
 

 

2019 年 12月 16日 

【参考：ウェブ掲載用】 

  

 

 

  

 

 

 

組織内会計士協議会の活動について 

 

 

 

   

 

  



  

 ＜ 目 次 ＞ 

内容 

１．組織内会計士ネットワーク ............................................ 1 

(1)「組織内会計士」の定義と「組織内会計士ネットワーク」への加入資格 ... 1 

(2) 組織内会計士ネットワーク会員への資料又は情報の提供 ................ 1 

(3) 組織内会計士ネットワーク会員数の推移及び現況 ...................... 2 

２．組織内会計士協議会の設置と目的 ...................................... 3 

３．組織内会計士協議会の活動状況と今後のスケジュール .................... 4 

(1) 組織内会計士協議会 ................................................ 4 

(2) 組織内会計士研修企画専門委員会 .................................... 4 

(3) 組織内会計士ネットワーク構築専門委員会 ............................ 9 

(4) 組織内会計士広報専門委員会 ....................................... 12 

(5) 組織内会計士地域サポート専門委員会 ............................... 13 

(6) IFAC PAIB（Professional Accountants in Business）Committee ....... 15 

 

 

  



 

1 

 

１．組織内会計士ネットワーク 

後述する組織内会計士協議会では、組織内会計士の組織化を推進し、組織内会計士の指導、

連絡及び監督を実効あるものとすること、会員及び準会員の活動領域の拡充並びに人材の流動

化を促進するために、組織内会計士ネットワークを運営しています。 

組織内会計士ネットワーク会員数は、2019年９月末現在で 2,331名（正会員 1,892名、賛助

会員 439名）となっています。 

 

(1)「組織内会計士」の定義と「組織内会計士ネットワーク」への加入資格 

組織内会計士とは、「会員及び準会員のうち会社その他の法人（監査法人等を除く。）又は

行政機関に雇用され、又はその業務に従事している者（役員に就任している者を含む。）をい

う。」とされています。 

具体的には、監査法人及びその関連会社、税理士法人、会計事務所以外に所属する次の方

が該当します。 

① 一般企業、官公庁・地方公共団体、非営利団体、大学等教育機関等に雇用されている方

（非常勤を含む。） 

②  企業等の経営者 

③  企業等の役員に就任している方※ 

※社外役員については、公認会計士社外役員ネットワークで対応 

組織内会計士ネットワークでは、組織内会計士である会員・準会員を「正会員」、組織内会

計士以外で組織内会計士の業務・活動に関心のある会員・準会員を「賛助会員」とし、任意

加入としています。 

   

(2) 組織内会計士ネットワーク会員への資料又は情報の提供 

組織内会計士ネットワーク会員には、組織内会計士協議会及び各専門委員会から事務局を

経由してメルマガ配信により組織内会計士向けの研修会やイベントの案内、「組織内会計士ウ

ェブサイト」による資料又は情報等の提供を行っています。 
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(3) 組織内会計士ネットワーク会員数の推移及び現況   

 

 

組織内会計士ネットワーク会員加入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2012/12/27 2013/6/27 2013/12/27 2014/6/30 2014/12/31 2015/6/30 2015/12/31 2016/6/30 2016/12/28 2017/6/30 2017/12/28 2018/6/30 2018/12/28 2019/9/30

