
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2015年8月20日（木）～12月22日（火）

（次頁に続く）

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

8月20日（木）

平成28年度税制改正要望の解説 ２ 3,000円

学校法人会計・監査の最近の動向について

平成27年度新品質管理レビュー制度及び
上場会社監査事務所登録制度について

２ 3,000円

監査・保証実務委員会実務指針第91号
「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」について

会計検査院：制度、組織、ならびに検査実務

経営者の会計操作の動機と株式市場の反応
第43回日本公認会計士協会学術賞受賞作品

会計士の職業倫理を巡る制度変更の最新動向について
－パートナー・ローテーションや違法行為対応等の検討状況など－

【パネルディスカッション】
会員事務所のセキュリティ～アンケートの分析結果と対応策

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

社会福祉法人会計基準等について

２

２

２

２

２

２

２

２

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8月21日（金）

8月31日（月）

税務

監査提言集の解説
～監査人としての職業的懐疑心を発揮するために～

中小企業の事業承継を巡る現状と課題
～中小企業庁の施策と事業引継ぎガイドラインを中心に～

企業再生の税務（後半）

企業再生の税務（前半）税務

税務

２ 3,000円

２ 3,000円

3,000円

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

倫理

倫理
夏季全国

随時

監査人の
ための
IT研修会

那覇
10/5（月）

8月27日（木）

那覇
10/7（水）

8月28日（金）

那覇
10/8（木）

那覇
10/6（火）

9月3日（木） フレームワークに基づくIFRS研修会 ７ 無料東京

8月25日（火）

ITリスク評価に関するアップデート研修2015

不正対応におけるCAATの利用
－企業における内部監査での対応の考察

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

クラウド環境が監査に与える影響 ２ 3,000円東京

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8月15日発行（毎月１回発行）
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全国

全国

全国

全国

全国

全国

全国

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

随時

9月8日（火）

9月25日（金）

第９回IFRSの基礎講座：企業結合

第10回IFRSの基礎講座：連結、持分法

第11回IFRSの基礎講座：人件費、税金

第12回IFRSの基礎講座：初度適用

２ 3,000円東京

１ 1,500円東京

２ 3,000円東京

１ 1,500円東京

9月15日（火）
財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（前半）

財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（後半）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

随時

10月28日（水）

11月24日（火）

会社法シリーズ　第１回　設立と期間設計

会社法シリーズ　第２回　取締役の責任

民法シリーズ　第２回　「人」（自然人）に関する法律関係

民法シリーズ　第３回　「人」に関する法律関係（法人）

民法シリーズ　第４回　「意思表示」と「代理」制度

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

会社法シリーズ　第３回　内部統制の要点

会社法シリーズ　第４回　株主の権利（１）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

12月7日（月）
民法シリーズ　第５回　「所有」をめぐる法律関係

民法シリーズ　第６回　「契約」成立と債権保護のしくみ①

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

12月22日（火）
会社法シリーズ　第５回　株主の権利（２）

会社法シリーズ　第６回　M&Aの概要と留意事項

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

10月30日（金）

土曜講座

秋季全国

10月17日（土）

業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における
会計上及び監査上の取扱い」の改正ポイント

監査

監査

脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～理論編～

脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～実践編～

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

２ 3,000円

子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園及び
認定こども園の会計処理と監査について（仮題）

新運用の特定調停スキームと中小企業再生・経営者保証ガイド
ライン対応

民法シリーズ　
第１回　ゼロからの民法入門（民法の基礎理論と考え方）

監査

IESBA違法行為プロジェクトの動向と改正倫理規則等に
ついて

２ 3,000円

全国２ 3,000円

全国

東京

２ 3,000円

２ 3,000円

東京２ 3,000円

11月20日（金）
東京２ 3,000円

東京２ 3,000円

監査の品質管理の実務～平成26年度品質管理レビューの事例から～
及び「平成27年度新品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所
登録制度」について

監査
２ 3,000円

中小企業が直面する株式面の課題と解決策 ２ 3,000円

消費税における各種届出書の提出と留意点等について ２ 3,000円

倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応 ２ 3,000円倫理

税務

最近の検査結果事例について

２ 3,000円

10月21日（水）

那覇
11/11（水）

10月22日（木）

那覇
11/12（木）

10月23日（金）

那覇
11/13（金）

倫理
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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

 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

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

税務

税務
業務部会
研修会

組織内
会計士協議会
研修会

組織内会計士研修会「IR実務研修会」

３ 東京

３ 東京

8月24日（月）

8月21日（金）

9月11日（金）

第26回　IT活用による業務の効率化
…Google・Excelを使った相続税土地評価資料の作り方

税務 組織内会計士研修会
「企業経営にかかる税務実務の留意事項」

２ 東京

無料

３ 東京9月24日（木）
組織内会計士研修会
「経営管理（予実管理・原価管理）の極意
～業種別の実例説明も踏まえて～」

無料

３ 東京10月8日（木）
組織内会計士研修会
「企業金融に関する研修会
～金融機関による中小企業の経営支援～」

無料

無料

無料

税務

税務
9月11日（金）

第27回「非営利法人の税務について（仮題）」（前半） ２ 東京

第27回「非営利法人の税務について（仮題）」（後半） ２ 東京

無料

無料
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「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

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。

１．　公会計協議会ウェブサイト（http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/index.html）上で入会申請を
行う。
※　公会計協議会は、申請者が部会員又は賛助部会員となることができる要件を備えていること
を確認の上、名簿に記載し、その旨を当該申請者の会員メールアドレス宛てに通知する。

２．　賛助部会員：初期研修（11単位）を修了する。
※　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」が会
員メールアドレス宛てに通知される。

４．　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修の義務が生じる。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。

■公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修及び継続研修について■

　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）

　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、体系化された研修を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、希望により、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、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。）

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、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。）又は監査委員の実務
経験を指す。
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■初期研修のカリキュラム

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。

　賛助部会員は、以下の全ての研修を修了すると、部会員となる要件を満たします。なお、初期研修の
受講料は無料としております。

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方公共団体の法規 神野 直彦
（東京大学名誉教授） 120分 2 研修コード：2106

教材コード：E021680 無料

地方財務Ⅰ

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）

130分 2 研修コード：2106
教材コード：E021620 無料

地方財務Ⅱ
（前後半）

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）

前半：60分
後半：90分

前半：１
後半：２

研修コード：
前半：2106
後半：2106
教材コード：
前半：E021631
後半：E021632

無料

地方財務Ⅲ

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
（学校法人青山学院常任
監事・青山学院大学名誉
教授・公認会計士）（「地
方公営企業」担当）

130分 2 研修コード：2106
教材コード：E021670 無料

地方公共団体の監査

鈴木 豊
（学校法人青山学院常任
監事・青山学院大学名誉
教授・公認会計士）

130分 2
研修コード：3111
教材コード：E032130 無料
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■継続研修のカリキュラム

