
CPE研修会のご案内

共催　一般財団法人会計教育研修機構

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2012年9月27日（木）〜 12月12日（水）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

木曜講座 9月27日（木）
  インドの最新税制・会計制度（前半） ２ 東京 3,000円

  インドの最新税制・会計制度（後半） ２ 東京 3,000円

随時 9月28日（金）  監査  国際監査・保証基準審議会（IAASB）による最近の活
動（仮題） 2 東京 3,000円

秋季全国

10月3日（水）

10/17（水）
新潟
DVDDVD

 監査  公認会計士・監査審査会の活動状況と最近の検査結果
事例について ２ 全国 3,000円

企業会計基準委員会の活動の概況 ２ 全国 3,000円

地方公営企業会計制度の見直しと予算決算制度の概要 ２ 全国 3,000円

10月4日（木）
10/18（木）

新潟
DVDDVD

10/15（月）
松本
DVDDVD

 監査  監査の品質管理の実務
〜平成23年度品質管理レビューの事例から〜 ２ 全国 3,000円

 倫理  職業倫理問題とその境界事例 ２ 全国 3,000円

 監査  再生可能エネルギー固定価格買取制度の概要及び賦課
金減免申請に関する公認会計士等の確認業務について ２ 全国 3,000円

10月5日（金）
10/19（金）

新潟
DVDDVD

10/16（火）
松本
DVDDVD

倫理  倫理規則等における実務対応等について ２ 全国 3,000円

監査  監査提言集の解説（前半）〜監査手続等に対する提言〜 ２ 全国 3,000円

監査  監査提言集の解説（後半）〜監査手続等に対する提言〜 ２ 全国 3,000円

秋季終日 10月18日（木）

倫理  個人情報保護法〜多くの事例をもとに実践的に解説〜 ２ 東京 3,000円

「比較情報の取扱いに関する研究報告（中間報告）」について ２ 東京 3,000円

企業の環境・社会的配慮経営の潮流と公認会計士の係わりに
ついて ２ 東京 3,000円

IT
業務講座
シリーズ

10月30日（火）
公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜公認会計士のためのIT技術基礎（IT業務を行うための基礎
知識を学ぶ）〜

２ 東京 3,000円

11月13日（火） 公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜会計システム導入のための基礎知識〜 ２ 東京 3,000円

11月27日（火）公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜会計システム導入コンサルティングの具体的手法〜 ２ 東京 3,000円

平成24年9月15日発行（毎月１回発行）

9月号

（次頁に続く）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

土曜講座 10月20日（土）

経営シリーズ―１：
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（１）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―２：
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（２）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―３
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（３）」 ２ 東京 3,000円

随時

11月5日（月）

経営シリーズ―４：「経営実践の解説（１）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―５：「経営実践の解説（２）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―６：「経営実践の解説（３）」 ２ 東京 3,000円

12月12日（水）

経営シリーズ―７：「トップ企業の考察（１）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―８：「トップ企業の考察（２）」 ２ 東京 3,000円

経営シリーズ―９：「トップ企業の考察（３）」 ２ 東京 3,000円

随時

11月26日（月）

企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（１）・・概要とパーチェス法〜 ２ 東京 3,000円

企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（２）・・共通支配下の取引の会計処理

（完全親子会社関係にある会社同士の組織再編）〜
２ 東京 3,000円

企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（３）・・共通支配下の取引の会計処理

（少数株主が存在する場合や税効果会計の会計処理）〜
２ 東京 3,000円

11月30日（金）
組織再編の税務の基礎（第１回） ２ 東京 3,000円

組織再編の税務の基礎（第２回） ２ 東京 3,000円

倫理  全会員の必須研修科目「職業倫理」に該当する研修会

監査  法定監査業務に従事する会員の必須研修科目「監査の品質」に該当する研修会

・平成24年度集合研修実施計画は、「CPEレター春号」に掲載しております。

・全国研修会の開催会場一覧（略図）は、「CPEレター 2012年保存版」に掲載しております。

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

事前申し込みのお願い

　CPEにおける資料の作成部数は皆様からの事前申し込みの数に基づき決めております。
　多少の余裕はみておりますが、当日必要部数が足りなくなる場合もございます。
　ご参加いただく皆様におかれましては、事前に必ずお申し込みの上、ご参加
くださいますよう何とぞよろしくお願いいたします。

公認会計士会館 実施中！（10月31日まで）
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●木曜講座／東京
9月27日（木）［１限目］13：00～14：40
インドの最新税制・会計制度（前半）

　インドに進出した日系企業の拠点が800社を超えてなおインド投資熱が盛んな昨今である。以前はインド企業と
JVを設立したり、100％子会社をいちから立ち上げるケースが多かったが、最近の円高・ルピー安を背景にインド
企業の買収を検討する日本企業も増えている。そこで、本研修では、インドに駐在した日本人公認会計士第一号であ
る講師をお招きし、インド企業を買収する際に留意すべき決算書の読み方を念頭に入れてインドの会計基準、日本基
準やIFRSとの相違、会社法及び税法との関係について解説いただく。

■講　師：�笠間　智樹（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

9月27日（木）［２限目］15：00～16：40
インドの最新税制・会計制度（後半）

　インドに進出を検討する日本企業が悩まされるのが複雑な税制である。特に間接税については州を越えた販売に税
金がかかったり、異なる名称の間接税同士の仕入税額控除が可能となったり不可能となったりなど、理解するのが難
しい。そこで、本研修では、インドに駐在した日本人公認会計士第一号である講師をお招きし、インドの複雑な税制
をケーススタディを交えて解説いただく。輸出を行うことによるインセンティブや特殊な登録をすることによる間接
税の減税方法、州を越えて在庫を移転することによる税制のメリット・デメリットなど実務的な解説もいただく。ま
た、M&Aに関する税制についても解説いただく。

