
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
     2013年1月17日（木）〜 3月25日（月）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

新春全国 1月17日（木）

倫理  日本公認会計士協会を取り巻く環境について ２ 全国 3,000円

監査  不正に対応した監査の基準の検討状況について
〜企業会計審議会 監査部会の動向及び協会の対応〜 ２ 全国 3,000円

税制改正大綱及び公認会計士の税務業務の今後 ２ 全国 3,000円

リフレッシュ
セミナー

（監査編）

1月18日（金）

監査  監査事務所の品質管理の体制整備 ２ 東京 3,000円

監査  リスク・アプローチに基づく監査の実施 ２ 東京 3,000円

監査  会計上の見積り ２ 東京 3,000円

1月25日（金）

監査  その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ ２ 東京 3,000円

監査  監査ＩＴ対応 ２ 東京 3,000円

監査  監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他 ２ 東京 3,000円

随時
1月22日（火） 倫理  国際会計士倫理基準審議会（IESBA）による最近の活動

（仮題） ２ 東京 無料

木曜講座 1月24日（木）

倫理  企業不祥事への実務対応―有価証券報告書等の虚偽記
載及びインサイダー取引違反を中心に
前半テーマ：有価証券報告書等の虚偽記載に関連する
法的諸問題及び実務対応

２ 東京 3,000円

倫理  企業不祥事への実務対応―有価証券報告書等の虚偽記
載及びインサイダー取引違反を中心に
後半テーマ：インサイダー取引違反に関連する法的諸
問題及び実務対応

２ 東京 3,000円

冬季終日 1月28日（月）

倫理  最近のインサイダー取引の特徴と当局の対応 ２ 東京 3,000円

特許価値評価
―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（前半） ２ 東京 3,000円

特許価値評価
―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（後半） ２ 東京 3,000円

平成25年1月15日発行（毎月１回発行）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

春季全国

2月6日（水）

倫理  公認会計士業務における情報セキュリティ ２ 全国 3,000円

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  地方公共団体の外部監査制度について ２ 全国 3,000円

2月7日（木）

倫理  欧米の事例から考える会計職業倫理 ２ 全国 3,000円

新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意
点について（前半） ２ 全国 3,000円

新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意
点について（後半） ２ 全国 3,000円

2月8日（金）

監査  平成25年３月期の学校法人会計・監査の留意点について ２ 全国 3,000円

Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務
〜個人税務の落とし穴と対応〜（前半） ２ 全国 3,000円

Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務
〜個人税務の落とし穴と対応〜（後半） ２ 全国 3,000円

随時 2月20日（水）

移行後の公益社団財団法人・一般社団財団法人の財務基準を
満たすための方策（前半） ２ 東京 3,000円

移行後の公益法人・一般法人の財務基準を満たすための方策
（後半） ２ 東京 3,000円

木曜講座 2月21日（木）

倫理  監査役の法的役割と責任の最新動向
―監査役として現実的にできることは何なのか―（前半） ２ 東京 3,000円

倫理  監査役の法的役割と責任の最新動向
―監査役として現実的にできることは何なのか―（後半） ２ 東京 3,000円

春季終日
2月28日（木）

公認会計士のための民法 －「所有」と「契約」－ ２ 東京 3,000円

IFRSセミナー「レビュードラフト 『ヘッジ会計』」 ２ 東京 3,000円

監査  ＩＴ委員会実務指針第６号「ＩＴを利用した情報システ
ムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評
価したリスクに対応する監査人の手続について」適用初
年度の留意点に関する解説

２ 東京 3,000円

随時 3月1日（金）

監査  ファンドの監査に関連する業種別委員会実務指針に
ついて ２ 東京 3,000円

監査  退職給付会計における年金資産に関する監査手続及び
年金基金の監査について ３ 東京 4,500円

監査  監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係
る内部統制の保証報告書」について
〜退職給付会計における年金資産に関する監査手続及
び年金基金の監査における利用の観点から〜

1 東京 1,500円

（次頁に続く）
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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

CD-ROMCD-ROM  集合研修CD-ROM上映による研修会

・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。

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。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

随時
3月14日（木）

事例を用いて学ぶ知財の基本的事項 ２ 東京 3,000円

企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべき知財
の知識 ２ 東京 3,000円

CD-ROM
研修会

3月25日（月）

倫理  公認会計士の職業倫理（その29） 
CD-ROMCD-ROM―企業不正に対峙して監査人に求められる職業

倫理とは
（平成24年8月23日夏季全国研修会収録CD-ROM）

２ 東京 3,000円

監査  監査の品質管理の実務 
CD-ROMCD-ROM〜平成23年度品質管理レビューの事例から〜

（平成24年10月4日秋季全国研修会収録CD-ROM）
２ 東京 3,000円

倫理  倫理規則等における実務対応等について CD-ROMCD-ROM（平成24年10月5日秋季全国研修会収録CD-ROM） ２ 東京 3,000円
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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。

●新春全国研修会

1月1 7 日 、全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�新春全国研修会を1月17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＋13県会（�旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、神奈川、埼玉、山梨、松本、岡山、�

