
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
     2015年1月16日（金）〜 2015年3月12日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

随時 2015年
1月16日（金）

税務  新興諸国の最新会計・税務制度（前半） ２ 東京 3,000円

税務  新興諸国の最新会計・税務制度（後半） ２ 東京 3,000円

リフレッシュ
セミナー

（監査編）

2015年
1月20日（火）

監査  監査事務所の品質管理の体制整備 ２ 東京 3,000円

監査  リスク・アプローチに基づく監査の実施 ２ 東京 3,000円

監査  その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ ２ 東京 3,000円

2015年
1月22日（木）

監査  会計上の見積り ２ 東京 3,000円

監査  監査ＩＴ対応 ２ 東京 3,000円

監査  監査業務に係る審査・品質管理のシステムの　監視
その他

２ 東京 3,000円

新春全国

2015年
1月23日（金）

2/6（金）
那覇
DVDDVD

日本公認会計士協会が抱える課題と取組について ２ 全国 3,000円

IFRSの今後の展望 ２ 全国 3,000円

税務  今後の税制の展望 ２ 全国 3,000円

随時

2015年
1月26日（月）

計算鑑定の実務〜計算鑑定人マニュアルと知的財産権の紛争
処理実務について〜（大阪） ２ 大阪 3,000円

冬季終日 2015年
1月27日（火）

参加型セミナー（１回）：「なぜ今、イノベーションなのか？」 ２ 東京 3,000円

参加型セミナー（２回）：「イノベーションとは何か？」 ２ 東京 3,000円

参加型セミナー（３回）：「イノベーション経営プロセスモデル」 ２ 東京 3,000円

木曜講座 2015年
1月29日（木）

倫理  公認会計士として知っておくべき個人情報保護について ２ 東京 3,000円

病院経営における公認会計士が果たすべき役割（前半） ２ 東京 3,000円

病院経営における公認会計士が果たすべき役割（後半） ２ 東京 3,000円

春季全国

2015年
2月4日（水）
2/18（水）

那覇
DVDDVD

倫理  キーワードで見る会計職業倫理 ２ 全国 3,000円

監査  会計不正に立ち向かう—職業的懐疑心の実践 ２ 全国 3,000円

税務  申告調整が必要な会計処理の詳説
— 個別論点、グループ税制、組織再編税制、過年度遡及、 

税効果等—
２ 全国 3,000円

2015年
2月5日（木）
2/19（木）

那覇
DVDDVD

倫理  公認会計士業務における情報セキュリティ ２ 全国 3,000円

公的部門の会計・監査の最新動向及び公会計協議会の組織 
概要について ２ 全国 3,000円

監査  監査業務に係る審査について ２ 全国 3,000円

平成26年12月15日発行（毎月１回発行）

12月号

（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

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。

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

■年末年始の CPE 関係業務について
��　年末年始のCPE関係業務は次のとおりです。
　ご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
＜事務局の業務＞
　・年末　12 月 26 日（金）午後５時まで
　・年始　１月５日（月）午前９時から
＜ FAX申告の「CPE随時申告書受信のお知らせ」、研修会受講票の送信＞
　・12 月 24 日（水）までの受信：12 月 26 日（金）までに送信
　・12 月 25 日（木）以降の受信：１月６日（火）以降に順次送信
＜電子申告登録について＞
　電子申告システムは毎日 24 時間稼働しております。ただし、新規に電子申告利用を開始され
る場合は、本登録が完了するまで次の期間を要します。
　・12 月 26 日（金）午後４時までに利用開始登録をした場合：12 月 26 日（金）中に本登録完了
　・12 月 26 日（金）午後４時以降に利用開始登録をした場合：１月５日（月）に本登録完了
＜集合研修CD-ROMの発送について＞
　・12 月 24 日（水）午前中までのご注文：年内に発送
　・12 月 24 日（水）午後以降のご注文� ：１月７日（水）より順次発送

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

春季全国

2015年
2月6日（金）
2/20（金）

那覇
DVDDVD

倫理  改正倫理規則等の概要について ２ 全国 3,000円

中小企業支援策の一環として−公認会計士による経営改善計
画策定支援とは ２ 全国 3,000円

監査  平成27年３月期の学校法人会計・監査の留意点につ
いて

２ 全国 3,000円

随時

2015年
2月17日（火）

計算鑑定の実務〜計算鑑定人マニュアルと知的財産権の紛争
処理実務について〜（東京） ２ 東京 3,000円

木曜講座

2015年
3月12日（木）

資本市場を巡る最近の課題−市場関係者としての公認会計士
への期待− ２ 東京 3,000円
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■公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修について■

　日本公認会計士協会では、公会計関連業務（※）に関する資料又は情報の提供その他の支援を行うこ
とにより当該業務に携わる会員及び準会員の資質の維持及び向上を図るとともに、当該会員等の組織化
を推進することによりその活動領域の拡充を促進するため、公会計協議会を設置いたしました（会則第
115条の９参照）。
　公会計協議会では、下部組織として「地方公共団体会計・監査部会」を設置し、部会員及び賛助部会
員の専門性の向上に向けた取組の一環として、体系別の研修をCPE ONLINE上のeラーニングにて提供い
たします。
　部会員となった方は、ご同意いただいた上で、公会計協議会の名簿への掲載を通じて、自らの専門性
を外部に発信（開示）することができます（公会計協議会運営細則第７条～第８条、第10条～第11条参照）。
　なお、多くの会員の方々に公会計・公監査の領域にご関心を持っていただき、当部会の活動にご参加
いただけるよう、初期研修の受講料は無料としております。
※ 　「公会計関連業務」とは、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人、国立大学法人、地方独