■講　師：�笠間　智樹（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

●随時研修会／東京
9月28日（金）［１限目］10：00～11：30

   国際監査・保証基準審議会（IAASB）による最近の活動（仮題）
　国際監査・保証基準審議会（IAASB）は、国際会計士連盟（IFAC）に設置された国際的な監査・保証基準を開発
する審議会です。IAASBは、2008年末に国際監査基準（ISA）について新たな起草方針による全面的な見直しを行っ
た「クラリティ・プロジェクト」を完了させており、我が国でも、このクラリティ版ISAを導入した監査基準委員会
報告書が2012年４月１日以降開始事業年度より適用されております。また、IAASBは、近年における保証業務へ
のニーズの高まりを踏まえ、監査以外の保証基準の開発に取り組んでいる他、最近では、監査報告書の見直しに向け
た取組みを行っており、2012年６月には、コメント募集文書「コメント募集：監査報告書の改善」を公表しています。
　これらIAASBの活動に対する関心が高まってきていることから、IAASB議長のArnold Schilder氏が来日する機
会を捉え、同議長等から、IAASBにおける最新の活動内容等について解説していただきます。

※当日は、同時通訳が入ります。

■講　師：�Arnold�Schilder氏（IAASB議長）
James�Gunn氏（IAASBテクニカルディレクター）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：3003 ■履修単位：2

監査

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●秋季全国研修会

10月3 日 、4 日 、5 日 、全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�秋季全国研修会を10月3日、4日、5日、インターネット回線を利用し、全国の中継会場にライ
ブ配信して一斉開催いたします。

　会場： 13地域会＋15県会（ 旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、神奈川、山梨、松本、静岡、 
岐阜、岡山、松江、松山、長崎、鹿児島）

　　　　※ DVDDVD一部、後日DVD上映による研修会となりますので、ご注意ください。

●�会場は、15頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

10月3日（水）［１限目］10：00～11：40
  公認会計士・監査審査会の活動状況と最近の検査結果事例について

　公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、平成16年４月の発足以降、我が国における監査の品質を
高め、公益の確保及び投資者保護の観点から、監査事務所に対する検査を実施しており、その結果について事例集と
して取りまとめ、公表している。
　本事例集には、不備事例の概要のほか、検査における着眼点や審査会の期待水準に達している事例についても掲載
している。
　本研修においては、審査会の活動状況等を紹介するほか、本事例集が品質管理のシステムの整備・運用に努める監
査事務所において参考資料として積極的に活用されるよう、本年度改訂の事例集を基に最近の検査結果を踏まえた主
な指摘事例や留意点等を解説することとする。

■講　師：�友杉　芳正（公認会計士・監査審査会　会長）
大森　佐知子（主任公認会計士監査検査官）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

10月3日（水）［2限目］13：00～14：40
企業会計基準委員会の活動の概況

　企業会計基準委員会（ASBJ）は、我が国の会計基準の開発を行うとともに、国際会計基準審議会（IASB）への
意見発信等の国際対応を行っている。現在、金融庁の企業会計審議会において、IFRSの適用の議論がなされているが、
ASBJでは、我が国の市場関係者の意見を集約したうえで、IASBのアジェンダ・コンサルテーション等について意
見発信を行うなど、発信力の強化に努めている。本研修会では、我が国の会計基準の開発の動向を説明するとともに、
国際対応に関する基本的な考え方等を説明する。

■講　師：�西川　郁生（企業会計基準委員会　委員長）
小賀坂　敦（企業会計基準委員会　主席研究員）

■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：2

監査
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10月3日（水）［3限目］15：00～16：40
地方公営企業会計制度の見直しと予算決算制度の概要

　地方公営企業会計制度について、昭和41年以来の全面的な見直しが行われ、見直し後の新たな地方公営企業会計
基準が、原則として平成26年度の予算決算から適用されます。また、資本制度の見直しに関しては、平成24年４月
１日から既に適用されています。
　本研修では、地方公営企業会計制度の改正内容の概要について、実務上の留意点を踏まえながら解説を行います。
また、地方公営企業会計基準及び地方公営企業会計の実務の理解のためには、地方公共団体や地方公営企業の予算・
決算制度及び当該制度と地方公営企業会計基準との関係についての理解も必要と考えられることから、これらの予算・
決算制度に関してもその概説を行います。

■講　師：�小室　将雄（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

10月4日（木）［１限目］10：00～11：40
監査   監査の品質管理の実務　〜平成23年度品質管理レビューの事例から〜

　平成23年度の品質管理レビュー（フォローアップ・レビューを含む）から、比較的指摘事項の多かった項目と求
められる改善措置を中心に説明し、監査事務所として品質管理のシステムをどのように整備し、運用すべきか、また、
個々の監査業務の品質管理をどのように実施すべきかについての参考に供します。また、品質管理レビュー制度及び
上場会社監査事務所登録制度の概要と運用状況及びその結果（措置の状況）についても概説します。
　また、平成24年10月1日から施行される改正上場会社監査事務所登録制度についても解説します。

■講　師：�山田　治彦（品質管理委員会担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

10月4日（木）［２限目］13：00～14：40
倫理  職業倫理問題とその境界事例

　会計専門職（公認会計士）の職業倫理が問われるのは、不正事例をきっかけにすることがほとんどです。しかしな
がら、著名な不正事例といえども、職業倫理という観点から見たときに、果たして倫理抵触事例といえるのかどうか、
判断が難しい例も多々あります。この講義では、過去に発生したいくつかの著名な不正事例を取り上げ、中でも上記
のようないわば「境界事例」ともいえるものを中心に検討し、職業倫理についての理解を深めることを目的とします。

