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公認会計士 トピックス
第9回 「組織内会計士」の活躍支援

1「組織内会計士」とは

組織内会計士とは、「日本公認会計士協会の会員及び準
会員のうち会社その他の法人（監査法人、税理士法人及び
ネットワークファームに該当する法人を除く。） 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。）」をいいます※。

2 公認会計士の活動の多様化

公認会計士は一般に会計・監査の専門家として認知され
ていますが、近年では、事業会社、官公庁、各種法人等のさ
まざまな組織で活躍する会計士が増加しています。経理・
財務・税務、経営管理、内部監査、IR、法務、広報、商品企

はじめに
　事業会社や官公庁に勤務する公認会計士を「組織内会計
士（P A IB＜ペイブ＞＝ P r o f e s s i o n al  A c c oun t an t s  in 
Business）」と呼びます。端的には、監査法人などのネット
ワークファーム以外の事業会社や官公庁、各種法人に雇用
され、または業務従事している者（役員などを含む）です。
　組織内会計士は年々増加しており、日本公認会計士協会
は 2012年に「組織内会計士協議会」を設置し、組織内会計
士のさまざまな活動、ニーズを支援する取り組みを行ってい
ます。
　さらに 2017年には、社外役員として活躍する公認会計士

（上級 PAIB）を対象とした「社外役員会計士協議会」を設置
し、社外役員として活躍する公認会計士を支援する取り組み
を開始しました。

その他

図表1：日本公認会計士協会の取り組み体制

日本公認会計士協会

組織内会計士協議会 社外役員会計士協議会

研修企画
専門委員会

ネットワーク構築
専門委員会

地域サポート
専門委員会

広報
専門委員会

社外役員研修研究
専門委員会

公認会計士社外役員
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 公認会計士社外役員ネットワーク

会員・賛助会員 会員・賛助会員

運営 運営

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 
公認会計士　中川 由紀

※日本公認会計士協会会則 第115条の6第3項、組織内会計士協議会運営細則第2条

日本公認会計士協会「組織内会計士協議会の活動について」を参考に筆者作成
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その他

画、システム開発など、目まぐるしく変化する経済環境にお
いて、会社を俯瞰できる知識と経験を持った公認会計士の
活躍の場は多岐にわたっています。

3 日本公認会計士協会の取り組み

日本公認会計士協会は、さまざまなフィールドで活躍する
組織内会計士を支援するため、2012年に「組織内会計士協
議会」を設置し、「組織内会計士ネットワーク」を創設しました。

組織内で働く会計士は、「継続的専門研修（CPE）の受講
機会が乏しい」「周囲に公認会計士がおらず、相談できる相
手がいない」といった悩みを抱えており、これらを解決し、
活動領域のさらなる拡大を支援することが目的です。

日本公認会計士協会に会員登録する組織内会計士は、
「組織内会計士ネットワーク」にも加入登録することで、「組

織内会計士ネットワーク」が主催する研修やイベントに参加
することができます。

協議会は、「研修企画」「ネットワーク構築」「地域サポート」
「広報」の 4つの専門委員会を擁し、各委員会は、協議会が

定めた活動方針に沿って組織内会計士ネットワークを運営
しています。

研修企画専門委員会
年間 25回を超える研修・セミナーを無料で開催し、継続

的専門研修（CPE）の受講を支援しています。組織内会計士
の多様な業務ニーズに対応し、会計・監査専門研修、プレ
ゼンテーション、ネゴシエーションなどのソフトスキル研修、
フィンテック、ファイナンスなどの最新テーマ研修など、多
彩なトピックを取りそろえています。

今後は、日本CFO協会、日本IR協議会、会計教育研修機構
（JFAEL）など、各種団体とのコラボレーションも計画してい
ます。

ネットワーク構築専門委員会
新年会やゴルフコンペ、バーベキュー大会、先鋭的企業

へのオフィスツアーを開催し、組織内会計士間の交流を支
援しています。

また組織内会計士の働き方モデルを提示するパネルディ
スカッション、職種ごとの活躍事例を紹介する「道シリーズ」
セミナーも開催し、キャリア構築を支援しています。

今後は、少人数でインタラクティブに行う業種別研修付き
交流会など、ネットワークとキャリア構築をさらに支援する取
り組みを進めています。

地域サポート専門委員会
首都圏に集中しがちな協議会の活動を全国規模で充実さ

せ、地域の組織内会計士を支援しています。北海道、東北、
東海、北陸、京滋、四国…など全国で 14に区切られた地域
会と協力し、研修会や懇親会を開催しています。

地域会では、組織内会計士が地理的に分散しているた
め、テレビ会議の利用や近畿会と東海会の中間点である滋
賀県での合宿研修など、地域の実情に即し活動しています。

広報専門委員会
日本公認会計士協会の「組織内会計士ウェブサイト」の運

営、組織内会計士ネットワーク会員向けメールマガジンの
配信、組織内会計士の活躍事例紹介の広報誌（金融庁、受
験予備校等にて配布）の制作など、組織内会計士の意義を
対外的にアピールしています。

今後は、監査法人を退職し新たに組織内会計士となる方
向けに、組織内会計士ネットワークの加入方法、専門的継
続研修の受講方法などをまとめた冊子を制作・配布する予
定です。

上記に加え、2017 年 10月、日本公認会計士協会は「社
外役員会計士協議会」を創設し、「公認会計士社外役員ネッ
トワーク」の運営を開始しました。

社外役員として活躍する公認会計士（上級 PAIB）を対象と
し、上級 PAIB特有のニーズにきめ細かく対応するための組
織です。

資質向上のための研修、役員視点での会計監査制度に関
する意見収集・研究などを行い、社外役員である組織内会
計士が、能力を存分に発揮し、プレゼンスを高めることを支
援します。

組織内会計士は、会計・監査の知識と業務経験のみなら
ず、組織内会計士同士のネットワークを持っていることも大
きな強みです。ますます増加する組織内会計士の活躍に、
ご注目いただきたいと思います。

中川 由紀 （なかがわ ゆき）

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 公認会計士
監査業務従事後、事業系コンサルティング会社（組織内会計士）を経て、現職。
2011年より日本公認会計士協会 組織内会計士ネットワーク設立準備会 世
話人。
2012年より日本公認会計士協会 組織内会計士協議会 ネットワーク構築専
門委員会 専門委員（現在）。
メールアドレス：yuki.nakagawa@pwc.com
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