
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9月25日（木）〜 11月20日（水）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

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

10月8日（火）
IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（後半） ２ 東京 3,000円

木曜講座 10月17日（木）
IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（後半） ２ 東京 3,000円

随時
11月15日（金）

IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（後半） ２ 東京 3,000円

随時
11月20日（水）

IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（前半） ２ 東京 3,000円

IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（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

秋季終日 10月10日（木）

IFRSセミナー：再公開草案「リース」 ２ 東京 3,000円

役員給与の税務（前半） ２ 東京 3,000円

役員給与の税務（後半） ２ 東京 3,000円

土曜講座 10月19日（土）

社会保険制度に関する A to Z（上編） ２ 東京 3,000円

社会保険制度に関する A to Z（中編） ２ 東京 3,000円

社会保険制度に関する A to Z（下編） ２ 東京 3,000円

平成25年9月15日発行（毎月１回発行）
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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

秋季全国

10月23日（水）
11/6（水）

那覇
DVDDVD

監査  「地方公共団体の監査制度と今後の方向性について」 ２ 全国 3,000円

監査  ＩＴ委員会実務指針第７号「受託業務のセキュリティ・
可用性・処理のインテグリティ・機密保持に係る内部統
制の保証報告書」の解説

２ 全国 3,000円

監査  電子的監査証拠―入手・利用・保存等に係る現状の留
意点と展望について ２ 全国 3,000円

10月24日（木）
11/7（木）

那覇
DVDDVD

「新たな社会福祉法人会計基準に関する実務上のポイント」
（仮題） ２ 全国 3,000円

倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理 ２ 全国 3,000円

租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する相
続税制と手続について」の解説 ２ 全国 3,000円

10月25日（金）
11/8（金）

那覇
DVDDVD

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

監査  公認会計士・監査審査会と最近の検査結果事例について ２ 全国 3,000円

監査  監査の品質管理の実務　～平成24年度品質管理レ
ビューの事例から～及び「品質管理レビュー制度のあり
方見直しについての提言」の説明について

２ 全国 3,000円

木曜講座 11月14日（木）
監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（前半） ２ 東京 3,000円

監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（後半） ２ 東京 3,000円
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●随時研修会・木曜講座／東京
　IFRSの基礎（第2回〜第6回）

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

10月8日（火）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（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、引当金及び従業員給付（給与、賞与、退職給付など）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37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」、IAS第19号「従業員給付」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

10月8日（火）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（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、株式報酬（ストック・オプションなど）及び法人所得税（法人税など）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：IFRS第2号「株式に基づく報酬」、IAS第12号「法人所得税」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

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。

10月17日（木）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（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、収益に関する現行の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18号「収益」、IAS第11号「工事契約」、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」
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

10月17日（木）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（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、収益に関する包括的な基準開発を目標としてIASBにおいて進められている「収益認識」プロジェ
クトの概要（研修開催時点で新基準書が公表されている場合には新基準書の概要）について解説したのち、棚卸資産
に関する現行の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：ED「顧客との契約から生じる収益」、IAS第2号「棚卸資産」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

11月15日（金）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（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、金融商品に関するIFRSの体系及び各基準書の概要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金融商品関連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39号「金融商品：認識及び測定」、IFRS第9号「金融商品」、IAS第32号「金融商品：表示」、
IFRS第7号「金融商品：開示」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

11月15日（金）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（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、企業結合及び企業グループに関するIFRSの体系及び各基準書の概要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：IFRS第3号「企業結合」、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」、IAS第
28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」、IAS第21号「外国為
替レート変動の影響」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
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11月20日（水）［１限目］13：00～14：40
IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（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、表示及び開示に関連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33号「1株当たり利益」、 IFRS第8号「事業セグメント」、 IAS第24号「関連当事者についての
開示」、IAS第10号「後発事象」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

11月20日（水）［２限目］15：00～16：40
IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（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、期中財務報告（四半期財務諸表等の作成）に関する基準書について我が国の会計基準と対比さ
せながら学んだのち、IFRSを初めて適用する場合の取り扱いについて学びます。
　（関連基準：IAS第34号「期中財務報告」、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」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