■講　師：�吉見　宏（北海道大学教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

10月4日（木）［３限目］15：00～16：40
監査  再生可能エネルギー固定価格買取制度の概要及び賦課金減免申請に関する公

認会計士等の確認業務について
　平成24年７月１日から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（平成23年法律
第108号）が施行され、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気を国が定める期間・価格で買い取ること（固
定価格買取制度）が義務付けられました。
　これにより、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金を電気事業者に支払うこととなりますが、一定
の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、申請により、賦課金の減免が認められています。平成25年度
分の賦課金減免申請は平成24年11月1日から11月末日までに行うこととされていますが、その申請に当たっては、
申請書類の一部記載内容について公認会計士等による確認の書面の提出が求められることとされています。
　本研修では、再生可能エネルギー固定価格買取制度の概要と、賦課金減免申請に関する公認会計士等の確認業務で
実務上留意すべき点を解説いたします。

■講　師：�経済産業省資源エネルギー庁担当官
高橋　秀法（監査・保証担当常務理事）
結城　秀彦（監査・保証実務委員会�保証業務検討専門委員会専門委員長）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3999 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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10月5日（金）［１限目］10：00～11：40
倫理  倫理規則等における実務対応等について

　職業倫理の考え方について、職業倫理の規範体系を簡単に復習いただくと共に、実際の実務においての考え方を
事例に基づきQ＆A方式で解説いたします。また、倫理に関連する諸外国の状況として、国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）の動きを中心に今後日本の倫理規則・独立性に関する指針等に影響するものを紹介する予定です。

■講　師：�森　信二（倫理委員会�職業倫理相談作業部会�部会員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

10月5日（金）［２限目］13：00～14：40
監査   監査提言集の解説（前半）〜監査手続等に対する提言〜

　監査業務審査会は、平成20年7月に監査提言集を公表し毎年更新してきた。これは、監査業務審査会で取り上げ
た事案の中から、監査実務の参考となるものについて表現を一般化して整理したものである。今回の発刊では、掲載
事例を委員会報告の改廃等に合わせて見直すとともに、事案の用語もクラリティに対応させて変更している。また、
平成23年9月15日付で公表された平成23年第3号の会長通牒に十分留意した「提言」とした。研修会では、今回の
変更点も併せて、「提言」を中心に解説することとしたい。なお、研修は前半と後半を通して行うものとする。

■講　師：�奥山　弘幸（監査業務審査会担当常務理事）
高津　靖史（監査業務審査会担当常務理事）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3199 ■履修単位：2

10月5日（金）［３限目］15:00～16:40
監査  監査提言集の解説（後半）〜監査手続等に対する提言〜

　監査業務審査会は、平成20年7月に監査提言集を公表し毎年更新してきた。これは、監査業務審査会で取り上げ
た事案の中から、監査実務の参考となるものについて表現を一般化して整理したものである。今回の発刊では、掲載
事例を委員会報告の改廃等に合わせて見直すとともに、事案の用語もクラリティに対応させて変更している。また、
平成23年9月15日付で公表された平成23年第3号の会長通牒に十分留意した「提言」とした。研修会では、今回の
変更点も併せて、「提言」を中心に解説することとしたい。なお、研修は前半と後半を通して行うものとする。

■講　師：�奥山　弘幸（監査業務審査会担当常務理事）
高津　靖史（監査業務審査会担当常務理事）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3199 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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●秋季終日／東京

10月18日（木）［１限目］10：00～11：40
倫理  個人情報保護法〜多くの事例をもとに実践的に解説〜

　ＩＴ化社会の進展に伴い，様々な事業者が大量の個人情報を取得する時代になっており，一層，個人情報の適切な
取扱いが求められています。ひとたび個人情報漏えい事件が発生すると，損害賠償責任を負うだけでなく，企業の信
用低下，株価の低下，業務の停止等，重大な問題に発展します。そこで，本研修では，多くの事例をもとに，個人情
報保護法対策について解説します。
　１　個人情報保護法の体系
　２　個人情報取扱事業者の義務
　３　個人情報漏えい事件の紹介と検討
　（情報持ち出しによる情報漏えい，誤操作による情報漏えい，個人データの紛失事故等）

■講　師：�谷井　秀夫（弁護士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

10月18日（木）［２限目］13：00～14：40
「比較情報の取扱いに関する研究報告（中間報告）」について

　比較情報とは、当事業年度に係る財務諸表に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいい、当事業年度
に係る財務諸表の一部を構成するものとなる。
　従来、前事業年度の財務諸表と当事業年度の財務諸表を左右に並べて開示していたが、比較情報の規定により、従
来の会計慣行とは異なる取扱いとなる部分があることから、日本公認会計士協会は「比較情報の取扱いに関する研究
報告（中間報告）」を公表している。
　本研修では、同研究報告に基づいて、比較情報に関する考え方及び実務上の諸問題について解説を行うものである。

■講　師：�阿部　光成（会計制度委員会比較情報検討専門委員会委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