松江、松山、長崎）

●�会場は、19頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

1月17日（木）［１限目］10：00～11：40
倫理 �日本公認会計士協会を取り巻く環境について

　金融庁では、上場企業の大きな会計不正事件をきっかけとして、会計不正等に対応するための監査基準等の見直し
に向けた検討が進められております。また、公認会計士が税理士の資格を取得するに当たって新たな能力担保措置を
講じようとする税理士法改正問題、国際財務報告基準（IFRS）の我が国における適用のあり方、公的部門の会計制
度改革と監査制度の設定など協会が取り組むべき重要な課題は山積している状況にあります。
　今回の研修では、昨今の協会を取り巻く環境について説明します。

■講　師：�山崎　彰三（日本公認会計士協会会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

1月17日（木）［２限目］13：00～14：40
監査 �不正に対応した監査の基準の検討状況について
　　�〜企業会計審議会�監査部会の動向及び協会の対応〜

　最近の会計不正事案を踏まえ、企業会計審議会 監査部会では、不正に対応した監査の基準について検討が行われ
ている。日本公認会計士協会としても、監査部会における議論等を踏まえ、実務指針の見直しも含め、自主規制機能
の充実、発揮といった側面で適切な対応を図っていく。
　今回の研修では、これら監査部会の動向及び協会の対応について講義を行う。
　なお、監査部会における検討の進捗状況等により、内容は変更になる可能性がある。

■講　師：�関根　愛子（日本公認会計士協会副会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

1月17日（木）［３限目］15：00～16：40
税制改正大綱及び公認会計士の税務業務の今後

　平成24年８月10日にいわゆる「消費税引上げ法案」が国会で可決成立しました。これにより、２段階にわたり消費
税率が引き上げられることとなりました。一方で、当初法案に含まれながら国会提出時に削除された、所得税の最高
税率の引上げ及び相続税の基礎控除額の引下げ等は、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとされています。
　本研修会では、はじめに、以上のような流れの中で取りまとめられる平成25年度税制改正大綱について、主要な
改正項目について解説するとともに、今後の課題についても言及します。
　後半部分では、会計及び監査が高度化、多様化、国際化しているため、租税分野でもより一層の研修等の充実が要
求されていることに鑑み、試験合格者、並びに公認会計士資格取得が、補習所や税務業務部会等で租税分野の能力向
上をいかに行っていく予定であるか、さらには税理士法改正などについても講義します。
　なお、「平成25年度税制改正大綱」の公表が年明けとなった場合、研修内容の一部を変更する場合がございますの
で、ご了承ください。

■講　師：小見山　満（日本公認会計士協会副会長）
髙田　正昭（租税調査会租税政策検討専門部会専門部会長）

■参加料：3,000円 ■研修コード：4001 ■履修単位：2
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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。

●リフレッシュセミナー（監査編）／東京

　監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いたい。独立して監査業務を行いたい。あるいは監査全
体の仕組みを改めて学び直したい。
　本講義は、こうした会員・準会員のために、最新の品質管理システムに基づく監査業務の実践（リスク
アプローチ、会計上の見積りの監査、注意すべき個別テーマ、監査ＩＴ対応、審査・品質管理レビュー）
を網羅的に習得していただくために開催するものです。
　今、監査を行うに当たって必ず知っておかなければならない事項について集中的に解説するセミナーで
す。是非ともご参加ください。
　なお本講義では、品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の内容についての解説はいたし
ませんので、ご了承ください。

※通常の研修会と開催時間が異なりますのでご注意ください。

1月18日（金）［１限目］10：00～11：50
監査 �監査事務所の品質管理の体制整備

（1）リフレッシュセミナー総論
（2）品質管理のシステムの整備及び運用
（3）職業倫理及び独立性
（4）監査契約の新規の締結及び更新
（5）監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
（6）最近の動向ほか

■講　師：�中川　隆之（中小事務所等施策調査会�協力理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

1月18日（金）［２限目］13：00～14：50
監査 �リスク・アプローチに基づく監査の実施

（1）リスク・アプローチに基づく監査の全体像
（2）グループ監査の方針
（3）重要性の決定
（4）内部統制を含む、企業及び企業環境の理解
（5）財務諸表全体レベルのリスク評価・全般的対応
（6）アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応
（7）不正による重要な虚偽表示のリスクへの対応
（8）実証手続の立案

■講　師：�南　成人（中小事務所等施策調査会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2
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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。

1月18日（金）［３限目］15：10～17：00
監査 �会計上の見積り

（1）リスク・アプローチに基づく見積りの監査手続
（2）滞留債権（貸倒引当金）
（3）滞留在庫（販売用不動産を含む。）
（4）固定資産の減損会計
（5）関係会社株式、非上場株式等
（6）繰延税金資産
（7）退職給付引当金
（8）その他

■講　師：�齋藤　哲（中小事務所等施策調査会�中小監査事務所向け監査ツール検討専門部会専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

1月25日（金）［１限目］10：00～11：50
監査 �その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

（1）特定項目の監査証拠（監基報501）
（2）関連当事者（監基報550）
（3）後発事象（監基報560）
（4）継続企業（監基報570）
（5）経営者確認書（監基報580）
（6）比較情報（監基報710）
（7）意見形成と監査報告（監基報700他）

■講　師：�川﨑　浩（中小事務所等施策調査会�中小監査事務所向け監査ツール検討専門部会専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3199 ■履修単位：2

1月25日（金）［２限目］13：00～14：50
監査 �監査ＩＴ対応

（1）IT委員会報告第４号関連
（2）IT委員会報告第６号関連
（3）監査IT技術（CAAT等）

■講　師：�中村　元彦（中小事務所等施策調査会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

1月25日（金）［３限目］15：10～17：00
監査 �監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他