立行政法人その他の公的分野に属するもの及び公益社団法人、公益財団法人、学校法人その他の非営
利分野に属するものの会計及び監査に関する業務をいう。（会則第115条の９第３項抜粋）

部　会　員： 「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修を修了した者、又は同部会の専門分野に関す
る十分な実務経験（※）があると公会計協議会が認める者

賛助部会員：部会員に該当する者以外で、同部会の専門分野に関心がある者

※ 　十分な実務経験とは、地方公共団体会計・監査部会においては、包括外部監査人（補助者を除く。）、
個別外部監査人（補助者を除く。）又は監査委員とする。

「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法及び初期研修

１．「公会計協議会 地方公共団体会計・監査部会入会申請書」を公会計協議会に提出
　　（入会申請書は、eラーニングの研修資料とともにダウンロード可能。）
　　※ 　公会計協議会は、「部会員又は賛助部会員として公会計協議会部会員等名簿に記載する旨」を

当該申請者の会員メールアドレス宛てに通知。
２．賛助部会員：初期研修（11単位）の修得
　　※　部会員の方も任意で初期研修を受講することは可能。
３ ．初期研修を修了した賛助部会員宛てに公会計協議会より「部会員となる要件を満たした旨」を会

員メールアドレス宛てに通知
　　※　部会員は継続研修を年間６単位以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録される。
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■初期研修のカリキュラム

　賛助部会員は、以下、全てのカリキュラムを修得すると、部会員となる要件を満たします。
　なお、eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。FAX申告をご利用の方は、
CPE ONLINE（URL：https : //secure.cpe.jicpa.or.jp/）より「電子申告の登録」を行ってください。（電
子申告登録後は、FAX申告ができなくなりますのでご注意ください。）

テーマ：地方公共団体の法規
	講　師：神野　直彦（東京大学名誉教授）
　地方財政に焦点を当てながら、地方自治の制度の枠組を規定する法体系を学んでいくこととしたい。「学ぶというこ
と」は知識の集合を取得することではなく、知識を秩序立てて整理し、自己の「生」と関連づけることである。公認
会計士は公会計などで、地方財政にかかわる上で、政府という経済主体と、企業という経済主体の原理的相違を理解
しておく必要がある。そうした観点から講義を進めていきたい。

■受講料：無料 ■研修コード：2106
■教材コード：E021680

■標準受講時間：120分 ■履修単位：２

テーマ：地方財務Ⅰ
	講　師：稲沢　克祐（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授）
　地方財務Ⅰでは、地方自治体の会計の概要と予算編成・決算について解説する。地方自治体の会計の概要としては、
一般会計・特別会計、普通会計・公営事業会計といった会計の区分、歳入・歳出の会計年度所属区分を具体的に説明する。
そして、「予算循環（予算編成⇒予算執行⇒決算）」の中で、特に予算編成について、予算の意義、予算の内容、予算原則、
歳入予算科目、歳出予算科目といった予算の概要から、予算編成スケジュール、議会の予算議決について詳しく解説し、
加えて決算の概要を説明する。

■受講料：無料 ■研修コード：2106
■教材コード：E021620

■標準受講時間：130 分 ■履修単位：２

テーマ：地方財務Ⅱ（前後半）
	講　師：稲沢　克祐（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授）
　地方財務Ⅱでは、予算循環における予算執行に当たる日々の地方財務について解説する。具体的には、収入と支出、
財産管理、契約をとり上げる。地方自治体の収入及び支出は多岐にわたることから、収入についてはその種類、歳入
の収入の方法、支出については支出負担行為、支出の手続きなど、具体的に解説する。また、地方自治体には様々な
財産があることから、財産管理として公有財産、行政財産、債権などに分けて意義や処分について解説し、さらに、
契約について一般競争入札など多様な契約方法について説明する。

■受講料：無料 ■研修コード：前半：2106
　　　　　　　後半：2106
■教材コード：前半：E021631
　　　　　　　後半：E021632

■標準受講時間：
前半：60 分
前半：90 分

■履修単位：
前半：１
後半：２
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テーマ：地方財務Ⅲ
	 講　師：原　邦彰（総務省自治財政局財務調査課長）（「今後の地方公会計の整備促進について」

担当）
　　　　鈴木　豊（青山学院大学名誉教授　公認会計士）（「地方公営企業」担当）
◦今後の地方公会計の整備促進について
　 　国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、“財政を視える化”し、限りある財源を“賢く使う”ための新たな基盤として、

現行の現金主義による決算情報の開示に加えて、発生主義・複式簿記といった企業会計の考え方を活用した地方公
会計の整備が推進されている。平成26年４月には、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした地方公会計
に係る統一的な基準が示されたところであるが、本研修では、このような地方公会計の取組状況について紹介する
とともに、これに関連して地方公共団体の財政の健全化に関する法律や公共施設等総合管理計画の動向についても
あわせて紹介する。

