
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5月21日（水）〜 7月17日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

随時 5月21日（水）
「契約」成立と債権保護のしくみ② ２ 東京 3,000円

債権が法律によって発生する場合 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

随時

6月16日（月）
債権を「担保」する制度 ２ 東京 3,000円

「時」の経過による権利変動（時効制度） ２ 東京 3,000円

6月19日（木） リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業
について ２ 東京 3,000円

木曜講座 6月26日（木）
パワーハラスメント問題への企業の対応 ２ 東京 3,000円

職場のメンタルヘルス問題とその動向 ２ 東京 3,000円

定期総会
7月9日（水）  第48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

随時
7月15日（火）

監査  特別目的の財務報告の枠組みで作成された財務諸表に
対する監査や個別の財務表又は財務諸表項目等に対す
る監査について

２ 東京 3,000円

木曜講座
7月17日（木）

税務  輸出入取引における税務上のポイント（前半） ２ 東京 3,000円

税務  輸出入取引における税務上のポイント（後半） ２ 東京 3,000円

平成26年5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。

税務  全会員の必須研修科目「税務」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26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 2014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）
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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

5月21日（水）［１限目］13：00～14：40
「契約」成立と債権保護のしくみ②

　契約が成立した場合の「債権保護のしくみ」を扱う後編では、債権の譲渡と債務の譲渡（引受け）、保証・連帯責
任などの人的担保制度、第三者が弁済した場合の問題（弁済者代位・担保保存義務）、相殺に関する問題（法定相殺、
相殺予約、差押え・債権譲渡と相殺）を扱った後で、売買契約における売主の責任（瑕疵担保責任・追奪担保責任）
のほか、請負契約・贈与契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約など個別契約における問題点を扱います。

■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

5月21日（水）［２限目］15：00～16：40
債権が法律によって発生する場合

　債権・債務を発生させる最も重要な「原因」は「契約」ですが、それ以外にも３つの原因があります。事務管理、
不当利得および不法行為です。「事務管理」は、一般にはあまり馴染みがないかも知れません。「不当利得」は、取引
関係では、契約が無効とされ又は取り消された場合に、既に引き渡された物の返還関係を規律する規範として機能し
ます。他方、「不法行為」は、契約と並び、債権（損害賠償請求権）を発生させる重要な原因です。これらについて、
現代的な観点から概略します。

■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

6月16日（月）［１限目］13：00～14：40
債権を「担保」する制度

　資本主義経済においては、生産過程における資本投下のために、もしくは消費過程における所得の不足分を補うた
めに、「金融」は必須の手段です。民法は、この方法として質権と抵当権を規定しましたが、前者は、ほとんど使わ
れていません。しかし、抵当権と並んで重要なのは、民法に規定のない譲渡担保や所有権留保などの変則担保です。
他方、民法は、社会的に保護すべき一定の債権を「優先債権」とし、これに担保権を付与する「法定担保」制度を規
定しましたが、一定の領域では大変重要な機能を営んでいます。これらの物的担保制度を概略します。

■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

6月16日（月）［２限目］15：00～16：40
「時」の経過による権利変動（時効制度）

　権利の取得・喪失・変更などは、人と人との「契約」（意思）で発生するのが普通ですが、人の「意思」によらない「時
間の経過」によっても、発生します。時効制度です。時効制度には、一定の時間の経過によって、権利の取得が認め
られる「取得時効」と、権利が消滅する「消滅時効」があります。この制度は、現在の民法改正によって大きく変更
されようとしています。そこで、本講座では、まず、現行の時効制度はどのようなものなのかをきちんと理解した上
で、どの点が改正されようとしているのかを正確に把握していきたいと思います。

■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

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

7月17日（木）［１限目］13：00～14：40
税務  輸出入取引における税務上のポイント（前半）

　輸出入取引では国際課税を中心とした税務の理解が必要不可欠です。そこで前半では、製品等やソフトウェアを含
む無形資産等の輸出取引について、売上計上時期、輸出先における法人税・付加価値税等・源泉税の課税問題、消費
税の輸出免税を、輸入取引では、輸入消費税等の軽減等や企業に有利な制度を、そして輸出入取引に共通の論点とし
て、外貨換算や為替予約等の税務処理（企業会計との違いを中心として）などをとりあげます。

■講　師：�齋藤　忠志（税理士・米国税理士（EA）） ■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

7月17日（木）［２限目］15：00～16：40
税務  輸出入取引における税務上のポイント（後半）

　後半では、輸出入取引に海外支店や現地法人等が介在する場合の税務上のポイントについて解説します。海外支店
の形態と現地でのＰＥ課税、現地法人等との取引価格についての関税や移転価格課税（無形資産が関係する場合の取
扱いを中心として）、そして、現地法人等が軽課税国等に所在する場合、外国子会社合算税制の適用除外要件について、
管理支配基準や所在地基準（特に来料加工の検討）などの実務上注意すべき点等をとりあげます。

■講　師：�齋藤　忠志（税理士・米国税理士（EA）） ■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。



5

●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

6月19日（木）10：00～11：40
リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業について

　日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）に基づき、平成25年度補正予算により、リース手法を活用した先
端設備等導入促進補償制度推進事業が実施されております。また、当該事業により締結されたリース取引に関する借
手の会計処理について、企業会計基準委員会（ASBJ）から、平成26年３月７日付けで実務対応報告公開草案第40
号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」
が公表されております。
　本研修では、当該事業の概要と実務対応報告に関して解説いたします。

