
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
     2014年2月20日（木）〜 4月24日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

木曜講座 2月20日（木）

海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（前半） ２ 東京 3,000円

海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（後半） ２ 東京 3,000円

随時 2月24日（月）

ゼロからの民法入門（民法の基礎と考え方） ２ 東京 3,000円

「人」（自然人）に関する法律関係 ２ 東京 3,000円

春季終日 2月27日（木）

サイバー攻撃の現状と企業経営に与える影響 ２ 東京 3,000円

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正
についての解説 ２ 東京 3,000円

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正
に関連する会計制度委員会報告等の改正ついての解説 ２ 東京 3,000円

随時
3月10日（月）

「人」に関する法律関係（法人） ２ 東京 3,000円

「所有」をめぐる法律関係 ２ 東京 3,000円

CD-ROM
研修会 3月18日（火）

倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理 
CD-ROMCD-ROM（ 平成25年10月24日秋季全国研修会 

収録CD-ROM）
２ 東京 3,000円

倫理  公認会計士の職業倫理（その30） 

CD-ROMCD-ROM
―不正リスク対応基準の下で監査人に求められ
るもの

（ 平成25年８月９日夏季全国研修会 
収録CD-ROM）

２ 東京 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 

CD-ROMCD-ROM
について

（ 平成25年10月25日秋季全国研修会 
収録CD-ROM）

２ 東京 3,000円

木曜講座
4月24日（木）

租税回避と節税の法的差異（前半） ２ 東京 3,000円

租税回避と節税の法的差異（後半） ２ 東京 3,000円

平成26年2月15日発行（毎月１回発行）

2月号
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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。

CD-ROMCD-ROM  集合研修CD-ROM上映による研修会
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●木曜講座／東京

2月20日（木）［１限目］13：00～14：40
海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（前半）

　日本企業の国際化に伴い、人やお金や物が国境を越えて行き来する現在、国際税務の理解なくして企業会計を語る
ことはできない情況になってきています。
　企業の海外進出にはほとんどの場合社員の出向が伴います。海外出向社員に関する税の問題は、往々にして企業に
思わぬ出費を強いる結果となり、会計監査においては、海外出向社員をめぐる税の問題が、費用の増加や税金債務の
増減として影響が出てくることになります。本講義では、国際税務を理解する際に必要な基礎用語の解説を行い、海
外出向社員に関する税務調査の後始末として生じるグロスアップ課税の諸問題について解説を行います。

■講　師：�牧野　好孝（税理士、元租税相談員） ■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

2月20日（木）［２限目］15：00～16：40
海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（後半）

　日本企業の国際化に伴い、日本人社員の海外出向もものすごい勢いで増加しています。
　海外出向社員に関する税務問題は、海外出向時に始まり、海外出向が終了して帰国した後にまで、いろいろな場面
で生じます。本講義では、海外出向社員をめぐる税務問題に関して、出向時から帰国後に生じる問題までを、実例を
用いて具体的に解説行います。また、併せて可能な限りその対応策についても触れることにします。

■講　師：�牧野　好孝（税理士、元租税相談員） ■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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●随時研修会／東京
　公認会計士のための民法基礎講座シリーズ

2月24日（月）［１限目］13：00～14：40
ゼロからの民法入門（民法の基礎と考え方）

　この講座は、「民法」の実力養成を目的として、マンスリーで開講するものです。経済学・商学に精通されている
公認会計士の方々が対象ですが、法律学では若干違ったアプローチが必要ですので、第1回では、「民法とは何か」
という視点で、民法制度の成り立ち、民法の構造、民法の考え方など、基礎的な理論や民法上の原理･原則などを、
わかりやすく解説します。
　初学者でも理解できるよう、文字どおり「ゼロから始める民法」と考えています。また、講義内でも随時質問を受
け付け、できる限り「双方向」的な授業にしたいと思います。

■講　師：�近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

2月24日（月）［２限目］15：00～16：40
「人」（自然人）に関する法律関係
　後半の第2回では、「権利主体」（人）のうち、「自然人」を取り上げます。法律上、「権利」の主体となるのは「人」
ですが、「人」には、「自然人」と「法人」とがあります。
　民法が正常に法律行為（契約）を行うことができる「自然人」とは、①成人であり、かつ、②正常な精神状態を有する人、
です。この基準から外れる、「未成年者」、及び、正常な精神状態を持ち得ない「成年被後見人、被保佐人、被補助人」
を、民法はどのように扱っているか、が第2回で扱う主要な点です。

■講　師：�近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

3月10日（月）［１限目］13：00～14：40
「人」に関する法律関係（法人）
　権利主体のもうひとつの存在である「法人」については、もともと民法に詳しく規定されていたのですが、平成
18年の改正（20年施行）により、わずか5つの原則規定を残して、すべて特別法（一般法人法、公益法人認定法）
に移されました。法人制度は、一国の財政を左右する重要な制度なので、今回の大改正となったわけです。講義では、
法人の役割や考え方、改正問題のほか、従来民法の解釈で問題となった争点は上記特別法に移っても同じなので、こ
の点についても触れます。

