
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3月25日（月）〜 5月30日（木）

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

木曜講座

5月16日（木）

米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「中国の倒産法と事業再生」（前半）
２ 東京 3,000円

米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「米国の倒産法と事業再生」（後半）
２ 東京 3,000円

5月30日（木）

国際税務の基礎と実務（前半） ２ 東京 3,000円

国際税務の基礎と実務（後半） ２ 東京 3,000円

平成25年3月15日発行（毎月１回発行）

３月号
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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

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。
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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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5月16日（木）［１限目］13：00～14：40
米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「中国の倒産法と事業再生」（前半）
　中国に進出している日本企業はすでに2万3000社を超えていると言われている。中国経済の高度成長が一段落し、
構造的変化が起きつつある中、取引先である中国企業が倒産するという事態は十分考えられる。また、中国における
生産コストの上昇や反日デモの懸念などから、日本企業が子会社や生産工場の中国から撤退するケースが、今後、増
加する可能性がある。そこで本講義では、2007年に施行された新しい中国の倒産法の紹介をし、実際の事例を交え
ながら解説する。

■講　師：�福岡　真之介（弁護士） ■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

5月16日（木）［２限目］15：00～16：40
米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「米国の倒産法と事業再生」（後半）
　日本にとって米国が重要な貿易相手であることには変わりない。米国においては、リーマンショック後の景気低迷
から抜けつつあるものの、厳しい企業競争の中で米国企業が倒産するケースは想定され、現在でも著名企業のチャプ
ター11の申立てが数多く行われている。そのような場合にどのような事態が生じるのか、主にチャプター11型手
続きを中心に、実際の事例を交えながら解説する。

■講　師：�福岡　真之介（弁護士） ■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

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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5月30日（木）［１限目］13：00～14：40
国際税務の基礎と実務（前半）

　平成21年度改正における外国子会社配当益金不算入制度の創設及び外国子会社合算税制の改正等により、国際税
務のフレームワークは大きく変化しています。これらの変化に適切に対応しなければ、企業に予期せぬ税金コストが
生じることもあるでしょう。また会計監査においても、企業の国際税務リスクを適切に評価するには、国際税務の基
礎的理解が不可欠です。本講義では、日系企業の対外投資に関わる国際税務の問題として、主として、外国子会社配
当益金不算入制度、外国子会社合算税制、移転価格税制の基礎及び実務上の留意点について解説します。

■講　師：�須藤　一郎（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：4104 ■履修単位：2

5月30日（木）［２限目］15：00～16：40
国際税務の基礎と実務（後半）

　外国資本による対日直接投資や我が国資本市場への証券投資の促進を通じて我が国経済を活性化し、国際競争力を
強化する政策の一環として、近年、対内投資に係る税制が整備されています。本講義では、外国法人の対内投資に関
わる国際税務の問題として、外国法人のわが国における投資所得・事業所得の課税の基礎について概観し、投資ファ
ンドや電子商取引等を題材として外国法人課税の実務について解説します。また、対内投資促進税制や平成24年度
に創設された過大支払利子税制等の対内投資に係る近年の税制改正について解説します。

■講　師：�須藤　一郎（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：4104 ■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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FAX 参加申込書
 （ 「集合研修CD-ROM」研修会・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

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

5/16
（木）

13：00 ～ 14：40
米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「中国の倒産法と事業再生」（前半）
3,000円

15：00 ～ 16：40
米中の倒産法と事業再生事例研究
－我が国の２大経済取引相手国の倒産問題を検証する－

「米国の倒産法と事業再生」（後半）
3,000円

5/30
（木）

13：00 ～ 14：40 国際税務の基礎と実務（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 国際税務の基礎と実務（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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履修結果を申告しましょう 

－義務達成に向けて－

お急ぎください！　平成24年度の履修結果の申告期限が迫っています。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの履修結果を、平成25年4月15日までに申告してください。

申告期限：平成25年４月15日
※ eラーニング、IFRS eラーニング教材での平成24年度の申告は、
　3月31日で終了します。

1. 履修結果の最終チェック
4月15日の申告期限までに、以下の最終チェックをお願いします。

□申告もれはありませんか？
＊�平成24年4月1日から平成25年3月31日までに履修されたもので、申告がお済みでないものはありませんか？
　自己申告が必要な研修は次頁をご覧ください。

□必要な単位数に到達していますか？　
毎事業年度に必要な単位数以上を履修し申告する必要があります。
　①　当該事業年度を含む直前3事業年度合計120単位
　②　当該事業年度最低20単位
　③　当該事業年度の必須単位数
＊�FAX申告の方で現在までの履修単位数を確認したい場合は、CPE担当事務局（TEL：03−3515−1126）�
にお問合せください。

□必須単位数は履修・申告されましたか？
＊必要な単位数として、次の必須単位数を履修し申告しなければなりません。
　・全会員（免除の承認を受けた会員を除く）�………「職業倫理」2単位

　　　　　加えて
　　　・法定監査業務に従事する会員………………………「監査の品質」6単位
�

□４月16日以後は、平成24年度の申告は受付できません！ 
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２．自己申告が必要な研修