10月18日（木）［３限目］15：00～16：40
企業の環境・社会的配慮経営の潮流と公認会計士の係わりについて

　経営を取り巻く環境・社会的課題に対して、企業は対応を迫られる可能性があり、その対応如何によって企業価値
に影響を及ぼすことも考えられる。企業が環境・社会的課題への対応を、どのように収益機会の獲得とリスク回避に
つなげているのか、また企業による環境課題等に関する認識はどうなっているのかなどの潮流を環境報告書等から事
例を紹介する。さらに、昨今の環境報告書等の開示に関する国内外の動向と環境報告ガイドライン2012年版の改訂
ポイントも紹介した上で、企業経営者と接する機会が多い公認会計士にどのような係わり方や役割が期待されるかに
ついて考察する。

■講　師：�猿田　晃也（環境省総合環境政策局環境経済課課長補佐）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5302 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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［夜間講座］
●平成24年度  公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
　本研修会では、公認会計士がIT業務（例えば会計監査時におけるシステム監査、及び会計システムの導
入支援など）を実施する場合に必要な「基礎知識」と「実務上の留意点」を中心に講義を行います。講師は、
職業会計人としてIT業務を行っている公認会計士が、具体的・実践的に話をする予定です。職業会計人と
してIT業務を行いたい方、IT業務に興味がある方、ITに関してもクライアントとコミュニケーションをと
りたい、などとお考えの方には是非受講していただければと思います。

※通常と異なり18時30分開始の研修会です。ご注意ください。

10月30日（火）［１限目］18：30～20：30
公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜公認会計士のためのIT技術基礎（IT業務を行うための基礎知識を学ぶ）〜

　公認会計士が、会計システム導入コンサルティング、会計監査上におけるシステム監査などのIT業務を実施するた
めのIT技術基礎知識の習得を目的とします。「情報処理・情報システムの基礎」「情報セキュリティーの基礎」「シス
テム監査の基礎」などを中心として、広く浅く公認会計士がIT業務に従事した場合のIT技術基礎を学びます。

■講　師：�深澤　仁（公認会計士、公認情報システム監査人） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：9101 ■履修単位：2

11月13日（火）［1限目］18：30～20：30
公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜会計システム導入のための基礎知識〜

　公認会計士が、会計システムの導入コンサルティング業務を実施するための基礎知識の概要習得を目的とします。
「情報戦略と情報システムの体系」「会計システム概要と特徴」「ハード・ソフトの選定（RFPの策定）」「要員手配と教育」
「情報セキュリティーへの配慮」など、システム構築上の留意点や公認会計士が果たせる役割について学習します。

■講　師：�広川　敬祐（公認会計士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：9101 ■履修単位：2

11月27日（火）［1限目］18：30～20：30
公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
〜会計システム導入コンサルティングの具体的手法〜

　公認会計士が、会計システムの導入コンサルティング業務を実施するための具体的な手法について習得を目的とし
ます。「グランドデザイン」「要件定義」「パラメータ設定・開発」「ユーザートレーニング」「並行稼働・本番稼動」「メ
ンテナンス」など会計システム導入に関する具体的な導入手法、開発プロセス、スケジュール、導入体制、成果物な
どを紹介し、会計システム導入コンサルティング現場における具体的な作業内容について学習します。

■講　師：�小田　恭彦（公認会計士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：9101 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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●土曜講座・随時研修会／東京

　平成22年度から開催しております本研修会は、ご好評をいただき今年で３回目になります。
　本研修会は、監査業務・税務業務以外の経営コンサルティング業務に重点をおいた研修会で、公認会
計士の経営コンサルティング能力、又は企業経営者の経営能力の向上を目指し開催してまいりました。
　今回開催する９回シリーズの全体像は、以下の３点となっております。
　皆様奮ってご参加ください。

　なお、昨年開催いたしました研修会は既に、eラーニング・集合研修CD-ROMで販売しております。ご
興味のある方は是非「CPE ONLINE」（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご覧ください。

■９回シリーズの全体像
　⑴ ３回にわたって、リーダーシップ、戦略、実行プロセス、結果等の企業経営全体の善し悪しを評価する方法

を学ぶ。
　⑵３回にわたって、実際に良い経営は何かを、事例・実戦体系（考え方）・事業継続計画等から具体的に学ぶ。
　⑶３回にわたって、日本と海外における実際の企業のベストプラクティス（具体的な成功）事例について学ぶ。

10月20日（土）［１限目］10：00～11：40
経営シリーズ―１：「経営品質アセスメント基準の具体的解説（１）」

（１）「経営品質の考え方、アセスメントの方法と組織プロフィールの成熟度評価」
　本講では、経営全体の良し悪し（経営品質）を評価するにはどうしたら良いかに焦点を当てます。その世界
的な方法論と言われる世界６０か国以上に普及している米国National Quality Award（国家品質賞）の日本版
Japan Quality Award（日本経営品質賞）のアセスメント基準による経営全体の評価の考え方に学びます。
　具体的に、経営評価基準（アセスメント基準）の概要と評価の仕方を解説します。
　また、業種・業態、規模も異なるあらゆる企業の経営の成熟度を、世界的な経営評価基準を使用して、組織プ
ロフィールと呼ばれる報告書を通してどう評価を行うのかを検討します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5099 ■履修単位：2

10月20日（土）［２限目］13：00～14：40
経営シリーズ―２：「経営品質アセスメント基準の具体的解説（２）」

（２）「経営品質基準カテゴリー１（リーダーシップ）～４（戦略）の詳細解説」
　カテゴリー１（経営幹部のリーダーシップ）
　カテゴリー２（経営における社会的責任）
　カテゴリー３（顧客・市場の理解と対応）
　カテゴリー４（戦略の策定と展開）
　最適な経営とは何か？　具体的な８カテゴリー、20アセスメント項目、60記載項目からなるアセスメント基
準の前半の４プロセスの評価について、その目的、考え方、ポイント等を解説します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5099 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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10月20日（土）［３限目］15：00～16：40
経営シリーズ―３：「経営品質アセスメント基準の具体的解説（３）」