■講　師：�近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

3月10日（月）［２限目］15：00～16：40
「所有」をめぐる法律関係
　人や法人が有する資産は「物」と「債権」とに大別できますが、「物」に対する法律関係は、民法上「物権」とし
て規定されています。物権制度の中心は「所有権」であり、それ以外の「物」を支配する権利は、「制限物権」と構
成されています（物権法は、「所有権」対「制限物権」という2極構造です）。そこで、所有権と制限物権との関係（物
権制度の概要）、物権の内容や効力、不動産・動産売買を中心とした法律関係、などを扱います。

■講　師：�近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■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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●春季終日／東京

2月27日（木）［１限目］10：00～11：40
サイバー攻撃の現状と企業経営に与える影響

　コンピュータ及びインターネットが高度に発達し、企業の経営活動に不可欠な状況にある現在において、インター
ネット等を安全に利用することは大変重要な経営課題となっている一方で、インターネット等を利用した犯罪は増加
し、情報漏えい等の被害も後をたちません。
　本講義では、昨今のサイバー攻撃の現状を説明し、インターネット等の安全を確保するためには何が必要か、もし、
インターネット等が安全でなかった場合には、どのような影響が、人・企業・社会全体に与えるのかについて事例を
交えながら解説します。
　本講義を受講することにより、適切なインターネット等の利用方法や企業が採るべき対策について、公認会計士と
してクライアントに助言できることを目指しています。

■講　師：�丸山　満彦（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：9103 ■履修単位：2

2月27日（木）［２限目］13：00～14：40
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正についての解説

　企業結合(ステップ2)は、平成21年７月の論点整理の公表以降、我が国の会計基準を取り巻く環境変化も踏まえ、
長期間にわたり検討を行ってきた。そして、市場関係者において一定の意見集約の図れた非支配株主持分の取扱い、
取得関連費用の取扱い、暫定的な会計処理の確定の取扱いについて見直しを行い、平成25年９月に企業結合会計基準、
連結会計基準など一連の改正基準等を公表した。本研修では、検討の経緯と改正内容を解説する。

■講　師：�新井　武広（企業会計基準委員会　副委員長、企業結合専門委員会　
専門委員長）�
村田　貴広（企業会計基準委員会　専門研究員、企業結合プロジェク
トリーダー）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

2月27日（木）［３限目］15：00～16：40
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正に関連する会計制度
委員会報告等の改正ついての解説

　平成25年９月13日に企業会計基準委員会から「企業結合に関する会計基準」及び「連結財務諸表に関する会計基
準」を始めとする関連する他の改正基準等が公表されたことに対応し、日本公認会計士協会から公表されている会計
制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第６号「連結財務諸表における
税効果会計に関する実務指針」等の改正が行われました。本研修では、支配が継続している場合の子会社に対する親
会社の持分変動による差額を資本剰余金に計上することとされた点を踏まえた改正内容等について、主に上記の２つ
の実務指針を中心に改正点をご説明いたします。

■講　師：�波多野　直子（会計制度委員会　実務指針等改正検討専門委員会　
専門委員長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■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。

●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「監査の品質及び不正リスク対応」に該当する
　集合研修CD-ROMを上映いたします。

3月18日（火）［１限目］10：00～11：40

CD-ROMCD-ROM  倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理
（平成25年10月24日秋季全国研修会収録CD-ROM）

　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、倫理抵触事例を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） ■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18日（火）［２限目］13：00～14：40

CD-ROMCD-ROM  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

（平成25年８月９日夏季全国研修会収録CD-ROM）
　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） ■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18日（火）［３限目］15：00～16：40

CD-ROMCD-ROM  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
（平成25年10月25日秋季全国研修会収録CD-ROM）

　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）

■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

CD-ROMCD-ROM
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●木曜講座／東京
平成26年度（平成26年４月〜）の研修会です。
　注）平成25年度の履修結果には反映されませんので、ご注意ください。

4月24日（木）［１限目］13：00～14：40
租税回避と節税の法的差異（前半）

　公認会計士がクライアントの期待に応えて節税アドバイスを行わなければならない場面は少なくない。近時の裁判
例でも、節税義務や節税措置義務が果たされていなかったことで租税専門家責任が問われている。しかし、節税が期
待されているとはいっても、どこまでが節税でどこまでが租税回避かという線引きは明確ではない。講義では、租税
回避とは何かについて、「法律的な視点」から丁寧に解説する。

■講　師：�酒井　克彦（国士舘大学法学部教授） ■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

4月24日（木）［２限目］15：00～16：40
租税回避と節税の法的差異（後半）

　公認会計士が最低限知っていなければならないと思われる具体的な重要租税回避事例をとりあげ、裁判所によって
課税処分が否認された例と肯認された例を丁寧に分析しながら、租税回避を巡る法律問題を解説する。その中で、実
質課税の原則の限界、私法上の法律構成による否認論、ビジネスパーパスドクトリン等についての理解を深める。な
お、国内取引のみならず、国際的な取引についても言及することとする。