テーマ：行政法①
 講　師：高橋　滋（一橋大学大学院法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E021900
■標準受講時間：130分 ■履修単位：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。

　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修の義務が生じます。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ます。
　平成27年７月１日より配信が開催された「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座を以下の
とおりお知らせします。
　継続研修の講座は、今後順次配信いたします。
　なお、平成27年度は継続研修の受講料を無料としております。

　「行政法」においては、外部監査の実施に際し備えておくべき法的素養としての「行政法」に関する基礎知識を概
説する。第１回においては、地方公共団体が直面する法的課題を認識する観点から「現代行政法の特色」「行政法の基
本原理」等について学ぶ。

テーマ：行政法②
 講　師：高橋　滋（一橋大学大学院法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E021910
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　「行政法」においては、外部監査の実施に際し備えておくべき法的素養としての「行政法」に関する基礎知識を概
説する。第２回においては、行政法の基本概念である「行政処分」「その他の行為」「主観訴訟と客観訴訟」を解説
する。

テーマ：行政法③
 講　師：高橋　滋（一橋大学大学院法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E021920
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　「行政法」においては、外部監査の実施に際し備えておくべき法的素養としての「行政法」に関する基礎知識を概
説する。第３回においては、監査結果をめぐって裁判となった事例を複数紹介し、行政法上の観点からどのような点
に留意しつつ、監査を進めるべきかについて、概説する。
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テーマ：地方公共団体における監査委員制度（その２）
 講　師：道幸　尚志（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032360
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　「地方公共団体における監査委員制度（その２）」では、地方公共団体の監査委員監査のうち、行政監査、決算審査、
住民監査請求等について説明する。具体的には、行政監査と財務監査の異同、なじみのない住民監査請求及び公認会計
士の財務諸表監査に相当する決算審査等がどのように行われているかについて説明する。また、地方公共団体の監査制
度の改正の方向性について総務省の資料により説明し、地方公共団体の監査の抱える現状と課題を説明する。

テーマ：住民監査請求及び住民訴訟制度と事例
 講　師：平本　登（東京都監査事務局総務課課長代理（調査担当））
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032370
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　住民監査請求監査の事務処理に係る実践的な知識及び技能について学ぶとともに、具体的な請求事例等について解
説する。
【概要】
①　住民監査請求・住民訴訟制度の意義
　⇒　制度の沿革と根拠規定、監査の対象、最近の動向など
②　住民監査請求・住民訴訟に係る事務処理
　⇒　請求書の受理等の手続、監査計画の策定、要件審査の方法など
③　報告書の作成等
　⇒　報告書の作成及び審議、監査結果の報告と勧告など
④　住民監査請求・住民訴訟事例の解説

テーマ：地方税（地方税概論・各論・徴収）
 講　師：関口　智（立教大学大学院経済学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：4001

■教材コード：E041620
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　日本の地方税制に関して解説する。まず、地方税概論では、租税の定義、国民負担率と地方税、国と地方の税収配
分、地方税原則と所得課税・消費課税・資産課税、日本の地方税体系等を取り扱う。次に、地方税各論では道府県
税・市町村税・税交付金の各項目、課税自主権の行使（法定外普通税、法定外目的税、超過課税と不均一税）等を取
り扱う。最後に地方税の徴収関係等を取り扱う。
　研修では、単に日本の地方税の概要、仕組み、徴収の解説を行うのみならず、国税との比較、歴史的推移、国際比
較を通じて、可能な限り複眼的な視点を織り交ぜる。

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。

監査

監査

テーマ：地方公共団体における監査委員制度（その1）
 講　師：道幸　尚志（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032350
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　「地方公共団体における監査委員制度（その１）」では、地方公共団体の監査委員制度の概要と監査委員が実施する
監査の概要と監査プロセスについて説明する。具体的には、監査委員が実施する監査の種類とその概要を説明した
後、毎年度実施される定期監査（財務監査）の「計画－実施－報告－結果のフォロー」という監査一連のプロセス
を具体的に説明し、公認会計士監査との異同を明確にし、民間の監査の視点とは異なる地方公共団体の監査で必要
な視点・考え方を説明する。

監査

7



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・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。

これまでに配信を開始している「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座は以下のとおりです。

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方公共団体の
資金調達

木村 功
（総務省自治大学校客員
教授・財団法人地域総合
整備財団専務理事）

120分 2 研修コード：2109
教材コード：E021790 無料

財政分析

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）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021810 無料

NPMの基礎理論、
行政評価

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）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021820 無料

公の施設 坂邊 淳也
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021850 無料

収入 松本 正一郎
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021830 無料

新地方公会計基準

鈴木 豊
（学校法人青山学院常任
監事・青山学院大学名誉
教授・公認会計士）

120分 2 研修コード：2109
教材コード：E021860 無料

「今後の新地方公会計
の推進に関する研究
会要領等」の解説①
（財務書類作成要領 /
連結財務書類作成の
手引き /Q&A）

菅原 正明
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021800 無料

「今後の新地方公会計
の推進に関する研究
会要領等」の解説②
（資産評価及び固定資
産台帳整備の手引き /
Q&A）

小室 将雄
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021870 無料

財務書類等の活用に
ついて

鵜川 正樹
（青山学院大学大学院会
計プロフェッション研究
科特任教授・公認会計士）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021840 無料
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●夏季全国研修会

8月20日、21日、27日、28日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●夏季全国研修会を8月20日、21日、27日、28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）

●会場は、31頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「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）

8月20日（木）［１限目］10：00～11：40

8月20日（木）［２限目］13：00～14：40

8月20日（木）［３限目］15：00～16：40

監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する
監査上の取扱い」について

平成28年度税制改正要望の解説

学校法人会計・監査の最近の動向について

　監査・保証実務委員会では、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」等を適用して工事進行基準によ
り施工者における工事収益及び工事原価の認識を行っている企業の財務諸表の監査において、関連する監査基準委員
会報告書の要求事項を適切に適用するために留意する事項を適用指針として取りまとめ、平成27年４月30日付けで、
監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」を公表した。
　本研修会では、当該実務指針の策定経緯と内容について詳しく解説を行う。

■講　師：田中　淳一（監査・保証実務委員会　工事進行基準監査検討専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

　平成28年度の税制改正要望を検討するに当たっては、以下の点について考慮した。まず、『日本再興戦略 改訂
2014』の中にもあるように、「ＩＦＲＳの任意適用企業の拡大促進」が重要な政府の施策となっているが、その任意
適用にあたっては、実務上、収益の認識基準や減価償却など法人税法における対応が必要となると考えられる。また、
大企業のみならず中小企業の活動も国際化していることから、ＢＥＰＳプロジェクト等の国際的取組を踏まえ、国際
租税についても更なる対応が必要である。さらに、我が国の大部分を占める中小企業においては、事業承継への対応
が必要となっている。「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度」は平成25年度税制改正及び平成
27年度税制改正でそれぞれ適用要件の一部が緩和されたが、スムーズな事業承継を推進すべく、より一層の対応が
必要となると考えられる。
　本研修会は上記のとおり検討、作成された平成28年度税制改正要望のポイントについて解説するものである。

