
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8月1日（木）〜 9月26日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

木曜講座 8月1日（木）

「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その1） ２ 東京 3,000円

「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その2） ２ 東京 3,000円

「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その3） ２ 東京 3,000円

夏季全国

8月8日（木）
8/24（土）
鹿児島
DVDDVD

8/26（月）
那覇
DVDDVD

8/28（水）
仙台
DVDDVD

監査  不適切な会計処理が発覚した場合における監査人の対
応に関する解説（仮題） ２ 全国 3,000円

監査  訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留
意事項に関する解説（仮題） ２ 全国 3,000円

消費税転嫁対策窓口相談等事業について ２ 全国 3,000円

8月9日（金）
8/25（日）
鹿児島
DVDDVD

8/27（火）
那覇
DVDDVD

8/29（木）
仙台
DVDDVD

倫理  公認会計士の職業倫理（その30）
―不正リスク対応基準の下で監査人に求められるもの ２ 全国 3,000円

IFRSセミナー：投資企業（IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS
第27号の改訂） ２ 全国 3,000円

倫理  倫理規則の改正に向けた動向等について ２ 全国 3,000円

8月22日（木）
9/9（月）

那覇
DVDDVD

監査  監査・保証実務委員会研究報告第26号「年金資産に対
する監査手続に関する研究報告」について ２ 全国 3,000円

監査  業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査
に関する研究報告」について ２ 全国 3,000円

不正調査ガイドライン ２ 全国 3,000円

8月23日（金）
9/10（火）

那覇
DVDDVD

企業価値評価ガイドライン－改正の経緯と概要 ２ 全国 3,000円

改正学校法人会計基準の解説とその他のトピックス ２ 全国 3,000円

改正地方公営企業会計基準の適用における実務上の課題につ
いて ２ 全国 3,000円

平成25年7月15日発行（毎月１回発行）
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（次頁に続く）
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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。

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「監査の品質及び不正リスク対応」に
該当する研修会

・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。

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

公認会計士会館 実施中！（10月31日まで）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

ＩＴ研修会

8月26日（月）
監査  「ＣＡＡＴの概要と不正リスク対応への利用」 ２ 東京 3,000円

監査  「ＣＡＡＴの実務」 ２ 東京 3,000円

8月27日（火）

監査  「ＩＴ委員会実務指針第６号の理解」 ２ 東京 3,000円

監査  「全般統制」 ２ 東京 3,000円

監査  「業務処理統制」 ２ 東京 3,000円

夏季終日 8月28日（水）

参加型セミナー（１回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー ２ 東京 3,000円

参加型セミナー（２回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー ２ 東京 3,000円

参加型セミナー（３回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー ２ 東京 3,000円

木曜講座
9月12日（木）

IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（後半） ２ 東京 3,000円

随時
9月25日（水）

IFRSの基礎（第2回）：固定資産とリースの会計（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第2回）：固定資産とリースの会計（後半） ２ 東京 3,000円

木曜講座
9月26日（木）

新退職給付会計基準の改正ポイントについて（前半） ２ 東京 3,000円

新退職給付会計基準の改正ポイントについて（後半） ２ 東京 3,000円
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●木曜講座／東京

8月1日（木）［１限目］10：00～11：40
「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その1）

　平成22年度の税制改正に伴う「グループ法人税制」の整備以降、上場企業を中心に連結納税の導入が活発に行わ
れております。
　そのような状況下において、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑で、また膨大な規定
を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の
最新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
 ＜主な解説内容＞
○ 連結納税制度の基本概要
○ 連結納税制度における会計処理の留意点
○ 連結所得金額及び連結税額の計算
○ 連結納税制度を適用した場合の税効果会計の考え方
○ 連結納税制度下における繰延税金資産の回収可能性の判断　

■講　師：�中尾　健（公認会計士、税理士）
大久保　秀治（税理士）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■履修単位：2

8月1日（木）［２限目］13：00～14：40
「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その2）

　平成22年度の税制改正に伴う「グループ法人税制」の整備以降、上場企業を中心に連結納税の導入が活発に行わ
れております。
　そのような状況下において、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑で、また膨大な規定
を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の
最新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
 ＜主な解説内容＞
○ 連結納税制度の基本概要
○ 連結納税制度における会計処理の留意点
○ 連結所得金額及び連結税額の計算
○ 連結納税制度を適用した場合の税効果会計の考え方
○ 連結納税制度下における繰延税金資産の回収可能性の判断　