正会員 543 838 903 959 983 1076 1112 1156 1377 1528 1618 1675 1745 1892

賛助会員 173 329 318 324 308 309 307 319 331 346 353 420 424 439

全会員 716 1167 1221 1283 1291 1385 1419 1475 1708 1874 1971 2095 2169 2331

３．勤務先別割合

地域会 正会員 賛助会員 全会員 ％

埼玉会 81 12 93 4.0% 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

千葉会 77 10 87 3.7% 東証・大証一部 749 749 32.1%

東京会 1144 277 1421 61.0% 304 304 13.0%

神奈川県会 176 21 197 8.5% 非上場大会社以外 444 444 19.0%

近畿会 147 41 188 8.1% JASDAQ・マザーズ 148 148 6.3%

兵庫会 56 8 64 2.7% 東証・大証二部 40 40 1.7%

東海会 87 25 112 4.8% 官公庁（行政・自治体等） 47 47 2.0%

京滋会 33 10 43 1.8% 24 24 1.0%

中国会 22 9 31 1.3% 23 23 1.0%

東北会 13 4 17 0.7% その他の地方市場 9 9 0.4%

北部九州会 19 11 30 1.3% 監査法人及び関連会社 213 213 9.1%

北海道会 14 4 18 0.8% 155 155 6.6%

北陸会 11 2 13 0.6% 26 26 1.1%

四国会 5 2 7 0.3% 104 45 149 6.4%

南九州会 1 3 4 0.2% 1892 439 2331 100.0%

沖縄会 6 0 6 0.3%

計 1892 439 2331 100%

計

非上場大会社

非営利法人

教育機関

個人事務所

税理士法人

その他

１．ネットワーク会員推移

２．地域会別加入状況

正会員 賛助会員 全会員
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２．組織内会計士協議会の設置と目的 

組織内会計士協議会は、組織内会計士の業務に関する研究調査、資料又は情報の提供等を行

うことによりその資質の維持及び向上を図るとともに、組織内会計士の組織化を推進すること

により会員及び準会員の活動領域の拡充及び人材の流動化を促進することを目的として、2012

年７月に設立された組織です。 

組織内会計士協議会では、組織内会計士協議会会長や委員、各専門委員会の専門委員長が構

成員となる組織内会計士協議会のほかに、４つの専門委員会を設置し、活動を進めています。 

＜専門委員会等＞ 

現在の専門委員会等の名称及び職務内容は以下のとおりです。 

 

(1) 組織内会計士研修企画専門委員会 

組織内会計士に関する研修会の企画・運営を目的としています。 

(2) 組織内会計士ネットワーク構築専門委員会 

組織内会計士ネットワークへの加入促進、組織内会計士に関する交流会の企画・運営を目

的としています。 

(3) 組織内会計士広報専門委員会 

ウェブサイト、メール配信等による情報提供及び広報活動を目的としています。 

(4) 組織内会計士地域サポート専門委員会 

地域に所属する組織内会計士のサポートを目的としています。 

 

（5）倫理ワーキンググループ  

   大企業での不正会計問題及び IESBA「違法行為への対応」を受け、組織内会計士の職業倫理

について深く議論するため、倫理ワーキンググループを設置しています。  

 

(参考)社外役員会計士協議会 

従来あった取締役及び監査役専門委員会（上場会社の取締役及び監査役に就任している公

認会計士が備えるべき知識、留意点等について検討を行い、その結果を踏まえた研修会等を

実施）については、2017年９月に社外役員会計士協議会として独立しました。 

 

【組織図】 
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３．組織内会計士協議会の活動状況と今後のスケジュール 

(1) 組織内会計士協議会 

組織内会計士協議会の職務は、以下のとおり定めています。 

① 組織内会計士の業務に関する研究調査 

② 組織内会計士の業務に関する研修会を企画立案し、資料又は情報の提供を実施 

③ 組織内会計士の資質の維持及び向上を図るために必要な施策を企画立案し、実施 

④ 組織内会計士の組織化の推進に係る施策を企画立案し、実施 

⑤ 上記①から④以外の、組織内会計士に係る施策を検討 

上記の①から④の職務については、組織内会計士協議会に設置した専門委員会が遂行して

います。組織内会計士協議会では、専門委員会が実施した事項等を全般的に把握するととと

もに、①から④の職務に関連して専門委員会で新たに実施すべき事項について、各専門委員

会へ指示をしています。 

また、⑤の職務について、その時々の組織内会計士を取り巻く環境に応じて、適宜、組織

内会計士協議会で検討を進めています。 

 

(2) 組織内会計士研修企画専門委員会 

組織内会計士に関する研修会を企画・運営しています。 

本専門委員会においては、研修会のテーマとすべき事項や講師の依頼先等について、審議

しており、専門委員会の決定に基づき、研修会の実施に向けた作業を進めています。研修会

の内容は、組織内で勤務するに当たって求められる能力の向上に主眼を置いたものとなって

います。 

 