◦地方公営企業について
　 　上・下水道、病院、交通等の地方公営企業は、地方公共団体が、住民の福祉増進の目的で設置する企業である。

ここでは企業会計方式による経理が行われており、その特徴と民間企業会計との異同を修得してもらいたい。

■受講料：無料 ■研修コード：2106
■教材コード：E021670

■標準受講時間：130 分 ■履修単位：２

テーマ：地方公共団体の監査	 監査
	

	講　師：鈴木　豊（青山学院大学名誉教授　公認会計士）
　地方公共団体は、最少の経費で最大の効果を挙げるように運営されなければならない。そこで、住民による監視の
手段として監査委員監査制度と外部監査制度がある。前者は、地方公共団体の財務事務、経営事業が適正に執行され、
能率的に行政運営がなされているかを監査し、後者は監査機能の専門性・独立性の強化を目的として包括外部監査と
個別外部監査がある。地方公共団体の監査を公認会計士が実施することも多く、これらの特徴と内容を修得してもら
いたい。
※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」

■受講料：無料 ■研修コード：3111
■教材コード：E032130

■標準受講時間：130 分 ■履修単位：２

公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」に関するお問合せ
　日本公認会計士協会　自主規制・業務本部
　非営利会計・監査・法規・制度グループ
　TEL：03-3515-1129　E-mail：k-kyougikai@sec.jicpa.or.jp

eラーニングに関するお問合せ
　日本公認会計士協会　総務本部
　研修グループ
　TEL：03-3515-1126　E-mail：kenshuu1@jicpa.or,jp
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●随時研修会／東京

2015年１月16日（金）［１限目］13：00～14：40
税務 	新興諸国の最新会計・税務制度（前半）

　タイでは近年、2010年の赤シャツデモ、2011年の大洪水、そして2014年の軍事クーデターなど様々な大事件が
起きているが、それでもなお、日系企業の進出はとどまるどころか増加しつつある。これは、タイがアセアンでもトッ
プクラスの親日国家であるとともに、インフラの整備状況、産業の集積等の観点から、日系企業にとって進出しやすい
環境が整っているためと考えられる。近年では地方を中心とした中小企業の進出も目立ち、よりきめ細やかなサポート
が求められている。本研修では、2014年8月までタイ駐在の講師が、最新の会計、税制の解説に加え、自身の経験を
もとに日系企業が直面しやすい問題点等を解説する。

■講師：宮前　達朗（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：4099 ■履修単位：２

2015年１月16日（金）［２限目］15：00～16：40
税務 	新興諸国の最新会計・税務制度（後半）

　国土の70％を熱帯雨林が占めるマレーシアは、かつては錫、ゴム、天然ガスを中心とした資源国であったが、東南ア
ジアではいち早く1970年代から工業化を進め、現在では1人当たりGDPが10,000ドル超の中進国となった。日系企
業の進出も電気・電子産業を中心に古くから行われているが、最近ではハラル認証やイスラム金融などイスラムマーケッ
トへのゲートウェイとして再び注目を集めている。本研修では、マレーシア駐在経験のある講師が、現地における最新
の税務・会計制度や投資優遇税制等を解説する。

　シンガポールは、建国50年に満たない東京23区ほどの小国でありながら、街は活気にあふれ、日本からの進出企業、
観光客が後を絶たない。Garden City、Clean & Greenと言った緑にあふれた清潔な街のイメージだけではなく、昨今
世界一ビジネスがしやすい都市と評される様になったのは、スマートなシンガポール政府の様々な施策の賜物と言って
も過言ではない。
　グローバル企業誘致のために政府が取り組んだ、透明性の高い会計・税務制度、柔軟かつ現実的な優遇税制等を中心に、
2014年7月までシンガポール駐在の講師が解説する。

■講師：新間　基弘（公認会計士）
　　　　川岸　貴浩（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：4099 ■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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●リフレッシュセミナー（監査編）／東京
　監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いたい。独立して監査業務を行いたい。あるいは監査全
体の仕組みを改めて学び直したい。
　本講義は、こうした会員・準会員のために、最新の品質管理システムに基づく監査業務の実践（リスク・
アプローチ、注意すべき個別テーマ、会計上の見積りの監査、監査IT対応、審査・品質管理等）を網羅的
に習得していただくために開催するものです。
　今、監査を行うに当たって必ず知っておかなければならない事項について、集中的に解説するセミナー
です。是非ともご参加ください。

※通常の研修会と開催時間が異なりますのでご注意ください。

2015年1月20日（火）［１限目］10：00～11：50
監査 	監査事務所の品質管理の体制整備

（１）リフレッシュセミナー総論
（２）品質管理のシステムの整備及び運用
（３）職業倫理及び独立性
（４）監査契約の新規の締結及び更新
（５）監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
（６）最近の動向ほか

■講　師：�中川　隆之（中小事務所支援担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

2015年1月20日（火）［２限目］13：00～14：50
監査 	リスク・アプローチに基づく監査の実施

（１）リスク・アプローチに基づく監査の全体像
（２）グループ監査の方針
（３）重要性の決定
（４）内部統制を含む、企業及び企業環境の理解
（５）アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応
（６）不正による重要な虚偽表示リスクへの対応
（７）実証手続の立案

■講　師：�南　成人（中小事務所等施策調査会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

2015年1月20日（火）［３限目］15：10～17：00
監査 	その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

（１）特定項目の監査証拠（監基報501）
（２）確認（監基報505）
（３）関連当事者（監基報550）
（４）後発事象（監基報560）
（５）継続企業（監基報570）
（６）経営者確認書（監基報580）
（７）比較情報（監基報710）
（８）意見形成と監査報告（監基報700他）
（９）虚偽表示