■講　師：�中尾　健（公認会計士、税理士）
大久保　秀治（税理士）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■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。

8月1日（木）［３限目］15：00～16：40
「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その3）

　平成22年度の税制改正に伴う「グループ法人税制」の整備以降、上場企業を中心に連結納税の導入が活発に行わ
れております。
　そのような状況下において、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑で、また膨大な規定
を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の
最新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
 ＜主な解説内容＞
○ 連結納税制度の基本概要
○ 連結納税制度における会計処理の留意点
○ 連結所得金額及び連結税額の計算
○ 連結納税制度を適用した場合の税効果会計の考え方
○ 連結納税制度下における繰延税金資産の回収可能性の判断　

■講　師：�中尾　健（公認会計士、税理士）
大久保　秀治（税理士）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■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。

●夏季全国研修会

8月8日、9 日 、2 2 日 、2 3 日 全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�夏季全国研修会を8月8日、9日、22日、23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：�14地域会＋14部会（�旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、静岡、岡山、�

米子、松山、長崎、鹿児島）

　

DVDDVD �「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接下記までお問い合わせください。
仙台会場　　TEL.022－222－8109（日本公認会計士協会東北会事務局）
鹿児島会場　TEL.096－382－4670（日本公認会計士協会南九州会事務局）
那覇会場　　TEL.098－951－1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

●�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。

8月8日（木）［１限目］10：00～11：40
監査 �不適切な会計処理が発覚した場合における監査人の対応に関する解説（仮題）

　監査・保証実務委員会では、上場会社において不適切な会計処理が増加傾向にあることを踏まえ、不適切会計処理
対応専門委員会を設置し、近年の上場会社における不適切な会計処理が発覚した場合の事例を基に、監査・保証実務
委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」を取りまとめ、平成24年
３月22日付けで公表した。
　本講義では、監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項につ
いて」を中心として、会長通牒平成23年第３号「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」（平成
23年９月15日）など関係公表物についても解説を行う。
　なお、本講義を受講される会員においては、同日２限（13：00 ～ 14：40）に実施される「訂正報告書に含ま
れる財務諸表等に対する監査上の留意事項に関する解説（仮題）」と合わせて受講されることを推奨したい。

■講　師：�監査･保証実務委員会関係者
■参加料：3,000円 ■研修コード：3999 ■履修単位：2

8月8日（木）［２限目］13：00～14：40
監査 �訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項に関する解説
（仮題）

　監査・保証実務委員会では、監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人
の留意事項について」を平成24年３月22日付けで公表後、次の検討課題として、不適切な会計処理が発覚しそれを
原因として訂正報告書が提出され、当該訂正報告書に含まれる財務諸表の監査が実施される場合において、監査人と
して適切な監査対応とするための留意事項につき監査・保証実務委員会研究報告「訂正報告書に含まれる財務諸表等
に対する監査上の留意事項について」（平成25年６月時点では公開草案）を取りまとめた。
　本講義では、監査・保証実務委員会研究報告「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項につい
て」を解説するとともに、平成24年１月に協会に設置された監査制度充実強化調査会の活動状況及び各種委員会等
における検討成果の概要についても解説を行う。
　なお、本講義を受講される会員においては、同日１限（10：00 ～ 11：40）に実施される「不適切な会計処理
が発覚した場合における監査人の対応に関する解説（仮題）」と合わせて受講されることを推奨したい。

■講　師：�監査･保証実務委員会関係者
■参加料：3,000円 ■研修コード：3999 ■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。