■講　師：佐藤　正樹（租税政策検討専門部会専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

　学校法人委員会では、学校法人の会計及び監査を取り巻く状況の変化に対応して、学校法人会計基準改正に伴う実
務指針等の見直しを検討し、順次公表しております。本講義では、学校法人に関する会計・監査の最近の動向につい
て可能な限り新たな情報を提供するとともに、学校法人委員会研究報告第10号「監査基準委員会報告書240「財務
諸表監査における不正」を学校法人監査に適用する場合の留意点」を基に、学校法人における不正のリスクの例示を
ご紹介します。

■講　師：学校法人委員会関係者
■参加料：3,000円 ■研修コード：3102 ■履修単位：2
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8月21日（金）［１限目］10：00～11：40

8月21日（金）［２限目］13：00～14：40

8月21日（金）［３限目］15：00～16：40

【パネルディスカッション】会員事務所のセキュリティ
～アンケートの分析結果と対応策

平成27年度新品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度について

経営者の会計操作の動機と株式市場の反応
第43回日本公認会計士協会学術賞受賞作品

　平成26年７月にＩＴ委員会と中小事務所等施策調査会の共同で「ＩＴ委員会実務指針第４号「公認会計士業務に
おける情報セキュリティの指針」に関連する情報セキュリティに係るアンケート」を実施しました。これは、会員事
務所において取り組まれている実態を把握し、情報セキュリティの取組に関する改善策を検討することを目的とした
ものです。今般、アンケートに対する回答の取りまとめ、分析及び対応策の検討が終わりましたので、パネルディスカッ
ション形式で内容を説明します。会員事務所のセキュリティレベル向上に役立てていただければと思います。

■パネラー：原 伸夫（中小事務所等施策調査会　中小事務所ＩＴ対応支援専門部会専門部会長）、
　　　　　　佐藤真奈（同専門部会専門委員）
　コーディネーター：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

　品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度は、平成25年５月23日付けの「品質管理レビューのあ
り方見直しについての提言」を受けて見直しが行われ、会則等の変更も承認されていますが、いよいよ本年7月1日
以後実施する品質管理レビューから適用になります。また、上場会社監査事務所登録制度については、現在、一部追
加の見直しが行われています。そのほか、監査役等への品質管理レビューの結果の通知について、監査基準委員会報
告書260の改正が行われています。
　本講義では、これらの改正により変更となる平成27年度の新品質管理レビュー制度等について解説を行います。

■講　師：関根　愛子（品質管理担当副会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

  本講義の主要な目的は、新規株式公開、買収防衛策導入、企業再編をめぐる経営者の会計操作（利益調整）の動機
とその株式市場への影響についての実証的な分析の結果を解説することである。まず、「利益調整」の概念を学術的に
定義する。その後、各イベントにおいて想定される利益調整を、経営者は行っているのか、行っているとすればその
動機はいかなるものなのかを明らかにしていく。次に、それら経営者の利益調整行動は株式市場にいかなる影響を与
えているのかを各イベントの特徴を踏まえつつ検証していく。最後に、近年の「利益調整研究」の新たな展開につい
て説明をし、その展望とインプリケーションを解説する。

■講　師：重本　洋一（広島経済大学経済学部教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：2
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岡山会場については、
8／27（木）、8／28（金）は
以下の会場にて研修会を
実施いたします。

会　場：岡山国際交流センター5階
　　　　「会議室（2）」
住　所：岡山市北区奉還町2丁目2番1号

お問合せ電話番号：086－256－2905

ショッピングストアー
ふじうら西口店

岡山
中央奉還町病院南館

東横INN
岡山駅西口右

ビジネスホテル
幸荘

フォーラム
シティビル

セブン
イレブン

岡山全日空
ホテル

山陽道

松屋

岡山駅西口

岡山駅西口
バスセンター

ヴィアイン岡山

大野はぐくみ
クリニック

生活協同組合
おかやまコープ岡山

中央奉還町病院

西
口
筋

吉
備
線

佐藤内科

岡山済生会
総合病院

奉還街東

岡山国際交流センター5階
「会議室（2）」

8月27日（木）［１限目］10：00～11：40

8月27日（木）［２限目］13：00～14：40

8月27日（木）［３限目］15：00～16：40

会計士の職業倫理を巡る制度変更の最新動向について
－パートナー・ローテーションや違法行為対応等の検討状況など－

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

社会福祉法人会計基準等について

　国際会計士倫理基準審議会は、現在国際倫理基準の改訂を進めている。例えば、パートナー・ローテーション制度
の厳格化や、会計士（企業等に勤務する者を含む。）が企業等の違法行為を感知した場合の対応手続の新設等である。 
これらは、もし日本にも導入された場合は、大きなインパクトをもたらす。また、EUにおけるファーム・ローテーショ
ン制度の導入や監査報告書の改訂等その他の国際動向との関連についても解説する。
　本研修会では、IESBAボードメンバーの加藤　厚会員が、これらのプロジェクトを含めた IESBAの活動状況全般
及び日本へのインパクト等について解説する。

■講　師：加藤　厚（国際会計士倫理基準審議会（IESBA）ボードメンバー）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　第189回国会へ提出された社会福祉法等の一部を改正する法律案により、経営組織のガバナンスの強化、事業運
営の透明性の向上、財務規律の強化等が図られ、社会福祉法人制度が大きく変わろうとしています。 
　本講義では、社会福祉法人の制度改革の実務に携わった厚生労働省の担当官を講師としてお招きし、新たな社会福
祉法人制度導入の経緯や概要について、ご説明いただきます。

■講　師：厚生労働省担当官（厚生労働省社会・援護局福祉基盤課）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

　平成23年７月に制定された社会福祉法人会計基準については、平成24年４月１日から適用が開始され、平成
27年４月１日以降に始まる事業年度からは、すべての社会福祉法人への適用が始まります。
　平成23年７月に制定された会計基準では、作成する財務諸表等も従前とは異なり、また、リース会計、退職給付会計、
減損会計といった会計手法が導入されています。
　本講義では、上記を踏まえ、社会福祉法人特有の論点を中心に、新たに導入される予定である法定監査についても
説明します。

■講　師：中村　厚（非営利法人委員会非営利業務支援専門部会社会福祉法人分科会専門委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2
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8月28日（金）［１限目］10：00～11：40