　平成24年４月１日から平成25年３月31日までに履修されたもので、まだ申告がお済みでないものは
ありませんか？　自己申告が必要な研修には、以下のものがあります。

※ここでいう自己申告とは、研修会主催者等から履修結果をまとめてＣＰＥ協議会に報告されたもの以外をいいます。

研修方法 単位計算方法 申告方法
集合研修会

（本部・地域会・地区
会（県会）主催、CPE認
定研修、財務会計基
準機構主催を除く。）
＊ 税理士会本支部主催

研修会も
　申告できます。

１時間につき１単位�
＊�１時間以上の研修で１時間未満の端数が生
じた場合は、30分以上は切り上げ、30分未
満は切り捨てて計算
＜上限＞無し

電子申告又はFAX申告
・電子申告：�「3．上記以外の集合研修」

から登録
・FAX申告：第二号用紙を使用
＊ 税 理士 会 本 支部主 催 研 修 会の

FAX申告は、第三号用紙を使用 
（200字の概要記載不要）

集合研修CD-ROM
eラーニング

CD-ROM、eラーニングコンテンツに記載の
単位
＊もとになった研修会のCPE単位に同じ
＜上限＞無し

電子申告のみ
＜集合研修CD-ROM＞
・「2．CD-ROM」から登録
＜eラーニング＞
・「eラーニングサイト」上から登録

IFRS eラーニング
教材

IFRS�eラーニング教材に記載の単位
＜上限＞無し

電子申告のみ
・「eラーニング教材サイト」上から登録

ＣＰＥ指定記事 ＣＰＥ指定記事の末尾に記載の単位
対象記事：
　　ジャーナル�2011年5月号～2013年4月号
　　ニュースレター�2011年5月号～ 2013年4月号
＜上限＞�40単位�

ただし、自己学習全体で40単位が上限

電子申告又はFAX申告�
・電子申告：�「4．CPE指定記事」

から登録
・FAX申告：第一号用紙を使用

専門書（※1）による
自己学習
＊ 税理士会の
　 eラーニング研修も

該当します。

研修時間２時間につき１単位　
＊２時間未満は０単位
＜上限＞�一冊につき５単位　�

ただし、自己学習全体で40単位が上限

電子申告又はFAX申告�
・電子申告：�「6．上記以外の自己学習」

から登録
・FAX申告：第二号用紙を使用

協会以外の
委員会出席
・ 政府関係審議会 

及び各種委員会
・ 地方公共団体審

議会及び各種委員
会

・ IFAC等国際関係
の委員会

・ 独立行政法人、 
国立大学法人、 
地方独立行政法人
の各種委員会　等

出席1回につき１単位
＜上限＞�10単位�

ただし、自己学習全体で40単位が上限

FAX申告のみ
・第二号用紙を使用
　＊�記載方法はCPEレター2012年保
存版記載例を参照

　注）�電子申告利用の方も、第二号
用紙によりFAXでご申告くださ
い。

著書等執筆 執筆4,000字を１単位とし、4,000字に満たな
い端数は切り捨て
＊�改訂版、増補版、共著の場合も執筆部分
の字数で計算
＜上限＞�１著書又は１論文につき10単位を限

度とするが、全体の上限はないため
何冊執筆しても可

電子申告又はFAX申告�
・�電子申告：�「8．単行本、雑誌等の執

筆」から登録
・FAX申告：第二号用紙を使用

自
己
学
習

※１） 専門書とは、公認会計士業務に関係し、社会的にも職業専門化としての公認会計士が研修する
に相応しいと認められる内容（レベル）のものをいいます。

注！） eラーニング、IFRS eラーニング教材での平成24年度の申告は、3月31日で終了します。 
4月1日以後に申告された場合は、平成25年度分の単位として登録されますのでご注意ください。
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３．平成24年度の履修結果確定までの流れ

履修結果が確定するまでのスケジュールです。

24
4月15日申告期限をもって必要な単位数に
満たない場合は義務不履行となります。

（通知日からおおむね30日以内）

ＣＰＥ協議会から履修結果を通知します。

※eラーニング、IFRS eラー
ニング教材での平成24年
度の申告は、3月31日で終
了します。

履　修

24

25

15

１５
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ＦＡＸ申告をご利用の方は、
電子申告利用の登録*をしてから行ってください。

*  電子申告登録後はFAX申告ができなくなりますのでご注意ください。
登録ボタンをクリック後、すぐにはご利用いただけません。（まだ、仮登録の段階です） 
ご登録のメールアドレスに本登録の通知が届いてから、電子申告をご利用ください。 

（土日祝祭日を除き、通常翌日には通知いたします）
利用登録方法：�CPE�ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp）にアクセス�

→［電子申告］をクリック�
→［初めてご利用になる方］をクリックしてパスワード等を登録

集合研修CD-ROM等の単位申告の他、履修状況の確認等もできる便利な電子申告のご利用をお願
いします。（eラーニング、IFRS eラーニング教材のご利用も電子申告登録が必要です）

集合研修 CD-ROM等の単位申告、
履修状況の確認等

eラーニングの購入・受講・
単位申告（暗号入力）

IFRS e ラーニング教材の
購入・単位申告

電子申告の利用は登録した年度からのご利用となります。
平成24年度分の単位申告について電子申告の利用をご希望の方は、

平成25年3月29日（金）15：00 までにご登録ください。

なお、履修結果の閲覧は登録年度以降の表示となりますので、
あらかじめご承知おきください。
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  CPE研修カード再発行等手数料の取扱い

CPE研修カード再発行等の手数料の取扱いについて

CPE協議会

　会員・準会員から研修カード、期中履修状況、事業年度ごとの履修結果の通知文書再発

行の申請があった場合は下記のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。

記

　１．CPE研修カード再発行の手数料

　　　�継続的専門研修制度に関する細則（以下「CPE細則」という。）第13条第３項の規定

に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を徴収します。

　２．期中履修状況に係る連絡文書再発行の手数料

　　　�CPE細則第24条第６項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

徴収します。

　３．履修結果の通知文書再発行の手数料

　　　�CPE細則第29条第３項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

徴収します。

以　上