8月8日（木）［３限目］15：00～16：40
消費税転嫁対策窓口相談等事業について

　現在、消費税の税率は５％ですが、平成26年４月から８％、翌年の平成27年10月から10％と、段階的に引き上
げられる予定です。しかし、消費税の引上げに際して消費税を円滑に転嫁できるかどうかだけでなく、二段階にわた
り税率の引上げが実施されることにより予想される事務の混乱も、多くの中小企業にとって懸念事項となっています。 
　そこで、中小企業庁では、「消費税転嫁対策窓口相談等事業」として、消費税率の二段階にわたる引上げや制
度変更の円滑な実施のため、中小企業団体及び認定支援機関等と連携し、認定支援機関を講師とした中小企業向
けの講習会を開催するほか、相談窓口の設置やパンフレット等による周知等を行うことを予定しています。ま
た、中小企業向けの講習会の講師となる認定支援機関を育成するための研修を開催することも予定しています。 
　本研修は、中小企業向けの講習会の講師となる認定支援機関を育成するための研修として、中小企業庁の担当官を
お招きして開催するものですが、既に認定支援機関として登録されている方だけを対象としているものではありませ
ん。現在登録申請中の方も、これから申請することをお考えの方も、皆様奮ってご参加ください。

■講　師：�中小企業庁事業環境部担当官
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

8月9日（金）［１限目］10：00～11：40
倫理 �公認会計士の職業倫理（その30）

―不正リスク対応基準の下で監査人に求められるもの
　2011年に相次いで発覚した大王製紙やオリンパスの企業不正は、わが国の企業ガバナンスと開示制度の信頼性を
大きく揺るがすものとなった。そこで、会計監査に対する不信感を払拭するために、自主規制の対応を待たず、金融
庁企業会計審議会は公的規制の強化として、「監査における不正リスク対応基準」を新設し、上場会社等に限るとは
いえ、不正リスクに対する一層の対応を監査人に求めることとなったのである。
　不正リスク対応基準は、職業的懐疑心の強調、従来実務指針に規定されていた手続の公的基準化、監査法人レベル
の品質管理の強化、監査役との連携など、さまざまな施策が置かれている。本研修では、そうした不正リスク対応基
準の下での監査人の役割期待等について、職業倫理の観点から検討することとする。
　なお、倫理研修の一環として担当してきたこの「公認会計士の職業倫理」研修も、今回で30回の節目を迎えるこ
とになり、ここでひとまず、このシリーズも終わりとするため、最後に、過去30回の倫理研修の概要とその変遷に
ついても触れてみたい。

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

8月9日（金）［２限目］13：00～14：40
IFRSセミナー：投資企業（IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号の改訂）

　2012年10月、国際会計基準審議会（IASB）は会計基準「投資企業」を公表しました。この会計基準はIFRS第
10号「連結財務諸表」等を改訂するものであり、一定の要件を満たす「投資企業」については連結会計における例
外規定が適用されることとなりました。
　本講座では、まず、IFRSにおける連結会計の原則について、IFRS第10号を簡単に再確認したうえで、本会計基
準の影響を解説します。あわせて、日本基準や米国基準での取扱いとの違いについても、簡単に触れる予定です。

■講　師：�植木　恵（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■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。

8月9日（金）［３限目］15：00～16：40
倫理 �倫理規則の改正に向けた動向等について

　国際倫理基準審議会（IESBA）において、進行中のプロジェクトのうち、「倫理規程の要求事項の違反」「利益相反」「業
務チームの定義」の３つのプロジェクトが完了し、当プロジェクトを受けた、「 Code of Ethics for Professional 
Accountant」の改正規定が今年３月に公表された。
　本改正は、今後国内の倫理規則及び独立性に関する指針等にも影響があることから、IESBAのプロジェクトによ
るCodeの改正概要を中心に解説する。

■講　師：�染葉　真史（日本公認会計士協会理事、倫理委員会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

8月22日（木）［１限目］10：00～11：40
監査 �監査・保証実務委員会研究報告第26号
「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」について

　協会では、年金資産の消失事案や新退職給付会計基準により年金資産の内訳開示が必要となったことを受け、平成
25年３月29日付けで「監査・保証実務委員会研究報告第26号「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」」を
公表しました。
　本講義では、本研究報告に基づき、年金資産における運用対象資産に対して監査上留意すべき事項、リスクの程度
に応じた具体的な監査手続、確認手続をより実効あるものとするための残高確認書の様式、年金資産の内訳開示に対
応した監査手続等を解説します。

■講　師：�三輪　登信（監査・保証実務委員会�年金資産に係る監査検討専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

