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IFAC（国際会計士連盟）加盟国

▼世界のほとんどの国は公認会計士の資格で税務ができる

公認会計士税理士

M＆Aや
国際業務において
国際競争力が下がる

外国人投資家は
日本の会計に
不信感を抱く

▼『日本の公認会計士は
　  税務ができない』
　  ということになると…

▼ 5年間の税理士登録者の推移
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公認会計士の増加は
1年平均でわずか132人 税理士登録者数

公認会計士の税理士登録者数

　この「論点整理メモ」に対し、日本公認

会計士協会は7月25日付で会長所感を発

出し、「論点整理メモ」は公認会計士制度

並びに公認会計士試験制度を正しく理解

していないうえでの議論であること、並び

に歴史的経緯からも税理士資格を有する

ものとして、先ずは公認会計士、弁護士に

その適格性を認めこれに税理士試験合格

者が加えられており、様々な納税者のニー

ズに対応するためにも現行税理士制度は

合理性があり、それを改正する必然性が

ないことを主張している。更には経済のグ

ローバル化、企業活動の多様化、複雑化、

国際化の中における税務サービスの高度

化、国際化に対応する税務サービスの提

供者は公認会計士たる税理士であること

を論じている。

　今回の税理士法改正提案は、公認会計

士に税法科目のうち1科目を、弁護士に会

計科目を受験させるという「能力担保」を

要求しているものである。しかし、この能

力担保要求は税務サービス提供者に対し

不必要な高い障壁を設けることにより、税

務サービスを受ける国民の利便性を損な

うものである。税務サービスはただ単純に

税務申告書の作成だけではない。グロー

バル化した日本経済において税務サービ

スも多様化、国際化、複雑化をしている。

そのような状況で日本国民や日本企業に

おいて税務に対するニーズも様々である。

このニーズに的確に対応するためにも、不

必要な高い障壁を設ける「能力担保」を要

求することは合理性がなく、国益に反する

ものである。

　また、海外先進国で公認会計士の資格

で税務業務が行えないのは日本だけであ

る。日本と同様な税理士制度を有する韓

国やドイツにおいても、公認会計士はその

資格で税務業務が行える。すなわち、国際

的には公認会計士の資格で税務業務を行

うことは当然のことなのである。

　もし、日本の公認会計士に税理士試験

受験が要求されれば、海外投資家は日本

の公認会計士の資質に疑問を持つことに

なる可能性がある。すなわち日本企業の

財務諸表を監査する公認会計士は税務能

力がない、財務諸表の主要項目である税

務関連科目の監査は適切に行われている

か疑問を呈するのである。このことは日本

の資本市場に対する信頼性を損なうこと

になり、海外からの投資活動に影響を与え

る可能性がある。

　更には、日本税理士会連合会は公認会

計士試験合格者の急増による公認会計士

の税理士業務への参入を懸念している

が、これも現状認識が的確ではない。確か

に平成18年度から新しい公認会計士試

験制度が導入され、平成19年度には

2,695名、平成20年度には3,024名の試

験合格者が輩出されたことは事実である。

しかし、その後の年度において試験合格

者は急減していることも事実である。昨年

日税連「論点整理メモ」に対し、日本公認会計士協会会長所感を発出

意味のない業際問題

度の試験合格者は1,447名であり半減し

ている。これに加えて、試験合格者急増に

よる未就職者も最近になって日本公認会

計士協会の尽力もあり減少している。公認

会計士試験合格者の未就職者が数千人

に及ぶなどというのは、全く事実と異なる

のである。また、公認会計士試験合格者は

公認会計士にならない限り税理士登録は

できないし、公認会計士の税理士登録者

は年間平均150名にも及ばない（過去5年

の平均では132人）。

*　 　*
　このようにどのような観点から考察して

も今回の税理士法改正提案、すなわち公

認会計士に能力担保を要求する改正は必

然性、合理性が全くない。公認会計士の約

75％が反対署名をしている税理士法改正

提案は全く不必要であり、日本の緊急事態

にこのような改正を求めることは理不尽で

ある。意味のない業際問題に大切な国会

の時間が使われることのないように切に

願いたい。

会長所感の概要

税務サービスを受ける
国民の利便性を考慮せよ

　 日本の資本市場に対する
　 信用が失墜

　 公認会計士の
　 税理士登録者数に対する誤解

　日本公認会計士協会は、日本税理士会連合会が発表した「税理士制度に関する勉強

会における論点整理メモ」についての会長所感を去る7月25日に発出した。

　日本税理士会連合会は本年6月28日に「税理士制度に関する勉強会における論点

整理メモ」を発表し、その中で「公認会計士が税理士としての資質を有しているかどう

かは疑問である」等を含む税理士の資格の論点に対する意見を記載している。
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　領土問題が沸騰している。韓国との間で
は竹島、中国との間では尖閣諸島の領有権
を巡り激しいバトルだ。竹島においては李明
博（イ・ミョンバク）韓国大統領の竹島上陸
が行われ、我々日本国民は他国の大統領が
日本の領土に上陸したことに大きな理不尽
の念を抱いた。これを機に、日韓関係は一気

に悪化した。また、尖閣諸島においては香港
の活動家の尖閣諸島・魚釣島上陸に続き、
中国各地で反日デモが起きた。丹羽宇一郎
在中国日本大使の公用車が襲撃され、日の
丸が奪われた。この出来事も我々日本国民
に強く理不尽さを感じさせた。この一連の出
来事は、それぞれの国において現政権が政
治ショーを行う必要性を背景に行われてい
る。勿論もう一方の背景は、国際社会での日
本の影響力の低下が大きな原因である。