（３）「経営品質基準カテゴリー５（個人・組織能力）～８（結果）の詳細解説」
　アセスメント基準の後半の４プロセスについては、
　カテゴリー５（個人と組織の能力向上）
　カテゴリー６（顧客価値創造のプロセス）
　カテゴリー７（情報マネジメント）
　の３プロセス評価について、目的、考え方、ポイントを、また
　カテゴリー８（活動結果）
　の結果について、その内容と業績評価のポイントを解説します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5099 ■履修単位：2

11月5日（月）［１限目］10：00～11：40
経営シリーズ―４：「経営実践の解説（１）」

（１）「ベストプラクティス事例の解説」
　経営品質の良いプロセスについて、各種事例を考察します。
　① ＣＳのベストプラクティス例
　② 宣伝広告のベストプラクティスの例
　③ クオリティのベストプラクティス例
　④ コスト削減のベストプラクティス例
　⑤ ＥＭＳビジネスのベストプラクティス例
　⑥ 全体のベストプラクティス例、他・・・
　発想の転換による事例が、競争力の高いプロセスになっていることを確認します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5119 ■履修単位：2

11月5日（月）［２限目］13：00～14：40
経営シリーズ―５：「経営実践の解説（２）」

（２）「ＩＴ経営実践力体系の解説」
　本講では、ＩＴ経営実践力体系の核となる重要概念について解説する。特に中小企業で、なかなか改善が進ま
ず、競争力があがらないのはなぜか？なぜ、実践できないのか？なぜ、実践しても効果が出ないのか？理論と実
践を融合させる考え方に学びます。
　① 知のピラミッドと実践力の構造
　② 「実践力スキル・キャリアフレームワーク」
　③ 実践力を決定づける７視点
　④ 実践力の要素
　認識プロセスの重要性と気づきー注視ー実行ステップ等について解説します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5102 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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11月5日（月）［３限目］15：00～16：40
経営シリーズ―６：「経営実践の解説（３）」

（３）「ＢＣＰ：事業継続計画の概要と実践」
　「ＢＣＰとは、競争的優位性と価値体系の完全性を維持しながら、組織が内外の脅威にさらされる事態を識別
し、効果的防止策と組織の回復策を提供するためハードウェア資産とソフトウェア資産を総合する計画」（出典：
1999 Journal of Applied Management Studies）
　本講においては、「Crisis Management（ＣＭ）:地震・火山爆発や台風・大事故などのクライシス（危険）
への災害対応（危機管理）」と、「Risk Management（ＲＭ）:  企業経営とその多様なリスクの関係に焦点をあて、
リスクに適切に対応する経営管理」の両者について考察し、特に事業継続計画（ＢＣＰ）の策定と運用のポイン
トについて学ぶ。
　持続的成長を目指し、平時からのＲＭにＣＭを組み込み、本来のＢＣＰを考えます。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

12月12日（水）［１限目］10：00～11：40
経営シリーズ―７：「トップ企業の考察（１）」

（１）「日本経営品質賞受賞企業の解説」
　① 吉田オリジナル（現イビザ）、1998年度
　② 武蔵野2000年度、2010年度
　③ ホンダクリオ新神奈川（現ホンダカーズ中央神奈川）、2004年度
　④ 福井県民生活協同組合、2007年度
　⑤ スーパーホテル、2009年度
　⑥ 日本総合研究所、1998年度
　受賞企業の受賞理由と受賞報告会、実際のベンチマーキングの結果から、本当のベストを解説します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5001 ■履修単位：2

12月12日（水）［２限目］13：00～14：40
経営シリーズ―８：「トップ企業の考察（２）」

（２）「ＩＴ経営力大賞受賞企業の解説」
　経済産業省主催の中小企業ＩＴ経営力大賞に学びます。
　① 株式会社ヤマサキ（売上増に応える社内体制）
　② 八幡ねじ（10万種類のネジを1本から出荷）
　③ 東洋ボデー（生産の平準化）
　④ 株式会社オオクシ（データ分析）
　⑤ 株式会社ホワイト・ベアーファミリー（旅行のパーツ販売）
　⑥ その他優秀賞・特別賞受賞企業
　ＩＴ経営による効率化、コスト削減等による業績向上企業の経営を考察します。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5001 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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12月12日（水）［３限目］15：00～16：40
経営シリーズ―９：「トップ企業の考察（３）」

（３）「海外企業のベストプラクティスに学ぶ」
　① ＳＷＡ（発想の転換）
　② ゼロックス（マルコムボルドリッジ国家品質賞受賞企業、ベンチマーキング）
　③ ソレクトロン（マルコムボルドリッジ国家品質賞受賞企業）
　④ ザ・リッツカールトン（ＣＳ経営）
　⑤ ＧＥ（リーダーシップ）
　⑥ ジョンソンアンドジョンソン（理念）
　⑦ マイクロソフト（企業文化）　
　世界の卓越した経営の考え方、方法論、ベストプラクティス等に学びます。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5001 ■履修単位：2

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

企業会計基準復習シリーズ（第8回）
※企業会計基準復習シリーズについて
　会計基準の基本的な内容を復習できる研修会を開催してほしいという要望に応え、「企業会計会計基
準復習シリーズ」を開催いたしております。
　本シリーズでは、受講者の要望の強い分野や実務に直結する分野を中心にテーマごとに解説をいたし
ます。
　今回、11月26日（月）に「組織再編会計の基礎」を取り上げます。
　本シリーズは不定期ではありますが、順次開催してまいります。奮ってご参加ください。
　なお、昨年以降開催した同シリーズのeラーニング・集合研修CD-ROMは販売中です。ご興味のある
方は是非「CPE ONLINE」（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご覧ください。