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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●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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●秋季終日／東京

10月10日（木）［１限目］10：00～11：40
IFRSセミナー：再公開草案「リース」

　2013年5月16日、国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議会（FASB）は再公開草案「リース」
を公表しました。本再公開草案では、2010年8月に公表された公開草案 ｢リース｣ 同様、短期リースを除くすべて
のリースから生じる資産及び負債が借手の財政状態計算書に認識されるモデルが提案されていますが、公開草案に対
して寄せられたコメントを踏まえて、リースは原資産の性質（不動産か否か）に応じてタイプAリース又はタイプBリー
スのいずれかに分類されることが提案されています。
　本講では、再公開草案公表に至る経緯も含めて、その概要について解説を行います。

■講　師：�嶋田　篤行（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

10月10日（木）［２限目］13：00～14：40
役員給与の税務（前半）

　役員給与に関する税務は法人税における重要事項のひとつであるが、法律等の条文を読んだだけでは判断に迷うこ
とが多い。本講座では、最新の法令通達、国税庁Ｑ＆Ａ等を踏まえ、会計処理との関係及び申告調整の記載方法の含
め解説する。前半は、役員の定義、役員賞与、定期同額給与等を中心とする。

■講　師：�鶴田　泰三（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：4101 ■履修単位：2

10月10日（木）［３限目］15：00～16：40
役員給与の税務（後半）

　役員給与に関する税務は法人税における重要事項のひとつであるが、法律等の条文を読んだだけでは判断に迷うこ
とが多い。本講座では、最新の法令通達、国税庁Ｑ＆Ａ等を踏まえ、会計処理との関係及び申告調整の記載方法の含
め解説する。後半は、事前確定届出給与、利益連動給与、役員退職金、出向役員給与・退職金、源泉所得税等を中心
とする。

■講　師：�鶴田　泰三（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：4101 ■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。

●土曜講座／東京

10月19日（土）［１限目］10：00～11：40
社会保険制度に関する A to Z（上編）

　社会保険制度は法改正や制度の改変などが頻繁に行われます。
　その為、制度を正しく認識しておらず、労働者と解雇やパワハラ、未払い残業、長時間労働などについてトラブル
になったり、社会保険料の計算違いで、本人あるいは会社が大きな損をしていたなどのケースが多く見受けられます。
　本セミナーでは、労働基準法、安全衛生、労働保険、年金制度等の中でも、特に皆さまに知っておいて欲しい点や
最近の法改正から諸問題まで丁寧に解説いたします。

■講　師：�蒲島　竜也（社会保険労務士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5116 ■履修単位：2

10月19日（土）［２限目］13：00～14：40
社会保険制度に関する A to Z（中編）

　社会保険制度は法改正や制度の改変などが頻繁に行われます。
　その為、制度を正しく認識しておらず、労働者と解雇やパワハラ、未払い残業、長時間労働などについてトラブル
になったり、社会保険料の計算違いで、本人あるいは会社が大きな損をしていたなどのケースが多く見受けられます。
　本セミナーでは、労働基準法、安全衛生、労働保険、年金制度等の中でも、特に皆さまに知っておいて欲しい点や
最近の法改正から諸問題まで丁寧に解説いたします。

■講　師：�蒲島　竜也（社会保険労務士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5116 ■履修単位：2

10月19日（土）［３限目］15：00～16：40
社会保険制度に関する A to Z（下編）

　社会保険制度は法改正や制度の改変などが頻繁に行われます。
　その為、制度を正しく認識しておらず、労働者と解雇やパワハラ、未払い残業、長時間労働などについてトラブル
になったり、社会保険料の計算違いで、本人あるいは会社が大きな損をしていたなどのケースが多く見受けられます。
　本セミナーでは、労働基準法、安全衛生、労働保険、年金制度等の中でも、特に皆さまに知っておいて欲しい点や
最近の法改正から諸問題まで丁寧に解説いたします。

■講　師：�蒲島　竜也（社会保険労務士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5116 ■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。

