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都営地下鉄  市ヶ谷駅A3出口から徒歩5分
東京メトロ  市ヶ谷駅A1&A2出口から徒歩8分
JR市ヶ谷駅出口から徒歩8分
（都営地下鉄…新宿線、東京メトロ…有楽町線・南北線、JR…中央・総武線）
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〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 公認会計士会館
〈事務局所在地〉
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-4-9

ニッキン第2ビル 6F・7F・8F
代表 TEL:03-3515-1180　FAX:03-3515-1190

日本公認会計士協会東京会

公認会計士は企業経営者の
ベストパートナー !!
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茨城県会
〒310-0802　水戸市柵町1-5-13 アスクビル２階
TEL.029-233-3212
URL http://ibaraki.jicpa.or.jp/

群馬県会
〒370-0848　高崎市鶴見町14-11 ダイヤコーポ桂川２階
TEL.027-321-9055
URL http://gunma.jicpa.or.jp/

栃木県会
〒320-0831　宇都宮市新町2-3-13 栃木県公認会計士会館
TEL.028-635-8769

長野県会
〒380-0824　長野市南石堂町1293 長栄南石堂ビル２階
TEL.026-229-9669
URL http://www.jicpa-nagano.jp/

新潟県会
〒950-0087　新潟市中央区東大通1-2-30 第３マルカビル５階
TEL.025-247-3875
URL http://jicpa-niigata.jp/

山梨県会
〒400-0024　甲府市北口1-1-8 甲府北口ビル３階
TEL.055-251-9400
URL http://yamanashi.jicpa.or.jp/

三多摩会
〒190-0022　東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル２階
TEL.042-595-8618
URL http://www.jicpa-santama.jp/index.html

東京会
〒102-8264　東京都千代田区九段南4-4-1　公認会計士会館
〈事務局所在地〉
〒102-0074　東京都千代田区九段南4-4-9　ニッキン第2ビル6F・7F・8F
代表 TEL. 03-3515-1180　FAX. 03-3515-1190

県会等事務所一覧

日本公認会計士協会東京会は公認会計士法に基づき設立された日本公認
会計士協会の地域会（支部）です。

東京会は上記1都６県の公認会計士・会計士補・公認会計士試験合格者・
外国公認会計士・監査法人を会員・準会員として成り立っています。
（東京23区には各区毎、及び三多摩地区・各県には地区会を設置しております。）

東京会ウェブサイト http://tokyo.jicpa.or.jp
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99 日本公認会計士協会東京会について日本公認会計士協会東京会について
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1010 Q&A よくある質問Q&A よくある質問

1 CPAという言葉も耳にしますが、公認会計士とはどう違うのですか？

公認会計士を意味していますので違いはありません。CPAとは、Certified Public Accountantsの大文字
部分を略したもので、英語における公認会計士を意味しています。最近は、国際化の流れから、我が国の公 
認会計士に対しても「CPA」と呼ぶことが増えてきています。なお、会計士補・公認会計士試験合格者に対し
ては、JA（Junior Accountants）と呼ぶこともあります。

2 税理士とはどこが違うのですか？

公認会計士は、税理士の業務ではない企業の会計監査を行っています。また、税理士登録することで税理士
業務も行うことができます。公認会計士の活躍の場は、従来の上場企業から国際企業や中小企業、さらに環
境分野や情報分野、公的な分野まで様々な企業や分野に広がっており、経済社会の発展に対応した幅広い活
動を行っています。

3 なぜ、監査は必要なのですか？

企業には投資家や債権者、従業員など利害関係者がたくさんいます。彼らにとって企業の財務状況を知る手
段は決算書しかなく、その決算書が偽りなく正しく作成されているかどうかは重大な関心事です。そこで、利
害関係者に対して決算書が正しく作成されていることを証明し、企業自身の社会的信用を高めるために監査は
必要なのです。

4 監査法人とは何ですか？

監査法人とは、上場会社などの大企業の監査を組織的に行うため、公認会計士によって設立された法人です。
上場会社は規模が非常に大きく、公認会計士1人ではとても監査できないため、複数の公認会計士が集まって
組織的に監査を行えるようにしたのが監査法人です。

5 日本には何人ぐらいの公認会計士がいますか？

現在、全国で約34,000名の公認会計士が活躍しています。うち東京会所属の公認会計士は約22,000名で
全国の約7割の会員を擁しております。（2014年3月末現在、公認会計士試験合格者等を含む）

6 日本には、監査を受けている会社は何社ぐらいありますか？

金融商品取引法監査は約4,000社（2015年2月：日本公認会計士協会調べ。以下同）、会社法監査は約
5,600社（金融商品取引法監査は除く）の他、学校法人は約6,000法人が監査を受けており、企業に限らず様々
な団体や政党も監査を受けています。このほか、株式公開を目指すベンチャー企業など多くの成長企業が、公認
会計士による監査を受けています。

7 公認会計士は、国際性豊かな職業のようですが、詳しく教えてください。

グローバル経済のもと、企業の事業活動は国境を越え活発になっており、証券制度や会計基準の国際化が進
んでいます。そして、企業活動のグローバル化・会計の国際化に対応して、公認会計士の果たす役割もグロー
バルな広がりを見せています。また、日本公認会計士協会は国際会計士連盟および国際会計基準委員会のメ
ンバー団体として国際的な会計秩序の調和と統一に貢献しています。

8 公認会計士は、公的な業務も行っていると聞きましたが？

公認会計士は、企業だけでなく公的な仕事に関わることも少なくありません。たとえば各省庁の審議会委員、
地方公共団体の監査委員、あるいは商工会議所の経営アドバイザーなどの業務も行っています。公認会計士
に求められる社会的役割は多様なのです。

9 日本公認会計士協会とは、どんな団体ですか？

日本公認会計士協会は、公認会計士法によって設立された法人で、公認会計士で組織する唯一の自主規制団
体です。協会は主な活動として、公認会計士の品位保持、業務の進歩向上のための指導・連絡・監督などを
行い、会員間のコミュニケーションの促進と会員の地位向上に努めています。なお、公認会計士や監査法人
は、協会の会員になることが義務づけられています。

企業経営と公認会計士 公認会計士は企業経営者のベストパートナー！！
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