11月26日（月）［１限目］10：00～11：40
企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（１）・・概要とパーチェス法〜

　基礎の復習を目的としたこのシリーズの第１回では、企業結合会計及び事業分離会計といった組織再編会計の流れ、
特に、企業結合の分類（取得企業の識別を含む）、事業分離会計の考え方などを整理します。次に、第三者間の企業
結合であるパーチェス法の会計処理を吸収合併のケースを中心に解説します。また、時間の許す範囲内で、ASBJで
検討されている企業結合会計基準の改正動向についても触れる予定です。

■講　師：�布施　伸章（監査・保証実務委員会委員長、公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

11月26日（月）［２限目］13：00～14：40
企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（２）・・共通支配下の取引の会計処理（完全親子会社関係
にある会社同士の組織再編）〜

　基礎の復習を目的としたこのシリーズの第２回では、共通支配下の取引の基本形である完全親子会社間の組織再編
の会計処理を解説します。具体的には、親会社と子会社との合併、子会社同士の合併、親会社から子会社への事業の
移転、子会社から親会社への事業の移転、子会社同士の事業の移転など、実務で多く行なわれる組織再編をケース別
に解説します。

■講　師：�布施　伸章（監査・保証実務委員会委員長、公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

11月26日（月）［３限目］15：00～16：40
企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（３）・・共通支配下の取引の会計処理（少数株主が存在す
る場合や税効果会計の会計処理）〜

　基礎の復習を目的としたこのシリーズの第３回では、第２回で触れていない共通支配下の取引の会計処理のうち、
少数株主が存在する場合の組織再編の会計処理や、税効果会計の会計処理を解説します。また、時間の許す範囲内で、
ASBJで検討されている企業結合会計基準の改正動向についても触れる予定です。

■講　師：�布施　伸章（監査・保証実務委員会委員長、公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

（参考）11月30日（金）に、「組織再編の税務の基礎」を開催いたします。詳しくは14ページをご参照ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●随時研修会／東京
11月30日（金）［１限目］13：00～14：40
組織再編の税務の基礎（第１回）

　本講座では、法人税における組織再編における実務上のポイントについて、２回に分けて基礎から解説いたします。
　第1回は、適格判定の具体的な事例等を用いて、各ケースについて解説するとともに、企業組織再編を行った場合
の各当事会社及び株主の課税関係について整理をいたします。
　第２回は、企業組織再編を行った場合の資産（負債）調整勘定や、未処理欠損金の引継ぎ、特定資産の譲渡等の損
金不算入制度の取扱いを中心に解説いたします。

■講　師：�渡邊　芳樹（租税調査会　法人課税専門部会専門部会長） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4106 ■履修単位：2

11月30日（金）［２限目］15：00～16：40
組織再編の税務の基礎（第2回）

　本講座では、法人税における組織再編における実務上のポイントについて、２回に分けて基礎から解説いたします。
　第１回は、適格判定の具体的な事例等を用いて、各ケースについて解説するとともに、企業組織再編を行った場合
の各当事会社及び株主の課税関係について整理をいたします。
　第２回は、企業組織再編を行った場合の資産（負債）調整勘定や、未処理欠損金の引継ぎ、特定資産の譲渡等の損
金不算入制度の取扱いを中心に解説いたします。

■講　師：�佐藤　正樹（租税調査会　法人課税専門部会専門委員） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4106 ■履修単位：2

（参考）11月26日（月）に、「企業会計基準復習シリーズ（第８回）～組織再編会計の基礎～」を開催いたします。詳し
くは13ページをご参照ください。
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本部主催全国研修会会場一覧
秋季全国研修会

受講
会場 会場名 10月３日(水) 10月４日(木) 10月５日(金)