●秋季全国研修会

10月2 3 日 、2 4 日 、2 5 日 全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�秋季全国研修会を10月23日、24日、25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＋15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、徳島、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。
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、13頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

10月23日（水）［１限目］10：00～11：40
監査  「地方公共団体の監査制度と今後の方向性について」

　平成24年９月からに平成25年３月まで総務省自治行政局にて、「地方公共団体の監査制度に関する研究会」（以下
「同研究会」という。）が開催された。同研究会において、これまでの地方制度調査会や地方行財政検討会議での議論
を踏まえ、地方公共団体の監査機能の充実強化のための具体的な方策について議論された。
　同研究会の報告書は、平成25年４月に公表された。地方公共団体の監査の実施主体の独立性と専門性の確保の具
体策まで言及されている。また、地方公共団体の監査をサポートする「監査サポート組織」の創設について検討され
ている。
　本講義では、同研究会の報告書について、解説を行うとともに今後の協会の取組について説明を行うこととしてお
ります。

■講　師：�遠藤　尚秀（公会計担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

10月23日（水）［２限目］13：00～14：40
監査  ＩＴ委員会実務指針第７号「受託業務のセキュリティ・可用性・処理のインテグ

リティ・機密保持に係る内部統制の保証報告書」の解説
　去る平成25年５月21日において、IT委員会実務指針「受託業務のセキュリティ・可用性・処理のインテグリティ・
機密保持に係る内部統制の保証報告書」が公開草案として公表され、平成25年７月24日 にはその確定版の実務指
針が公表された。この実務指針による業務は、既に公表されている監査・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」と並ぶ新しい保証業務として期待されている。また、当該業務はセキュリティ等に
係る内部統制を対象とする保証業務であり、米国公認会計士協会が公表しているSOC2レポートに近い保証業務であ
る。
　そこで今回の研修では、この実務指針作成の背景を説明するとともに、この実務指針による保証業務といわゆる
86号の保証業務またはSOC2レポートとの相違点について解説し、当該業務を提供する際のポイントを述べる。

■講　師：�長尾　慎一郎（ＩＴ委員会ＩＴアシュアランス専門委員会前専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■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。

10月23日（水）［３限目］15：00～16：40
監査  電子的監査証拠―入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望について

　企業全般の業務がITによって処理されるようになっている今日、監査人が監査の対象とする会計記録も電子データ
となっている比率が高まってきています。こうした環境の中で監査人は、電子的監査証拠を積極的に活用することで、
効率的により強い監査証拠を入手することができるようになっています。本研修では、IT委員会研究報告「電子的監
査証拠～入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望～」をもとに、監査を実施する局面における電子的監査証拠
の入手・利用・保存等に係る現状の留意点について解説を行います。

■講　師：�佐久間　裕幸（ＩＴ委員会電子化対応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

10月24日（木）［１限目］10：00～11：40
「新たな社会福祉法人会計基準に関する実務上のポイント」（仮題）

　社会福祉法人の会計処理については、平成23年7月に新たな会計基準が制定され、平成24年4月1日から適用さ
れています。
　新たな会計基準においては、リース会計、退職給付会計、減損会計といった会計手法が導入され、社会福祉法人特
有の論点も多く存在します。また、作成する財務諸表等も従前とは異なり、会計基準移行初年度においては、移行に
伴う特有の会計処理が必要なものも存在します。
　本講義では、厚生労働省の担当官の方も講師としてお招きし、新たな社会福祉法人会計基準の概要、適用に当たっ
ての実務上のポイント等を中心に説明します。 

■講　師：�中村　厚（非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員）　他
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

10月24日（木）［２限目］13：00～14：40
倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理

　会計専門職（公認会計士）が保持すべき職業倫理を学ぶには、倫理抵触事例もとに検討することが1つの有
効な方法とされています。倫理抵触事例は、様々なものがありそれぞれに特徴もありますが、今回はおそらく
はどなたでもご存じであろう日米の著名な事例を取り上げて、改めてその倫理的観点からの意義を考えます。 
　具体的には、エンロン、ワールドコムの2つのアメリカの事例と、わが国の事例としてカネボウの事例を取り上げ
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

