
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3月18日（火）〜 5月31日（土）

〈平成25年度の研修会〉
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

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

〈平成26年度の研修会〉
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

随時
4月4日（金）

意思表示と代理制度 ２ 東京 3,000円

「契約」成立と債権保護のしくみ① ２ 東京 3,000円

木曜講座 4月24日（木）

税務  租税回避と節税の法的差異（前半） ２ 東京 3,000円

税務  租税回避と節税の法的差異（後半） ２ 東京 3,000円

木曜講座
5月22日（木）

監査  会社法改正の動向（前半） ２ 東京 3,000円

監査  会社法改正の動向（後半） ２ 東京 3,000円

随時
5月26日（月）

税務  国税通則法の実務上の問題
－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－（前半） ２ 東京 3,000円

税務  国税通則法の実務上の問題
－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－（後半） ２ 東京 3,000円

土曜講座
5月31日（土）

「経営の大局をつかむ会計」① ２ 東京 3,000円

「経営の大局をつかむ会計」② ２ 東京 3,000円

平成26年3月15日発行（毎月１回発行）

3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

税務  全会員の必須研修科目「税務」に該当する研修会（平成26年度より適用）

・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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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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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。

●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

4月4日（金）［１限目］13：00～14：40
意思表示と代理制度

　法律行為の典型的な不動産売買や物権制度を理解したところで、今回は、その「法律行為」（意思表示）の構造を、
2つの方向から理論的に分析します。第1は、民法は、「意思表示」という概念の上に成立していることを把握した上
で、意思表示の構造と法律行為の効力を取り上げます（心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫など）。第２に、法
律行為が代理人によって行われる場合に生じる様々な法律問題を考えます（無権代理の諸問題、表見代理など）。

■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

4月4日（金）［２限目］15：00～16：40
「契約」成立と債権保護のしくみ①

　「契約」とは、債権・債務を発生させる法律行為です。そして、発生した「債権」を徹底して保護しようというの
が民法の基本的態度です。民法債権編の各制度・各規定は、すべて「債権（債権者）の保護」を目的として組み立て
られています。まず、前編では、債権保護の基本的なしくみ、債権を保全する民法上の制度（債権者代位権、詐害行
為取消権）、債権が弁済されない場合の効果（債務不履行、損害賠償など）を理解します。

■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
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●木曜講座／東京

4月24日（木）［１限目］13：00～14：40
税務  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
税務  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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●木曜講座／東京

5月22日（木）［１限目］13：00～14：40
監査  会社法改正の動向（前半）

　会社法制定以来初めての会社法大改正が通常国会で行われる予定である。改正案の柱の一つはコーポレートガバナ
ンスの改革であり、とりわけ上場会社の経営体制の変更が行われた場合には、会計監査人の監査のあり方等にも影響
があると推測される。たとえば、従来、上場会社は、監査役会設置会社又は委員会設置会社（新法では「指名委員会
等設置会社」）のいずれかの体制を採っていたが、新法では「監査等委員会設置会社」という形態が認められること
となる。研修会においては、監査等委員会設置会社の概要のほか、社外取締役等に関する改正や会計監査人の選任解
任に関する改正について解説する。

■講　師：�葉玉　匡美（弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

5月22日（木）［２限目］15：00～16：40
監査  会社法改正の動向（後半）

　改正会社法の二本目の柱は、親子会社に関する規律の強化である。たとえば、親会社の株主が子会社の取締役や会
計監査人等に対して代表訴訟を提起することができる多重代表訴訟制度が創設され、会計監査人の代表訴訟リスクが
拡大するおそれがある。また、Ｍ＆Ａに関連して、少数株主のスクイーズアウトに関する制度の整備、株式買取請求
権制度の改正、会社分割等における債権者保護制度等の改正についても、基本的事項から解説する予定である。

■講　師：�葉玉　匡美（弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■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

5月26日（月）［１限目］13：00～14：40
税務  国税通則法の実務上の問題

－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－ （前半）
　平成23年の国税通則法の改正により、税務調査手続等が大幅に変更され、昨年から全面的に施行されているが、
課税実務に種々の混乱を生じさせている。これは、国税通則法（租税手続）等に対する実務家（税務当局も含む。）
の理解不足にも起因する。そこで、本研修では、税務調査と更正・決定に関し、従来の解釈論を整理し、改正法との
関係を説明し、改正法下における実務上の問題点を説明することとする。

■講　師：�品川　芳宣（筑波大学名誉教授、弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4001 ■履修単位：2

5月26日（月）［２限目］15：00～16：40
税務  国税通則法の実務上の問題

－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－ （後半）
　平成23年の国税通則法の改正により、税務調査手続等が大幅に変更され、昨年から全面的に施行されているが、
課税実務に種々の混乱を生じさせている。これは、国税通則法（租税手続）等に対する実務家（税務当局も含む。）
の理解不足にも起因する。そこで、本研修では、税務調査と更正・決定に関し、従来の解釈論を整理し、改正法との
関係を説明し、改正法下における実務上の問題点を説明することとする。

■講　師：�品川　芳宣（筑波大学名誉教授、弁護士） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4001 ■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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●土曜講座／東京

5月31日（土）［１限目］13：00～14：40
「経営の大局をつかむ会計」①

　「今、どんな企業が儲けているのか？　どんなやり方で?」、それは会計数値を見れば一目瞭然です。「着眼大局、着
手小局」。先ず大局を鳥瞰しなければ未来は開けません。この講座では利益ランキングに登場する企業の要約財務諸
表を眺めながら、どこに甘い水があるのか、大局的な観点から時代環境を鳥瞰していきます。