8月22日（木）［２限目］13：00～14：40
監査 �業種別委員会研究報告第10号
「年金基金に対する監査に関する研究報告」について

　年金資産の巨額消失事案の発生後、運用資産及び数理債務に関する財務報告のガバナンスを年金基金理事者が全う
する上で、年金基金の財務諸表に対する公認会計士等による監査が有益な手段であると社会的に認知され始めており
ます。
　本講義では、「業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」」（平成25年３月29日公
表）に基づき、公認会計士等が年金基金に対して会計監査を実施する際の留意事項等について解説します。

■講　師：�結城　秀彦（業種別委員会�年金基金監査検討専門部会専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

8月22日（木）［３限目］15：00～16：40
不正調査ガイドライン

　上場会社に限らず非上場会社や非営利組織でも、不正・不祥事が生じる可能性がある。それが発覚した際には、公
認会計士に対して、企業・団体が設置した不正調査チームへの協力、あるいは、内部調査委員会や外部調査委員会の
委員への就任を要請される機会も増えるものと考えられる。こういった場合に公認会計士が適切な対応ができるよう、
経営研究調査会から「不正調査ガイドライン」が公表された。本研修では、その内容について報告する。

■講　師：坂上　信一郎（公認会計士、経営研究調査会不正調査専門部会部会長）
松澤　公貴（公認会計士、経営研究調査会不正調査専門部会副部会長）

■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。

8月23日（金）［１限目］10：00～11：40
企業価値評価ガイドライン－改正の経緯と概要

　企業価値評価ガイドラインは、平成19年に日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第32号として公表された。
その後、平成23年に発覚したオリンパス事件では、平成18年から平成20年にかけて行われた国内３社のＭ＆Ａで、
高額な企業価値の評価を公認会計士が行ったことが問題となった。これを契機に、企業価値評価ガイドラインの改正
が図られた。本研修では、企業価値評価ガイドラインの改正の経緯と概要について報告をする。

■講　師：�坂上　信一郎（公認会計士、経営研究調査会ＰＰＡ・種類株式専門部会部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：2

8月23日（金）［２限目］13：00～14：40
改正学校法人会計基準の解説とその他のトピックス

　平成25年４月22日に「学校法人会計基準の一部を改正する省令」が公布され、平成27年度（知事所轄学校法人
については平成28年度）以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。
　学校法人委員会では、新たな学校法人会計基準の適用が円滑に進むよう、文部科学省と協調しながら実務指針等の
整備を進めています。
　本研修では、改正学校法人会計基準について解説するとともに、学校法人会計・監査の最新の動向について、可能
な限り最新の情報をご紹介します。

■講　師：�学校法人委員会関係者
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

8月23日（金）［３限目］15：00～16：40
改正地方公営企業会計基準の適用における実務上の課題について

　改正後の地方公営企業会計基準（以下「新会計基準」という。）は、原則として、平成26年度から適用すること
とされております。新会計基準は、平成26年度の予算から適用されることとなりますので、平成26年度の予算編
成が始まる夏以降、各地方公共団体において具体的な実務が始まることとなります。しかし、地方公共団体におけ
る新会計基準の適用に向けた準備不足も指摘されており、今後、支援等の対応が必要となる事態も考えられます。 
　今回の研修では、地方公営企業の会計制度の見直しの概要については簡単に触れるに留め、新会計基準を適用する
際の実務上直面する課題を中心に解説を行います。

■講　師：�白山　真一（公会計委員会�公営企業・公営企業型地方独立行政法人分科会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■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。

●平成25年度　監査人のためのＩＴ研修会（東京）

－ＣＡＡＴ及びＩＴ委員会実務指針第６号の理解－
＜目的と対象者＞
　ＣＡＡＴ（コンピュータ利用監査技法）及び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」（以下「ＩＴ委員
会実務指針第６号」という。）を理解し、財務諸表監査における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を行う上で必要な知識と技術を習得すること、「監査における不正リスク対応基準」
に関連したＩＴの利用やＩＴの評価における考慮事項を習得することを目的とした研修会を８月の２日間を通し
て開催いたします。

◆開　催　日：2013年8月26日（月）、８月27日（火）
◆会　　　場：公認会計士会館
◆時　　　間：１日目：１限13：00〜 14：40　２限15：00〜 16：40
　　　　　　　２日目：１限10：00〜 11：40　２限13：00〜 14：40　３限15：00〜 16：40
◆参 加 料：１コマ3,000円（2日間　計15,000円）
◆履 修 単 位：１コマ２単位（2日間　計10単位）
◆研修コード：１日目：3104
　　　　　　　２日目：3103
　（注）１コマごと、テーマごとの受講も可能ですが、２日間を通しての受講を奨励します。