10月24日（木）［３限目］15：00～16：40
租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する相続税制と手続につい
て」の解説

　平成25年度税制改正において相続税の改正が行われ、基礎控除の縮小等、相続税の増税が図られています。一方で、
中小企業の事業承継税制の緩和措置も図られ、一層利用が促進されることが期待されます。
　しかしながら、昨今の社会情勢として、めまぐるしい技術革新、社会構造の変化等、これまでの延長線で事業を行
うことでは成長を見込めない中小企業経営において、新規事業への参入、海外進出等をも考慮しなければならず、そ
れに伴う様々な経営リスクも考慮しなければならない事情が一方で存在します。
　租税調査会では、このような中小企業経営者に関連して問題となりやすい相続税制上の問題について、従前の相続
税、贈与税の節税の議論ではなく、中小企業の経営者を取り巻く環境の変化を考慮した事業承継に係る様々な論点に
ついて検討を行い、租税調査会研究報告第27号として本年６月４日付けで公表いたしました。
　本研修会では、上記の研究報告のテーマである中小企業の経営者に関係する相続税制とその手続について解説いた
します。

■講　師：�神林　克明（租税調査会�資産課税等専門部会専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2
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10月25日（金）［１限目］10：00～11：40
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。
　※本研修会は、８月の夏季全国研修会で行われたものと同じ内容となります。

■講　師：�大保　裕司（倫理委員会�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

10月25日（金）［２限目］13：00～14：40
監査  公認会計士・監査審査会と最近の検査結果事例について

　公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、平成16年４月の発足以降、我が国における監査の品質を
高め、公益の確保及び投資者保護の観点から、監査事務所に対する検査を実施しており、その結果について事例集と
して取りまとめ、公表している。
　事例集では、検査における着眼点、検査結果の概要（指摘事例の概要やその発生原因、また積極的に評価できる事
例の概要）、監査事務所に求められる対応等とともに、具体的事例を紹介している。
　本研修においては、審査会の活動状況等を紹介するほか、本事例集が品質管理のシステムの整備・運用に努める監
査事務所において参考資料として積極的に活用されるよう、平成25年７月公表（審査会ウェブサイト参照）の事例
集を基に最近の検査結果を踏まえた主な指摘事例や留意点等を解説することとする。

■講　師：�千代田　邦夫（公認会計士・監査審査会会長）
飯室　進康（主任公認会計士監査検査官）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

10月25日（金）［３限目］15：00～16：40
監査  監査の品質管理の実務　

～平成24年度品質管理レビューの事例から～及び「品質管理レビュー制度の
あり方見直しについての提言」の説明について

　平成24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。
　併せて、5月23日に公表した、品質管理レビューのあり方見直しプロジェクトチームからの報告「品質管理レビュー
制度のあり方見直しについての提言」についても解説します。

■講　師：�山田　治彦（日本公認会計士協会副会長（前品質管理担当常務理事））
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■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。

秋季全国研修会より
徳島会場が追加になりました！

住　所：徳島県徳島市中洲町１丁目４５−３ 
　　　　すばるビル
お問合せ電話番号：088-622-6767

徳島大学
日亜会館

徳島合同
庁舎本館徳島市東

消防署

東警察署

徳島市役所
新蔵分庁舎

ホテル
千秋閣

中洲八木
病院中洲市場

池添蒲鉾店

和泉
ビルディング

徳島合同
庁舎本館

徳島
税務署

市立内町
幼稚園

徳島市東
消防署

東警察署

徳島市役所
新蔵分庁舎

阿
波
室
戸
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

ホテル
千秋閣

徳島複合寮

中洲住宅
パレス中洲

中洲八木
病院中洲町

一丁目

中洲市場

池添蒲鉾店

和泉
ビルディング

すばるビル
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●木曜講座／東京

11月14日（木）［１限目］13：00～14：40
監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（前半）