（1）監査業務に係る審査
（2）品質管理のシステムの監視
（3）品質管理レビュー制度
（4）監査事務所間の引継
（5）共同監査

■講　師：上条　香代子（中小事務所等施策調査会�監査専門部会副専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2
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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

1月22日（火）［１限目］14：30～16：00
倫理 �国際会計士倫理基準審議会（IESBA）による最近の活動（仮題）

　国際会計士倫理基準審議会（IESBA）は、国際会計士連盟（IFAC）に設置された、職業会計士のための国際的な
倫理基準を開発する審議会です。IESBAは、「Code of Ethics for Professional Accountants（職業会計士の倫
理規程）」の改訂作業に取り組んでおり、現在複数のプロジェクトが進行中です。最近では、違法行為の疑いを見つ
けた場合の職業会計士の対応を定めるために提案された、公開草案「違法行為の疑いへの対応」を公表しています。
　IESBAの活動については、今後日本の職業倫理規範体系にも関連することから、IESBA議長のJörgen 
Holmquist氏が来日する機会を捉え、同議長等から、IESBA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：�Jörgen�Holmquist（IESBA議長）
James�M.�Sylph（IFACエグゼクティブディレクター）
染葉　真史（日本公認会計士協会　理事）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：1001 ■履修単位：2
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●木曜講座／東京

1月24日（木）
倫理 �企業不祥事への実務対応
―有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中心に

　近時、開示書類の虚偽記載やインサイダー取引などの金融商品取引法違反を理由に当局から摘発され
る事例が相次いでいます。
　本研修では、虚偽記載やインサイダー取引を念頭に、不祥事の発覚以降、迅速かつ適切な対策を講じ
るための課題とその解決策について、法的な側面から詳述します。いずれも当該分野において豊富な知識・
経験を有する弁護士である講師が分かりやすく解説します。
１ 有価証券報告書等の虚偽記載に関連する法的諸問題及び実務対応
２ インサイダー取引違反に関連する法的諸問題及び実務対応

［１限目］13：00～14：40
前半テーマ：有価証券報告書等の虚偽記載に関連する法的諸問題及び実務対応
　虚偽記載が発覚すると、株主、取引金融機関、役職員、監査法人（公認会計士）との間で様々な法的問題が生じる
とともに、財務局、取引所、証券取引等監視委員会又は検察庁等に対し、適切な対処をする必要に迫られます。さら
に、関係者は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、上場廃止、他社による吸収合併等の重
大な問題に発展する場合があります。本研修の前半では、虚偽記載の発覚以降、上場企業に生じる一連の法的問題に
ついて時系列に従って幅広く解説します。
　１　近時の虚偽記載に関する摘発事例及びその傾向
　２　対応の全体像
　３　社内調査、第三者委員会による調査、当局による調査の対応の実務
　４　取引所、株主、従業員への対応

■講　師：�十市　崇（弁護士）
渋谷　武宏（弁護士）

■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

［２限目］15：00～16：40
後半テーマ：インサイダー取引違反に関連する法的諸問題及び実務対応
　インサイダー取引違反事件は、実務上多くの場合、証券取引等監視委員会による調査を受け、調査対象者及びその
関係者が調査開始を認識し、緊急の対応を迫られることが多くみられます。本研修の後半では、インサイダー取引の
発覚以降、調査対象者及びその関係者（特に上場企業）に生じる一連の法的問題について、時系列に従って幅広く解
説します。
　１　近時のインサイダー取引の摘発事例及びその傾向、最新の法改正
　２　インサイダー取引の５類型に応じた実務対応
　３　刑事手続に関する対応の実務
　４　告訴、告発の要否、捜査、刑事裁判への対応

■講　師：�十市　崇（弁護士）
渋谷　武宏（弁護士）

■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■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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●冬季終日／東京

1月28日（月）［１限目］10：00～11：40
倫理 �最近のインサイダー取引の特徴と当局の対応

　証券市場の不正のうち、インサイダー取引は、もっともありふれており、公認会計士を含め、どんな職業の人にも、
出来心を起こしてしまう機会は開かれています。高い倫理を求められる職業ほど、起きてしまった場合の影響は致命
的です。一方、摘発する側も、どのように取り組むのが市場の公正にとって有意義なのか、日々、試行錯誤を重ねて
います。そのような取組みを率直に語り、公認会計士のみなさまに、インサイダー規制とのつき合い方を考えて頂き
たいと思います。

■講　師：�大森　泰人（証券取引等監視委員会事務局次長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

1月28日（月）［２限目］13：00～14：40
特許価値評価―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（前半）

　Apple vs. Samsungの特許訴訟合戦に代表されるように、近年、グローバルでの知的財産訴訟が増加しており、
損害賠償請求額も高額になっている。また、企業経営に伴う知的財産の重要性はますます高まっており、知的財産の
獲得を目的としたM&Aや特許売買、ライセンス等の取引が活発化している。
　今回の研修では、基本的な知的財産権制度の概要と、ケーススタディ（訴訟、M&A、特許売買、ライセンス、知
的財産マネジメント）を紹介しながら、知的財産の取引に伴う価値評価手法、および会計・税務上の論点について解
説する。

■講　師：�永田　伸之（デロイト�トーマツ�ファイナンシャルアドバイザリー株式会社　パートナー）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■履修単位：2