■講　師：�櫛田　達也（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2
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2015年1月22日（木）［１限目］10：00～11：50
監査 	会計上の見積り

（１）リスク・アプローチに基づく見積りの監査手続
（２）個別の監査上の留意点
 ① 滞留債権（貸倒引当金）
 ② 滞留在庫（販売用不動産を含む。）
 ③ 固定資産の減損会計
 ④ 関係会社株式、非上場株式等
 ⑤ 繰延税金資産
 ⑥ 退職給付引当金
 ⑦ その他

■講　師：�齋藤　哲（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

2015年1月22日（木）［２限目］13：00～14：50
監査 	監査ＩＴ対応

（１）IT委員会実務指針第４号関連
（２）IT委員会実務指針第６号関連
（３）監査IT技術（CAAT等）

■講　師：�原　伸夫（中小事務所等施策調査会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

2015年1月22日（木）［３限目］15：10～17：00
監査 	監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他

（１）監査業務に係る審査
（２）品質管理のシステムの監視
（３）品質管理レビュー制度
（４）監査事務所間の引継
（５）共同監査

■講　師：佐藤　真奈（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員）
■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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●新春全国研修会

2015年1月2 3 日 全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�新春全国研修会を2015年1月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＋13部会（	旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、埼玉、山梨、松本、岡山、米子、

松山、徳島、長崎）

　

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、17頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。
　※�神奈川会場は、研修会のご案内11月号より変更があり、「アットホームセミナールーム（松文

ビル３階）」にて開催いたしますのでご注意ください（17頁参照）。

2015年1月23日（金）［１限目］10：00～11：40
日本公認会計士協会が抱える課題と取組について

　政府の経済政策「三本の矢」のうちの「第三の矢」である成長戦略「日本再興戦略」が2014年６月に改訂されま
した。その中には、「コーポレートガバナンスの強化」、「IFRSの 任意適用企業の拡大促進」、「監査の質の向上、公
認会計士資格の魅力の向上に向けた取組の促進」等、公認会計士に関わる施策が含まれております。公認会計士が我
が国経済の成長に貢献することを社会から期待されている中、今回の研修では、日本公認会計士協会が抱える主な課
題とその取組状況について説明します。

■講　師：森　公高（日本公認会計士協会会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1101 ■履修単位：2

2015年1月23日（金）［２限目］13：00～14：40
IFRSの今後の展望

　IFRS（国際財務報告基準）の今後の展望として、まず、IASB（国際会計基準審議会）での基準開発の最近の動向
及び概念フレームワークの改訂作業についての概要を説明する。次に、我が国においてIFRSの任意適用が増加して
いるが、任意適用企業の動向や適用の状況を概観する。加えて、新たに公表が予定される修正国際基準（JMIS、国
際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準）の修正内容とその意義にも触れ
る。

■講　師：�西川　郁生（慶應義塾大学教授、公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：2

2015年1月23日（金）［３限目］15：00～16：40
税務 	今後の税制の展望

　2014年４月に消費税率が引き上げられた。しかし、消費税増税が実現しただけでわが国の税制の課題が解決した
わけではない。社会保障・税一体改革がひと段落した今、今後の税制をめぐる課題を再度洗い直す時期である。
　「基本方針2014」で決められた法人税改革、社会保障制度改革国民会議の報告書で触れられた所得税における公
的年金等控除の縮小、マイナンバーの導入とその定着、償却資産に係る固定資産税などの地方税制の改革、社会保障・
税一体改革後の消費税の行方など、今後のわが国の税制のあり方を展望する。

■講　師：�土居　丈朗（慶應義塾大学経済学部教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2



10

●随時研修会／大阪・東京

計算鑑定の実務〜計算鑑定人マニュアルと知的財産権の紛争処理実務について〜
　平成16年１月14日に、日本公認会計士協会から経営研究調査会研究報告第15号「計算鑑定人マニュアル」が公表され、
東京・大阪両地方裁判所に対して、日本公認会計士協会から計算鑑定人名簿の提供が行われております。知的財産権の
紛争処理に関し、損害額の算定が必要なものについては、当該計算鑑定人名簿をもとに、裁判所が案件ごとに鑑定を依
頼しています。
　上記研究報告は、公表以来、相当の期間が経過しているため、今般、計算鑑定実務に関する一層の理解促進を図る観
点から、改めて計算鑑定業務に携わる会員向けに研修会を実施することになりました。
　本研修では、東京・大阪両地方裁判所判事及び知財訴訟の現場で活躍している弁護士を迎え、裁判上争点となる具体
的ポイントを解説します。また、経営研究調査会の専門部会長が上記研究報告や、最近の計算鑑定事例について解説します。
　なお、今回、計算鑑定人名簿の見直しも併せて行うことから、当該名簿への登載を希望する会員は、本研修の受講
が必須となりますので、ご留意ください。

〈大阪会場〉2015年１月26日（月）13：00～14：40
■講師：谷　有恒（大阪地方裁判所　判事）
　　　　三村　量一（長島・大野・常松法律事務所　弁護士）
　　　　坂上　信一郎（経営研究調査会　バリュエーション専門部会　専門部会長）

■会場：�近畿会研修室

■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■履修単位：２

〈東京会場〉2015年２月17日（火）13：00～14：40
■講師：鈴木　千帆（東京地方裁判所　判事）
　　　　三村　量一（長島・大野・常松法律事務所　弁護士）
　　　　坂上　信一郎（経営研究調査会　バリュエーション専門部会　専門部会長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：5123 ■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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●冬季終日セミナー／東京