■講　師：�山根　節（慶應義塾大学教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5001 ■履修単位：2

5月31日（土）［２限目］15：00～16：40
「経営の大局をつかむ会計」②

　大局を眺めたその次には、「何をすべきなのか?」を考えなければなりません。儲かっている企業は時代にマッチし
た戦略をとり、工夫が実っているから儲かっています。「今企業はどんなやり方で儲け、なぜ儲かるのか」を見ていけば、
企業がこれから進むべき経営をベンチマークできるはずです。様々な企業事例を挙げながら、時代にフィットするビ
ジネスモデルを読み解いていきます。

■講　師：�山根　節（慶應義塾大学教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5001 ■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
 （ 「CD-ROM」研修会・木曜講座・随時研修会・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

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

4/4
（金）

13：00 ～ 14：40 意思表示と代理制度 3,000円

15：00 ～ 16：40「契約」成立と債権保護のしくみ① 3,000円

4/24
（木）

13：00 ～ 14：40 税務  租税回避と節税の法的差異（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 税務  租税回避と節税の法的差異（後半） 3,000円

5/22
（木）

13：00 ～ 14：40 監査  会社法改正の動向（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 監査  会社法改正の動向（後半） 3,000円

5/26
（月）

13：00 ～ 14：40 税務  国税通則法の実務上の問題
－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－（前半） 3,000円

15：00 ～ 16：40 税務  国税通則法の実務上の問題
－税務調査と更正・決定の法務と実務上の問題点－（後半） 3,000円

5/31
（土）

13：00 ～ 14：40「経営の大局をつかむ会計」① 3,000円

15：00 ～ 16：40「経営の大局をつかむ会計」② 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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参加料等のクレジットカード振替について

研修会参加料、集合研修CD-ROM・ｅラーニング購入代金の
お支払いは、クレジットカード振替でお願いします。

　本部主催研修会の参加料及び集合研修CD-ROM・ｅラーニング購入代金の支払い方法には、「ク
レジットカード振替」と「郵便振替」の２種類があります。郵便振替は毎月の振込の手間が発
生し事務手続きにおいても煩雑なため、CPE協議会ではクレジットカード振替のご利用をお願
いしています。この機会にぜひクレジットカード振替をご検討ください。

［クレジットカード振替のメリット］

●振込みの手間がなく便利です。
●毎月「領収書兼利用明細書」を発行しますので、CPE関係支出の管理が簡単です。

［クレジットカードご利用の手続］

利用代金クレジットカード振替同意書を郵送でお送りください。
同意書を受理した月以降に出席された研修会及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニングから
振替請求いたします。

★ご利用可能なクレジットカード

　・ＶＩＳＡの契約のあるカード
　・ＭＡＳＴＥＲの契約のあるカード
　・ＵＣ ＣＰＡカード
　※上記以外のカードはご利用になれませんので、ご了承ください。
　※�協会ではUC�CPAカードと決済代理店契約を結んでおります。要件を満たしているカード

をお持ちでない場合、UC�CPAカードでのご指定にご協力くださるようお願いいたします。

●クレジットカード振替と郵便払込の違い

クレジットカードの場合 郵便振替の場合

連  絡
カード会社の請求書とは別に、協
会から月末締めで「領収書兼利用
明細書」をご登録の郵便物送付先
に郵送

月末締めで請求書と振替用紙をご
登録の郵便物送付先に郵送
※�集合研修CD-ROMの請求は、商
品とは別送になります。

利用申込み
必要
※�次頁の「利用代金クレジットカー
ド振替同意書」によりお申込み
ください。

不要
※�クレジットカード利用のお申込
みが無ければ、自動的に請求書
によるお支払いになります。
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利用代金クレジットカード振替同意書

日本公認会計士協会　御中
（提出日）　平成　　年　　月　　　日

　私は、日本公認会計士協会が開催する研修会（地域会主催の研修会を除く）の参加料及び集
合研修CD－ROM・eラーニング等の購入代金を、私が保有する以下のクレジットカードから振
替により支払うことに同意いたします。また同意の対象は、本同意書が受理された月以降に私
が支払うべきすべての研修会参加料及び注文した集合研修CD－ROM・eラーニング等の購入代
金とします。

同 意 年 月 日 平成　　　 年　　 　月　　 　日

氏　  　　　名 印 研 修 登 録 番 号
（７桁）

連 絡 先

〒

　（電話番号　　　　　　―　　　　　　―　　　　　　）
　（メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※上記メールアドレスに同意書の受理通知をお送りします。

以下の該当する方にレ印を付けてください。

□ １．ＵＣ　ＣＰＡカード（ □ 新規入会希望）
（新規ご入会の場合は、カード番号決定次第当方で記入しますので記入は不要です）

カ ー ド 番 号 － － －

カード有効期限 月／　　　　年（西暦）　　※記入例　０２／１０

□ ２．ＵＣ　ＣＰＡカード以外（ □ ＶＩＳＡカード   □ ＭＡＳＴＥＲカード）

カ ー ド 会 社 名

カ ー ド 番 号 － － －

カード有効期限 月／　　　　年（西暦）　　※記入例　０２／１０

＜注意＞1.クレジットカードの名義は、ご本人名義に限らせていただきます。
　　　　2.カード番号、有効期限は必ずご確認の上ご記入ください。
　　　　3.UC�CPAカード新規入会希望の方には本同意書到着後、申込用紙を別途お送りいたします。

上記にご記入の上、この用紙を郵送してください。
＜送付先＞〒102-8264千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会総務本部 研修グループ

（TEL:03-3515-1126）
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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