■講　師：�岡本　武史（経済産業省　経済産業政策局　経済産業政策課　課長補佐）
神谷　陽一（企業会計基準委員会　シニア・プロジェクト・マネージャー）�
加藤　達也（日本公認会計士協会　監査・保証担当常務理事）

■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

7月15日（火）10：00～12：00
監査  特別目的の財務報告の枠組みで作成された財務諸表に対する監査や個別の財

務表又は財務諸表項目等に対する監査について
　「監査基準の改訂に関する意見書」（平成26年２月18日付け）において、特別目的の財務諸表、個別の財務表又は
財務諸表項目等に対する監査、並びに準拠性に関する意見の位置付けが明確化され、これを受け、平成26年４月４
日に、監査基準委員会報告書800、805、監査基準委員会研究報告第３号（監基報800及び805に係るＱ＆Ａ）等
を公表しております。
　本研修会では、これらの報告書等の起草に携わった監査基準委員会関係者により、概要や重要なポイントについて
解説を行います。

■講　師：�監査基準委員会関係者 ■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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●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（早稲田大学教授） ■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（早稲田大学教授） ■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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●木曜講座／東京
　パワーハラスメントとメンタルヘルス

6月26日（木）［１限目］13：00～14：40
パワーハラスメント問題への企業の対応

　今、職場のパワーハラスメントがとても大きな問題となっています。パワハラの基礎知識やパワハラ問題の現状を
お伝えし、経営リスクと企業責任について解説します。また最近では、パワハラになることを恐れ、必要な指導をも
躊躇してしまう上司や、指導に対する不満をパワハラだと訴える社員への対応が新たな課題となっています。パワハ
ラと適切な指導との違いを明らかにし、企業で取り組むべきハラスメント対策を提示します。

■講　師：�小磯　和俊（株式会社クオレ・シー・キューブ研修講師） ■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

6月26日（木）［２限目］15：00～16：40
職場のメンタルヘルス問題とその動向

　働く人の「メンタルヘルス」に関しては、「労働基準法」「労働安全衛生法」などの法改正も次々と行われ、今や企
業で取り組む重要課題となっています。またメンタルヘルスの問題といっても、様々な事例があり、その要因も複雑
かつ多岐にわたっています。今回は職場のメンタルヘルスに焦点をあて、基礎知識としてストレスの発生原因、進行
段階、反応、対処法をご紹介しながら、企業責任や最近の動向についてご説明します。

■講　師：�小磯　和俊（株式会社クオレ・シー・キューブ研修講師） ■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

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48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（ 帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、岡山、
松山、徳島、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９日：第48回定期総会  全国中継のお知らせ
　７月９日（水）13時から開催される第48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26年７月９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（９頁）をご参照ください。
＊ 東京を除く13地域会＋11部会（帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、岡山、松山、

徳島、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。
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第48回定期総会　全国会場一覧
受講会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

東京 帝国ホテル
召集通知でご案内（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 横浜情報文化センター
TEL：045－681－7151（神奈川県会事務局）

名古屋 東海会研修室

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 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

帯広 監査法人フロンティアパートナークラウド「会議室」
TEL：0155－24－3616

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 埼玉県会研修室
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

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

第48回定期総会より
帯広会場が変更になりました！

住　所：帯広市東１条南５丁目２相互ビル1F
　　　　監査法人フロンティアパートナー
　　　　クラウド「会議室」
お問合せ電話番号：0155－24－3616

帯広駅

平
原
通

大
通
り

国
道
236
号
線

根室本線

国道38号線

十勝国道

帯広市立
帯広小

帯広市立
翔陽中

帯広市立
柏小

帯広消防署

帯広警察署

帯広市役所

中央公園

帯広グランド
ホテル

本願寺
帯広別院

帯広別院

帯広電信
通郵便局

帯広協会
病院

帯廣神社
北海道帯広柏葉高校

JA北海道厚生連
帯広厚生病院

帯広駅

平
原
通

大
通
り

国
道
236
号
線

根室本線

国道38号線

十勝国道

帯広市立
帯広小

帯広市立
翔陽中

帯広市立
柏小

帯広消防署

帯広警察署

帯広市役所

中央公園

帯広グランド
ホテル

本願寺
帯広別院

帯広別院

帯広電信
通郵便局

帯広協会
病院

帯廣神社
北海道帯広柏葉高校

JA北海道厚生連
帯広厚生病院

監査法人フロンティアパートナークラウド「会議室」
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FAX 参加申込書
 （ 木曜講座・随時研修会・土曜講座・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

5/21
（水）

13：00 〜 14：40「契約」成立と債権保護のしくみ② 3,000円
15：00 〜 16：40 債権が法律によって発生する場合 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

6/16
（月）

13：00 〜 14：40 債権を「担保」する制度 3,000円
15：00 〜 16：40「時」の経過による権利変動（時効制度） 3,000円

6/19
（木） 10：00 〜 11：40 リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業

について 3,000円

6/26
（木）

13：00 〜 14：40 パワーハラスメント問題への企業の対応 3,000円
15：00 〜 16：40 職場のメンタルヘルス問題とその動向 3,000円

7/9
（水） 13：00 〜 17：00  第48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

7/15
（火） 10：00 〜 12：00

監査  特別目的の財務報告の枠組みで作成された財務諸表に
対する監査や個別の財務表又は財務諸表項目等に対す
る監査について

3,000円

7/17
（木）

13：00 〜 14：40 税務  輸出入取引における税務上のポイント（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 税務  輸出入取引における税務上のポイント（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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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）