札幌
東京ドームホテル札幌（旧：札幌後楽園ホテル）
４階「桜の間」 
TEL：011−261−0111

◯ ◯ ◯

東京 公認会計士協会 
TEL：03−3515−1179 ◯ ◯ ◯

仙台 仙台商工会議所７階「大会議室」 
TEL：022−265−8124 ◯ ◯ ◯

名古屋 名古屋商工会議所３階「第１会議室」 
TEL：052−221−9703 ◯ ◯ ◯

金沢 北陸会事務局研修室 
TEL：076−265−6625 ◯ ◯ ◯

京都 京滋会研修室 
TEL：075−211−5061 ◯ ◯ ◯

大阪 近畿会研修室 
TEL：06−6271−0400 ◯ ◯ ◯

神戸 兵庫会研修室 
TEL：078−252−3281 ◯ ◯ ◯

広島 中国会研修室 
TEL：082−248−2061 ◯ ◯ ◯

高松 四国会事務局研修室 
TEL：087−863−6653 ◯ ◯ ◯

福岡 天神幸ビル３階「北部九州会会議室」 
TEL：092−715−4317 ◯ ◯ ◯

熊本 熊本テルサ 
TEL：096−387−7777 ◯ ◯ ◯

那覇
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ６Ｆ 

「守礼」
TEL：098−860−2111　会場変更あり

◯ ◯ ◯

旭川 旭川リサーチセンター 
TEL：0166−68−2820 ◯ ◯ ◯

帯広 帯広大谷短期大学 
TEL：0155−42−4444 ◯ ◯ ◯

新潟 新潟県会事務所 
TEL：025−247−3875

1０／１７（水）
DVD研修会

1０／１８（木）
DVD研修会

1０／１９（金）
DVD研修会

宇都宮 栃木県公認会計士会館 
TEL：028−635−8769 ◯ ◯ ◯

群馬 群馬県会事務所 
TEL：027−321−9055 ◯ ◯ ◯

神奈川 神奈川県会事務所 
TEL：045−681−7151 ◯ ◯ ◯

山梨 山梨県会事務所 
TEL：055−251−9400 ◯ ◯ ◯

松本
ホテルモンターニュ松本 

「１Ｆソネット」 
TEL：0263−35−6480

◯ 1０／１５（月）
DVD研修会

1０／１６（火）
DVD研修会

静岡 静岡県司法書士会館 
TEL：054−289−3700 ◯ ◯ ◯

岐阜 長良川国際会議場３階「第２会議室」 
TEL：058−296−1200 ◯ ◯ ◯

岡山
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ 
３階「メロンホール」 
TEL：086−225−0631

◯ ◯ ◯

松江 松江テルサ 
TEL：0852−31−5550 ◯ ◯ ◯

松山 Ｒ−２番町ビル５階「第２会議室」
TEL：089−931−1181 ◯ ◯ ◯

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室 
TEL：095−827−0630 ◯ ◯ ◯

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　 
TEL：099−251−3232 ◯ ◯ ◯

※会場が異なる場合や、DVDによる研修会の場合は、開催日の欄に記載しております。
※開催しない会場は、「−」で表示しております。
※那覇会場は、今回開催会場が変更になっておりますのでご注意ください。
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FAX 参加申込書
 （  木曜講座・随時研修会・秋季終日）
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:03 ー 3357 ー 9789
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記あてFAXにてお送りくださ
い。受講票をFAXにてお送りいたします。

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）
開催日 時間 テーマ 参加費 申込

9/27
（木）

13：00 〜 14：40  インドの最新税制・会計制度（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40  インドの最新税制・会計制度（後半） 3,000円
9/28

（金） 10：00 〜 11：30  監査  国際監査・保証基準審議会（IAASB）による
最近の活動（仮題） 3,000円

10/18
（木）

10：00 〜 11：40  倫理  個人情報保護法〜多くの事例をもとに実践的に解説〜 3,000円

13：00 〜 14：40  「比較情報の取扱いに関する研究報告（中間報告）」について 3,000円

15：00 〜 16：40 企業の環境・社会的配慮経営の潮流と公認会計士の係わり
について 3,000円

10/30
（火） 18：30 〜 20：30

 公認会計士のためのIT業務講座シリーズ
 公認会計士のためのIT技術基礎
 （IT業務を行うための基礎知識を学ぶ）

3,000円

11/13
（火） 18：30 〜 20：30  公認会計士のためのIT業務講座シリーズ

 会計システム導入のための基礎知識 3,000円

11/27
（火） 18：30 〜 20：30  公認会計士のためのIT業務講座シリーズ

 会計システム導入コンサルティングの具体的手法 3,000円

11/26
（月）

10：00 〜 11：40  企業会計基準復習シリーズ（第８回）
 〜組織再編会計の基礎（１）・・概要とパーチェス法〜 3,000円

13：00 〜 14：40
 企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（２）・・共通支配下の取引の会計処理

（完全親子会社関係にある会社同士の組織再編）〜
3,000円

15：00 〜 16：40
 企業会計基準復習シリーズ（第８回）
〜組織再編会計の基礎（３）・・共通支配下の取引の会計処理

（少数株主が存在する場合や税効果会計の会計処理）〜
3,000円

11/30
（金）

13：00 〜 14：40  組織再編の税務の基礎（第１回） 3,000円

15：00 〜 16：40  組織再編の税務の基礎（第２回） 3,000円

お申込日　平成　　年　　月　　日

◦お名前 ◦会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
◦研修登録番号（7桁）

◦電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。

※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本
研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】
  ㈱マーベリックス内　会計教育研修機構 CPE 受付係　TEL：03-3357-9823
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FAX 参加申込書
 （ 土曜講座・随時研修会）
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:03 ー 3357 ー 9789
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記あてFAXにてお送りくださ
い。受講票をFAXにてお送りいたします。

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）
開催日 時間 テーマ 参加費 申込

10/20
（土）

10：00 〜 11：40 経営シリーズ―１：
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（１）」 3,000円

13：00 〜 14：40 経営シリーズ―２：
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（２）」 3,000円

15：00 〜 16：40 経営シリーズ―３
「経営品質アセスメント基準の具体的解説（３）」 3,000円

11/5
（月）

10：00 〜 11：40 経営シリーズ―４：「経営実践の解説（１）」 3,000円

13：00 〜 14：40 経営シリーズ―５：「経営実践の解説（２）」 3,000円

15：00 〜 16：40 経営シリーズ―６：「経営実践の解説（３）」 3,000円

12/12
（水）

10：00 〜 11：40 経営シリーズ―７：「トップ企業の考察（１）」 3,000円

13：00 〜 14：40 経営シリーズ―８：「トップ企業の考察（２）」 3,000円

15：00 〜 16：40 経営シリーズ―９：「トップ企業の考察（３）」 3,000円

お申込日　平成　　年　　月　　日

◦お名前 ◦会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
◦研修登録番号（7桁）

◦電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。

※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本
研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】
  ㈱マーベリックス内　会計教育研修機構 CPE 受付係　TEL：03-3357-9823
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FAX 参加申込書
 （ 秋季全国研修会）
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:03 ー 3357 ー 9789
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記あてFAXにてお送りくださ
い。受講票をFAXにてお送りいたします。

