
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2015年5月23日（土）～7月21日（火）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

6月16日（火）

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための
固定資産台帳の整備促進と公認会計士の役割期待（前半） ２ 東京 3,000円

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための
固定資産台帳の整備促進と公認会計士の役割期待（後半）

公認会計士監査への期待　―アメリカ公認会計士監査制度
150年の歴史から何を学び、何を学んではいけないのか？

監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニ
ケーション」の改正及び監査基準
委員会研究報告「監査品質の枠組み」について

２ 東京 3,000円

6月4日（木）

民法改正の動向・要点解説（前半） ２ 東京 3,000円

民法改正の動向・要点解説（後半）

国際課税原則の抜本的改正
～帰属主義への変更と実務的影響（前半）

国際課税原則の抜本的改正
～帰属主義への変更と実務的影響（後半）

第49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

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（前半）

マイナンバーの取扱いと公認会計士及び
監査法人の対応について

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（後半）
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２
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東京 3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

5月23日（土）

6月25日（木）

7月21日（火）

7月8日（水）

7月16日（木）

税務  移転価格税制の基礎（上編） ２ 東京 3,000円

税務

税務

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
）編下（ 　　

２ 東京

東京

東京

東京

東京

無料全国

東京

東京

東京

3,000円

随時

土曜講座

木曜講座

定期総会

随時

木曜講座

監査

監査

倫理

共催　一般財団法人会計教育研修機構

CPE研修会のご案内
平成27年5月15日発行（毎月１回発行）

月号5　　



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

 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

公認会計士会館 実施中！（10月31日まで）

倫理
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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：http://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）

　 　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。

　 　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

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

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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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。

●土曜講座／東京

04：11～00：01］目限１［）土（日32月５
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。

■ ）士理税（一慎　木高 ：師　講 ■ 館会士計会認公 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

04：41～00：31］目限２［）土（日32月５
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。

■ ）士理税（一慎　木高 ：師　講 ■ 館会士計会認公 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

04：61～00：51］目限３［）土（日32月５
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。

■ ）士理税（一慎　木高 ：師　講 ■ 館会士計会認公 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2
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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。

●随時研修会／東京

民法改正の動向・要点解説（前半） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） 公認会計士会館

　民法改正要綱案が示され，改正の内容が明らかになりました。研修会では、条文に沿って、どの条文がどのよう
に変わり、それによってどのように理解すべきかを考えます。
　改正大項目は第１～第39まであり，前半では，第1「公序良俗」，第2「意思能力」，第3「意思表示」，第4「代
理」，第5「無効及び取消し」，第6「条件及び期限」，第7「消滅時効」，第8「債権の目的」，第9「法定利率」，第
10「履行請求権」，第11「債務不履行による損害賠償」，第12「契約の解除」，第13「危険負担」，第14「受領遅
滞」，第15「債権者代位権，第16「詐害行為取消権」，第17「多数当事者」，第18「保証債務」，第19「債権譲渡」
までを対象として，特に重要な改正点について説明します。
　なお，条文の改正を取り上げることから，民法（六法）は必ず持参してください。

６月４日（木）［１限目］13：00～14：40

民法改正の動向・要点解説（後半） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授） 公認会計士会館

　研修の後半では，第20「有価証券」，第21「債務引受」，第22「契約上の地位の移転」，第23「弁済」，第24
「相殺」，第25「更改」，第26「契約に関する基本原則」，第27「契約の成立」，第28「定型約款」，第29「第三
者のためにする契約」，第30「売買」，第31「贈与」，第32「消費貸借」，第33「賃貸借」，第34「使用貸借」，第
35「請負」，第36「委任」，第37「雇用」，第38「寄託」，第39「組合」を対象として，同じく，特に重要な改正
点について解説します。時間的な配分の関係で，前半・後半で多少項目のずれがあるかもしれません。
　なお，条文の改正を取り上げることから，民法（六法）は必ず持参してください。

６月４日（木）［２限目］15：00～16：40

民法持参

民法持参
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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。

