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2020年１月17日
（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」の研修会を踏まえた
「有価証券報告書の開示及び記述情報について議論・検討する
会」

鎌田　浩嗣（宝印刷株式会社 ディスクロージャー研究一部長 兼
J-Adviser室長、公認会計士）

2019年12月17日
（組織内会計士研修会）

IPO&IR 証券取引所の機能と重複上場の意義について

【第一部】ポート株式会社「東証・福証重複上場の意義」
《講師》加藤　広晃(ポート株式会社　取締役　公認会計士)
【第二部】福岡証券取引所「福岡証券取引所の取組」
《講師》福本　達(証券会員制法人　福岡証券取引所　営業部長)
【第三部】札幌証券取引所「札幌証券取引所の取組」
《講師》湯浅祐一郎(証券会員制法人　札幌証券取引所　上場推進部長)

2019年12月16日
（組織内会計士研修会）

意見交換会

１.組織内会計士協議会会長挨拶
『組織内会計士の将来展望及び国際動向について』
　脇　　一郎（ダイバーシティ・ネットワーキング担当常務理事）
２.意見交換会（各専門委員会に分かれて行います）
　<意見交換会リード役>
　 高木　暢子（研修企画専門委員長）
　 鎌田　浩嗣（ネットワーク構築専門委員長）
   阿久津　聖（広報専門委員長）
   吉田　 徹（地域サポート専門委員長）

2019年12月11日
（組織内会計士研修会）

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～

【第１部】プレゼンテーション
《プレゼンター》
　上田　拓矢(大手販促メディア事業会社)
【第２部】パネルディスカッション
《パネリスト》
　上田　拓矢（第1部より引続き）
　泉　貫太郎(経営コンサルティング会社、マネージャー)
　増野有紀奈(dely株式会社)
　本田　祐(監査法人勤務)
《ファシリテーター》
　齋藤　智記(一般事業会社、経理部長 兼 経営企画室長)

2019年12月４日
（冬季全国研修会）

企業を契約者とする生命保険の最新実務 山本　英生（税理士）

2019年12月４日
（冬季全国研修会）

企業情報開示の充実に向けた最近の動向について
前田 和哉（金融庁 企画市場局 企業開示課 開示業務室　専門
官）

2019年11月28日
（組織内会計士研修会）

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

2019年11月25日
（組織内会計士研修会）

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（公認会計士・弁護士）

2019年11月22日
（本部研修会）

グループ内法人の解散・清算に関する税務の取扱い（後半） 齋藤　雅俊（税理士）

2019年11月22日
（本部研修会）

グループ内法人の解散・清算に関する税務の取扱い（前半） 齋藤　雅俊（税理士）

2019年10月29日
（税務業務部会研修会）

綱紀監察関連研修会「税理士法違反となる行為について」 森下　麻友美（国税庁長官官房総務課課長補佐）

2019年10月29日
（本部研修会）

経済の電子化に伴う課税上の課題について 陣田　直也（財務省主税局参事官）

2019年10月25日
（秋季全国研修会）

なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか～事例から学ぶ、従業員不正
とガバナンスの機能不全～

樋口　晴彦（警察大学校　警察政策研究センター　教授）

2019年10月25日
（秋季全国研修会）

政府の防衛装備品へのパフォーマンス基準の適用とその留意点―
国防省と防衛省の契約価格算定方式の対比において―

櫻井　通晴（専修大学名誉教授、インテリジェントウエイブ
（IWI）監査役）

2019年10月24日
（秋季全国研修会）

収益認識における 会計・法人税・消費税の異同点 成松　洋一（税理士）

2019年10月15日
（本部研修会）

外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）の実務上の留
意事項

赤塚　孝江（租税調査会 国際租税専門委員会 専門委員長）

2019年10月10日
（組織内会計士協議会）

組織内会計士に求めるホスピタリティ

力石　寛夫（トーマス アンド チカライシ㈱　代表取締役、一般財団法人
日本のこころ Soul of Japan代表理事、経済産業省「おもてなし経営企業
選」平成24年・25・26年選考委員長、経済産業省「産学連携サービス経営
人材育成事業」平成27・28・29・30年審査採択委員長、米国料理大学
CIA(Culinary Institute of America) 名誉大使)

2019年10月４日
（組織内会計士協議会）

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（アーティスト、ミヅマアートギャラリー所属）
原 良介（画家）
竹林　陽一（(株)クリテイィブ・ジャングル代表取締役）