■講　師：�酒井　克彦（国士舘大学法学部教授） ■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
 （ 随時研修会・木曜講座・春季終日「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

2/20
（木）

13：00 〜 14：40 海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 海外出向者をめぐる税務リスクとその対応（後半） 3,000円

2/24
（月）

13：00 〜 14：40 ゼロからの民法入門（民法の基礎と考え方） 3,000円

15：00 〜 16：40「人」（自然人）に関する法律関係 3,000円

2/27
（木）

10：00 〜 11：40 サイバー攻撃の現状と企業経営に与える影響 3,000円

13：00 〜 14：40 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改
正についての解説 3,000円

15：00 〜 16：40 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改
正に関連する会計制度委員会報告等の改正ついての解説 3,000円

3/10
（月）

13：00 〜 14：40「人」に関する法律関係（法人） 3,000円

15：00 〜 16：40「所有」をめぐる法律関係 3,000円

3/18
（火）

10：00 〜 11：40 倫理  日米の主要な事例から学ぶ会計職業倫理 CD-ROMCD-ROM（ 平成25年10月24日秋季全国研修会収録CD-ROM）
3,000円

13：00 〜 14：40
倫理  公認会計士の職業倫理（その30） 

CD-ROMCD-ROM
―不正リスク対応基準の下で監査人に求められ
るもの

（ 平成25年８月９日夏季全国研修会収録CD-ROM）

3,000円

15：00 〜 16：40
監査   公認会計士・監査審査会と最近の検査結果事例 

CD-ROMCD-ROMについて
（ 平成25年10月25日秋季全国研修会収録CD-ROM）

3,000円

4/24
（木）

13：00 〜 14：40 租税回避と節税の法的差異（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 租税回避と節税の法的差異（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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第35回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉�未来志向型、公認会計士の創造力
〜高品質の先にあるチャレンジング・スピリット
が時代を拓く！〜

開催日：平成26年9月4日（木）

会　場：�グランドプリンスホテル新高輪
（東京都港区高輪３－１３－１）

日本公認会計士協会は、第35回研究大会を「未来志向型、公認会計士の創造力～高品質の
先にあるチャレンジング・スピリットが時代を拓く！～」をメインテーマとして開催します。
日本経済は、長らく続いた閉塞的状況から脱却しつつあるように思われます。それに伴っ
て社会全体も明るく、希望に満ちあふれることを期待したいものです。そうした“状況の転換”
は、明確な目標や強固な意思があって初めて実現することを、今改めて感じます。
日本公認会計士協会の会員・準会員数は、短期間に急速に増加しました。経済が停滞する
中での増加は、未就職者問題等を招来しましたが、経済の回復や法改正による監査の拡大
という外部環境の変化を漫然と待つ我々の業界の姿勢にも原因の一端があったと言えないで
しょうか。
ただ、その間にも我々は、倫理規則やCPE制度によって会員個々の品質を維持し、品質管
理基準によって業務の品質を維持してきました。このように品質が保持されていればこそ、
これまでの姿勢を変え、チャレンジング・スピリットを発揮する時に大きな成果をもたらす
ものと考えます。
今こそ、将来を見据えて、公認会計士が提供できる新しい価値を探求する時です。2020年
のオリンピック、パラリンピックの成功に向けて走り出した東京で、我々自身の明るい未来
を語ってみませんか？

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、研究論文以外に、パネルディスカッションや、
特定テーマについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど、形式
を問いません。
募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご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「未来志向型、公認会計士の創造力〜高品質の先にあるチャレン
ジング・スピリットが時代を拓く！〜」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）及び電子データをメールに添付の上、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、電子データをメールに添付の上、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26年２月28日（金）（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35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東京会に、割当てる予定です。
　�　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26年４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・東京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34回研究大会）
　【研究発表①】

テーマ１ 兵庫県・神戸市・姫路市から地方公会計改革を展望する
～�公会計が「治世の言語」たりうるために�～

テーマ２ 会計倫理の視座　－規範的・教育的・実証的考察－
テーマ３ 中小企業と会計、中小企業政策と公認会計士に期待される役割について

テーマ４ 大海原を超え、世界で活躍する公認会計士
～途上国の公共財政管理の確立にむけて～

テーマ５ 会社法改正の方向性と公認会計士の役割

　【研究発表②】

テーマ１ 会計・監査・税務アカデミズムからの知的いざない
～�公認会計士は学究的フロンティアから何を学ぶべきか�～

テーマ２ 『職業会計士のための国際教育基準（IES）全面改訂による我が国の公認会計
士教育の変革～ IAESB議長を交えIES改訂版の日本に与える影響を考える～』

テーマ３ 事業承継と公認会計士に期待される役割
テーマ４ ＣＡＡＴで不正会計に対処する、ＥＸＣＥＬを用いた異常点監査技法
テーマ５ 管理会計と原価計算の革新を目指して
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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