【研修会等開催実績及び今後の予定】  

開催日 テーマ 講師 

2018年 

2/8 
次世代 ITシリーズ第二弾 フィンテックをめぐる最新動
向 
～経済社会へのインパクト～ 

宮 将史 氏 
（日本銀行 決済機構局フィンテック 
センター 企画役、会計士補） 

3/23 「組織内会計士のための法律知識と実務」 

中室  祐  氏 
（関西電力株式会社 弁護士） 
森田 慈心  氏 
（大幸薬品株式会社 弁護士） 

3/28 グローバル時代の英語コミュニケーション研修 

松橋 香里 氏 
（公認会計士・日本証券アナリスト協会
検定会員,ルミナス・コンサルティング
株式会社 代表取締役） 
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開催日 テーマ 講師 

6/8 クラウドファンディングとは？～類型と活用法～ 

購入型 中山 亮太郎氏 
（株式会社マクアケ 代表取締役） 
寄付型 佐藤 大吾氏 
（株式会社 LIFULL Social Funding  
代表取締役） 

融資型 金田 創氏 
（クラウドバンク株式代表取締役社長） 
株式型 大浦 学氏 
（株式会社クラウドキャピタル  
代表取締役 COO） 

モデレーター 朝倉 厳太郎氏 
（合同会社 gtra and company 代表執行役） 

7/6 
大手上場企業の監査法人出身 CFOに聞く 
～求められる資質と経験及びその修得プロセス～ 

横田 健一氏 
(稲畑産業株式会社 代表取締役 
専務執行役員) 

7/19 
海外拠点における人と組織のマネジメント 
〜日本企業の特徴と本社からの関わり～ 

吉川 克彦氏 
(上海交通大学 安泰経済与管理学院 
アシスタントプロフェッサー,Ph.D) 

9/12 IPO準備会社の組織内会計士に市場が期待すること 
広瀬 英明氏 
（日本取引所自主規制法人 上場審査部 
上場審査部長） 

9/20 
次世代 IT シリーズ第三弾 最新 ICT で変革する金融サービス  
～MUFGのデジタル・トランスフォーメーション戦略～ 

相原 寛史氏 
 (株式会社三菱 UFJフィナンシャル・ 
グループデジタル企画部 部長) 

10/16 ～持続的成長に向けての IR・情報開示とは～ 

佐藤 淑子氏 
（一般社団法人日本 IR協議会 専務理事） 
越田  晃正氏 
（不二製油グループ本社株式会社  
  広報・IR グループ IR チームリーダー） 

11/20 ITによる大変革時代クラウドがもたらす業務システム革命 
和田 成史氏 
（株式会社オービックビジネスコンサル
タント代表取締役社長 公認会計士） 

12/5 PE ファンドから学ぶ M&A の投資プロセスと投資先管理の実務  

香月 由嘉氏  
（ニューホライズンキャピタル 
 パートナ― 弁護士） 
佐藤  隆司氏   
（ニューホライズンキャピタル 
 パートナ― 公認会計士） 

12/7 
経理部員のためのビジネス・アナリティックス入門 
～ビッグデータからデータ・アナリティックスまでの基礎～  

小澤 義昭氏 
（桃山学院大学経営学部 教授、 
公認会計士（日本、ニューヨーク州）） 

12/10 
“公認会計士による、公認会計士のための”「コーチング
によるリーダー開発と組織風土変革」 

竹内 健氏 
（株式会社コーチ・エィ USA取締役 CFO、
公認会計士） 

2019年 

2/1 
IRの実務～決算説明会、海外 IRなどにおける 
機関投資家との対話の実務、その現状と問題点 

岩田 宜子氏  
（ジェイ・ユーラス・アイアール株式 
会社 代表取締役、日本 IR学会理事） 

2/5 
グローバル化に伴う組織デザイン 
～国際組織と日本の職場を巡るディスカッション～ 

吉川 克彦氏 
(上海交通大学 安泰経済与管理学院 
アシスタントプロフェッサー、Ph.D) 
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開催日 テーマ 講師 