※ 参加ご希望の「受講会場」は、15ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講
会場欄にご記入ください。

※ 申込欄に○印をご記入ください。
開催日 時間 テーマ 申込 受講会場

10/3
（水）
10/17（水）

新潟
DVDDVD

10：00 〜 11：40  監査  公認会計士・監査審査会の活動状況と最近の検査結果
事例について

13：00 〜 14：40 企業会計基準委員会の活動の概況

15：00 〜 16：40 地方公営企業会計制度の見直しと予算決算制度の概要

10/4
（木）
10/18（木）

新潟
DVDDVD

10/15（月）
松本
DVDDVD

10：00 〜 11：40  監査  監査の品質管理の実務
〜平成23年度品質管理レビューの事例から〜

13：00 〜 14：40  倫理  職業倫理問題とその境界事例

15：00 〜 16：40  監査  再生可能エネルギー固定価格買取制度の概要及び賦課
金減免申請に関する公認会計士等の確認業務について

10/5
（金）
10/19（金）

新潟
DVDDVD

10/16（火）
松本
DVDDVD

10：00 〜 11：40  倫理  倫理規則等における実務対応等について

13：00 〜 14：40  監査  監査提言集の解説（前半）〜監査手続等に対する提言〜

15：00 〜 16：40  監査  監査提言集の解説（後半）〜監査手続等に対する提言〜

お申込日　平成　　年　　月　　日

◦お名前 ◦会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
◦研修登録番号（7桁）

◦電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

◦所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。
※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本

研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】
  ㈱マーベリックス内　会計教育研修機構 CPE 受付係　TEL：03-3357-9823
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参加料等のクレジットカード振替について

研修会参加料、集合研修CD-ROM・ｅラーニング購入代金の
お支払いは、クレジットカード振替でお願いします。

　本部主催研修会の参加料及び集合研修CD-ROM・ｅラーニング購入代金の支払い方法には、「ク
レジットカード振替」と「郵便振替」の２種類があります。郵便振替は毎月の振込の手間が発
生し事務手続きにおいても煩雑なため、CPE協議会ではクレジットカード振替のご利用をお願
いしています。この機会にぜひクレジットカード振替をご検討ください。

［クレジットカード振替のメリット］

●振込みの手間がなく便利です。
●毎月「領収書兼利用明細書」を発行しますので、CPE関係支出の管理が簡単です。

［クレジットカードご利用の手続］

利用代金クレジットカード振替同意書を郵送でお送りください。
同意書を受理した月の翌月以降に出席された研修会及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニン
グから振替請求いたします。

★ご利用可能なクレジットカード

　・ＶＩＳＡの契約のあるカード
　・ＭＡＳＴＥＲの契約のあるカード
　・ＵＣ ＣＰＡカード
　※上記以外のカードはご利用になれませんので、ご了承ください。
　※ 協会ではUC CPAカードと決済代理店契約を結んでおります。要件を満たしているカード

をお持ちでない場合、UC CPAカードでのご指定にご協力くださるようお願いいたします。

●クレジットカード振替と郵便払込の違い

クレジットカードの場合 郵便振替の場合

連  絡
カード会社の請求書とは別に、協
会から月末締めで「領収書兼利用
明細書」をご登録の郵便物送付先
に郵送

月末締めで請求書と振替用紙をご
登録の郵便物送付先に郵送
※ 集合研修CD-ROMの請求は、商

品とは別送になります。

利用申込み
必要
※ 次頁の「利用代金クレジットカー

ド振替同意書」によりお申込み
ください。

不要
※ クレジットカード利用のお申込

みが無ければ、自動的に請求書
によるお支払いになります。
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利用代金クレジットカード振替同意書

日本公認会計士協会　御中
（提出日）　平成　　年　　月　　　日

　私は、日本公認会計士協会が開催する研修会（地域会主催の研修会を除く）の参加料及び集
合研修CD－ROM・eラーニング等の購入代金を、私が保有する以下のクレジットカードから振
替により支払うことに同意いたします。また同意の対象は、本同意書が受理された月以降に私
が支払うべきすべての研修会参加料及び注文した集合研修CD－ROM・eラーニング等の購入代
金とします。

同 意 年 月 日 平成　　　 年　　 　月　　 　日

氏　  　　　名 印 研 修 登 録 番 号
（７桁）

連 絡 先

〒

　（電話番号　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　）
　（メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※上記メールアドレスに同意書の受理通知をお送りします。

以下の該当する方にレ印を付けてください。

□ １．ＵＣ　ＣＰＡカード（ □ 新規入会希望）
（新規ご入会の場合は、カード番号決定次第当方で記入しますので記入は不要です）

カ ー ド 番 号 − − −

カード有効期限 月／　　　　年（西暦）　　※記入例　０２／１０

□ ２．ＵＣ　ＣＰＡカード以外（ □ ＶＩＳＡカード   □ ＭＡＳＴＥＲカード）

カ ー ド 会 社 名

カ ー ド 番 号 − − −

カード有効期限 月／　　　　年（西暦）　　※記入例　０２／１０

＜注意＞1.クレジットカードの名義は、ご本人名義に限らせていただきます。
　　　　2.カード番号、有効期限は必ずご確認の上ご記入ください。
　　　　3.UC CPAカード新規入会希望の方には本同意書到着後、申込用紙を別途お送りいたします。

上記にご記入の上、この用紙を郵送してください。
＜送付先＞〒102-8264千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会総務本部 研修グループ

（TEL:03-3515-1126）