●随時研修会(公会計に関する研修会）／東京

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための固定資産台帳の整備促進と
公認会計士の役割期待（前半）

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2109 ■履修単位：2

川口　明浩（公認会計士） 公認会計士会館

　公会計における財務書類等の作成のためには、地方公共団体での公有財産台帳や物品台帳の整備、インフラ資産としての道路及び
橋梁等の財務的な把握がこれまでも叫ばれてきた。平成27年1月23日付の総務大臣通知（「統一的な基準による地方公会計の整備
促進について」）においても、統一的な基準による財務書類等の作成を進めるために、固定資産台帳の整備を促進することが強調さ
れ、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」を示しており、統一的な基準による財務書類等の作成の基礎をなす公有財産台帳等
の整備・促進の実務に役立てることとしている。前半の講義では、当該手引きの内容及び論点について具体例を示しながら解説する。

６月16日（火）［１限目］13：00～14：40

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための固定資産台帳の整備促進と
公認会計士の役割期待（後半）

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2109 ■履修単位：2

川口　明浩（公認会計士） 公認会計士会館

　後半の講義では、統一的な基準に基づく財務書類等の作成のために、地方公共団体の実務担当者が固定資産台帳を整備
する業務に対して、公認会計士がどのような支援を期待されているのかという視点で、その役割期待について解説する。
すなわち、地方公共団体では、老朽化した公共施設等の存続の可否の政策的判断や改修計画等のファシリティ・マネジメ
ント等の推進等が、まさに現在の喫緊の課題である。また、事業別・施設別のセグメント分析等を行い、予算編成等へ活
用することも求められている。そのような実務的なニーズに対して、政策判断等に貢献する客観的データとしての固定資
産台帳を如何に活用することができるのか等に関する助言及び指導等が公認会計士に期待されているものと考えられる。

６月16日（火）［２限目］15：00～16：40

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（前半） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2109 ■履修単位：2

川口　明浩（公認会計士） 公認会計士会館

　現在、多くの地方公共団体によって作成されている財務書類は平成18年5月に公表された総務省方式改訂モデルや基準モデ
ルに基づいている。これらのモデルにより、夕張問題以来取り組んできた資産債務改革が一定程度進展してきたと評価されている
が、平成27年度以降導入予定の統一的な基準による財務書類等の作成等により、財務書類等を予算編成や行政評価等へ活用す
ることが「財務書類等活用の手引き」において示されている。前半の講義では、行政内部の活用（マネジメント）として、「マクロ的な
視点」を中心に、財政指標の設定や適切な資産管理について、それらの活用事例を踏まえて解説する。また、行政外部での活用（ア
カウンタビリティ）として、住民への公表や議会への説明及びＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集等について、活用事例を踏まえて解説する。

7月8日（水）［1限目］13：00～14：40

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（後半） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2109 ■履修単位：2

川口　明浩（公認会計士） 公認会計士会館

　後半の講義では、行政内部の活用（マネジメント）として、「ミクロ的な視点」（セグメント分析）を中心に解説する。「財務書類等活用の手引き」に
おいては、近年、日本における人口減少や少子高齢化が進む中、財務書類等をマネジメントツールとして予算編成に積極的に活用することが希少
資源を「賢く使うこと」につながるものとされている。予算編成への積極的な活用と密接に関連する視点として、施設の統廃合、受益者負担の適
正化及び行政評価との連携等が強調されている。しかし、このような活用事例は、現場において試行錯誤の中で行われているものであり、活用事
例として確立しているものでもなければ、他の団体に必ずしもそのまま普遍的に適用できるものでもない。従来から一部の団体で活用され、今回
は統一的な基準という新たな視点で進められようとしている財務書類等の活用について、公認会計士としての役割期待を踏まえて解説する。

7月8日（水）［２限目］15：00～16：40
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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。

