
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5月16日（木）〜 7月3日（水）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

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

木曜講座 6月20日（木）

 「平成25年度改正税法の解説」 ２ 東京 3,000円

IFRSセミナー「IFRS13公正価値測定（非上場株式）に関する
教育文書の概要と実務への影響」 ２ 東京 3,000円

定期総会
7月3日（水）  第47回定期総会 （中継会場での視聴）

 ※会議場（帝国ホテル）への出席は、申込み不要 ４ 全国 無料

平成25年5月15日発行（毎月１回発行）

５月号

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。

・平成25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 2013年保存版」に掲載しております。

公認会計士会館 実施中！（10月31日まで）



2

●木曜講座／東京

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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6月20日（木）［１限目］13：00～14：40
「平成25年度改正税法の解説」
　平成25年度に改正された所得税、法人税、相続税、贈与税などについて解説を行います。特に、所得税では金融
所得課税の一体化及び日本版ISAについて、法人税では各種投資促進税制について、相続税では小規模宅地等の特例
や事業承継税制などについて、贈与税では教育資金の一括贈与の非課税制度などについて解説します。

■講　師：�石黒　徹哉（租税調査会・租税政策検討専門部会副部会長） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4105 ■履修単位：2

6月20日（木）［２限目］15：00～16：40
IFRSセミナー「IFRS13公正価値測定（非上場株式）に関する教育文書の概要と実
務への影響」

　IFRS第9号「金融商品」で要請される「非上場株式」（相場価格のない資本性金融商品）の公正価値測定について、
2012年12月にIFRS第13号「公正価値測定」に関する教育文書が発行されました。同文書は、評価専門家の意見
を参考に作成されており、IFRSだけでなく広く会計関連評価において参考となるものと考えられます。本講では、
本同文書の背景および概要を説明し、非上場株式評価の留意点、実務への影響について解説します。

■講　師：�竹埜　正文（IASB公正価値測定教育文書プロジェクト/評価専門家グ
ループメンバー）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■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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中継会場での視聴

定期総会
第47回定期総会の模様を、全国にL

ラ イ ブ

IVE中継します！ 

中継会場：東京を除く13地域会 ＋ 11部会（ 旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、
岡山、松山、長崎）

　　　　　※総会の会議場は東京都千代田区の「帝国ホテル」となります。

７月３日：第47回定期総会  全国中継のお知らせ
　７月３日（水）13時から開催される第47回本部定期総会の模様を、総会の会議場「帝国ホテル富士の間」

（東京都千代田区）から全国24会場へライブ中継いたします。総会へのご出席の都合がつかない会員の方は、
全国の中継会場において視聴できますので、議決権行使のための委任状をあらかじめご提出の上、是非と
もご視聴をお申込みください。
　なお、招集通知・定期総会議案書につきましては、６月中旬に発送する予定です。

■日　　　時：平成25年７月３日（水）　13：00 ～ 17：00 （会員の声17：00 ～ 18：00） （予定）

■中 継 会 場： 全国24会場  ※全国会場一覧（６頁）をご参照ください。
＊ 東京を除く13地域会＋11部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、岡山、

松山、長崎）

■研修コード：１１０１

■履 修 単 位：４単位
　　　　　　　※会員の声（17：00 ～ 18：00）はCPEの対象にはなりません。

■視　聴　料：無　料

■お 申 込 み：FAX申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp）からお申込みください。
　　　　　　　※総会の会議場（帝国ホテル）への出席は、お申込み不要です。

■資　　　料：当日は、定期総会議案書をお持ちください。

＜注意！＞議決権の行使等について
　中継会場において視聴される会員の方は、議決権行使のための委任状を、事前に本部宛てにご提出くだ
さい。
　総会当日、中継会場に委任状をお持ちになりましても、その場での議決権行使はできません。　
　また、中継会場からは総会会議場への質疑応答はできません（双方向の通信対応ではありません）。

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。



6

第47回定期総会　全国会場一覧

受講会場 会　場　名

札幌 北海道会会議室 
TEL：011－221－6622

東京 帝国ホテル 
招集通知でご案内（お申込み不要）

仙台 仙台商工会議所７階「第２中会議室」 
TEL：022－265－8124

神奈川 神奈川県会事務所 
TEL：045－681－7151

名古屋 名古屋商工会議所ビル３階「第１会議室」 
TEL：052－221－9703

金沢 北陸会研修室 
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 沖縄会研修室 
TEL：098－951－1820

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

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

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

松山 新日本有限責任監査法人松山事務所セミナールーム 
TEL：089－933－5668

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室 
TEL：095－827－0630
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FAX 参加申込書
 （ 木曜講座・定期総会［全国］）
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

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

6/20
（木）

13：00 ～ 14：40「平成25年度改正税法の解説」 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSセミナー「IFRS13公正価値測定（非上場株式）に関する
教育文書の概要と実務への影響」 3,000円

7/3
（水） 13：00 ～ 17：00  第47回定期総会（中継会場での視聴）

 ※会議場（帝国ホテル）への出席は、申込み不要 無料

視聴会場名

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



8

  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