◆テーマ概要
●第１日目：8月26日（月）

監査【１限目】「ＣＡＡＴの概要と不正リスク対応への利用」
講　師：平松　宏一郎（公認会計士、公認情報システム監査人、公認不正検査士）

ＣＡＡＴ（Computer Assisted Audit Techniques：コンピュータ利用監査技法）とは、監査のツールと
してコンピュータを利用する監査技法であり、ＣＡＡＴを利用することにより、監査手続の有効性及び効率性を
改善することが可能です。また、不正による重要な虚偽表示のリスク（不正リスク）に対応した監査手続を実施
する上でＣＡＡＴの利用は有効な手法の一つと考えられます。

本講義では、ＣＡＡＴの基本的な概要と不正リスクに対するＣＡＡＴ利用についての解説、及び不正リスクに
対応したＣＡＡＴ手続の実演を通じて、実施方法、特徴及び利用局面などのＣＡＡＴの概要、並びに不正リスク
対応へのＣＡＡＴ利用の利点と手続例/利用例を理解していただくことを目的としております。

監査【２限目】「ＣＡＡＴの実務」
講　師：藤井　美明（公認会計士）

本講義では、講師がデータ入手から処理、調書化までのＣＡＡＴの一連の流れとＣＡＡＴ実施上の留意点につ
いて、仕訳テストにおけるＣＡＡＴの設例の実演とともに解説した後、売上取引におけるＣＡＡＴのケーススタ
ディ（初級レベル）の実演を行うことにより、ＣＡＡＴの有用性やその具体的な手続を理解していただくことを
目的としております。

なお、講義で実演するＣＡＡＴの設例及びケーススタディを、自らExcel等を利用して実施していただけるよ
うに、講義で使用するデータをご用意しております。受講票に記載のＵＲＬから入手することができますのでご
活用ください。（データは研修会の２週間前から入手可能です。）

また、ＰＣ操作のサポート及び電源はありませんが、ピボットテーブルや関数等のExcelの機能をある程度使
える方は、各自のＰＣをご持参の上、講義に合わせて実践していただくことも可能です。
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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。

●第２日目：８月27日（火）

監査【１限目】「ＩＴ委員会実務指針第６号の理解」
講　師：村尾　健司（システム監査技術者、公認情報システム監査人）

取引の発生・認識から財務報告までのサイクルにおいてＩＴを利用していない企業は稀であり、財務諸表監査
におけるＩＴの重要度は増すばかりです。ＩＴ委員会実務指針第６号は、ＩＴ関連のリスク評価手続及びリスク
対応手続を実施するに当たり、監査人が理解すべきＩＴとの関連を整理・解説しています。

本講義では、財務諸表監査で把握すべきＩＴに関連する情報、リスク及び統制についてＩＴ委員会実務指針第
６号に沿って概括的に解説するとともに、本年３月に公表された「監査における不正リスク対応基準」の概要と
ＩＴとの関連についても解説します。

監査【２限目】「全般統制」
講　師：堀口　和巳（公認会計士、公認情報システム監査人）

本講義では、全般統制の評価に関する主要な論点として、以下のような点についてＩＴ委員会実務指針第６号
に即した解説を行います。
◦全般統制が財務報告の信頼性に果たす役割（特にＩＴに係る業務処理統制への影響）
◦全般統制の主要な統制活動
◦全般統制に係るリスク評価手続及びリスク対応手続の実施
◦発見された不備への対応

また、エンド・ユーザ・コンピューティング、特にスプレッドシートの管理に関するリスク評価及びリスク対
応手続についても合わせて説明します。

監査【３限目】「業務処理統制」
講　師：田中　正和（公認会計士）

本講義では、業務処理統制の評価に関する主要な論点として、以下のような点についてＩＴ委員会実務指針第
６号に即した解説を行います。
◦企業環境及び業務プロセスにおけるＩＴの特徴
◦業務処理統制の特性に起因する整備・運用評価手続における実務上の留意点
◦不備が発見された場合の対応
◦残余期間評価手続・ロールフォワードにおける留意事項
◦監査手続において利用する企業がＩＴを利用して作成した情報の評価手続