1月28日（月）［３限目］15：00～16：40
特許価値評価―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（後半）

　Apple vs. Samsungの特許訴訟合戦に代表されるように、近年、グローバルでの知的財産訴訟が増加しており、
損害賠償請求額も高額になっている。また、企業経営に伴う知的財産の重要性はますます高まっており、知的財産の
獲得を目的としたM&Aや特許売買、ライセンス等の取引が活発化している。
　今回の研修では、基本的な知的財産権制度の概要と、ケーススタディ（訴訟、M&A、特許売買、ライセンス、知
的財産マネジメント）を紹介しながら、知的財産の取引に伴う価値評価手法、および会計・税務上の論点について解
説する。

■講　師：�永田　伸之（デロイト�トーマツ�ファイナンシャルアドバイザリー株式会社　パートナー）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■履修単位：2
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●春季全国研修会

2月6 日 、7 日 、8 日 全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�春季全国研修会を2月6日、7日、8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、埼玉、山梨、松本、�

静岡、岡山、松江、松山、長崎、鹿児島）

●�会場は、19頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

2月6日（水）［１限目］10：00～11：40
倫理 �公認会計士業務における情報セキュリティ

　毎年行っている情報セキュリティ研修のアップデートを今年も行う。今年は、CAATと電子ファイルを保管するクラ
ウドサービスの利用拡大を睨んで改正したIT委員会実務指針第4号と同研究報告第34号の解説を中心に研修を行う。 
　クラウドサービス事業者のデータ喪失事故や相変わらず無くならない情報漏えい事故に、会員の事務所等がいつ巻
き込まれるか分からない。事務所等の体制や日頃の備えを再点検することが重要である。そのための一助となれば幸
いである。

■講　師：�河西　正之（ＩＴ委員会委員長、情報セキュリティ等対応専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

2月6日（水）［２限目］13：00～14：40
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やキーワードを簡単に復習いただくと共に、最近会員の方から相
談の多い事例などを取り上げ、実際の実務における考え方をQ＆A方式で解説いたします。また、国際会計士倫理基
準審議会（IESBA）では、加盟団体に遵守を求めている「Code of Ethics」を改正するため、複数のプロジェクト・
チームを立ち上げ、改正に向けた検討を進めています。「Code of Ethics」の改正は、今後日本の倫理規則・独立性
に関する指針等に影響があることから、すでに公開草案や最終版として公表されているものを中心に動向を紹介する
予定です。

■講　師：�東　大夏（倫理委員会�職業倫理相談作業部会及び規範・独立性作業部会�部会員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

2月6日（水）［３限目］15：00～16：40
監査 �地方公共団体の外部監査制度について

　地方公共団体の外部監査制度として、包括外部監査及び個別外部監査が導入され、多くの公認会計士が当該業務に
従事し、成果を挙げている。
　本講義では、地方公共団体の外部監査制度に関する法令上の仕組みや、地方公共団体における監査の流れなどにつ
いて解説を行い、地方公共団体の外部監査に必要な知識の習得が図られるようにしたい。また、昨今の包括外部監査
や個別外部監査において、どのような点に関心が払われ監査が実施されているのか、どのような点に留意していく必
要があるのかなどについても解説を行いたい。

■講　師：�大川　幸一（近畿会�社会公会計委員会�副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■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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2月7日（木）［１限目］10：00～11：40
倫理 �欧米の事例から考える会計職業倫理

　会計専門職（公認会計士）が保持すべき職業倫理は、国際的に統一された基準に基づいてその規則等が設定されて
います。したがって、国が異なろうともその倫理観はある一定のものを持つことが求められています。一方で、国に
より文化的、歴史的背景は異なり、したがって一般的に持つ倫理観は国により異なることもまた事実です。
　本講では、諸外国での倫理抵触事例を検討して、その共通性、違いを見ることを試みます。今回は、特にアメリカ
以外の事例を取り上げることとします。中でも、イタリアのPalmalat社の事例を中心に、他国の事例も参照し、そ
こで生じた倫理問題を検討します。

■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

2月7日（木）［２限目］13：00～14：40
新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意点について（前半）

　社会福祉法人の会計処理については、平成12年度以降、「社会福祉法人会計基準」のほか、「指導指針」（略称）、「経
理規程準則」（略称）、「老健準則」（略称）等、様々な会計ルールが併存しており、事務処理が煩雑、計算処理結果が
異なる等の問題が指摘されておりました。
　そこで、会計処理基準を一元化及び国民に分かりやすい会計基準についての検討が社会福祉法人会計基準検討委員
会において進められ、平成23年7月27日に新たな社会福祉法人会計基準が発表され、平成24年4月1日より適用と
なり、平成27年４月1日からは全ての社会福祉法人について適用することとされました。
　本講義では、新たな社会福祉法人会計基準の基本的な考え方やその概要、従来からの変更点を中心として移行にか
かる留意点についても説明をします。

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

2月7日（木）［３限目］15：00～16：40
新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意点について（後半）

　社会福祉法人の会計処理については、平成12年度以降、「社会福祉法人会計基準」のほか、「指導指針」（略称）、「経
理規程準則」（略称）、「老健準則」（略称）等、様々な会計ルールが併存しており、事務処理が煩雑、計算処理結果が
異なる等の問題が指摘されておりました。
　そこで、会計処理基準を一元化及び国民に分かりやすい会計基準についての検討が社会福祉法人会計基準検討委員
会において進められ、平成23年7月27日に新たな社会福祉法人会計基準が発表され、平成24年4月1日より適用と
なり、平成27年４月1日からは全ての社会福祉法人について適用することとされました。
　本講義では、新たな社会福祉法人会計基準の基本的な考え方やその概要、従来からの変更点を中心として移行にか
かる留意点についても説明をします。