2015年1月27日（火）［１限目］10：00～11：40
参加型セミナー（１回）：「なぜ今、イノベーションなのか？」

　なぜ今、イノベーションなのか？
　本コースでは、その必要性を論ずる。時代が代わり新たな日本経済に必要な改革とは何か？日本経済の閉塞感を打
破するアベノミクスの第三の矢の方向性を見据える。それは、経済産業省が進める産業の枠を超え、他産業、他分野
との融合によってイノベーションを起こし、新たなサービスを創造する動きである。イノベーションが起きると何が
変わるのか、あらゆる場面でのイノベーションの効果を考える。

【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、新潟大学大学院技術経営研究科特任教授、
日本イノベーション融合学会理事長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：２

2015年1月27日（火）［２限目］13：00～14：40
参加型セミナー（２回）：「イノベーションとは何か？」

　イノベーションとは何か？
　本コースでは、イノベーションの内容を考える。技術革新と翻訳されてきたイノベーションの本質を考察し、現社
会に合った新たな定義を試みる。イノベーションの種類を学び、全体像に迫り、イノベーションの本質を理解する。
イノベーションは、単なる発想やアイデア止まりではなく、事業化までを含めたイノベーション・プロセスを考察す
る。企業や組織経営の成熟度に合ったイノベーションを考える。

【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、新潟大学大学院技術経営研究科特任教授、
日本イノベーション融合学会理事長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：２

2015年1月27日（火）［３限目］15：00～16：40
参加型セミナー（３回）：「イノベーション経営プロセスモデル」

　イノベーション経営プロセスモデルとは？
　本コースでは、イノベーションを起こすプロセスのフェーズを探る。イノベーションを起こす日本初のプロセスモ
デルの概要とプロセスチャートについて解説する。各プロセスの前提となっている知のピラミッドの理論についても
解説し、そのプロセスを動かす基本原則と基本姿勢について考察する。イノベーションを起こす体制は、個人能力と
組織能力がポイントであることを考える。
　

【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、新潟大学大学院技術経営研究科特任教授、
日本イノベーション融合学会理事長）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：２
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●木曜講座／東京

2015年1月29日（木）［１限目］10：00～11：40
倫理 	公認会計士として知っておくべき個人情報保護について

　「そういえば監査をされるときに、会計士さんには、当社の従業員の給与データをお渡ししていますよね。これっ
て個人情報保護法上、従業員からの同意を取り付ける必要って本当にないんでしたっけ。」という質問に適切に答え
られますか。
　本研修では、個人情報保護法の体系、企業や会計事務所が個人情報の漏えい事案等を発生させてしまった場合の対
応とその防止策を解説し、これにより個人情報保護に関して知見を高め、公認会計士として経営者と適切に意見交換
することができることを目指します。

■講　師：�髙橋　周（公認会計士、弁護士） ■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

2015年1月29日（木）［２限目］13：00～14：40
病院経営における公認会計士が果たすべき役割（前半）

　医療分野は今後の高齢化により拡大が見込まれる業界であるが、国の財政・政策とも密接な関係があり、医療の需
要が増大するからといって手放しに明るい未来が待っているとは言えない。こうした状況下にある医療業界に対して
関与する公認会計士として、まずは業界をとりまく環境と基礎知識について数字をベースに理解する必要がある。そ
こで本研修では、医療経営士の資格を有する公認会計士を講師としてポイントを絞って解説いただく。

■講　師：�髙　敏晴（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：5199 ■履修単位：2

2015年1月29日（木）［３限目］15：00～16：40
病院経営における公認会計士が果たすべき役割（後半）

　「医療は特殊な業界である」と言われる。一般の事業会社と共通している点もあるが、医療経営における最近の固
有論点を押さえることは、医療分野に関与する公認会計士としてクライアントからの信頼を獲得するうえで必要不可
欠である。
　また、我が国における医療の課題は、医療専門職だけの問題ではなくすべての国民に関わる身近な問題といえる。
その中で我々公認会計士が財務・経理の専門家として病院経営への貢献が期待されているのではないだろうか。本研
修では、医療経営士の資格を有する公認会計士を講師としてポイントを絞って解説いただく。

■講　師：�髙　敏晴（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：5199 ■履修単位：2
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●春季全国研修会

2015年2月4 日 、5 日 、6 日 全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！

●�新春全国研修会を2015年2月4日、5日、6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、17頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

2015年２月４日（水）［１限目］10：00～11：40
倫理 	キーワードで見る会計職業倫理

　会計職業倫理を考える際には、必ずと言ってよいほど出てくる用語、いわばキーワードがあります。これらはそれ
ぞれ、公認会計士が監査・会計実務を行う際に使われる、いわば親しみのある用語なのですが、それは職業倫理とど
のような関係にあるのでしょうか。この講義では、通常は会計職業倫理を学ぶ際に出てくるキーワードから、逆引き
の形でその職業倫理との関係を確認します。新たな発見と言うよりは、その関係性を理解することにより、会計職業
倫理に対するより深い理解を目指します。