　この領土問題に対して日本の対応は適切
であったであろうか。日本国内では様々な議
論がある。竹島しかり尖閣諸島しかり、他国
の者が無許可で上陸するのであれば日本も
自衛隊を派遣して阻止するべきという強硬
論から、外交というのは二国間、多国間のバ
ランスを取りながら相手国の事情を斟酌し
慎重に行われるべき、という慎重論までさま
ざまである。
　しかし、今回の日本の対応のあるべき姿
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は、先ずは竹島や尖閣諸島への上陸に対し
日本の強い意見、すなわち「この無許可上陸
は国際法上許されないことである」という日
本の立場を上陸後即刻表明することであっ
た筈である。自国の領土に無許可で上陸さ
れ、それに対し何も言わずに黙認し時間が
経過してから抗議をするというのは、ますま
す日本の立場を弱めている。「男は黙ってな
んとかビール」の時代ではない。

　当政治連盟では、昨年に引き続き、平成25年以降の通常国会に資格能
力担保措置条文を含む税理士法改正法案の提出が想定されることや公認
会計士制度に対する国会議員の理解を高めるため、下記の日時に多くの国
会議員を招いて、「第２回 日本公認会計士政治連盟懇親パーティ」を開催
いたします。
　つきましては、諸事ご多用中と存じますが、日程お繰り合わせの上、ご参
加賜りますようご案内申し上げます。

● 日　　時

● 会　　場

　　　　　　
　　

● 参 加 費
● 申込方法

:

:

:
:

平成24年10月２日(火)18時30分～20時
 （※事前説明会 当日18時15分～）

ホテルオークラ東京　「平安の間」
 東京都港区虎ノ門２－10－４／TEL 03－3582－0111
 ◯最寄駅 東京メトロ 銀座線「虎ノ門」駅 出口3、

 　 日比谷線「神谷町」駅 出口4b

  南北線「六本木一丁目」駅改札出口、

  銀座線・南北線「溜池山王」駅出口13

  （いずれも徒歩 ８～10分）

無 料 （交通費は自弁となります）
右記にご記入の上、ファクシミリにてご連絡ください。
FAX : 03－5226－3362

政治連盟会員 各位

活　動　報　告

平成24年8月21日「宮城県公認会計士による
秋葉賢也衆議院議員を囲む会」設立総会を開催
　8月21日、仙台市で「宮城
県公認会計士による 秋葉賢
也衆議院議員を囲む会」設
立総会を開催いたしました。
　秋葉議員は、宮城県議会
議員に3期連続でトップ当
選し、その後、自民党衆議院
議員として連続3回当選、安
倍内閣、福田内閣で総務大
臣政務官を務められました。

現在は、自民党副幹事長、総
務部会長代理ほか、東日本
大震災復興特別委員会委
員に就任されています。
　日本公認会計士政治連
盟の取り組み課題は、①公
認会計士制度改革、②税理
士法改正案への対応、③会
社法改正、④公会計制度の
確立、⑤国際財務報告基準

の適用、⑥資本市場の活性
化等です。今回、地元公認会
計士による秋葉賢也衆議院
議員を囲む会を組織し、議
員と共に課題解決に取組ん
でいく所存です。
　秋葉議員からは、取組課
題はもちろん、公認会計士
の皆さんと協力し、地元被災
地での被災者の声、被災事
業再生に向けた具体的施策
などを国政の場に届け、一
日も早い復興につなげてい
きたいとの決意が述べられ
ました。

※下記枠内部分をコピーし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。 ▶送信先FAX : 03－5226－3362

日本公認会計士政治連盟事務局
☎ 03-3515-1155

【お問合せ先】

〈 役　員 〉

●会　　長 : 尾町 雅文
●幹 事 長 : 三澤 壯義
●事務局長 : 鈴木 一樹

政治連盟会費及び寄付金の納付について
(ご協力のお願い)

日本公認会計士政治連盟

　当政治連盟は、公認会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士制度を確立す
るために必要な活動を行っております。日本公認会計士協会の会員・準会員は政治連盟
の会員ですが、会員の皆様方からの政治連盟会費納付率は約16％(平成23年度)に
留まっており、十分ではない状況にあります。何卒活動にご理解を賜り、会費及び寄付金
の納付につきまして、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、納付に当たりましては、お手元にお届けしております「払込取扱票」（払込通知
票）をご利用ください。（なお、大手監査法人所属の方には法人本部を通してお願いして
おります。）

●郵便局振込口座（払込取扱票）　
　政治連盟会費 口座番号　00190‒5‒901130（手数料無料）
　政治連盟寄付金 口座番号　00160‒6‒110740（手数料無料）

●みずほ銀行
　市ヶ谷支店 普通預金　8015504 (手数料有料)

【お問合せ先】
日本公認会計士政治連盟事務局
☎ 03－3515－1155 ／ FAX 03－5226―3362

お振込先

※口座名はいずれも 「日本公認会計士政治連盟」 

10月２日｢政治連盟懇親パーティ｣に

出　席　　 ・ 　　欠　席

出 席 申 込 書

（ふりがな）

お 名 前

（ 〒　　　　　　　ー　　　　　　　　　）

所属地域会

電話番号

FAX番号

所属地区
(県･部)会

連絡先住所


