れ、会計士・弁護士・会社役員等多くの方に支持されています。軽量・自宅で洗濯できる男性用のライダースジャケットも販売されるな
ど、マーケティング手法のみならず経営者としても注目されている代表の毛見様より、会員、準会員の業務や自身のキャリア構築におけ
る参考とすべくお話を伺います。
なお昨今、社外役員への就任が増えるなど、女性会計士が公的な会議に参加するシチュエーションが増えました。自分らしいファッショ
ンを楽しみながらキャリアを構築していく会員をサポートすることも当セミナーの目的とします。当セミナーは会員準会員・男女問わず
ご参加いただけます。
ベンチャー経営者のお話を直接聞いてみたい方、自分らしいファッションを見つけたい方など、多数のご参加をお待ちしております。

2022年10月15日（土）16:00〜18:00

研修コード 履修単位

組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会研修会

研修室参集

公認会計士たる国会議員という職業
〜国会議員の目から見た公認会計士業界〜
企

画 組織内会計士委員会 組織内会計士専門委員会

講

師 杉

会

場 近畿会研修室 + Microsoft Teams

Online
（Teams）

1102

２

久武 氏（公認会計士・参議院議員）
定

員 研修室：60人 ／ Teams：100人

近畿会所属の公認会計士でもある国会議員の杉久武先生は、今回の公認会計士法改正で国会の質疑もされました。そこで①公認会計士法
の改正プロセス ②国家財政の見える化 ③行政のフルコスト情報の開示の試行などを国会の裏話も含めてご講演いただきます。
研修テーマに興味のある方だけでなく、公認会計士と政治とのかかわりについて少しでも興味のある方や、将来は国会議員になってみた
いという野望を抱いている若手の会計士の皆さんも必聴の研修です。

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）
業 務 内 容

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

応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

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。

お問合せ先

〒541‐0052
担当:池上

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
TEL:06-6265-8461

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総務本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

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

発行人：後藤 紳太郎

kinki@jicpa.or.jp
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