2/27 2019年３月期決算会社のための開示実務研修会 

平山 信介氏  
（株式会社プロネクサス 営業本部  
開示・教育支援事業部  
ディスクロージャー相談第 1部  
担当部長）  

寺本 悠記氏  
（宝印刷株式会社 ディスクロージャー
研究一部 次長） 

3/26 
笑いのエッセンスを学んでコミュニケーション力をアップ
させる「笑育（わらいく）」研修 

セバスチャン（阿部健一、原田公志）  
じなんぼ～いず 
（シギハラヨシアキ、ウィーアー店崎） 

3/27 
組織内会計士協議会×日本組織内弁護士協会 
「企業が抱える爆弾！？“問題社員対応” 
～解雇・ハラスメント・メンタルヘルスを題材に～」 

芦原 一郎氏（弁護士） 

6/28 
AI・RPA（ロボティクス）に負けない組織内会計士になる 
ために 

中田 清穂氏 
（一般社団法人日本 CFO 協会主任研究委員
有限会社ナレッジネットワーク代表取
締役社長、公認会計士） 

7/3 
組織内会計士が知っておくべき、M＆A を成功に導く経理
部門の PMI のポイント 

舟山 真登氏 
（グローウィン・パートナーズ株式会社 
Accounting Tech 事業部コンサルティ
ング部 部長 公認会計士） 

7/9 
不正・不祥事のための「上場会社における不祥事予防のプ
リンシプル」 

辻 さちえ氏 
（公認会計士、公認不正検査士） 

8/23 新金融“決済インフラの理解と対応 

宿輪 純一氏  
（帝京大学経済学部教授・博士（経済
学）・公開講義「宿輪ゼミ」代表、 
元三菱東京 UFJ銀行企画部経済調査室
シニアエコノミスト） 

8/27 決算早期化を実現させるための決算・開示・監査実務 
武田 雄治氏 
（武田公認会計士事務所 代表） 

8/29 
国際会議での交渉を成功させるための国際ビジネスルール
及びプロトコル講座 

中山 達樹氏 
（中山国際法律事務所 代表弁護士） 

9/2 
機関投資家が期待する経営者や IRとの対話、及び、投資
してもらう企業の条件 

檜垣 慎司氏 
（株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス  
代表取締役、元フィデリティ投信 
ポートフォリオマネージャー） 

9/4 
組織内会計士のための「管理」会計から「経営」会計への
ステップアップ 

中田 清穂氏 
（一般社団法人日本 CFO 協会主任研究委員
有限会社ナレッジネットワーク代表取
締役社長、公認会計士） 

9/19 
倫理基準の改訂を組織内会計士の価値向上につなげよう 
～「違法行為への対応」と今後の倫理強化への流れ～ 

脇 一郎氏 
（日本公認会計士協会 常務理事、 
株式会社 JBA ホールディングス 代表
取締役グループ CEO、公認会計士） 

10/4 
アートから学ぶ創造と表現  
～創造的な環境づくり、 多様なコミュニケーションの 
ヒントをアートから学ぶ～ 

青山   悟氏（アーティスト） 

原良   介氏（画家） 

竹林  陽一氏  

（株式会社クリエイティブ・ジャングル

代表取締役） 
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開催日 テーマ 講師 

10/9 
カルビーの事例に学ぶダイバーシティの本質（≒経営改
革）と企業価値創造を目的としたグループ経営と本社の 
役割 

石田 正氏 
 （カルビー株式会社 監査役、元日本マク

ドナルド株式会社 代表取締役副社長
（CFO）、元セガサミーホールディングス
株式会社 専務取締役（CFO）、 
日本 CFO協会主任研究委員) 

松田 千恵子氏 
(首都大学東京大学院 経営学研究科 
教授、キリンホールディングス株式会社 
社外監査役、日立化成株式会社、 
フォスター電機株式会社、サトーホー
ルディングス株式会社 社外取締役、 
日本 CFO協会主任研究委員) 

10/10 組織内会計士に求められるホスピタリティ 
力石 寛夫氏 
（トーマス アンド チカライシ株式会社 
代表取締役） 

11/11 
異文化への理解を深め、“知識人”としてグローバルに 
活躍するために～哲学・宗教学を中心に～ 

小林 康夫氏 
（青山学院大学総合文化政策学研究科 
特任教授、東京大学名誉教授） 

11/14 成長企業の経理財務部門での採用術 

桑本 慎一郎氏 
(株式会社ピー・シー・ピー代表取締役、
公認会計士) 