■講　師：�亀岡　保夫（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2
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2月8日（金）［１限目］10：00～11：40
監査 �平成25年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

　学校法人委員会では、学校法人の会計及び監査を取り巻く状況の変化に対応して実務指針等の見直しを行ってきま
した。平成25年３月期末を控えてこれらの実務指針等の改正点について解説を行うとともに、文部科学省が取り組
んでいる学校法人会計基準の見直しを含め、学校法人会計・監査の最近の動向について可能な限り新たな情報を提供
いたします。

■講　師：�奈尾　光浩（学校法人委員会委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

2月8日（金）［２限目］13：00～14：40
Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務
〜個人税務の落とし穴と対応〜（前半）

　平成23年12月改正税法について、実務上押さえておきたい改正項目をＱ＆Ａ方式で解説します。
　主な解説項目は、納税環境整備（税務調査手続、更正の請求、理由附記）、減価償却制度（200％定率法及びその
経過措置、資本的支出の取得価額の特例）、復興財源確保法（復興特別所得税、復興特別法人税）となります。

■講　師：�宮森　俊樹（税理士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4105 ■履修単位：2

2月8日（金）［３限目］15：00～16：40
Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務
〜個人税務の落とし穴と対応〜（後半）

　平成24年改正税法について、実務上押さえておきたい改正項目をＱ＆Ａ方式で解説します。
　主な解説項目は、役員給与関係（給与所得控除の見直し、サラリーマンの特定支出の特例、役員退職手当等）、住
宅土地税制（居住用資産の買換え、事業用資産の買換え）、特別償却制度（グリーン投資減税）、金融証券税制、資産
課税（相続税の連帯納付義務、国外財産調書制度）となります。

■講　師：�宮森　俊樹（税理士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4105 ■履修単位：2
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●随時研修会／東京

2月20日（水）［１限目］13：00～14：40
移行後の公益社団財団法人・一般社団財団法人の財務基準を満たすための方策（前半）

　制度改革に伴う移行期間終了を平成25年11月30日に控え、多くの法人はすでに公益社団・財団法人又は一般社団・
財団法人に移行している。
　公益社団・財団法人の移行認定の際には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限のいわゆる財務3基準
を満たしていても、移行後の各事業年度においてこれらの3基準を満たさない場合が考えられる。本講座では、これ
ら3基準についての基礎的な知識を再確認するとともに、3基準を満たさない場合にはどのような場合があるかを考
える。さらに、3基準を満たすための解決策について解説する。

■講　師：�中田　ちず子（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：5199 ■履修単位：2

2月20日（水）［２限目］15：00～16：40
移行後の公益法人・一般法人の財務基準を満たすための方策（後半）

　公益社団・財団法人において、認定法の規定や趣旨に反しないように財務3基準を満たすための方策を講ずるため
の留意点について、認定法、ガイドライン、FAQを踏まえて説明する。
　一般社団・財団法人において、移行後、実施事業収入が多くなり公益目的支出計画を移行認可時の予定通り行うこ
とができない場合について、例題を用いて解説する。
　財務基準の充足と関連して、公益社団・財団法人においては、変更認定又は変更届出、一般社団・財団法人におい
ては、変更認可又は変更届出が必要とされる場合について解説する。

■講　師：�中田　ちず子（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：5199 ■履修単位：2
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●木曜講座／東京

2月21日（木）［１限目］13：00～14：40
倫理 �監査役の法的役割と責任の最新動向

―監査役として現実的にできることは何なのか―（前半）
　近時の判例の展開によって、監査役に課される義務がより具体的かつ明確になりつつあります。そこで求められる
のは、監査役相互の適切な役割分担により、効果的かつ効率的にその職務をまっとうすることです。
　本セミナー前半では、日本監査役協会の監査役監査基準（平成23年3月改定版）と近時の紛争事例等を参考に、
典型的な問題状況をできる限り数多く取り上げ、過去の裁判例に数多く言及しながら、監査役職務における法的な観
点からの実務上の重要ポイントを解説します。

■講　師：�浜辺　陽一郎（弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

2月21日（木）［２限目］15：00～16：40
倫理 �監査役の法的役割と責任の最新動向

―監査役として現実的にできることは何なのか―（後半）
　近時の判例の展開によって、監査役に課される義務がより具体的かつ明確になりつつあります。そこで求められる
のは、監査役相互の適切な役割分担により、効果的かつ効率的にその職務をまっとうすることです。
　本セミナー後半では、日本監査役協会の監査役監査基準（平成23年3月改定版）と近時の紛争事例等を参考に、
取締役会や監査役会での留意点や、会社法改正の動向にも言及しながら、監査役職務における実務上の重要ポイント
と実践的なノウハウを解説します。

■講　師：�浜辺　陽一郎（弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

※主な項目は以下のとおりです。
Ⅰ 監査役の基本的職務
① 会社法で認められた強大な権限、② その身分と報酬等の規律、③ 期中監査と期末監査における職務
のあり方、④ 監査調書の作成

