
CPE研修会のご案内

共催　一般財団法人会計教育研修機構

平成27年3月15日発行（毎月１回発行）

3月号

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2015年3月25日（水）〜５月23日（土）

〈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

DVD
研修会

3月25日（水）

倫理  事例の比較から検討する会計職業倫理 
DVDDVD 　　（平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD） ２ 東京 3,000円

監査  会社法改正の動向（前半） 
DVDDVD 　　（平成26年５月22日木曜講座収録DVD） ２ 東京 3,000円

監査  会社法改正の動向（後半） 
DVDDVD 　　（平成26年５月22日木曜講座収録DVD） ２ 東京 3,000円

3月30日（月）

倫理  改正倫理規則等の概要について 
DVDDVD　　 （平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD） ２ 東京 3,000円

税務  租税回避と節税の法的差異（前半） DVDDVD
　　 （平成26年４月24日木曜講座収録DVD） ２ 東京 3,000円

税務  租税回避と節税の法的差異（後半） DVDDVD　　 （平成26年４月24日木曜講座収録DVD） ２ 東京 3,000円

〈平成27年度の研修会〉
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

木曜講座
4月16日（木） 税務  マイナンバー制度の概要と税務等について及び国外

　　財産調書制度について
２ 東京 3,000円

随時
5月14日（木）

機長のマネジメント 前半　－安全と人間－ ２ 東京 3,000円

機長のマネジメント 後半　－思考と行動－ ２ 東京 3,000円

土曜講座
5月23日（土）

税務  移転価格税制の基礎（上編） ２ 東京 3,000円

税務  移転価格文書の作成のしかた（中編） ２ 東京 3,000円

税務  海外取引に対する寄附金課税を回避するための対応策
　　 （下編）

２ 東京 3,000円
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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

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。
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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。

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。
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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

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。
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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

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。



6

●必須研修科目のDVD研修会／東京
必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」に該当する
講義を録画したDVDを上映いたします。

３月25日（水）［１限目］10：00〜11：40
倫理 	事例の比較から検討する会計職業倫理
　　	（平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD）

　会計職業倫理を学ぶ際には、過去に生じた事例をもとにその問題点等を検討することが有効です。この講義では、
過去に生じた事例を検討しますが、特に類似した事例を比較検討して、その同一点、違いを見ることとします。すな
わち、類似の事例であっても、その経過、結末、社会の反応、そしてそこに関わった会計専門職の判断は必ずしも一
致するものではありません。そこで、会計専門職がどのような行動をすべきであったかの結論は、いずれにしても一
概に出せるものではありません。しかしながら、事例の相違点をみながら、自らをその立場においてみて検討するこ
とは、職業倫理を学ぶ上では有効な方法と考えられるのです。

■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25日（水）［２限目］13：00〜14：40
監査 	会社法改正の動向（前半）
　　	（平成26年５月22日木曜講座収録DVD）

　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

３月25日（水）［３限目］15：00〜16：40
監査 	会社法改正の動向（後半）
　　	（平成26年５月22日木曜講座収録DVD）

　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

DVDDVD

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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３月30日（月）［１限目］10：00〜11：40
倫理 	改正倫理規則等の概要について
　　（平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD）

　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、本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。
　その他、IESBAの動向や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。
　（※8月8日に夏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」と内容は同様のものとなります。）

■講　師：�矢定　俊博（倫理委員会副委員長・IESBAテクニカルアドバイザー） ■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30日（月）［２限目］13：00〜14：40
税務 	租税回避と節税の法的差異（前半）
　　	（平成26年４月24日木曜講座収録DVD）

　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（中央大学商学部教授） ■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

３月30日（月）［３限目］15：00〜16：40
税務 	租税回避と節税の法的差異（後半）
　　	（平成26年４月24日木曜講座収録DVD）

　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（中央大学商学部教授） ■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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平成27年度（平成27年４月〜）の研修会です。
　注）平成26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。

●木曜講座／東京

４月16日（木）13：00〜15：10
税務 	マイナンバー制度の概要と税務等について及び国外財産調書制度について

　平成27年10月からのマイナンバーの通知から、平成28年１月からのマイナンバー利用開始まで、期間が迫って
きました。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の３分野での利用から制度がスタートしますが、公認会計士に
とっても税や社会保障の手続などの対応が必要になります。
　今回は、マイナンバー制度の概要を説明した上で、公認会計士業務を行うに当たって必要な対応について、税務関
係、社会保障関係の手続の変更内容を解説します。
　また、特定個人情報の取扱について及び法人番号についても併せて説明します。
　次に国外財産調書制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が喫緊の課
題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告していただく
仕組みとして、平成24年度の税制改正により導入され、平成26年１月から施行されています。
　また、平成27年１月からは正当な理由のない不提出等に対する罰則規定が施行されました。
　今回の研修会では、国外財産調書の提出義務者や、国外財産の意義、国外財産の価額、国外財産調書への記載事項
等、国外財産調書制度の概要について説明します。