　監査における不正リスク対応基準が平成26年3月決算に係る財務諸表監査から適用となっております。不正リス
クへの理解を深める第一歩は、現実にどのような不正が企業において発生しているか具体的な事例を知ることから始
まると考えます。そこで、本研修では、特に財務諸表の虚偽記載につながる不正である不正会計及び業務上横領につ
いて、実際に発生した近年の事例を取り上げ、手口や発生原因、特徴的な内容などを紹介していきます。個別事例の
紹介にとどまらず、各事例を横断的に分析することで、共通点や傾向、パターンなどを究明し、兆候の早期発見や防
止のための教訓を探っていきます。

■講　師：�藤本　一夫（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：3101 ■履修単位：2

11月14日（木）［２限目］15：00～16：40
監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（後半）

　わが国における刑事告訴件数は、有価証券報告書の虚偽記載罪が年間数件に留まるのに対し、業務上横領罪は
1,000件前後あり、監査人にとって、実務上直面する可能性が高いのは、不正会計事案よりも業務上横領事案と考
えられる。しかし、業務上横領事案は虚偽記載に結びつくものと結びつかないものがあるため、公認会計士の職域か
らは縁遠いと感じられている方も多いのではないだろうか。本研修では、多岐にわたる手口が存在し、社外に公表さ
れないまま終わることも多い業務上横領の事例を中心に取り上げ、業務上横領型の不正についての理解を深めます。

■講　師：�藤本　一夫（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：3101 ■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
秋季全国研修会

受講 
会場 会場名 10月23日（水） 10月24日（木） 10月25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 ◯ ◯ ◯

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

11 ／６（水） 
DVD研修会

11 ／７（木） 
DVD研修会

11 ／８（金） 
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 ◯ ◯

◯ 
静岡市産学交流センター

（ペガサート７階） 
TEL：054-275-1655

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

◯ ◯ ◯

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

◯ ◯ ◯

徳島 すばるビル
TEL：088－622－6767 ◯ ◯ ◯

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、直接お問合わせください。

DVD研修会に関する問い合わせ先
　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
 （ 秋季全国研修会）
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、13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

10/23
（水）

10：00 ～ 11：40 監査  「地方公共団体の監査制度と今後の方向性について」

13：00 ～ 14：40
監査  ＩＴ委員会実務指針第７号「受託業務のセキュリティ・

可用性・処理のインテグリティ・機密保持に係る内部統
制の保証報告書」の解説

15：00 ～ 16：40 監査  電子的監査証拠―入手・利用・保存等に係る現状の留
意点と展望について

10/24
（木）

10：00 ～ 11：40 「新たな社会福祉法人会計基準に関する実務上のポイント」（仮題）

13：00 ～ 14：40 倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理

15：00 ～ 16：40 租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する
相続税制と手続について」の解説

10/25
（金）

10：00 ～ 11：40 倫理  倫理規則の改正に向けた動向等について

13：00 ～ 14：40 監査  公認会計士・監査審査会と最近の検査結果事例について

15：00 ～ 16：40
監査  監査の品質管理の実務　～平成24年度品質管理レ

ビューの事例から～及び「品質管理レビュー制度のあり
方見直しについての提言」の説明について

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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FAX 参加申込書
 （ 秋季終日セミナー・土曜講座）
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

10/10
（木）

10：00 ～ 11：40 IFRSセミナー：再公開草案「リース」 3,000円

13：00 ～ 14：40 役員給与の税務（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 役員給与の税務（後半） 3,000円

10/19
（土）

10：00 ～ 11：40 社会保険制度に関する A to Z（上編） 3,000円

13：00 ～ 14：40 社会保険制度に関する A to Z（中編） 3,000円

15：00 ～ 16：40 社会保険制度に関する A to Z（下編） 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
 （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

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

10/8
（火）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第3回）：引当金、人件費及び税金の会計（後半） 3,000円

10/17
（木）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第4回）：収益と棚卸資産の会計（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

11/14
（木）

13：00 ～ 14：40 監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 監査  近年の不正会計及び業務上横領の事例研究（後半） 3,000円

11/15
（金）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第5回）：金融商品と企業グループの会計（後半） 3,000円

11/20
（水）

13：00 ～ 14：40 IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 IFRSの基礎（第6回）：開示と初度適用（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


