
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2月20日（水）〜 4月11日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

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

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

平成25年2月15日発行（毎月１回発行）

2月号

（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

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

木曜講座
4月11日（木）

企業再生の税務（その1） ２ 東京 3,000円

企業再生の税務（その2） 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。

●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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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。

●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
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●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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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。

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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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。

●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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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。

●木曜講座／東京

4月11日（木）［１限目］13：00～14：40
企業再生の税務（その1）

　企業が破綻に陥った場合に債権者の協力を得ながら再建していく、いわゆる「企業再生」には税務上の特例が準備
されています。これらは多額の債務免除益課税を回避するための対債務者企業を中心としていますが、債権者、役員
そして株主を対象とするものもあり広範囲に及んでいます。また会社更生と民事再生では取扱いが異なるものがあり
ます。これらの取扱いの基本は、企業再生税制の大改革年度であった平成17年度改正により整備されたものです。
その後、平成21年度改正で資産の評価損計上要件の緩和が行われ、平成23年12月の改正では青色欠損金の損金算
入の80％制限を影響させない改正が行われて、現在に至っています。今回の研修では、平成21、23年度の改正を
含め、企業再生手続の各段階でどのような税務上の特例が準備されているのかを、債務者企業、債権者、役員そして
株主ごとに網羅的に解説します。

■講　師：�髙田　正昭（公認会計士、税理士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4108 ■履修単位：2

4月11日（木）［２限目］15：00～16：40
企業再生の税務（その2）

　企業が破綻に陥った場合に債権者の協力を得ながら再建していく、いわゆる「企業再生」には税務上の特例が準備
されています。これらは多額の債務免除益課税を回避するための対債務者企業を中心としていますが、債権者、役員
そして株主を対象とするものもあり広範囲に及んでいます。また会社更生と民事再生では取扱いが異なるものがあり
ます。これらの取扱いの基本は、企業再生税制の大改革年度であった平成17年度改正により整備されたものです。
その後、平成21年度改正で資産の評価損計上要件の緩和が行われ、平成23年12月の改正では青色欠損金の損金算
入の80％制限を影響させない改正が行われて、現在に至っています。今回の研修では、平成21、23年度の改正を
含め、企業再生手続の各段階でどのような税務上の特例が準備されているのかを、債務者企業、債権者、役員そして
株主ごとに網羅的に解説します。

■講　師：�髙田　正昭（公認会計士、税理士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4108 ■履修単位：2
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FAX 参加申込書
 （ 木曜講座・「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

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

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

4/11
（木）

13：00 ～ 14：40 企業再生の税務（その1） 3,000円

15：00 ～ 16：40 企業再生の税務（その2） 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・春季終日）
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

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

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

3/1
（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
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第34回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉�Change
　Challenge�
　　Confidence�
～大海原に次代の航路を切り拓く～

開催日：平成25年９月５日（木）

会　場：�神戸ポートピアホテル
（神戸市中央区港島中町6-10-1）

公認会計士業界を取り巻く環境は今、激しく変化し続けています。会計基準の改定、IT技
術のめざましい進化とそれに伴う情報セキュリティニーズの増大、企業の社会的責任意識の
高まり等を受けて、関連する法律、規制の整備も進んでいます。

我々公認会計士の業務も従来の監査業務に留まらず、アドバイザリー業務、IFRSへの対応、
IT活用など、高度化・複雑化しています。

こうした環境の広がり、変化の中、我々公認会計士は広い視野を持ち、多種多様な経験を
活かし、環境の変化に柔軟に対応しながら、信頼性を損なうことなく公認会計士の新たな業
務領域を開拓し、更に魅力ある業界にしていかなければなりません。この認識の下、日本公
認会計士協会は、第34回研究大会を「Change Challenge Confidence ～大海原に次代の航路
を切り拓く～」をメインテーマとして開催します。