波多野佐知子氏 
(株式会社じげん 経営管理部長、 
公認会計士)  

11/21 老舗に学ぶ長期存続の経営 
神田 良氏 
（明治学院大学経済学部国際経営学科教授） 

11/25 
上場後の不祥事事例から考える IPO 準備会社のリスクマネ
ジメント体制 

菅沼 匠氏（公認会計士・弁護士） 

11/28 業績 V字回復に学ぶ企業価値向上と変革 
鎌田 敏行氏 
（株式会社サガミホールディングス 
代表取締役会長兼 CEO） 

12/2 
最近のディスクロージャー制度の動向 
～2019年３月期に係る有価証券報告書の開示分析及び記述
情報の充実に向けて～ 

吉野 裕紀氏 
（株式会社プロネクサス開示・教育支援
事業部 ディスクロージャー相談第２部 
金商法グループ 企画チーム  
チームリーダー） 

12/3 
現代日本人の外国・外国語との向き合い方～言語学の研究
から日本の翻訳文化を辿り、世界の中の日本を考える～ 

月本 雅幸氏 
（現役東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

12/17 IPO&IR 証券取引所の機能と重複上場の意義について 

湯浅 祐一郎氏 
(証券会員制法人 札幌証券取引所  
上場推進部長) 

福本 達氏 
(証券会員制法人 福岡証券取引所 
営業部長) 

加藤 広晃氏 
(ポート株式会社 取締役、公認会計士) 

2020年 

1/16 
業務変革の前に理解しておくべき「組織変革のツボ」 
～あなたの会社は健全な会社ですか、賢明な会社ですか～ 

田村 均氏 
(CS実践研究所 所長、株式会社ユー・
エス・エス社外取締役、NPO法人 顧客
ロイヤリティ協会理事、APQC認定ビジ
ネスプロセス・ベンチマ－キングイン
ストラクタ－、経営品質協議会 表彰
制度委員及び主任審査員歴任) 
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開催日 テーマ 講師 

2/5 
組織内会計士が企業リーダーになるための成果が上がる！ 
実践マネージメント講座 

佐藤 等氏 
(ドラッカー学会理事、佐藤等公認会計
士事務所所長、公認会計士) 

2/12 
組織内会計士のための CFO 事例研究シリーズ  
第１弾「企業変革と企業価値最大化を狙う CFOの役割 
～日本電産の事例他～ 

吉松 加雄氏 
(元日本電産株式会社 取締役専務執行
役員 CFO、首都大学東京大学院 経営学
研究科 特認教授等、京都先端科学大学 
客員教授) 

2/13 
有効なデータ利活用による CFO機能及び 
経理財務部門における役割の変革 

脇 一郎氏 
（日本公認会計士協会 常務理事、 
株式会社 JBA ホールディングス  
代表取締役、公認会計士） 

2/14 
”働き方改革”は企業の「器」の研鑽。 
”働く人改革”こそ企業の「価値」の真髄。 
 ～イノベーションを起こす人財の発掘と育成～ 

小柳津 誠氏 

（起承転結社代表、(社)おもてなしズ 

ム JAPAN 代表理事、NPO法人リライフ  

社会デザイン協会 副理事） 

2/20 2020年３月期決算会社のための開示実務研修会 

田中 直敏氏 

（株式会社プロネクサス 営業本部 

開示・教育支援事業部 ディスクロ―

ジャー相談第 1部 会社法グループサ

ポートチーム サブチームリーダー）  

川島 直樹氏 

（TAKARA ＆ COMPANY グループ  

株式会社ディスクロージャー＆IR 

総合研究所 研究部 主任研究員、 

公認会計士） 

                                                       ※2020 年２月末まで記載 
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 (3) 組織内会計士ネットワーク構築専門委員会 