また、不正リスク対応における業務処理統制についての解説を行います。
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●夏季終日／東京

8月28日（水）［１限目］10：00～11：40
参加型セミナー（１回）：「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー

（1）ドラッカー経営とナレッジマネジメント
　　①ドラッカー経営学の背景：
　　　 ドラッカーは、戦後の経営理論と一線を画し、マネジメントを体系化したことで、名を馳せている。ドラッカー

の生きた時代を振り返り、ドラッカー経営学の本質に迫る。”Management”は、従来の経営学を始めて体系
的にまとめた書であり、経営者のバイブルと言われている。

　　②マネジメントの意味：
　　　 社会は組織がなければ動かない。マネジメントがなければ組織は動かない。社会的存在である組織を経営する

マネジャーの責任は組織に貢献することであるとしている。
本コース（1回）では、ドラッカー経営の考え方を探る。

【特徴】　①参加型セミナー：講義を中心に、参加者が考える研修。
　　　　②自主性重視：意見を言うことで、参加意識が向上し、実践で活用しやすくなる。
　　　　③実践型：企業の成功を握る経営のポイントを明確にすることで改革に繋げる。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士、新潟大学大学院特任教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5102 ■履修単位：2

8月28日（水）［２限目］13：00～14：40
参加型セミナー（２回）：「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー

（2）ドラッカー経営の真髄
　　①成功のキーワード：
　　　－マネジメントの役割
　　　－顧客満足
　　　－人の幸せ
　　　－貢献と責任
　　②ナレッジマネジメント：
　　　－知識のマーケット性・関係性・細分性・資本性
　　　知識社会の到来を主張しナレッジマネジメントの重要性を述べている。
本コース（2回）では、ドラッカー経営の成功の本質に学ぶ。

【特徴】　①参加型セミナー：講義を中心に、参加者が考える研修。
　　　　②自主性重視：意見を言うことで、参加意識が向上し、実践で活用しやすくなる。
　　　　③実践型：企業の成功を握る経営のポイントを明確にすることで改革に繋げる。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士、新潟大学大学院特任教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5102 ■履修単位：2

8月28日（水）［３限目］15：00～16：40
参加型セミナー（３回）：「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー

（3）ドラッカーを超える実践力とは？
　　①実践力体系
　　　－事業定義の見直し
　　　－ＩＴ経営
　　　－ベストプラクティスに学ぶ
　　②企業に合わせた改善・改革をする。
　　　－発想の転換とイノベーション
　　　－インターネットの活用
　　③事例と解決策
本コース（3回）では、ドラッカー経営の実践への取り組みに学ぶ。

【特徴】　①参加型セミナー：講義を中心に、参加者が考える研修。
　　　　②自主性重視：意見を言うことで、参加意識が向上し、実践で活用しやすくなる。
　　　　③実践型：企業の成功を握る経営のポイントを明確にすることで改革に繋げる。

■講　師：�髙梨　智弘（公認会計士、新潟大学大学院特任教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5099 ■履修単位：2
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●木曜講座／東京

9月12日（木）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（前半）�

　本シリーズは、IFRSをはじめて学ぶ方々を対象として、IFRS全般にわたって基礎的な知識を習得することを目的
とします。本講では、IFRSを学び始めるにあたっての基礎知識として、IASBの組織、基準設定プロセス及び基準書
の構成等について理解したのち、概念フレームワークの内容を学習します。また、IFRSにおいて広範に使用される「公
正価値」の概念を定めたIFRS第13号「公正価値測定」の概要について解説します。

■講　師：�山田　善隆（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：2103 ■履修単位：2

9月12日（木）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（後半）

　本シリーズは、IFRSをはじめて学ぶ方々を対象として、IFRS全般にわたって基礎的な知識を習得することを目的
とします。本講では、IFRSに基づく財務諸表の構成及び表示に関する定めについて我が国の会計基準の定めと対比
させながら学習します。
　（関連基準：IAS第1号「財務諸表」、IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」及びIFRS第5号「売却目的で保有
する非流動資産及び非継続事業」）

■講　師：�山田　善隆（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：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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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

9月25日（水）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第2回）：固定資産とリースの会計（前半）