■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

2015年２月４日（水）［２限目］13：00～14：40
監査 	会計不正に立ち向かう―職業的懐疑心の実践

　コーポレートガバナンスの重要性が問われているなか、いまだ多くの会計不正事案が報告されています。その事案
の多くはいくつかの手口に集約されています。監査の現場の公認会計士はこのような共通的な会計不正の手口を熟知
し、それに対応して監査計画の設計や監査手続きの実施、より強い証拠力がある監査証拠の入手努力とその評価等、
現場での万全の備えや心構えを持って監査業務に臨むこと、すなわち職業的懐疑心の発揮を実践することが必要です。
公認会計士の不正対応力の強化のためにも、不正事案を熟知しておくことは大変重要であると考えます。このような
観点から下記の論点について実践的、実務的観点からお話したいと思います。
　１．原価の付替え（在庫の水増し）
　２．収益認識
　３．架空売上
　４．見積り領域での監査対応
　５．監査契約・新規と継続時の対応
　６．不正事案の一般的特徴
　なお、公認会計士が職業的懐疑心を保持することを求められていますが、証券取引等監視委員会、国税局調査と会
計監査を比較しその相違から懐疑心の持ちようの違いについても述べたいと思います。

■講　師：�大森　一幸（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2
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2015年２月４日（水）［３限目］15：00～16：40
税務 	申告調整が必要な会計処理の詳説
　　―個別論点、グループ税制、組織再編税制、過年度遡及、税効果等―

　平成13年にASBJが設置されて以降、会計基準は第26号まで、企業会計基準適用指針は25号まで、それぞれ公
表されている。こうした、一般に公正妥当と認められる会計基準の設定もしくは修正等は、取得原価主義を原則とし
ながらもより企業の財政状態や経営成績をより明らかにするべく「時価」と「見積り」の概念を広く取り入れた考え
方を前提にしている。税務は、債務確定主義を原則としていることから、「時価」及び「見積り」を前提とする処理
が認められることは非常に少ない。こうした典型的な会計と税務の取り扱いの差異を申告所得の算定上、複雑で多岐
にわたる申告調整を行うことになる。一方で、組織再編税制やグループ法人税制等申告調整だけでは対応できない税
務固有の処理は会計処理に影響を与えることもある。これら実質二元の管理が必要な時代に、会計及び税務の専門家
である公認会計士の視点から、本講義は、こうした申告調整が生じることが想定される個別の論点について、具体的
な調整処理の在り方等を改めて整理することを目的としている。

■講　師：�佐藤　敏郎（東京会税務第一委員会研究成果物編纂会議編集員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4099 ■履修単位：2

2015年２月５日（木）［１限目］10：00～11：40
倫理 	公認会計士業務における情報セキュリティ

　毎年行っている情報セキュリティのアップデート研修です。
　会員のセキュリティ意識の向上につながるよう、監査事務所検査結果事例集等での指摘事項への対応や、セキュリ
ティの事故事例の紹介・対応等に加え、2014年７月に中小監査事務所連絡協議会入会事務所へ行ったＩＴ実４号に
関連する情報セキュリティに係るアンケート結果の概要説明と対応策の解説を行います。

■講　師：�河西　正之（IT委員会情報セキュリティ等対応専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

2015年２月５日（木）［２限目］13：00～14：40
公的部門の会計・監査の最新動向及び公会計協議会の組織概要について

　本研修では、公的部門（国・独立行政法人・国立大学法人・地方独立行政法人・地方公共団体）の会計・監査に関
する最新動向について、基準改訂の背景や今後の課題及び各種研究会等での検討状況を加えながら解説を行う。
　また、平成26年７月９日定期総会（９月１日：金融庁会則一部変更認可）にて、公会計協議会の設置が承認・認
可されたことに伴い、公会計協議会の組織概要及び主な方策等について解説する。

■講　師：�井上　東（公会計・監査担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

2015年２月５日（木）［３限目］15：00～16：40
監査 	監査業務に係る審査について

　本講義では、監査業務に係る審査に関して、「監査意見表明のための委託審査要領」、品質管理基準委員会報告書第
１号「監査事務所における品質管理」、監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」及び中小事務所等
施策調査会研究報告第２号「委託審査制度における審査の方法等について」において規定されている事項の概要を説
明するほか、品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書における監査業務に関する審査の内容、報酬依存
度のセーフガード、協会が実施する委託審査制度における審査の方法並びに平成25年監査基準改訂による審査の弾
力化についても解説を行います。また、品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による審査に関する最近の指
摘事例についても解説いたします。
　なお、本講義は、「監査意見表明のための委託審査要領」第19項に定める、監査責任者及び審査担当員が受講しな
ければならない、協会が実施する審査に関する研修に該当します。

■講　師：�中川　隆之（中小事務所支援担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2
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2015年２月６日（金）［１限目］10：00～11：40
倫理 	改正倫理規則等の概要について

　７月９日開催の定期総会において、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）のCode of Ethicsの改正を受け見直し
を行った倫理規則の一部変更案が承認された。本研修会では、当該規則改正に関連して改正又は制定された『独立性
に関する指針』及び『利益相反に関する指針』と併せ、改正倫理規則等の概要を解説する。
　また、改正を予定している『職業倫理に関する解釈指針』の解説やIESBAの動向、倫理ヘルプラインに寄せられ
た相談事例を紹介する予定である。