8月28日（金）［２限目］13：00～14：40

8月28日（金）［３限目］15：00～16：40

会計検査院：制度、組織、ならびに検査実務

監査提言集の解説～監査人としての職業的懐疑心を発揮するために～

中小企業の事業承継を巡る現状と課題
～中小企業庁の施策と事業引継ぎガイドラインを中心に～

　近年、国や地方公共団体の財政事情の悪化に伴い、より適正かつ効率的な財政運営が国民の関心事となってきた。
そのなかで、会計検査院の会計検査への期待は日増しに大きくなっている。また、その検査業務は、政府本体だけで
なく、独立行政法人、政府系会社、特殊法人、国立大学法人、地方公共団体、公益法人、農協・漁協など、国の資金
が渡される機関のすべてに及ぶ。これらの検査業務は、時として、公認会計士の監査等の業務とも密接な関わりをもつ。
　本講義は、このような会計検査院について、その制度と基本的役割、組織、検査業務の目的と観点、対象、検査の
運営実務、検査報告、検査結果の対象機関へのリアクションなどに言及する。

■講　師：山浦　久司（明治大学教授、協会理事、前会計検査院長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

　監査業務審査会は、会員の監査実施状況について調査し、必要と認めた場合には、指導的な見地から業務改善のた
めに勧告又は指示を行うことを主たる業務としている。
　本審査会は、平成20年以降、調査事案を踏まえ、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りまとめ、毎年、
会員及び準会員に提供してきた。監査提言集の掲載事案は、会員が実施する監査業務の様々な段階で、監査業務の改
善に資することを目的として選定した事例である。
　近年、不正リスク対応基準や不正に関連した監査基準、実務指針等が設定・改正され、会員・準会員においてもこ
れらの監査の基準の理解・浸透が進んできたものと思われる。そこで本年は、これらの監査の基準が公表される以前
の事案については相当数を入れ替え、現今の監査実務指針に合致した内容に改訂した。
　本研修では、会員各位が各々の監査業務において、監査人としての職業的懐疑心を発揮し、本提言集を有効に活用
していただくための一助とするために本提言集における「提言」のポイントを具体的に解説する。

■講　師：泉本　小夜子、市村　清（監査業務審査担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

　①　中小企業の事業承継を巡る現状と課題
　中小企業の経営者の高齢化が進む中、向こう10年で、我が国中小企業の約半数が事業承継のタイミングを迎える
と言われている。最近では、子どもへの承継に加え、親族外承継や、事業の他社への引継も増加している。
　本研修では、こうした事業承継の現状と、事業承継の様々な形態に対応した施策について説明する。具体的には、
事業承継関係の税制措置や、今国会に提出されている経営承継円滑化法改正法案、事業引継支援事業、第二創業や
廃業支援等について紹介する。

　②　事業引継ぎガイドライン～Ｍ＆Ａ等を活用した事業承継の手続き～
　平成27年4月に経済産業省から「事業引継ぎガイドライン」が公表された。このガイドラインは、後継者がいな
い中小企業の経営者が、Ｍ＆Ａ等で他社（者）に事業を引き継ぐ際の手続や留意点をまとめたものであり、このガ
イドラインの内容を作成に携わった委員が解説する。本講座は、事業引継ぎ未経験者向けであるが、経験者が中小
企業経営者へわかりやすく説明する際に参考になるハンドブックについても紹介する。

■講　師：飯田　健太（経済産業省中小企業庁 事業環境部 財務課長）
　　　　　河原　万千子（公認会計士、経済産業省中小企業庁「中小企業向け事業引継ぎ検討会」委員）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5202 ■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。

８月25日（火）［１限目］10：00～11：40

８月25日（火）［２限目］13：00～14：40

 ITリスク評価に関するアップデート研修2015

 

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

不正対応におけるCAATの利用‒企業における内部監査での対応の考察

深町　克実（公認会計士） 公認会計士会館

　IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価した
リスクに対応する監査人の手続について」は、2011年12月に公表され、2012年4月から適用されており、研修
などで理解は深まっている。
　しかしながら、IT環境及び監査環境の変化により、常に追加的な理解が要求されている。
本研修は、IT委員会実務指針第6号の理解を前提として、アップデートすべきIT関連の実務指針や研究報告、IT環境
の動向を説明するものである。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

矢口　龍一（公認会計士） 公認会計士会館

　不正リスク対応において、仕訳や取引を広範囲に検討できるCAATは、有効なツールであり、近年外部監査だけ
でなく、内部監査においてもCAATの利用が広まっている。
　公認会計士による外部監査と内部監査は、監査のアプローチやその技法において、類似する点も多く、導入が進
んでいない企業においては、外部監査人の手法が参考となる。
　本講義では、CAATの基礎技術と合わせ、内部監査のCAATの利用状況、外部監査との相違点、リスクアプロー
チに活用できる分析手法などについて解説する。

８月25日（火）［３限目］15：00～16：40
 クラウド環境が監査に与える影響

■ 　：師　講 ■  ：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

仲　友紀
（公認情報システム監査人、システム監査技術者、公認情報セキュリティマネージャー） 公認会計士会館

　クラウドの企業システムへの適用は、この数年で日本においても普及しつつあり、資源共有型クラウド（パブ
リッククラウド）を基幹業務に近い領域で適用する例も出てきている。利用の動機も、コストダウンのみならず、
システム構築の迅速性・柔軟性等に着目した、より戦略的な例が見られる。企業規模別では、大企業による利用が
先行しているが、「所有から利用へ」というクラウドの特性に鑑みると、今後は中小企業における利用が拡大するこ
とも予測される。また、一般的には、よりリスク感度が高いと言われる金融業においても、リスクに配慮しつつク
ラウドの利点を享受しようとする動きがあり、今後、他業界にも影響を与えると思われる。
　上記の状況を踏まえ、本研修では、クラウドに係る基礎知識や基本的な概念等を押さえつつ、監査におけるITの
概括的理解の一環としての考慮点、ビジネス上のリスク、監査クライアントが既にクラウドを導入している場合の
影響等について考察する。

●監査人のためのIT研修会／東京

監査

監査

監査
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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

８月31日（月）［１限目］13：00～14：40

８月31日（月）［２限目］15：00～16：40

 企業再生の税務（前半）税務

 税務

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4108 ■履修単位：2

企業再生の税務（後半）

髙田　正昭（公認会計士、税理士） 公認会計士会館

　企業が破綻に陥った場合に債権者の協力を得ながら再建していく、いわゆる「企業再生」には税務上の特例が準
備されています。これらは多額の債務免除益課税を回避するための対債務者企業を中心としていますが、債権者、
役員そして株主を対象とするものもあり広範囲に及んでいます。また会社更生と民事再生では取扱いが異なるもの
があります。これらの取扱いは、企業再生税制の大改革年度であった平成17年度改正を経て整備されたものですが、
その後数次の改正が行われ現在に至っています。今回の研修では、前回の研修（平成25年4月実施）の内容に、さ
らに平成26年度及び27年度改正の内容を加え、再建手続の各段階でどのような税務上の特例が準備されているの
かを、債務者企業、債権者、役員そして株主ごとに網羅的に解説します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4108 ■履修単位：2