組織内会計士間の交流、組織内会計士ネットワークへの加入促進を目的とした各種イベン

ト（主に研修会及び懇親会等）を企画・運営しています。 

研修会については、研修企画専門委員会が企画するものとは異なり、組織内会計士の魅力

向上を目的とし、組織内会計士の活躍事例や、組織内会計士のキャリアに焦点を当てた内容

となっています。 

イベントでは、組織内会計士間の交流を目的としており、共通の志を持つ仲間との交流に

よるネットワーキングの構築を目指しています。 

その中でも、オフィスツアーは先進的な取組をする人気企業を訪問し、各社の取組を拝聴

するとともにオフィス見学を行うもので大変な人気企画となっています。 

 

 

 

【イベント等の開催実績及び今後の予定】 

開催日 テーマ 

2013年 

3/19 パネルディスカッション「IPOの道」 

8/7 パネルディスカッション「経理部の日常とその後のキャリアパス」 

11/19 パネルディスカッション「M&A関連業務」 

12/12 若手向けセミナー「組織内会計士に関するセミナー」 

2014年 

1/8 組織内会計士新年会 

2/24 パネルディスカッション「コンサルティング業界への道」 

6/24 第１弾オフィスツアー(株式会社シグマクシス) 

9/9 セミナー「IPOマーケットの今」 

12/9 若手向けセミナー「組織内会計士に関するセミナー～若手会計士の働き方～」 

2015年 

1/8 組織内会計士新年会 

2/27 第２弾オフィスツアー(GMOインターネット株式会社) 

6/19 パネルディスカッション「総合商社で活きる会計士の力～五大商社集合～」 

8/26 組織内会計士バーベキュー 

9/29 パネルディスカッション「社外役員への道」 

11/15 第１回組織内会計士ゴルフコンペ 

12/2 若手向けセミナー「監査法人全入時代に差別化を図るためのキャリア戦略」 
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開催日 テーマ 

2016年 

1/6 組織内会計士新年会 

2/19 第３弾オフィスツアー(楽天株式会社) 

6/2 セミナー「人材多様化時代に勝ち抜くためのマネジメントと働き方実践術」 

6/5 第２回組織内会計士ゴルフコンペ 

7/1 組織内会計士バーベキュー 

7/8 セミナー「IPOへの道３～公認会計士による起業、そして IPO～」 

9/21 パネルディスカッション「会計士のキャリア 外資系企業の道」 

11/13 第３回組織内会計士ゴルフコンペ 

12/6 
若手向けセミナー「監査法人？事業会社？自分らしく生きるための会計士の多様な
キャリアパス」 

2017年 

1/6 組織内会計士新年会 

2/28 第４弾オフィスツアー（カルビー株式会社） 

6/11 第４回組織内会計士ゴルフコンペ 

7/4 組織内会計士バーベキュー 

7/28 
パネルディスカッション「～ベンチャー×公認会計士～ 急成長ベンチャー企業 CFO
が語る次世代公認会計士像」 

9/7 第５弾オフィスツアー（Google社） 

11/13 セミナー「会計士のキャリア ヘルスケア業界への道」 

11/19 第５回組織内会計士ゴルフコンペ（JICPA PAIBゴルフ） 

12/4 
若手向けセミナー 
「「若手会計士の働き方」～組織内会計士と監査法人勤務の違い～」 

2018年 

1/10 組織内会計士新年会 

2/26 組織内会計士交流会「ヘルスケア業界親睦会」 

3/12 事例で学ぶ不正調査 

4/5 組織内会計士交流会「不動産業親睦会」 

6/10 第６回組織内会計士ゴルフコンペ（JICPA PAIBゴルフ） 

6/14 第６弾オフィスツアー（CBRE社） 

7/3 組織内会計士バーベキュー 

10/30 組織内会計士交流会「不動産業親睦会」 

12/9 第７回組織内会計士ゴルフコンペ（JICPA PAIBゴルフ） 
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開催日 テーマ 