2019年９月27日
（組織内会計士協議会）

組織内会計士Uターン・Iターン支援セミナー

■講師
功野　顕也
佐々木教雄
富永　武尊
■ファシリテーター
西谷　剛史

2019年８月23日
（組織内会計士協議会）

“新金融”決済インフラの理解と対応
宿輪　純一（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）

2019年８月５日
（公会計協議会主催セミナー）

水道法改正時代の地方公営企業の経営と公認会計士の役割

(1)基調講演「公営企業等の現状と課題」
講師：山越 伸子（総務省 自治財政局 公営企業課 課長）
(2)パネルディスカッション「人口減少時代の上下水道経営と公認会計士の貢献」
パネリスト：
伊澤 賢司（公認会計士／公会計委員会 地方公会計・監査検討専門委員長）
菊池 明敏（岩手中部水道企業団　参与）
関口　 智（立教大学経済学部・大学院経済学研究科 教授）
松尾 大輔 (総務省自治財政局公営企業経営室 課長補佐)
司会：
米本 昌弘(公認会計士／公会計委員会 地方公会計・監査検討専門委員会 専門委員)

2019年７月23日
（本部研修会）

信託税制の概要と法人の信託活用事例 小林　研太（税理士）

2019年７月10日
（公会計協議会）

特別研修会「会計検査院の業務及び決算検査報告等について 」 小林　麻理（会計検査院長）

2019年７月３日
（組織内会計士協議会）

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（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）

2018、2019年度に開催及び開催予定の研修会うち、以下の研修会はCD-ROM及びeラーニング化はいたしませんのでご了承ください。

2018、2019年度　CD-ROM及びeラーニング化しない研修会一覧



2019年６月26日
（本部研修会）

最近の不正会計事例について～監査の観点からの分析～
谷口　義幸（金融庁 証券取引等監視委員会事務局 開示検査課長)
柳川　俊成（金融庁 証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 統
括調査官）

2019年６月７日
（本部研修会）

架空循環取引の実務対応－収益認識基準の影響力 霞　晴久（公認会計士）

2019年６月５日
（税務業務部会研修会）

第68回税務業務部会研修会
消費税税率引上げのタイミングをまたぐ取引の適用税率の考え方

加藤 博之（財務省 主税局 税制第二課 課長補佐）

2019年４月12日
（税務業務部会研修会）

第66回税務業務部会研修会
資産課税に係る平成３１年度税制改正のポイント

石田　良（財務省 主税局 税制第一課 課長補佐）

2019年４月３日
（本部研修会）

平成31年3月期決算の税制改正留意点（法人税）－税改正の適用時
期に配慮して

佐藤　正樹（租税調査会 租税政策検討専門委員会 専門委員長）

2018年度
研修会実施日

研修会タイトル 研修会講師名

2019年３月22日
（税務業務部会研修会）

第65回税務業務部会研修会
社会福祉事業と消費税の実務（主として課否判定について）

宮内　眞木子 （税理士）

2019年３月５日
（本部研修会）

キャリアカウンセリング基本講座 白石　清仁（CPE協議会　企画専門委員会専門委員）

2019年３月４日
（本部研修会）

インサイダー取引規制のポイントについて 証券取引等監視委員会担当官

2019年２月22日
（本部研修会）

法人税の税額控除制度の留意点 奥田　芳彦 （租税相談員）

2019年２月７日
（春季全国研修会）

中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員会研修会　事業承継
税制の解説と31年度中小企業関係税制改正・予算（補助金の説
明）等について

松井　拓郎（中小企業庁財務課長）

2019年２月５日
（組織内会計士協議会）

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

2019年２月１日
（組織内会計士協議会）

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（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）

2019年１月24日
（本部研修会）

ロジカルシンキング基本講座 白石　清仁（CPE協議会　企画専門委員会専門委員）

2019年１月22日
（税務業務部会研修会）

第63回税務業務部会研修会
公認会計士が手掛けた事例から学ぶ「超高齢社会における家族信
託」の基礎

池田　幸弘（公認会計士）

2019年１月18日
（新春全国研修会）

なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか～事例から学ぶ、従業員不正
とガバナンスの機能不全～

樋口　晴彦（警察大学校警察政策研究センター　教授）

2018年12月14日
（組織内会計士協議会）

組織内会計士協議会活動報告会及び意見交換会 組織内会計士協議会委員

2018年12月13日
（組織内会計士研修会）

「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」

【第1部】
《プレゼンター》
石倉　壱彦 (株式会社アカツキ investment & co - creation事業執行役員、株
式会社WARC共同創業者取締役、株式会社LIFECREAT社外取締役、株式会社アップ
ランド社外取締役、株式会社キャスター社外監査役)
【第2部】
《パネリスト》
上田　拓矢 (東京地下鉄株式会社)
林田　絵美 (株式会社キズキ)
《ファシリテーター》
植田　幹郎（株式会社豆蔵ホールディングス）