●木曜講座／東京

04：11～00：01］目限１［）木（日52月6
 マイナンバーの取扱いと公認会計士及び監査法人の対応について

■ 特定個人情報保護委員会担当者
IT委員会　情報セキュリティ等専門委員会委員
 ：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

04：41～00：31］目限２［）木（日52月6

■ 千代田　邦夫（公認会計士・監査審査会 会長） ：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

04：61～00：51］目限３［）木（日52月6
監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正及び
監査基準委員会研究報告「監査品質の枠組み」について

■ 和久　友子（監査基準委員会コミュニケーション起草委員長）
濱上　孝一（監査基準委員会委員長）
 ：師　講 ■ 公認会計士会館：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

　マイナンバーの取扱いと公認会計士及び監査法人の対応について、次の４つの論点を中心に解説を行います。
①マイナンバー法制度の概要 ③監査業務及び税務業務への影響
②監査法人・会計事務所等の運営上の影響 ④罰則規定
　マイナンバーの取扱いの概要については、特定個人情報保護委員会から講師を招き、質疑応答も予定しています。
監査法人・会計事務所等の運営上の影響については、公認会計士が業務上マイナンバーを取り扱う場合及び監査法
人・会計事務所等がマイナンバーを管理する場合における留意点等について解説を行います。

公認会計士監査への一貫した期待
―経営者の不正による財務諸表の虚偽記載を発見せよ

なぜ監査リスク・アプローチなのか？
なぜ「付加価値を生む監査」なのか？
なぜ『日本再興戦略』（平成26年6月閣議決定）は公認会計士資格の魅力の向上に向けて取組みを促進せよという
のか？
　なぜ日本国は公認会計士のみに監査権限を付与したのか？

　平成26年改正会社法への対応や監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の
明確化等を目的として監査基準委員会報告書260の改正、また、会社法改正及びコーポレートガバナンス・コード
原案の公表に伴い、監査品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論に資することを目的として研究報告「監
査品質の枠組み」の公表が予定されております。
　本研修会では、これら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。

公認会計士監査への期待　―アメリカ公認会計士監査制度150年の歴史から
何を学び、何を学んではいけないのか？

監査

監査

倫理
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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。

●木曜講座／東京

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

品川　克己（税理士法人プライスウォーターハウスクーパース） 公認会計士会館

　外国法人に係る課税原則である「総合主義」が、OECDが提唱する「AOA」（Authorised OECD Approach）と
いう方式に基づく「帰属主義」に変更された。改正法の適用は2016年4月1日からであるが、すでに関連政令及び通
達も整備されている。これは、企業側が新たな課税原則である「帰属主義」に対応するための準備として必要な時間
を考慮したためであり、まさしくその対応準備を開始する時期に来ているといえる。そこで、本研修では、OECDや
税務当局（財務省、国税庁）での勤務経験のある講師をお招きし、前半、帰属主義の概要及び企業に与える影響につ
いて概論を解説いただく。

7月16日（木）［１限目］13：00～14：40

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

品川　克己（税理士法人プライスウォーターハウスクーパース） 公認会計士会館

　後半は、帰属主義に基づく外国法人課税について、法令の規定に基づき、その詳細を解説いただく。今回の課税原
則の変更は、一義的には外国企業の日本支店の所得計算及びその結果の税額に影響を及ぼすものであるが、他方、
日本企業の外国支店の所得計算及び外国税額控除にも影響を及ぼすものである。また、より重要な問題として、企
業側にとっても事務負担が増加する論点が多々あることである。理論的な観点のみならず、実務的な観点での重要
性、対応可能性に重点をおいて解説いただく。

7月16日（木）［２限目］15：00～16：40

税務  国際課税原則の抜本的改正～帰属主義への変更と実務的影響（前半）

税務  国際課税原則の抜本的改正～帰属主義への変更と実務的影響（後半）
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中継会場での視聴

定期総会
第49回定期総会の模様を、全国にLIVE中継します！ 

中継会場：東京を除く13地域会 ＋ 12部会（ 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）

　　　　　※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21日：第49回定期総会  全国中継のお知らせ
　７月21日（火）13時から開催される第49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25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月下旬から７月上旬にかけて発送する予定です。