12/13 
若手向けセミナー 
「監査法人？事業会社？ 自分らしく生きるための会計士の多様なキャリアパス」 

2019年 

1/8 組織内会計士新年会 

2/15 第７弾オフィスツアー（株式会社ファーストリテイリング） 

2/28 第８弾オフィスツアー（アクセンチュア社） 

3/24 
組織内会計士協議会×準会員会  
座談会セミナー「若手会計士のキャリア戦略」 

4/5 組織内会計士交流会「ヘルスケア業界親睦会」 

6/12 協議会委員の懇親会 

6/27 
「組織内会計士オリエンテーション（監査法人退職者向け） 
～新天地でも頑張れる！組織内会計士へ転身されるあなたへ～」 

7/7 第８回組織内会計士ゴルフコンペ（JICPA PAIBゴルフ） 

9/27 組織内会計士 Uターン、I ターン支援セミナー 

11/４ 第９回組織内会計士ゴルフコンペ（JICPA PAIBゴルフ） 

12/11 
若手向けセミナー 
「広がる会計士のキャリアパス～組織内会計士の意義と監査法人勤務との違い～」 

2020年 

1/7 組織内会計士新年会 

1/17 

組織内会計士座談会 
「最近のディスクロージャー制度の動向～2019 年３月期に係る 

有価証券報告書の開示分析及び記述情報の充実に向けて～」を題材に 
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 (4) 組織内会計士広報専門委員会 

組織内会計士ネットワークの運営及び管理、ウェブサイト、メールマガジン配信などにより

情報提供を行っています。また、メディアを利用した組織内会計士に係る広報活動も行ってい

ます。 

【主な活動実績は次のとおり】 

① 組織内会計士ウェブサイト 

事例：「組織内会計士の活躍事例」の掲載 

・ 三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第二部マルチグレイン推進室 原 直示 氏 

・ ブラックロック・ジャパン株式会社 機関投資家営業本部 波多野 孝幸 氏 

・ 株式会社イグニス取締役監査等委員長 大杉 泉 氏 

・ 株式会社マクロ・マーケティンググループ グループ経営戦略部 澤 健介 氏 

・ スリーエムジャパン株式会社 監査役室 小寺 紀史 氏    etc 

② メールマガジン配信 

組織内会計士協議会メンバー挨拶、セミナー・研修会等の開催案内、セミナー・研修

会等の実施報告、地域会、他グル―プ主催のセミナー・研修会等の開催案内、公表物な

どのお知らせ、アンケートの意見募集等 

③ 組織内会計士ネットワーク入会ご案内チラシの作成 

  ・ 組織内会計士協議会研修会において配付 
  ・ ニュースレター、東京会 CPAニュースに掲載 

④ 専門委員長対談の開催 

  ・ 対談の模様を組織内会計士ウェブサイトに３回に分けて掲載 

  ・ メールマガジンで配信 

⑤ 組織内会計士ネットワーク会員向けのアンケートの実施 

  ・ 2016年 11月～12月までアンケートを行い、回答者にアンケート結果概略を   
フィードバック 

・ 2018年５月にアンケートを実施し、結果について取りまとめを行う 

・ 2019年６月にアンケートを実施し、結果について取りまとめを行う 

⑥ 取材関連について（2018年～）  

・ 日本経済新聞社インタビュー 『増える「企業内会計士」』 

・ 週刊経営財務座談会企画 『組織内会計士が語る会計不正と監査対応』 

・ 会計・監査ジャーナル役員インタビュー『協会役員に聞く!!～日本公認会計士協
会の取組を中心に～』 

・ 週刊エコノミスト『急増する企業内会計士』 

⑦ パンフレットの作成及び協力 

・ JICPA『企業内における公認会計士活用のご提案』 

https://jicpa.or.jp/sitemap/CareerNavi2019.pdf 

・ FSA  『目指せ、公認会計士』 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakai/pamphlet/pamphlet2019.pdf 

・ FSA  『Playing Field of CPA』 

 

 
 

https://jicpa.or.jp/sitemap/CareerNavi2019.pdf
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakai/pamphlet/pamphlet2019.pdf
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(5) 組織内会計士地域サポート専門委員会 

地域に所属する組織内会計士のサポートを目的としています。 

地域の組織内会計士との意見交換のほか、組織内会計士の活動が活発ではない地域会等へ

の組織内会計士への認知度向上に向けた取組を実施しています。 

専門委員会では地域会の取りまとめ者が出席しており、地域会の活動状況及び地域会から

の意見を共有しております。 

  