髙田　正昭（公認会計士、税理士） 公認会計士会館

　企業が破綻に陥った場合に債権者の協力を得ながら再建していく、いわゆる「企業再生」には税務上の特例が準
備されています。これらは多額の債務免除益課税を回避するための対債務者企業を中心としていますが、債権者、
役員そして株主を対象とするものもあり広範囲に及んでいます。また会社更生と民事再生では取扱いが異なるもの
があります。これらの取扱いは、企業再生税制の大改革年度であった平成17年度改正を経て整備されたものですが、
その後数次の改正が行われ現在に至っています。今回の研修では、前回の研修（平成25年4月実施）の内容に、さ
らに平成26年度及び27年度改正の内容を加え、再建手続の各段階でどのような税務上の特例が準備されているの
かを、債務者企業、債権者、役員そして株主ごとに網羅的に解説します。
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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。

９月3日（木）9：15～17：15
 フレームワークに基づくIFRS研修会 

■ 　：師　講

■  ：場会

■参加料：無料 ■研修コード：2103 ■履修単位：7

Michael Wells（IASB IFRS教育イニシアチブ ディレクター）（同時通訳あり）
鶯地　隆継（IASB理事）
竹村　光広（アジア・オセアニアオフィス ディレクター）
山田　辰己（IASB前理事）

公認会計士会館

　IFRS財団が開発したフレームワークに基づくIFRS研修会をIFRS財団の協力を得て開催する。世界各国で実施さ
れている当研修は、IFRSの概念フレームワークに定める財務報告の目的に着目した研修である。
　IFRSに基づく財務諸表の作成において、多くの場面で判断や見積もりが求められ、IFRS財務情報を監査する場
合も、IFRSに必要な判断や見積もりを理解していなければならない。本研修は、IFRSを適用する上で必要となる
判断や見積もりの能力を開発することを目的としている。
　講義内容はIFRS全般における測定、非金融機関向けの金融商品会計、収益認識基準などのトピックを含む。

●随時研修会／東京

本プログラム順序等は今後変更の可能性があります。

Lecture style（講義形式）

09：15ー 09：30 Welcome（挨拶）

09：30ー 10：45 Session１
Understanding IFRS（IFRSの理解）

10：45ー 11：00 Comfort break（休憩）

11：00ー 12：30
Session２
Understanding IFRS measurements
（IFRSにおける測定の理解）

12：30ー 13：45 Lunch break（昼食）

13：45ー 15：15

Session３
IFRS myths, mysteries and misconceptions and root causes of some fi nancial reporting 
anomalies
（IFRSの誤った通説とIFRSアノマリーの根本的原因）

15：15ー 15：45 Comfort break（休憩）

15：45ー 16：30

Session４
Understanding accounting by non-fi nancial institutions for fi nancial instruments in 
accordance with IFRS 9
（非金融機関向けIFRS第９号における金融商品会計の理解）

16：30ー 17：15
Session５
Understanding accounting for revenue in accordance with IFRS 15
（IFRS第15号における収益認識会計の理解）

※本研修会については、教材化いたしません。 （2015年6月9日現在）
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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。

９月15日（火）［１限目］13：00～14：40

９月15日（火）［２限目］15：00～16：40

 財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（前半）

 

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5122 ■履修単位：2

財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（後半）

成田　礼子（東京会出版委員会委員長） 公認会計士会館

　企業が競争力のある企業体質の構築を目指すためには、M&Aを活用することが有効であると考えられ、上場して
いる大企業だけでなく非上場の企業においてもM&Aを検討する企業が増加してきております。M&Aにおいては、
対象会社の実態を適切に把握した上で買収価格の決定に資する情報を入手することが必要であり、それこそが、
デュー・ディリジェンスの目的となります。
　本研修では、前半部分で、一般的なM&A取引の流れや企業価値評価の概要について解説致します。
　なお、本研修はこれまでM&Aにあまり携わったことのない方などを対象に、財務デュー・ディリジェンスと企業
価値評価について理解を深めて頂くことを目的としています。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5122 ■履修単位：2

成田　礼子（東京会出版委員会委員長） 公認会計士会館

　企業が競争力のある企業体質の構築を目指すためには、M&Aを活用することが有効であると考えられ、上場して
いる大企業だけでなく非上場の企業においてもM&Aを検討する企業が増加してきております。M&Aにおいては、
対象会社の実態を適切に把握した上で買収価格の決定に資する情報を入手することが必要であり、それこそが、
デュー・ディリジェンスの目的となります。
　本研修では、後半部分で、財務デュー・ディリジェンスについて解説致します。
　なお、本研修はこれまでM&Aにあまり携わったことのない方などを対象に、財務デュー・ディリジェンスと企業
価値評価について理解を深めて頂くことを目的としています。

●随時研修会／東京
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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。

9月8日（火）［１限目］13：00～14：30

9月8日（火）［２限目］14：50～15：50

 第９回IFRSの基礎講座：企業結合

 

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：2

第10回IFRSの基礎講座：連結、持分法

田中　弘隆（公認会計士） 公認会計士会館

　本講では、「企業結合」をテーマに、「取得法」の流れにそって、取得企業の識別、取得日の決定、対価の決定、
取得した識別可能な資産および引き受けた負債の認識と測定、非支配持分の認識と測定、のれんの認識と測定、事
後の測定などについて学習します。
　また、日本基準との主要な相違点など、実務で役立つ情報もあわせてご紹介します。

（関連基準）
・IFRS第3号「企業結合」

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：1,500円 ■研修コード：2103 ■履修単位：１

田中　弘隆（公認会計士） 公認会計士会館

　本講では、「連結」と「持分法」をテーマに、投資の分類（子会社、共同支配企業、関連会社など）、「支配」およ
び「重要な影響力」の概念、「連結」および「持分法」の会計処理、分類変更、投資に関する開示などについて学習
します。
　また、日本基準との主要な相違点など、実務で役立つ情報もあわせてご紹介します。

（関連基準）
・IFRS第10号「連結財務諸表」
・IFRS第11号「共同支配の取決め」
・IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」
・IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

●随時研修会（IFRSの基礎講座・全12回）／東京
　本研修会は通常の研修会と異なる時間帯にて開催いたします。
　参加をご希望の方はお時間にご留意ください。
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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。

9月25日（金）［１限目］13：00～14：30

9月25日（金）［２限目］14：50～15：50

 第11回IFRSの基礎講座：人件費、税金

 

 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：2

第12回IFRSの基礎講座：初度適用

辻野　幸子（公認会計士） 公認会計士会館

　「従業員給付」では、日本基準の「退職給付」に該当する「退職後給付」加え、「短期従業員給付」、「解雇給付」
および「その他の長期従業員給付」について学習します。
　IFRSの「株式に基づく報酬」には、「持分決済型」、「現金決済型」および「現金選択権付き」があります。本講
では、これらのうち、主に「持分決済型」と「現金決済型」の会計処理について学習します。
　「法人所得税」では、法人所得税の範囲、当期税金、繰延税金資産・負債の認識と測定、子会社等に対する持分に
関する税効果、当期税金と繰延税金の表示などについて学習します。
　また、日本基準との主要な相違点など、実務に役立つ情報もあわせてご紹介します。