■日　　　時： ）定予（ ）00：81～00：71声の員会（ 00：71～00：31　）火（日21月７年72成平

■中継会場： 全国25会場  ※全国会場一覧（12頁）をご参照ください。
＊ 東京を除く13地域会＋12部会（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）

■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49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7階

東海会研修室
TEL：045－681－7151（神奈川県会事務局）

名古屋

金沢 北陸会研修室
TEL：076

TEL：052－533－1112

－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 」トッネソＦ１「 本松ュニータンモルテホ
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

米子 国際ファミリープラザ３階「稲盛ホール」
TEL：0859－37－5112
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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］）

お申込日　平成　　年　　月　　日

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

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

7/21
（火）

7/16
（木）

7/8
（水）

6/25
（木）

6/4
（木）

6/16
（火）

5/23
（土）

10：00～11：40

13：00～14：40

15：00～16：40

13：00～14：40

15：00～16：40

13：00～14：40

15：00～16：40

10：00～11：40

13：00～14：40

15：00～16：40

13：00～17：00

13：00～14：40

15：00～16：40

13：00～14：40

15：00～16：40

移転価格税制の基礎（上編）

移転価格文書の作成のしかた（中編）

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）

民法改正の動向・要点解説（前半）

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（前半）

財務書類等情報の予算編成等に対する活用（後半）

国際課税原則の抜本的改正～帰属主義への変更と実務的影響（前半）

国際課税原則の抜本的改正～帰属主義への変更と実務的影響（後半）

民法改正の動向・要点解説（後半）

マイナンバーの取扱いと公認会計士及び監査法人の対応について

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための
固定資産台帳の整備促進と公認会計士の役割期待（前半）

統一的な基準に基づく財務書類等作成のための
固定資産台帳の整備促進と公認会計士の役割期待（後半）

公認会計士監査への期待　―アメリカ公認会計士監査制度
150年の歴史から何を学び、何を学んではいけないのか？

監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニ
ケーション」の改正及び監査基準
委員会研究報告「監査品質の枠組み」について

第49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

税務

税務

税務

税務

税務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

無料

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

倫理

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。
受講票をFAXにてお送りいたします。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

（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）

行はいたしません。

監査

監査
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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。

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）

■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4001 ■履修単位：2

＜初めての税務調査＞
　公認会計士は税の知識が豊富であったとしても、税務調査の経験が少ないと、これにどう対処したらよいかわからな
い人が多く、一方、納税者においても不安を抱えながら税務調査を受ける機会が少なくありません。この場合、税務
調査に関する納税者の不安を軽減しつつ、上手に税務調査を受けるためにはどう対処すべきかの話をします。さらに、
納税者と税務署の間で紛糾した場合に、その間に入って問題解決をするための対処方法をお話しします。

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。

＜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。前回に引き続き、
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。
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●税務業務部会研修会

04：61～00：51］半後［　04：41～00：31］半前［）木（日12月５
税務  第23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。

■ ）授教部学営経学大治明（恒忠　野水 ：師　講 ■ 館会士計会認公 ：場会
■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4091
■履修単位：各２
　　　　　　（前後半計４単位）

７月６日（月）14：00～15：40
税務  第24回　最近の綱紀監察事例の分析と実務上の対応

■  ：師　講 ■ 館会士計会認公 ：場会
■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4091 ■履修単位：2

※ 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

　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。

　近年、脱税ほう助、自己脱税、名義貸し等により、懲戒処分に付された税理士等が多くなっています。「税理
士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方（財務省告示第104号）」（平成20年3月31日）が公表された日以降
に行われた税理士の懲戒処分事例を分析し、税務業務を行う公認会計士が違反行為を効果的に未然防止できるよ
う、留意すべき税理士法の規定等をご紹介します。

岩﨑　健久（帝京大学経済学部経営学科教授）
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