【主な活動実績は次のとおり】 

   2013年４月 17日  近畿会を訪問し意見交換会を実施 

   2014年３月 23日  東海会を訪問し意見交換会を実施 

   2014年 11月 29日  東海会を訪問し東海会執行部及び東海会組織内会計士と意見交換 

   2016年１月 17日  東海会組織内会計士による意見交換会の実施 

2016年９月 22日   東海会を訪問し東海会執行部及び東海会組織内会計士と意見交換 

   2016年 12月４日   中国会を訪問し中国会執行部との意見交換会 

   2017年４月 11日  神奈川県会後進育成委員会に出席し、意見交換 

2017年９月 23日  北部九州会を訪問し、北部九州会執行部と意見交換 

2017年 10月 21日  東北会を訪問し、東北会執行部と意見交換 

2017年1 1 月 2 5 日 、 2 6 日 中日本五会合同の合宿研修を実施（主催：東海会） 

2017年 12月８日    北海道会を訪問し、執行部及び北海道会組織内会計士と意見交換 

2017年 12月 22日   北部九州会を訪問し、北部九州会組織内会計士と意見交換( 常 務 理 事 ) 

2018年３月 10日    地域会間交流会（主催：近畿会） 

     2018年９月１，２日 中日本五会合同の合宿研修を実施（主催：近畿会）  

   2018年９月 15日  四国(徳島)において、組織内会計士の集いを開催 

   2018年 10月 22日  北陸会を訪問し、執行部及び北陸会組織内会計士と意見交換 

      2019年３月 18日  兵庫会を訪問 

   2019年３月 23日  中日本五会研究発表 

   2019年４月 12日  京滋会を訪問 

2019年９月７、８日 中日本五会合同の合宿研修を実施（主催：東海会） 

2019年２月６日   埼玉会を訪問予定 

2020年３月７、８日  東北会(仙台)において、組織内会計士の集い(合宿研修)を開催予定 
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 地域サポート専門委員会の活動 地域会の活動状況 

北海道会 2017/12/8 に訪問し、意見交換会実施 定期的、組織的な活動実施中 

東北会 2017/10/21 に訪問し、意見交換会実施 

組織内会計士が東北各県に分散しており、

定期的組織的な活動はなかなか難しいが、

地域会のイベント等に参加を促す 

神奈川会 2017/4/11 に訪問し、意見交換会実施 定期的、組織的な活動実施中 

東海会 
2014年、2016年に訪問し、意見交換会 

実施 
定期的、組織的な活動実施中 

北陸会 2018/10/22に訪問し、意見交換会 定期的、組織的な活動を今後推進予定 

京滋会 2019/4/12に訪問し、意見交換会 

近畿三会として、組織的な活動実施中 近畿会 
※本部の協議会発足前から活動を実施 

近畿三会として、活動 

兵庫会 2019/3/18に訪問し、意見交換 

中国会 2016/12/4 に訪問し、意見交換会実施 定期的、組織的な活動実施中  

四国会 
2018/9/15 四国において意見交換（集い）

を実施 

定期的組織的な活動はなかなか難しいが、

近隣地域会などとの連携などを模索したい 

北部九州会 
2017/9/23、12/22に訪問し、意見交換会 

実施 
定期的、組織的な活動実施中 

南九州会 ― 
北部九州会との合同で企画を検討していた

だく 

沖縄会 ― ― 
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 (6) IFAC PAIB（Professional Accountants in Business）Committee 

IFAC-企業内職業会計士（PAIB）Committeeは、IFAC内に設けられている組織であり、主な

活動としては、全世界で 100万人いるといわれている PAIBに対する付加価値の向上と、その

ための IFAC への戦略的助言を提供しております。2018 年９月から、組織内会計士協議会副

議長※1 がオブザーバー※２として参加しています。PAIB Committee の議論内容については、

「会計・監査ジャーナル」にも掲載しており、組織内会計士ネットワーク会員には、メール

配信もしております。 

※１ 当時の肩書 

※２ 2020年から、正式に委員として就任 

 

日付 内容 

2018/9 IFAC PAIB Committee (In Singapore) 

2019/3 IFAC PAIB Committee (In New York) 

2019/9 IFAC PAIB Committee (In New York)  

2020/3 IFAC PAIB Committee (In Amsterdam) 

 

 

                                                        以  上