（関連基準）
・IAS第11号「従業員給付」
・IFRS第2号「株式に基づく報酬」
・IAS第12号「法人所得税」

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：1,500円 ■研修コード：2103 ■履修単位：１

辻野　幸子（公認会計士） 公認会計士会館

　本講では、「初度適用」をテーマに、初度適用に該当するか否かの判定、IFRS移行日と最初のIFRS報告日との関
係、初度適用に際しての認識及び測定、遡及適用の原則に対する禁止規定と免除規定などについて学習します。
　また、既存のIFRS任意適用企業における免除規定の適用状況など、実務で役立つ情報もあわせてご紹介します。

（関連基準）
・IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」

　本研修会は通常の研修会と異なる時間帯にて開催いたします。
　参加をご希望の方はお時間にご留意ください。

●随時研修会（IFRSの基礎講座・全12回）／東京
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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

■ 中村　成博（株式会社絶好調　取締役）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：9501※ ■履修単位：2

　速読は誰しもできたら嬉しいものですが、『本当に速く読めるの？』『誰にでもできるものなの？』という疑問を
持たれている方が多いようです。今回は、速読の原理をわかりやすく解説し、速読のコツを習得します。
　速読は、ただ本が速く読めるだけでなく、情報処理能力を高め、記憶力や集中力という仕事の生産性を高める能力
アップにもつながります。

10月17日（土）［１時限］13：00～14：40
脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～理論編～

■ 中村　成博（株式会社絶好調　取締役）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：9501※ ■履修単位：2

　脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～理論編～でコツを理解できたところで実際に実践してみます。
■速読に必要なトレーニングとは
■人間のパフォーマンスを発揮する原理
■効果測定
楽しく体感しながら、成果・効果を実感していただきます。

10月17日（土）［２時限］15：00～16：40
脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～実践編～

※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。

19



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（会社法シリーズ・全６回）／東京

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　日本では、事業主体として個人、会社、一般社団法人等様々な法人格の利用が認められている。この回では、事業
主体として会社を選択するメリット、デメリットを踏まえ、会社法制度の目的を明らかにした上で、会社の設立手続
の概要及び実務上の留意点、会社の種類（株式会社・持分会社）の選択および機関設計（監査等委員会設置会社を含
む）の要点を解説する。

10月28日（水）［１時限］13：00～14：40
第１回　設立と期間設計

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　株式会社の運営は、取締役に委ねられており、その反面で取締役は、善管注意義務をはじめとする重い義務を負担
している。この回では、会社法で定める取締役の権限について理解を深めてもらい、多数の具体的事例をふまえなが
ら、取締役の善管注意義務の内容及び任務懈怠の判断基準を明確に説明する。また、取締役の競業避止義務、利益相
反取引の禁止、違法配当、株主に対する利益供与の禁止について解説する。

10月28日（水）［２時限］15：00～16：40
第２回　取締役の責任

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　内部統制システムは、コーポレートガバナンスの最重要な要素である。改正会社法においてもグループ内部統制・
監査役の監査体制に関連する内部統制の強化が図られ、事業報告に内部統制の運用状況の記載が義務付けられること
となった。この回では、グループ内部統制に関連する事例を踏まえながら、内部統制システムの構築に最低限必要な
ことや、実際に機能する内部統制の要点を解説する。

11月24日（火）［１時限］13：00～14：40
第３回　内部統制の要点

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　会社法は、株主に対し、経済的利益を確保するための権利や、会社の経営に参加する権利を幅広く認めている。会
社をめぐる紛争の多くは、株主の会社または取締役に対する権利行使に関連して生じており、株主の権利を知ること
は、会社関係訴訟の本質を知ることでもある。この回では、株主の権利の内容を体系的に整理した上でその概要を説
明し、それぞれの権利行使の限界について説明する。

11月24日（火）［２時限］15：00～16：40
第４回　株主の権利（１）
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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（会社法シリーズ・全６回）／東京

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　この回では、第４回に続き、株主の権利の内容及び限界を説明した後、会社の資金調達に関する法規制について解
説する。日本においては、資金調達の方法として銀行借入等の間接金融が主流であるが、株式・社債等の発行によっ
て、各会社のニーズにあった資金調達を行うことができる場合もある。そこで、株式、新株予約権、転換社債につい
て、資金調達をするうえでのメリット・デメリットを指摘し、種類株式の設計、募集手続きの概要、募集手続きをめ
ぐる紛争について解説をする。

12月22日（火）［１時限］13：00～14：40
第５回　株主の権利（２）

■ 葉玉　匡美（弁護士）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　現代においては、上場会社・非上場会社にかかわらず、活発にＭ＆Ａが行われている。しかし、Ｍ＆Ａには様々な
手法があり、会社の状況や譲渡対象事業の性質等により、最適な手続きが異なる。この回では、事業譲渡契約、会社
分割、合併、株式交換、スクイーズアウト等のＭ＆Ａ手法の特徴と法制度の概要を説明し、制度選択を行う上でのポ
イントや、手続きを進めていく上で留意すべき事項を実践的に解説する。

12月22日（火）［２時限］15：00～16：40
第６回　M&Aの概要と留意事項
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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（民法シリーズ・全12回）／東京

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　この講座は，「民法」の実力養成を目的として開講するものです。経済学・商学に精通されている公認会計士の
方々が対象ですが，法律学では若干違ったアプローチが必要ですので，第1回では，「民法とは何か」という視点か
ら，民法の成り立ち，基本的な理論や原理・原則などを通し，民法の考え方を学習します。初学者のための「ゼロか
ら始める民法」ですので，質問があれば随時受け付け，講義に反映させます。
　なお，上程されている民法改正要綱案については，講義全般を通し，該当箇所で基礎から解説します。

10月30日（金）［１時限］13：00～14：40
第1回ゼロからの民法入門（民法の基礎理論と考え方）

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　第2回では，「権利主体」（人）のうち，「自然人」を取り上げます。法律上，「権利」の主体となるのは「人」です
が，「人」には，「自然人」と「法人」とがあります。
　法律行為（契約）を有効に行うことができる「自然人」とは，①成人であり，かつ，②正常な精神状態を有する人，
です。この基準から外れる、①「未成年者」，及び，②「成年被後見人，被保佐人，被補助人」を，民法はどのよう
に扱っているかが第2回で扱う主要な点です。

10月30日（金）［２時限］15：00～16：40
第2回「人」（自然人）に関する法律関係

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　権利主体のもうひとつの存在である「法人」については，元々は民法に詳しく規定されていましたが，平成18年
の改正（20年施行）により，わずか5つの条文を残して，すべて特別法（一般法人法，公益法人認定法）に移され
ました。法人制度は，一国の財政を左右する重要な制度なので，今回の大改正となったわけです。
　講義では，法人の役割や考え方，改正問題のほか，従来民法の解釈で問題となった争点についても，特別法に移っ
ても本質は同じなので，触れます。