2018年12月10日
（組織内会計士研修会）

“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（COACH A Inc. 最高執行責任者／エグゼクティブ・コー
チ、公認会計士）

2018年12月７日
（組織内会計士研修会）

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（桃山学院大学経営学部　教授、公認会計士、米国公
認会計士（ニューヨーク州））

2018年12月７日
（冬季全国研修会）

経済事件における公認会計士の不正事例 嶋村　忠志（警察大学校　財務捜査研修センター教授）

2018年11月26日
（本部研修会）

BEPS防止措置実施条約について 陣田　直也（財務省主税局　主税企画官）

2018年10月31日
（本部研修会）

小規模宅地等の特例の仕組みと実務上の留意点 柴原　一　（税理士）

2018年10月23日
（税務業務部会研修会）

綱紀監察関連研修会
税理士法違反となる行為について

茅野　純也（国税庁長官官房総務課課長補佐）

2018年10月23日
（本部研修会）

研修講師養成講座 白石　清仁（CPE協議会 企画専門委員会 専門委員）

2018年10月12日
（税務業務部会研修会）

第61回税務業務部会研修会
国際取引における税務調査の動向と留意事項

土屋　重義（租税相談員）

2018年10月３日
（税務業務部会研修会）

第60回税務業務部会研修会
消費税「軽減税率制度」＆「インボイス制度」について～「入
門」から「応用」まで～

加藤 博之（財務省 主税局 税制第二課 課長補佐）

2018年10月３日
（税務業務部会研修会）

第２回活動報告会
柳澤　義一（税務業務協議会 会長）
中尾　健（税務業務協議会 副会長）
渡邊　芳樹（税務業務協議会 副会長）

2018年９月27日
（公会計協議会主催

セミナー）
地方公会計情報のマネジメントへの活用

【基調講演】
 地方公会計の推進に関する総務省の検討状況と今後の課題について
　 総務省自治財政局財務調査課担当官
【パネルディスカッション】
 公共施設・インフラ資産の老朽化から考察する公会計情報の活用
　 天川 竜治（熊本県宇城市 総務部 次長）
　 伊澤 賢司（公認会計士、公会計委員会 地方公会計・監査検討専門部会長）
　 根本 祐二（東洋大学経済学部　教授）
　 総務省自治財政局財務調査課　担当官
　 川口　雅也　（公会計担当研究員・公認会計士）

2018年９月10日
（本部研修会）

電力・ガス・石油業界の現在の業界動向、株式市場からの評価に
ついて

新家　法昌（みずほ証券リサーチグループエクイティ調査部シニ
アアナリスト）

2018年８月７日
（税務業務部会研修会）

第58回税務業務部会研修会
法人税実務の落とし穴

小林　伸行（研修企画専門委員会　専門委員）

2018年８月１日
（本部研修会）

税務訴訟事例の研究 木山　泰嗣（青山学院大学法学部教授、弁護士）

2018年７月27日
（本部研修会）

トランプ税制と財政 関口　智（立教大学経済学部　教授）

2018年７月10日
（公認会計士社外役員
ネットワーク研修会）

コーポレートガバナンス・コードの動向と、社外役員への期待 青　克美（株式会社東京証券取引所　執行役員）



2018年７月６日
（組織内会計士研修会）

大手上場企業監査法人出身CFOに聞く～求められる資質と経験およ
びその修得プロセス～

横田　健一（稲畑産業株式会社　代表取締役専務執行役員）

2018年６月20日
（税務業務部会研修会）

第56回税務業務部会研修会
税務業務とIT による効率化

安田　信彦（税理士）

2018年６月８日
（組織内会計士研修会）

「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（株式会社マクアケ　代表取締役）
寄付型　佐藤 大吾（株式会社 LIFULL Social Funding　代表取締役）
融資型　金田 創（クラウドバンク株式会社　代表取締役社長）
株式型　大浦 学（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（合同会社gtra and company　代表執行役）

2018年４月17日
（税務業務部会研修会）

消費税「軽減税率制度」＆「インボイス制度」について～「入
門」から「応用」まで～

加藤 博之（財務省 主税局 税制第二課 課長補佐）

2018年４月16日
（公認会計士社外役員
ネットワーク研修会）

取締役会の運営方法～実例をふまえて～ 高山　与志子