Ⅱ 近時の企業不祥事・裁判例に見る監査役の義務と責任
① 粉飾決算事例における責任、② 事前予防（予防監査）と事後チェック、③ 監査役の善管注意義務、
④ 監査報告の義務と責任における留意点

Ⅲ 取締役会における監査役の役割
① 出席義務と意見陳述義務、② 発言の着眼点、③ 代表取締役等との意思疎通、④ 社外監査役と社内監
査役の役割分担、⑤ 適法性監査と妥当性監査の再検討、⑥ 議事録チェックの考え方　

Ⅳ 監査役会の効果的活用方法
① 独任制と組織的・効率的監査の関係、② 監査役会の効果的活用法、③ 常勤監査役と非常勤監査役の
役割分担、④ 監査役会議事録のあり方

Ⅴ　内部統制監査の実際
① 日本監査役協会の内部統制監査基準の考え方、② 内部監査部門及び外部監査人との連携、③ 監査役
補助使用人に関する考え方、④ 内部通報制度の活用

Ⅵ 監査役をめぐる今後の問題点と課題



15

●春季終日／東京

2月28日（木）［１限目］10：00～11：40
公認会計士のための民法�－「所有」と「契約」－

　税務上の会計処理は、依頼者の資産の法的関係を前提として行いますが、その法的関係とは、資産の「所有」（権
利の帰属関係）と取引上の「契約」（から発生する債権・債務関係）が基本となります。この「所有」と「契約」とは、
民法典の骨格をなす２つの重要な基本概念であって、逆にいえば、民法は、「所有」概念と「契約」概念とから成っ
ているのだといっても過言ではありません。
　そこで、このようなことを念頭に置いて、「所有」と「契約」とは、民法上、どのような構造をもっているのかを
解説します。

■講　師：�近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

2月28日（木）［２限目］13：00～14：40
IFRSセミナー「レビュードラフト『ヘッジ会計』」

　国際会計基準審議会は、IAS第39号「金融商品の認識及び測定」の見直しプロジェクトの第３フェーズとして、
2012年9月に一般ヘッジ会計を取扱ったレビュードラフト ｢ヘッジ会計」を公表し、2012年12月末までに最終
基準化を予定している。当該プロジェクトは、IAS第39号のルール・ベースの規定を緩和し、原則主義に基づきリ
スク管理活動を適切に財務諸表に反映できるヘッジ会計への見直しを意図したものである。今回はこの一般ヘッジ会
計についてIAS第39号からの重要な改訂事項を中心に解説する。

■講　師：�小玉　聡（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：2

2月28日（木）［３限目］15：00～16：40
監査 �ＩＴ委員会実務指針第６号「ＩＴを利用した情報システムに関する重要な虚偽

表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続につい
て」適用初年度の留意点に関する解説

　監査基準委員会による新起草方針に基づく監査基準委員会報告書の改正を受けて、財務諸表の監査における重要な
虚偽表示リスクの評価の一環として、ＩＴに関するリスクを識別及び評価し、評価したリスクに対応する手続を実施
するための実務上の指針であるIT委員会実務指針第6号、および、そのQ&AのIT委員会研究報告第４２号が公表され
ている。この2つは一体として理解すべきものであり、改訂のポイントについて解説を行うものである。

■講　師：�伊藤　哲也（ＩＴ委員会副委員長、監査ＩＴ実務指針検討専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■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。

●随時研修会／東京

（注）通常の研修会と開催時間が異なりますのでご注意ください。

3月1日（金）［１限目］10：00～12：00
監査 �ファンドの監査に関連する業種別委員会実務指針について

　年金基金に関する年金資産の消失事案にも見られるように、今日、いわゆるファンドが利用される場面は増加して
おり、ファンド監査の重要性、複雑性も増しています。
　本講義の前半では、業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」について、
特にファンド・オブ・ファンズの監査手続を中心に解説していくことを予定しております。
　また、特に投資事業有限責任組合監査は、その投資の評価が組合契約によるという特殊性を踏まえて慎重に対応す
べき場面も想定されるため、本講義の後半は、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計
処理及び監査上の取扱い」に沿って留意すべきポイントの解説を行います。

■講　師：�伊藤　志保（投資信託等専門部会　専門委員）
佐々木　浩一郎（投資事業有限責任組合専門部会　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：3110 ■履修単位：2

3月1日（金）［２限目］13：00～15：40
監査 �退職給付会計における年金資産に関する監査手続及び年金基金の監査について

　協会では、年金基金における年金資産の消失事案を受け、平成24年５月に「年金資産の消失事案を受けての監査
及び会計の専門家としての提言」を公表しました。
　これを踏まえて退職給付会計における年金資産に関する監査手続の高度化や年金基金に対する監査の実施に向けた
検討を進めており、それぞれについて研究報告として取りまとめ、公表する予定としております。
　本講義では、当該研究報告について解説を行います。
前半では、年金基金の財務諸表（年金経理及び業務経理）の会計監査について、監査の前提となる年金基金の仕組み
を含めて解説します。
　後半は、退職給付会計における年金資産に対する監査手続の高度化と、「退職給付に関する会計基準」で新たに求
められる年金資産の内訳開示に対する監査手続について解説します。
　企業における年金資産の監査手続に関する考え方は年金基金の監査を実施する場合にも考慮することとなりますの
で、前後半合わせて受講いただくことにより、より理解が深まることが期待されます。