11月20日（金）［１時限］13：00～14：40
第3回「人」に関する法律関係（法人）

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　なぜ契約を結ぶのか，それは，契約から発生する効果（代金又は物が手に入ること）を目的とするからです。この
効果を意欲する心理的状態を「意思」といいますが，民法は、この「意思」概念を基礎として成り立っています。そ
して，「意思」を相手に「伝える」ことを「意思表示」といい，これも民法の基本的な概念です。 
　そこで，まず，「意思表示」の構造と，詐欺や錯誤など「意思」が正常でない場合の法律効果を理解し，次に，法
律行為が「代理人」によって行われる場合の問題（無権代理，表見代理）を概観します。

11月20日（金）［２時限］15：00～16：40
第4回「意思表示」と「代理」制度
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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（民法シリーズ・全12回）／東京

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　人が有する資産は「物」と「債権」とに大別できますが，「物」に対する法律関係は，物に対する支配権として、
「物権」として構成されます。物権の中心は「所有権」であり，それ以外の「物」を支配する権利は，他人の所有物
上に成立するため権限が制限されることから，「制限物権」といわれます（物権は「所有権」対「制限物権」という
2極構造）。そこで，所有権と制限物権との関係（物権制度の概要），物権の内容と効力，不動産・動産売買を中心と
した法律関係，などを扱います。

12月7日（月）［１時限］13：00～14：40
第5回「所有」をめぐる法律関係

■ 近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2001 ■履修単位：2

　「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。
　そこで，まず，前編では，民法の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法的効果（債務不履行，損害賠償など）を理解します。

12月7日（月）［２時限］15：00～16：40
第6回「契約」成立と債権保護のしくみ①

※第7回以降の民法シリーズの研修会については、日程及びテーマが確定し次第、順次掲載いたします。
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●秋季全国研修会

10月21日、22日、23日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●秋季全国研修会を10月21日、22日、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＋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）

●会場は、32頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「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）

10月21日（水）［１限目］10：00～11：40

10月21日（水）［２限目］13：00～14：40

10月21日（水）［３限目］15：00～16：40

業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び
監査上の取扱い」の改正ポイント

中小企業が直面する株式面の課題と解決策

IESBA違法行為プロジェクトの動向と改正倫理規則等について

　平成26年２月における監査基準の改訂及び同年４月における監基報800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠し
て作成された財務諸表に対する監査」の公表を受け、平成27年３月に業種別委員会実務指針第38号「投資事業有
限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」が改正されました。
　今回の研修では、この改正が投資事業有限責任組合の監査実務に与える影響を含め、実務指針の概要や重要な改正
ポイントを解説します。

■講　師：佐々木　浩一郎（業種別委員会　投資事業有限責任組合専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

　オーナー経営者の引退、社員株主の退職、社外個人株主の相続発生…。
　中小企業の株主は個人が主体であることが多く、時の経過とともに株主が変化していきます。
　そのなかで株式面については、株式の分散、移動の際の重い税負担、株主とのトラブル発生、経営権の不安定化な
ど様々な課題に直面します。
　これらの課題と解決の選択肢について、半世紀にわたる中小企業への投資と育成を通じて数多くの事例に関わって
きた公的機関に所属する講師がわかりやすく説明致します。

■講　師：中野　威人（公認会計士、東京中小企業投資育成株式会社）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5199 ■履修単位：2
※本研修会については、教材化いたしません。

　平成27年５月６日に、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）から、職業会計士（企業等に勤務する者を含む。）
が依頼人等の違法行為に気付いた場合の対応手続を規定した再公開草案「違法行為への対応」が公表された。この再
公開草案は、日本に導入された場合には、インパクトをもたらす内容となっている。本研修会では、本再公開草案の
内容を中心に IESBAプロジェクトの動向等について解説する。
　また、平成27年４月から適用が開始されている改正倫理規則等の概要についても、再周知のために解説する。

■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
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10月22日（木）［１限目］10：00～11：40

10月22日（木）［２限目］13：00～14：40

10月22日（木）［３限目］15：00～16：40

新運用の特定調停スキームと中小企業再生・経営者保証ガイドライン対応

監査の品質管理の実務～平成26年度品質管理レビューの事例から～
及び「平成27年度新品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度」について

消費税における各種届出書の提出と留意点等について

　中小企業の再生のために抜本的な債務処理が必要となるケースが増えています。また，『経営者保証に関するガイ
ドライン』による保証債務の処理は事業再生へのインセンティブや経営者の再チャレンジの手段として注目されてい
ます。
　これらを簡易迅速に実現する有力な手法として特定調停手続の新たな運用が開始され、今回は、新運用に向けて関
係機関との調整に携わった弁護士自身が、新運用の特定調停スキームの特徴、メリット、活用に当たっての勘所を余
すところなく解説します。

■講　師：高井　章光（日本弁護士連合会「日弁連中小企業法律支援センター」事務局長）
堂野　達之（同センター事務局次長／事業再生PT座長）

■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　平成26年度の品質管理レビュー（フォローアップ・レビューを含む）から、比較的指摘事項の多かった項目と求
められる改善措置を中心に説明し、監査事務所として品質管理のシステムをどのように整備し、運用すべきか、また、
個々の監査業務の品質管理をどのように実施すべきかについての参考に供します。
　併せて、本年７月１日以後実施する品質管理レビューから適用されている平成27年度改正の品質管理レビュー制
度及び上場会社監査事務所登録制度の内容についてご説明いたします。

■講　師：奥山　弘幸（品質管理担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

　消費税においては、法令等により各種届出書の提出が義務付けられ、又は自らが選択のうえ提出することとされて
います。
　消費税の各種届出書は、その届出書の提出により事業者の課税関係（例えば、課税事業者の選択等）が決定される
ものが多数あり、その届出書の提出の有無又は提出の時期により事業者の税額に直接影響することから、税理士等と
クライアントの間においても数多くのトラブルが生じています。
　そこで、本研修では各種届出書の消費税法上の位置付け等を確認するとともに、トラブルの未然防止について確認
することとします。

■講　師：和氣　光（税理士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4102 ■履修単位：2
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10月23日（金）［１限目］10：00～11：40

10月23日（金）［２限目］13：00～14：40

10月23日（金）［３限目］15：00～16：40

子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園及び認定こども園の会計
処理と監査について（仮題）

倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応

最近の検査結果事例について

　平成27年４月１日から子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）が本格施行され、学校法人立の私立
幼稚園については、新制度へ移行せず従来の私学助成を継続するか、新制度へ移行して施設型給付を受けるかのいず
れかを各幼稚園が選択することとなりました。そして、新制度への移行を選択した学校法人立の私立幼稚園については、
会計処理及び監査の取扱いが従来と異なるため、内閣府では、自治体及び事業者向けにＦＡＱを公表して周知を図っ
ているところです。
　本講義では、新制度に移行した学校法人立の私立幼稚園及び認定こども園の会計処理と監査について、内閣府から
公表されているＦＡＱを基に解説いたします。