（※12月10日に冬季全国研修会で開催された「改正倫理規則等の概要について」と内容が一部重複します。）

■講　師：�上林　三子雄（倫理担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

2015年２月６日（金）［２限目］13：00～14：40
中小企業支援策の一環として−公認会計士による経営改善計画策定支援とは

　経営改善計画や再生計画の策定支援を通じて感じますのは、金融機関も中小企業もこのままではいけないと思いつ
つ、根本的な対応ができずに状況が悪化しているケースが依然としてあり、これを紐解く専門家（公認会計士）は相
変わらず求められているということです。
　経営状況が苦しくなった中小企業に対して公認会計士として何ができるでしょうか？
　今回の研修会では、経営改善計画策定支援に当たって公認会計士に期待される役割、計画書として求められている
内容、経営者との関わり方、巨額な粉飾があった場合の対処の仕方、金融機関の目線の理解等、重要なテーマについ
て、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

■講　師：相澤　啓太（中小企業施策調査会　企画専門部会　専門委員）
 秋山　範之（中小企業施策調査会　企画専門部会　専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5125 ■履修単位：2

2015年２月６日（金）［３限目］15：00～16：40
監査 	平成27年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

　平成27年３月期末を控え、本年度監査の留意事項について解説いたします。また、学校法人会計基準の一部改正
（平成27年度から適用（知事所轄法人については平成28年度））等を含む学校法人の会計及び監査の最新の動向につ
いて可能な限り新たな情報を提供するとともに、実務上の留意点を説明いたします。

■講　師：原　秀敬（学校法人委員会委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2
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●木曜講座／東京

2015年3月12日（木）10：00～11：40
資本市場を巡る最近の課題―市場関係者としての公認会計士への期待―

　日本取引所自主規制法人は、市場の健全性・公正性を確保するため、東京証券取引所及び大阪取引所における自主
規制業務を執行している。自主規制業務には、上場審査、上場管理、売買審査、考査などの業務が含まれる。
　このうち上場管理の役割は、主として、金融商品市場に株券等の有価証券を上場する上場会社による重要な会社情
報の開示（決定事実、発生事実、決算情報など）や企業行動などを監視し、必要な場合に、取引所規則に基づき措置
等を行い、上場金融商品の品質を維持することである。
　他方、このような事後的な監視・是正に加えて、不公正・不適切な事案が起きないよう事前予防的な対応にも力を
入れており、2014年10月には、エクイティ・ファイナンスのプリンシプルを公表し、上場会社及び資本市場の関
係者に対して、エクイティ・ファイナンスを実施するにあたり尊重すべき基本的な価値観（いわゆるプリンシプル）
を意識した自主的な行動を呼びかけ、我が国の資本市場におけるエクイティ・ファイナンスの品質向上を目指して活
動している。
　公認会計士の皆様は、法定監査、IPO支援、コンサルティング業務などを通じて、上場会社及び資本市場に関わる
こととなるため、本研修会では、当法人の役割、自主規制業務（特に上場管理業務）の概要、有価証券報告書の虚偽
記載や提出遅延等への取引所の対応、エクイティ・ファイナンスのプリンシプルなどの解説を行う予定である。

■講　師：�川本　哲也（日本取引所自主規制法人　常任理事） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5114 ■履修単位：2
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本部主催全国研修会会場一覧
新春全国研修会 春季全国研修会

受講
会場 会　場　名 2015年

1月23日（金）
2015年

２月４日（水）
2015年

2月5日（木）
2015年

2月6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

「第2中会議室」
TEL：022−265−8124

○
仙台商工会議所７階
「大会議室」

○ ○ ○

神奈川
横浜メディア・ビジネスセンター
TEL：045−681−7151

（神奈川県会事務局）

○
アットホーム

セミナールーム３階
TEL：045−681−7151

○
横浜メディア・ビジネスセンター
TEL：045−681−7151

○
横浜メディア・ビジネスセンター
TEL：045−681−7151

○
横浜メディア・ビジネスセンター
TEL：045−681−7151

名古屋 東海会研修室
TEL：052−533−1112 ○ ○ ○ ○

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

２／６（金）
DVD研修会

2／18（水）
DVD研修会

2／19（木）
DVD研修会

2／20（金）
DVD研修会

旭川 旭川リサーチセンター
TEL：0166−68−2820 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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

○ ○ ○ ○

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研修会に関する問合せ先
　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
 （ リフレッシュセミナー（監査編）・随時研修会・冬季終日・木曜講座）
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
2015年
1/16

（金）

13：00 〜 14：40 税務  新興諸国の最新会計・税務制度（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 税務  新興諸国の最新会計・税務制度（後半） 3,000円

2015年
1/20

（火）

10：00 〜 11：50 監査  監査事務所の品質管理の体制整備 3,000円

13：00 〜 14：50 監査  リスク・アプローチに基づく監査の実施 3,000円

15：10 〜 17：00 監査  その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ 3,000円

2015年
1/22

（木）

10：00 〜 11：50 監査  会計上の見積り 3,000円

13：00 〜 14：50 監査  監査ＩＴ対応 3,000円

15：10 〜 17：00 監査  監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他 3,000円
2015年
1/26