■講　師：�結城　秀彦（年金基金監査検討専門部会　専門部会長）
三輪　登信（年金資産に係る監査検討専門委員会　専門委員長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：4,500円 ■研修コード：3110 ■履修単位：3

3月1日（金）［３限目］16：00～17：00
監査 �監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報

告書」について
〜退職給付会計における年金資産に関する監査手続及び年金基金の監査にお
ける利用の観点から〜

　退職給付会計における年金資産に関する監査手続や年金基金に対する監査の実施について検討中の研究報告の中
で、年金関係の業務プロセスが外部に委託されていることから業務の委託先（受託機関）についての考察をしており
ます。そして、資産運用や資産管理を年金基金から受託している生命保険、信託銀行、投資顧問会社の内部統制の理
解、評価を重要な手続として位置付けております。
　そこで、これら年金資産に関する業務の受託機関の内部統制の状況を理解、評価するに当たり、監査・保証実務委
員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」の報告書の利用が考えられることから、その理解を
深めていただくための解説を行います。

■講　師：�家徳　真樹（年金資産に係る監査検討専門委員会　専門委員） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：1,500円 ■研修コード：3110 ■履修単位：1
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3月14日（木）［１限目］13：00～14：40
事例を用いて学ぶ知財の基本的事項

　知財は、実は身近な物やサービスに関わっているものです。１つの商品やサービスに、複数の知財が含まれている
ことも多くあります。中小企業や起業家にとって、できるだけ早い段階で知財を意識し対処することは、リスクを軽
減し将来益を守ることにつながります。
　今回は、具体的な事例を紹介する電子紙芝居を用いながら、初級者向けにわかりやすく、知財の基本的事項をお話
しいたします。

■講　師：�伊藤　夏香（弁理士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■履修単位：2

3月14日（木）［２限目］15：00～16：40
企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべき知財の知識

［第１部］
　特許などの知的財産権の取得・行使については、世界各国で属地主義を採用しており、企業の海外展開に当たって
は、日本での特許権等の取得だけでなく、進出先の国のそれぞれにおいて出願の手続を行い、権利を取得しておく必
要があります。本講義では、海外での知的財産権の取得の手続について、パリ条約の優先権など基本事項について説
明した上で、米国とヨーロッパの手続の概要を説明致します。

［第２部］
　日本の中小企業が、アジア諸国への進出を目指す場合に、知的財産の側面からどのような点に注意したら良いか。
中小企業が、知的財産を利用し、知的財産により模倣の被害から逃れたり、他人の権利を侵害しないために、どのよ
うな対策が必要であるか。公認会計士との連携はどのような場面で生じるか。実際に現地に赴き、企業に対しアドバ
イスを行った経験のある弁理士が実例を交えて解説致します。

■講　師：�［第1部］石橋　良規（弁理士）
［第2部］吉田　芳春（弁理士）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■履修単位：2
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●必須研修科目の「集合研修CD-ROM」研修会／東京
・必須研修科目「職業倫理」及び「監査の品質」に該当する集合研修CD-ROMを上映いたします。

CD-ROMCD-ROM

3月25日（月）［１限目］10：00～11：40

CD-ROMCD-ROM �倫理 �公認会計士の職業倫理（その29）
―企業不正に対峙して監査人に求められる職業倫理とは
（平成24年8月23日夏季全国研修会収録CD-ROM）

　昨年発覚した大手製紙メーカーや精密機器メーカーでの企業不正事案は、わが国を代表する企業でありながら、経
営者が関与した不正であったということから、わが国のディスクロージャ制度の信頼性と、コーポレートガバナンス
の有効性に対して、国内外から多くの疑問が投げかけられることとなったのである。
　これらの不正事案の発覚が、直接的に、独立の職業的専門家による監査（すなわち、公認会計士または監査法人に
よる監査）の有効性に疑義を生じさせるものかどうかについては、当局による捜査、並びに、公的規制及び自主規制
における処分等の途上にあることから軽々には論じることは憚られるが、少なくとも、市場の信頼を失墜させ、投資
家をはじめ多くのステークホルダーに対して、監査に対する大きな不信感を生ぜしめたことは事実である。そこで、
こうした企業不正に対峙して、監査人に求められる職業倫理のあり方について、経営者不正の防止ないしは早期の発
見に向けた取組みの点を含めて検討を加えることとしたい。

■講　師：�八田　進二（青山学院大学大学院教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

3月25日（月）［２限目］13：00～14：40

CD-ROMCD-ROM �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24年10月４日秋季全国研修会収録CD-ROM）

　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） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

3月25日（月）［３限目］15：00～16：40

CD-ROMCD-ROM �倫理 �倫理規則等における実務対応等について
（平成24年10月５日秋季全国研修会収録CD-ROM）

　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） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2
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本部主催全国研修会会場一覧
新春全国研修会 春季全国研修会

受講
会場 会場名 2013年

1月17日（木）
2013年

２月６日（水）
2013年

２月７日（木）
2013年

２月８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：03－3510－7861 ◯ ◯ ◯ ◯

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

名古屋 ダイテックサカエ・７Ｈ
TEL：052－971－3830

◯
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 那覇商工会議所２階ホール 
TEL：098－868－3758 ◯ ◯ ◯ ◯