　本シリーズは、IFRSをはじめて学ぶ方々を対象として、IFRS全般にわたって基礎的な知識を習得することを目的
とします。本講では、固定資産に関する各基準書の内容について我が国の会計基準と対比させながら学びます。
　（関連基準：IAS第16号「有形固定資産」、IAS第40号「投資不動産」、IAS第38号「無形資産」、IAS第23号「借
入費用」等）

■講　師：�山田　善隆（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：2103 ■履修単位：2

9月25日（水）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎(第2回)：固定資産とリースの会計（後半）

　本シリーズは、IFRSをはじめて学ぶ方々を対象として、IFRS全般にわたって基礎的な知識を習得することを目的
とします。本講では、リース及び減損に関する各基準書の内容について我が国の会計基準と対比させながら学びます。
また、あわせて現在IASBにおいて進められている「リース」プロジェクトの概要についても解説します。
　（関連基準：IAS第17号「リース」、ED「リース」、IAS第36号「資産の減損」、IFRS第5号「売却目的で保有す
る非流動資産及び非継続事業」等）

■講　師：山田　善隆（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：2103 ■履修単位：2

今後の開催予定は以下のとおりです。開催日が決まり次第ご案内いたします。

回 テーマ 内容 関連基準

3 引当金、人件費と税金の会計
引当金、従業員給付 IAS37、IAS19
ストック・オプション、法人所得税 IFRS2、IAS12

4 収益と棚卸資産の会計
収益 IAS18、IAS11、IAS20、収益認識に関

するED*、IFRIC13
棚卸資産 IAS2

5 金融商品と企業グループの会計
金融商品

IAS32、IAS39、IFRS9、IFRS7、
金融資産の減損及びヘッジ会計に関す
るED*

企業結合、連結・持分法、外貨換算 IFRS3、IFRS10、IFRS11、IFRS12、
IAS21

6 開示と初度適用
１株当たり利益、セグメント情報、
関連当事者の開示、後発事象 IAS33、IFRS8、IAS24、IAS10

四半期財務諸表、IFRSの初度適用 IAS34、IFRS1
* 最終基準が公表されている場合には最終基準に基づいて説明
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●木曜講座／東京

9月26日（木）［１限目］13：00～14：40
新退職給付会計基準の改正ポイントについて（前半）

　退職給付会計基準が導入されてから14年が経過した昨年（平成24年）5月にＡＳＢＪ（企業会計基準委員会）は、
大幅に改正された「退職給付に関する会計基準」を公表しました。
　今回の研修では、主に改正されて退職給付会計基準について、その改正ポイントを解説します。
　また退職給付会計の対象となる退職金制度（企業年金制度）も近年変化しつつあります。そこで、研修前半では、
退職金制度（企業年金制度）について説明したいと思います。
　平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用される新退職給付基準を旧基準と対比させながら簡明に
解説いたします。

■講　師：�小澤　元秀（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：2102 ■履修単位：2

9月26日（木）［２限目］15：00～16：40
新退職給付会計基準の改正ポイントについて（後半）

　退職給付会計基準が導入されてから14年が経過した昨年（平成24年）5月にＡＳＢＪ（企業会計基準委員会）は、
大幅に改正された「退職給付に関する会計基準」を公表しました。
　今回の研修では、主に改正されて退職給付会計基準について、その改正ポイントを解説します。
　また退職給付会計の対象となる退職金制度（企業年金制度）も近年変化しつつあります。そこで、研修前半では、
退職金制度（企業年金制度）について説明したいと思います。
　平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用される新退職給付基準を旧基準と対比させながら簡明に
解説いたします。

■講　師：�小澤　元秀（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：2102 ■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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本部主催全国研修会会場一覧
夏季全国研修会