■講　師：�猪野　茂（国税庁長官官房企画官） ■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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●随時研修会／東京

５月14日（木）［１限目］13：00〜14：40
機長のマネジメント	前半　−安全と人間−

　人間は必ずエラーを犯します。何故ならそれは誰もが持っている「人間の限界と特性」からくるものだからです。
だからといってエラーの発生を易々と容認するわけにはいきません。エラーの発生を最小限で食い止めるためには、
エラー発生のメカニズムとともに人間の持つ特性を理解し、エラーの発生しにくい環境を作り上げなければなりませ
ん。今回の研修ではいくつかのトピックスを通して、そういった事柄についての「気付き」を促します。

■講　師：�村上　耕一（元全日本空輸株式会社　機長） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：9501※ ■履修単位：2

５月14日（木）［２限目］15：00〜16：40
機長のマネジメント	後半　−思考と行動−

　人間の思考と行動は切っても切れない関係にあるはずです。ところが、得てして思考を伴わない行動に走って
しまいがちなのが人間です。何も考えずただ教わった通り、指示された通りの行動は、いつかは重大なエラーを犯
してしまうリスクをはらんでいます。研修後半では、パイロットに対して行われているCRM（Crew Resource 
Management）訓練を簡単に紹介するとともに、機械には持ちえない「人間の底力」についての気付きを目指します。

■講　師：�村上　耕一（元全日本空輸株式会社　機長） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：9501※ ■履修単位：2

※人的スキルによる１事業年度に取得できる履修単位の上限は５単位です。

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23日（土）［１限目］10：00〜11：40
税務 	移転価格税制の基礎（上編）

　いまや、大手企業だけでなく中堅・中小企業についても、海外取引に対する税務調査が急増しています。特に、移
転価格調査においては、他の税務調査と比べて提出を要求される書類が複雑かつ膨大であり、長期にわたることは周
知のとおりですが、企業が事前準備のないまま資料を提出することは、調査が企業にとって不利な方向へ向かうリス
クを高めます。
　本講座では、税務の中でも特殊な分野といわれている移転価格税制について、最新の改正事項等を踏まえ基本的な
内容を解説いたします。これから国際税務業務に携わる新任担当者や初めて移転価格税制について触れる方が、業務
に必要な最低限の基礎知識を学べる内容となっております。

■講　師：�高木　慎一（税理士） ■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

５月23日（土）［２限目］13：00〜14：40
税務 	移転価格文書の作成のしかた（中編）

　平成22年の税制改正により、我が国においても『移転価格文書』の作成が間接的に義務付けられ、提出期限内に
書類を提出することが出来ない場合には、ペナルティが課されることになっております。
　本講座では、移転価格文書の制度概要の解説に加え、文書を作成する（作成を依頼する）ための基礎知識から実務
上のポイントまでを、テンプレートに基づき解説します。

■講　師：�高木　慎一（税理士） ■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

５月23日（土）［３限目］15：00〜16：40
税務 	海外取引に対する寄附金課税を回避するための対応策（下編）

　海外取引に対する税務調査においては、海外子会社に対する役務提供取引の対価の回収漏れ、海外子会社への低額
貸付等が寄附金として課税されることが多くなっています。
　また、日本の税務当局の担当者が「移転価格上の税務コンプライアンス」として推奨しているように、納税者が移
転価格ポリシーを構築し、自ら移転価格を管理することは、日本だけでなく海外における課税リスクを低減させるこ
とも可能となります。本講座では、移転価格ポリシーの基礎知識から、移転価格ポリシーを構築する際の実務上のポ
イントを解説します。

■講　師：�高木　慎一（税理士） ■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
 （ 平成26年度の研修会：DVD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、上記宛てにＦＡＸをお送りくだ
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

３/25
（水）

10：00 ～ 11：40 倫理  事例の比較から検討する会計職業倫理
　　 （平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD）

3,000円

13：00 ～ 14：40 監査  会社法改正の動向（前半）
　　 （平成26年５月22日木曜講座収録DVD）

3,000円

15：00 ～ 16：40 監査  会社法改正の動向（後半）
　　 （平成26年５月22日木曜講座収録DVD）

3,000円

３/30
（月）

10：00 ～ 11：40 倫理  改正倫理規則等の概要について
　　 （平成26年10月22日秋季全国研修会収録DVD）

3,000円

13：00 ～ 14：40 税務  租税回避と節税の法的差異（前半）
　　 （平成26年４月24日木曜講座収録DVD）

3,000円

15：00 ～ 16：40 税務  租税回避と節税の法的差異（後半）
　　 （平成26年４月24日木曜講座収録DVD）

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
 （ 平成27年度の研修会：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：050 ー 3730 ー 4355
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、上記宛てにＦＡＸをお送りくだ
さい。
なお、CPEレター特別号にてご案内のとおり、平成27年４月１日以降開催する本部主催・研修会においては受
講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