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 ◯ ◯ ◯ ◯

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 ◯ ◯ ◯ ◯

埼玉 埼玉県会事務所 
TEL：048－644－9050 ◯ ◯ ◯ ◯

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

◯ ◯ ◯ ◯

静岡 静岡県司法書士会館 
TEL：054－289－3700 － ◯ ◯ ◯

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 ◯ ◯

○
松江東急イン 

東急ホテルズ２階「エターナル」
TEL：0852－27－0109

◯

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。
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FAX 参加申込書
 （ 新春全国研修会・春季全国研修会）
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、19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

1/17
（木）

10：00 〜 11：40 倫理  日本公認会計士協会を取り巻く環境について

13：00 〜 14：40 監査  不正に対応した監査の基準の検討状況について
〜企業会計審議会 監査部会の動向及び協会の対応〜

15：00 〜 16：40 税制改正大綱及び公認会計士の税務業務の今後

2/6
（水）

10：00 〜 11：40 倫理  公認会計士業務における情報セキュリティ

13：00 〜 14：40 倫理  倫理規則等における実務対応等について

15：00 〜 16：40 監査  地方公共団体の外部監査制度について

2/7
（木）

10：00 〜 11：40 倫理  欧米の事例から考える会計職業倫理

13：00 〜 14：40 新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意
点について（前半）

15：00 〜 16：40 新社会福祉法人会計基準の考え方、概要及び移行時の留意
点について（後半）

2/8
（金）

10：00 〜 11：40 監査  平成25年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

13：00 〜 14：40 Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務 
〜個人税務の落とし穴と対応〜（前半）

15：00 〜 16：40 Ｑ＆Ａ知っておきたい個人事業者等と税制改正の実務 
〜個人税務の落とし穴と対応〜（後半）

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
 （ リフレッシュセミナー（監査編）・木曜講座）
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

1/18
（金）

10：00 〜 11：50 監査  監査事務所の品質管理の体制整備 3,000円

13：00 〜 14：50 監査  リスク・アプローチに基づく監査の実施 3,000円

15：10 〜 17：00 監査  会計上の見積り 3,000円

1/25
（金）

10：00 〜 11：50 監査  その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ 3,000円

13：00 〜 14：50 監査  監査ＩＴ対応 3,000円

15：10 〜 17：00 監査  監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他 3,000円

1/24
（木）

13：00 〜 14：40

倫理  企業不祥事への実務対応―有価証券報告書等の虚偽記
載及びインサイダー取引違反を中心に
前半テーマ：有価証券報告書等の虚偽記載に関連する
法的諸問題及び実務対応

3,000円

15：00 〜 16：40

倫理  企業不祥事への実務対応―有価証券報告書等の虚偽記
載及びインサイダー取引違反を中心に
後半テーマ：インサイダー取引違反に関連する法的諸問
題及び実務対応

3,000円

2/21
（木）

13：00 〜 14：40 倫理  監査役の法的役割と責任の最新動向
― 監査役として現実的にできることは何なのか ―（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 倫理  監査役の法的役割と責任の最新動向
― 監査役として現実的にできることは何なのか ―（後半） 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
 （  冬季終日・春季終日・「集合研修CD-ROM」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

1/28
（月）

10：00 〜 11：40 倫理  最近のインサイダー取引の特徴と当局の対応 3,000円

13：00 〜 14：40 特許価値評価
―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 特許価値評価
―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に（後半） 3,000円

2/28
（木）

10：00 〜 11：40 公認会計士のための民法 －「所有」と「契約」－ 3,000円

13：00 〜 14：40 IFRSセミナー「レビュードラフト 『ヘッジ会計』」 3,000円

15：00 〜 16：40
監査  ＩＴ委員会実務指針第６号「ＩＴを利用した情報システ

ムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評
価したリスクに対応する監査人の手続について」適用初
年度の留意点に関する解説

3,000円

3/25
（月）

10：00 〜 11：40

倫理  公認会計士の職業倫理（その29） 
CD-ROMCD-ROM―企業不正に対峙して監査人に求められる職業

倫理とは
（平成24年8月23日夏季全国研修会収録CD-ROM）

3,000円

13：00 〜 14：40
監査  監査の品質管理の実務 

CD-ROMCD-ROM〜平成23年度品質管理レビューの事例から〜
（平成24年10月4日秋季全国研修会収録CD-
ROM）

3,000円

15：00 〜 16：40 倫理  倫理規則等における実務対応等について CD-ROMCD-ROM（平成24年10月5日秋季全国研修会収録CD-ROM） 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
 （  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

1/22
（火） 14：30 〜 16：00 倫理  国際会計士倫理基準審議会（IESBA）による最近の活動

（仮題） 無料

2/20
（水）

13：00 〜 14：40 移行後の公益社団財団法人・一般社団財団法人の財務基準
を満たすための方策（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 移行後の公益法人・一般法人の財務基準を満たすための方策
（後半） 3,000円

3/1
（金）

10：00 〜 12：00 監査  ファンドの監査に関連する業種別委員会実務指針について 3,000円

13：00 〜 15：40 監査  退職給付会計における年金資産に関する監査手続及び
年金基金の監査について 4,500円

16：00 〜 17：00

監査  監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係
る内部統制の保証報告書」について
〜退職給付会計における年金資産に関する監査手続及
び年金基金の監査における利用の観点から〜

1,500円

3/14
（木）

13：00 〜 14：40 事例を用いて学ぶ知財の基本的事項 3,000円

15：00 〜 16：40 企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべき知財
の知識 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