研究発表は、多様なニーズに応えるため、論文形式以外に、パネルディスカッション形式
での発表、特定テーマについて会場内出席者も自由に発言できるフリーディスカッション形
式での発表もございます。

研究大会の研究発表を以下に記載の要領により募集しますので、皆様の積極的な応募をお
待ちしています。
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 研究発表募集要領 

１．応募資格
　　会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ
　原則として、統一テーマ「Change Challenge Confidence ～大海原に次代の航路を切り
拓く～」に関連するテーマとします。

３．募集内容
　（1）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
　　① 研究論文による発表
　　 　研究論文による報告は、日頃の研究内容を論文に纏めて、研究発表当日、発表してい

ただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェアを利用して次のとおり論文を
作成し、印刷原稿（1部）・電子データをお送りください。

　　 • 　A4判10頁以内（目次、図表等すべてを含みます）
　　 • 　1頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント）

　　※ なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とします。推薦方法は、推薦
する研究論文（テーマ）及び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表
者の同意を得ていることを明記の上、お送りください。

　　② パネルディスカッション形式の発表
　　 　パネルディスカッション形式の研究発表は、研究内容を発表当日スライド資料として

ご用意いただき、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行います。
　　 • 　 ご応募いただく際は、Ａ４判の用紙５枚程度でパネルディスカッションの企画書

（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション形式とした理由・
パネリストの略歴を記載）を作成いただき、電子データをお送りください。

　　 • 　 採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料（MS PowerPointソフトウェ
ア利用）を提出していただきます。

　　 • 　 人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守）とします。
　　
　（2）テーマの募集
　　① フリーディスカッション形式の発表
　　 　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っているテーマで、大会参加者と意見

交換してみたいと考えるテーマについて提案をいただきます。ご応募いただく際は、例
えば「公認会計士制度のあり方」など、テーマ及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いた
だき、発表者（応募者側で希望する者）リストを添えてお送りください。

　　 　テーマにより、継続的専門研修制度協議会において、コーディネーター等発表者を選
定します。

　　※ ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の上、住所・氏名・職業・電話
番号を記載の上、ご応募ください。
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４．応募及び推薦締切日
　　平成25年２月28日（木）（必着）

５．選　考
　　継続的専門研修制度協議会において審査・決定します。
　 　研究論文については、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準として審査いた

します。
　 　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、フリーディスカッション形式）

が偏らないように考慮し選考いたします。
　　なお、ご応募された原稿等は返却いたしません。

６．発表予定テーマ数
　 　今大会（第34回研究大会）では、応募テーマの増加を考慮し10テーマの発表を予定して

おります。
　 　このうち１～２テーマは、研究大会開催地域会である兵庫会に、割り当てる予定です。
　 　また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ

の中に含めることも検討します。

７．研究発表の決定
　　平成25年３月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承いただいた上でご応募ください。

８．送付先及び問合せ先
　　〒102-8264　
　　東京都千代田区九段南4-4-1　
　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL 03-3515-1125（直通）　
　　FAX 050-3737-6397
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　（企画運営／継続的専門研修制度協議会・兵庫会研究大会実行委員会）

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第33回研究大会）
　【午前の部】

テーマ１ 「IFRS原則主義へのチャレンジの進展
～作成者、監査人の相互理解、基準設定主体の役割～」

テーマ２ 「職業会計人育成のための会計教育のあるべき姿について考える
～社会から求められる公認会計士となるために～」

テーマ３ 「外国事業体課税について」

テーマ４ 「税と社会保障の抜本改革」

　【午後の部】

テーマ１ 「地域農業の活性化と公認会計士の役割
～大規模化、国際化、6次産業化を中心とした「農」産業の発展へ向けて～」

テーマ２ 「公認会計士の職業倫理の高揚への取組み」

テーマ３ 「臨床会計学の萌芽　～事業再生の現場から～」

テーマ４ 「公会計の目指すべき方向　～公共会計学の確立を目指して～」
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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）