（月）
13：00 〜 14：40 計算鑑定の実務〜計算鑑定人マニュアルと知的財産権の紛争処理

実務について〜（大阪） 3,000円

2015年
1/27

（火）

10：00 〜 11：40 参加型セミナー（１回）：「なぜ今、イノベーションなのか？」 3,000円

13：00 〜 14：40 参加型セミナー（２回）：「イノベーションとは何か？」 3,000円

15：00 〜 16：40 参加型セミナー（３回）：「イノベーション経営プロセスモデル」 3,000円

2015年
1/29

（木）

10：00 〜 11：40 倫理  公認会計士として知っておくべき個人情報保護について 3,000円

13：00 〜 14：40 病院経営における公認会計士が果たすべき役割（前半） 3,000円

15：00 〜 16：40 病院経営における公認会計士が果たすべき役割（後半） 3,000円
2015年
2/17

（火）
13：00 〜 14：40 計算鑑定の実務〜計算鑑定人マニュアルと知的財産権の紛争処理

実務について〜（東京） 3,000円

2015年
3/12

（木）
10：00 〜 11：40 資本市場を巡る最近の課題−市場関係者としての公認会計士への

期待− 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
 （ 新春全国研修会・春季全国研修会）
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、17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

2015年
1/23

（金）

10：00 〜 11：40 日本公認会計士協会が抱える課題と取組について

13：00 〜 14：40 IFRSの今後の展望

15：00 〜 16：40 税務  今後の税制の展望

2015年
2/4

（水）

10：00 〜 11：40 倫理  キーワードで見る会計職業倫理

13：00 〜 14：40 監査  会計不正に立ち向かう—職業的懐疑心の実践

15：00 〜 16：40
税務  申告調整が必要な会計処理の詳説
　　− 個別論点、グループ税制、組織再編税制、過年度遡及、

税効果等−

2015年
2/5

（木）

10：00 〜 11：40 倫理  公認会計士業務における情報セキュリティ

13：00 〜 14：40 公的部門の会計・監査の最新動向及び公会計協議会の組織概要
について

15：00 〜 16：40 監査  監査業務に係る審査について

2015年
2/6

（金）

10：00 〜 11：40 倫理  改正倫理規則等の概要について

13：00 〜 14：40 中小企業支援策の一環として−公認会計士による経営改善計画策
定支援とは

15：00 〜 16：40 監査  平成27年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

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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第36回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉�社会貢献
� ～今、公認会計士が果たすべき使命～

開催日：平成27年9月18日（金）

会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル　沖縄ハーバービュー
（沖縄県那覇市泉崎2－46）

【研究発表第２会場】
沖縄県市町村自治会館
（沖縄県那覇市旭町116－37）

日本公認会計士協会は、第36回研究大会を「社会貢献～今、公認会計士が果たすべき使命～」
をメインテーマとして開催します。

昨今、経済のグローバル化によって企業競争が激化しているだけではなく、少子高齢化に
よる地方公共団体の財政問題や中小企業者の事業承継問題、任意団体や議員の政務活動費
等における不祥事などの社会問題が生じてきており、公認会計士が関わる範囲は非常に広く
なってきております。

公認会計士は情報の信頼性を確保することで国民経済の健全な発展に寄与することを使命
としており、上場会社や会社法に定める大会社の財務諸表監査だけではなく、その他の組織
の財務諸表等に関する情報の信頼性を確保することも、様々な社会問題を解決するために公
認会計士が果たすべき使命であると、改めて感じております。

社会の一員としての行政への参加、地域社会（自治会、ＰＴＡ等の任意団体）が抱える課
題に対する取組への支援、各士業団体との連携による住民サービスの向上への取組等、主
な業務である上場会社等の会計監査だけではなく、「社会に貢献する公認会計士」を標榜し、
各地域会によるそれぞれの地域社会における貢献活動が今後必然であり、また、重要である
と認識しています。

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表以外に、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「社会貢献〜今、公認会計士が果たすべき使命〜」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
　　 　研究論文による発表は、日頃の研究内容を論文にまとめて、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、図表等全てを含みます）
　　 • 　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による発表
　　 　パネルディスカッション形式による発表は、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
　　　フリーディスカッション形式による発表
　　 　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27年２月27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36回研究大会）では、８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沖縄会に割り当てる予定です。
　 　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、８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27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・沖縄会研究大会実行委員会）
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＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第35回研究大会）
　【研究発表（午前の部）】

テーマ１
【パネルディスカッション】
我が国公認会計士は、国際倫理基準を如何に実践していくべきか？
～ますます厳しくなる国際倫理基準環境への対応を、未来志向的に討論する～

テーマ２
【パネルディスカッション】
公認会計士たる監査役に期待される役割　
～『リスクマネジメントの監査』にチャレンジ～

テーマ３

【パネルディスカッション】
公認会計士による中小企業支援の取り組みと今後の展望
～創造力、チャレンジング・スピリットを発揮した新たな業務領域の拡大
に向けて～

テーマ４
【パネルディスカッション】
海外で活躍する公認会計士の現在と未来
～チャレンジング・スピリットの発揮の現場～

テーマ５
【論文発表】
第42回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
グローバル化時代におけるリスク会計の探求

　【研究発表（午後の部）】

テーマ１
【パネルディスカッション】
会計監査人に求められる職業的懐疑心とは何か？
～監査実務を担う監査人の認識を中心として～

テーマ２ 【パネルディスカッション】
社外役員のコーポレートガバナンスへの役割

テーマ３
【論文発表】
税務争訟事例の研究
～近年における事実認定と法解釈の傾向～

テーマ４
【パネルディスカッション】
Ｍ＆Ａと海外進出支援における知的財産戦略と専門家の役割
～戦略的な創造思考が新たな付加価値を生む～

テーマ５ 【パネルディスカッション】
未来を創る仕事～ＣＦＯというキャリアの組織内会計士たち～

テーマ６

【論文発表】
第42回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
税務会計研究の役割
～コーポレートガバナンス、財務報告および税制の統合的分析～
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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