受講
会場 会場名 8月8日（木） 8月9日（金） 8月22日（木） 8月23日（金）

札幌 北海道会研修室 
TEL：011－221－6622 ◯ ◯ ◯ ◯

東京 公認会計士会館 
TEL：03－3510－7861 ◯ ◯ ◯ ◯

仙台 仙台商工会議所７階「大会議室」 
TEL：022－265－8124

8/28（水） 
DVD研修会

8/29（木） 
DVD研修会 ◯ ◯

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

8/26（月） 
DVD研修会

8/27（火） 
DVD研修会

9/9（月） 
DVD研修会

9/10（火） 
DVD研修会

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 ◯ ◯ ◯ ◯

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

◯ ◯ ◯
2階「サニーホール」

◯
2階「サニーホール」

米子 国際ファミリープラザ 3階「稲盛ホール」
TEL：0859－37－5112 ◯ ◯ ◯ ◯

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 ◯ ◯ ◯ ◯

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　 
TEL：099－251－3232

8/24（土） 
DVD研修会

8/25（日） 
DVD研修会 ◯ ◯

※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。
　なお、「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問い合わせください。

DVD研修会に関する問合せ先
　仙台会場　　TEL.022－222－8109 （日本公認会計士協会東北会事務局）
　鹿児島会場　TEL.096－382－4670 （日本公認会計士協会南九州会事務局）
　那覇会場　　TEL.098－951－1820 （日本公認会計士協会沖縄会事務局）
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FAX 参加申込書
 （ 夏季終日セミナー・木曜講座・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

8/1
（木）

10：00 ～ 11：40 「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その1） 3,000円

13：00 ～ 14：40 「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その2） 3,000円

15：00 ～ 16：40 「連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について」（その3） 3,000円

8/28
（水）

10：00 ～ 11：40 参加型セミナー（１回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー 3,000円

13：00 ～ 14：40 参加型セミナー（２回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー　 3,000円

15：00 ～ 16：40 参加型セミナー（３回）：
「ドラッカーに学びドラッカーを超える実践力」セミナー 3,000円

9/12
（木）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第１回）：IFRSの基礎知識と財務諸表（後半） 3,000円

9/25
（水）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第2回）：固定資産とリースの会計（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第2回）：固定資産とリースの会計（後半） 3,000円

9/26
（木）

13：00 ～ 14：40 新退職給付会計基準の改正ポイントについて（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 新退職給付会計基準の改正ポイントについて（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
 （IT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

8/26
（月）

13：00 ～ 14：40 監査「ＣＡＡＴの概要と不正リスク対応への利用」 3,000円

15：00 ～ 16：40 監査  「ＣＡＡＴの実務」 3,000円

8/27
（火）

10：00 ～ 11：40   監査「ＩＴ委員会実務指針第６号の理解」 3,000円

13：00 ～ 14：40   監査「全般統制」 3,000円

15：00 ～ 16：40   監査「業務処理統制」 3,000円

※�「ＣＡＡＴの実務」（１日目２限15：00～ 16：40）では、自ら実施していただけるように、ケーススタディ
のデータをご用意しております。受講票に記載のURLから入手することができますのでご活用ください。
（データは研修会の２週間前頃から入手可能です。）
　�　本講義では、ＰＣ操作のサポート及び電源はありませんが、ピボットテーブルや関数等のExcelの機能を
ある程度使える方は、各自のＰＣをご持参の上、講義に合わせて実践していただくことも可能です。

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
 （ 夏季全国研修会）
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

8/8
（木）

10：00 ～ 11：40 監査  不適切な会計処理が発覚した場合における監査人の対
応に関する解説（仮題）

13：00 ～ 14：40 監査  訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留
意事項に関する解説（仮題）

15：00 ～ 16：40 消費税転嫁対策窓口相談等事業について

8/9
（金）

10：00 ～ 11：40 倫理  公認会計士の職業倫理（その30）
―不正リスク対応基準の下で監査人に求められるもの

13：00 ～ 14：40 IFRSセミナー：投資企業（IFRS第10号、IFRS第12号及び
IAS第27号の改訂）

15：00 ～ 16：40 倫理  倫理規則の改正に向けた動向等について

8/22
（木）

10：00 ～ 11：40 監査  監査・保証実務委員会研究報告第26号「年金資産に対
する監査手続に関する研究報告」について

13：00 ～ 14：40 監査  業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査
に関する研究報告」について

15：00 ～ 16：40 不正調査ガイドライン

8/23
（金）

10：00 ～ 11：40 企業価値評価ガイドライン－改正の経緯と概要

13：00 ～ 14：40 改正学校法人会計基準の解説とその他のトピックス

15：00 ～ 16：40 改正地方公営企業会計基準の適用における実務上の課題について

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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  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