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

4/16
（木） 13：00 ～ 15：10 税務  マイナンバー制度の概要と税務等について及び国外財産

調書制度について
3,000円

5/14
（木）

13：00 ～ 14：40 機長のマネジメント 前半　－安全と人間－※ 3,000円

15：00 ～ 16：40 機長のマネジメント 後半　－思考と行動－※ 3,000円

5/23
（土）

10：00 ～ 11：40 税務  移転価格税制の基礎（上編） 3,000円

13：00 ～ 14：40 税務  移転価格文書の作成のしかた（中編） 3,000円

15：00 ～ 16：40 税務  海外取引に対する寄附金課税を回避するための
　　 対応策（下編）

3,000円

※人的スキルによる１事業年度に取得できる履修単位の上限は５単位です。

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】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861
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■税務業務部会研修会（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）について■

　税務業務協議会では、税理士として実際に業務をしている会員のため、税務業務に直結した研修会を
提供いたします。そのため、本研修会は税務業務部会の部会員及び賛助部会員の方を対象とします。本
研修会への申し込みについては、部会員及び賛助部会員に電子メールにてご案内します。
※賛助部会員への入会は随時可能です（入会方法はJICPAニュースレターをご参照ください）。

●税務業務部会研修会
	 開業するなら知っておきたい税務実務研修会（全４回実施予定）／東京
　 　「これから独立開業する」又は「将来的に独立開業したい」と考えている方のためのセミナーを４回にわたって開催

します。公認会計士が初めて個人で開業した場合に直面しがちな個々の課題（申告書対応、税務調査対応等）について、
税務業務の経験豊かな先輩公認会計士が丁寧に解説します。

３月18日（水）19：00〜21：00
税務 	第１回　税務業務の年間スケジュール／税理士法の解説①

＜税務業務の年間スケジュール＞
　各種研修で学ぶ税法は課税所得の計算方法や特例の適用など、税額の計算について学ぶことが多いと思われますが、
実際の税務業務を行う上で、どのようなタイミングで各種申告や手続きを行う必要があるかについて、学ぶ機会があ
まりないのが現状です。この研修では、税務業務を実際に行うに際して重要となる年間のスケジュールや各種期限に
ついて解説を行います。

＜税理士法の解説＞
　すでに税理士を開業している公認会計士は、業界の雰囲気が違うといった印象を抱いています。理由の一つには「に
せ税理士防止」「脱税ほう助禁止」などが税理士法等に詳細に規定されていることが挙げられます。そこで、知らな
いうちに税理士法違反をしていることが無いように、税理士法等を正しく理解する必要があります。今般２回に分け、
歴史、税理士業務内容、権利義務、責任などについて事例を挙げ税理士法を解説します。

■講　師：伊藤　耕一郎（税務業務協議会　税務業務支援専門委員会　専門委員）
　　　　　小見山　満（日本公認会計士協会　理事）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4001 ■履修単位：2

６月10日（水）19：00〜21：00
税務 	第２回　初めての税務調査対応／税理士法の解説②

■講　師：前川　修満（税務業務協議会　税務業務支援専門委員会　専門委員長）
　　　　　小見山　満（日本公認会計士協会　理事）

■会場：�公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4001 ■履修単位：2

税務業務部会研修会は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。
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●税務業務部会研修会

４月22日（水）15：00〜16：40
税務 	第21回　公表条文から読み込む平成27年度税制改正における、法人課税の
　　	改正ポイント

　平成27年度税制改正では、法人課税改革のスタートとして、税率の引下げとともに、課税ベースの拡大（欠損金
の繰越控除、受取配当益金不算入、法人事業税における外形標準課税の拡大、租税特別措置の見直し）が行われます。
これらの改革の内容を中心に、今回の改正における主要項目と今後の展望について解説します。

■講　師：�小畑　良晴（一般社団法人　日本経済団体連合会） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4002 ■履修単位：2

５月21日（木）［前半］13：00〜14：40　［後半］15：00〜16：40
税務 	第22回　最近の企業課税をめぐる判例について

　最近は、租税訴訟について、①ヤフー事件、ＩＢＭ事件など、組織再編成税制をめぐる事件、②事業体といわれ
る組合をめぐり、法人税が課されるのか、所得税が課されるのか、特に、投資家の損益通算の可否を争点として議
論が多くなされています。さらに、アメリカ合衆国におけるデラウエア州法の組合法を用いた仕組みが問題とされ、
法人であるのか、組合であるのか、という判断の基準が明確にならず、最高裁の判決が待たれるところです。

■講　師：�水野　忠恒（明治大学経営学部教授） ■会場：�公認会計士会館
■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4091
■履修単位：各２単位
　　　　　　（前後半計４単位）

※ 本研修会は税務業務部会の部会員及び賛助部会員の方を対象とします。本研修会への申し込みについ
ては、部会員及び賛助部会員に電子メールにてご案内します。

●問い合わせ先
　担当事務局：自主規制・業務本部　中小事務所・租税・経営グループ
　ＴＥＬ：03-3515-1160　ＦＡＸ：03-5226-3356
　電子メール：zeimubukai@sec.jicpa.or.jp

税務業務部会研修会は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。
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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）