■講　師：柴　毅（学校法人担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

　過去の企業等の不正事例においては、公認会計士が刑事上の責任を問われる場合があります。その内容は様々ですが、
公認会計士はそこでどのような倫理的なジレンマに陥り、あるいは検討を行ったのでしょうか。本講義では、状況の
異なるいくつかの事例をもとに、会計専門職の会計職業倫理と刑事上の責任の関係について考えます。

■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

　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、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27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：東葭　葉子（主任公認会計士監査検査官）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2
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FAX 
 

参加申込書
 会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050ー 3730ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、31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。
夏季全国研修会の参加費は、各講座3,000円となります。
開催日 時間 テーマ 受講会場申 込

10：00 ～ 11：40

15：00 ～ 16：40 監査

監査

学校法人会計・監査の最近の動向について

13：00 ～ 14：40 平成28年度税制改正要望の解説

10：00 ～ 11：40

13：00 ～ 14：40 監査 平成27年度新品質管理レビュー制度及び
上場会社監査事務所登録制度について

15：00 ～ 16：40 経営者の会計操作の動機と株式市場の反応第43回日本公認会計士協会学術賞受賞作品

10：00 ～ 11：40

税務

13：00 ～ 14：40

15：00 ～ 16：40 社会福祉法人会計基準等について

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

13：00 ～ 14：40 監査 監査提言集の解説
～監査人としての職業的懐疑心を発揮するために～

中小企業の事業承継を巡る現状と課題
～中小企業庁の施策と事業引継ぎガイドラインを中心に～15：00 ～ 16：40

倫理

 

10：00 ～ 11：40  会計検査院：制度、組織、ならびに検査実務

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】

8/20
（木）

8/27
（木）

8/28
（金）

8/21
（金）

会計士の職業倫理を巡る制度変更の最新動向について
－パートナー・ローテーションや違法行為対応等の検討状況など－

倫理【パネルディスカッション】会員事務所のセキュリティ
～アンケートの分析結果と対応策

監査・保証実務委員会実務指針第91号
「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」について

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。）

会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

（夏季全国研修会）
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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

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

8/31
（月）

13：00～14：40

15：00～16：40

企業再生の税務（前半）

企業再生の税務（後半）

税務

税務

3,000円

3,000円

8/25
（火） 13：00～14：40

15：00～16：40 クラウド環境が監査に与える影響

3,000円

10：00～11：40 ITリスク評価に関するアップデート研修2015

監査

監査 不正対応におけるCAATの利用
-企業における内部監査での対応の考察

監査 3,000円

3,000円

9/8
（火）

13：00～14：30 第９回IFRSの基礎講座：企業結合

9：15～17：15 フレームワークに基づくIFRS研修会

3,000円

14：50～15：50 第10回IFRSの基礎講座：連結、持分法 1,500円

9/25
（金）

9/3
（木）

13：00～14：30 第11回IFRSの基礎講座：人件費、税金 3,000円

14：50～15：50 第12回IFRSの基礎講座：初度適用 1,500円

9/15
（火）

13：00～14：40 財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（前半） 3,000円

15：00～16：40 財務デュー・ディリジェンスと企業価値評価（後半） 3,000円

無 料

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）

※ 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

FAX 
  
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。）

参加申込書
（監査人のためのIT研修会・随時研修会）
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開催日 時間 テーマ 参加費 申込

10/17
（土）

13：00～14：40 脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～理論編～ 3,000円

15：00～16：40 脳トレで誰にでもすぐ実践できる速読のコツ～実践編～ 3,000円

10/30
（金）

13：00～14：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

10/28
（水）

13：00～14：40 会社法シリーズ　第１回　設立と期間設計 3,000円

15：00～16：40 会社法シリーズ　第２回　取締役の責任 3,000円

11/24
（火）

13：00～14：40

15：00～16：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

会社法シリーズ　第３回　内部統制の要点

民法シリーズ　第２回　「人」（自然人）に関する法律関係

会社法シリーズ　第４回　株主の権利（１）

12/22
（火）

13：00～14：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

11/20
（金）

13：00～14：40 3,000円

3,000円

民法シリーズ　第３回　「人」に関する法律関係（法人）

民法シリーズ　第４回　「意思表示」と「代理」制度

会社法シリーズ　第５回　株主の権利（２）

会社法シリーズ　第６回　M&Aの概要と留意事項

12/7
（月）

13：00～14：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

民法シリーズ　第５回　「所有」をめぐる法律関係

民法シリーズ　第６回　「契約」成立と債権保護のしくみ①

FAX 参加申込書
 
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）

（土曜講座・随時研修会）

民法シリーズ　
第１回　ゼロからの民法入門（民法の基礎理論と考え方）

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 29



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

FAX 
 

参加申込書
 会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050ー 3730ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、32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。
秋季全国研修会の参加費は、各講座3,000円となります。

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。）

（秋季全国研修会）

開催日 時間 テーマ

10：00 ～ 11：40

10：00 ～ 11：40

13：00 ～ 14：40

10：00 ～ 11：40  

13：00 ～ 14：40  中小企業が直面する株式面の課題と解決策

15：00 ～ 16：40

税務

13：00 ～ 14：40

15：00 ～ 16：40

業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合
における会計上及び監査上の取扱い」の改正ポイント

最近の検査結果事例について

新運用の特定調停スキームと中小企業再生・経営者保証ガイド
ライン対応

10/22
（木）

10/23
（金）

10/21
（水）

倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応倫理

消費税における各種届出書の提出と留意点等について15：00 ～ 16：40

監査

 子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園及び認定こども園の会計処理と監査について（仮題）

IESBA違法行為プロジェクトの動向と改正倫理規則等
について

監査

 監査の品質管理の実務～平成26年度品質管理レビューの事例から～及び「平成27年度新品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所
登録制度」について

監査

申 込 受講会場

倫理

監査
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本部主催全国研修会会場一覧
夏季全国研修会

受講
会場 会　場　名 ８月27日（木） ８月28日（金）８月20日（木） ８月21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」 ○ ○ ○ ○

神奈川
横浜情報文化センター７階

（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 ○ ○ ○ ○

京都 京滋会研修室 ○ ○ ○ ○

大阪 近畿会研修室 ○ ○ ○ ○

神戸 兵庫会研修室 ○ ○ ○ ○

広島 中国会研修室 ○ ○ ○ ○

高松 四国会事務局研修室 ○ ○ ○ ○

福岡 北部九州会会議室 ○ ○ ○ ○

熊本 熊本テルサ ○ ○ ○ ○

那覇 沖縄会研修室 10／ 5 （月） 10／ 6 （火） 10／ 7 （水） 10／ 8 （木）
DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会

旭川 旭川リサーチセンター ○ ○ ○ ○

帯広
監査法人フロンティアパートナー
クラウド「会議室」 ○ ○ ○ ○

新潟 新潟県会事務所 ○ ○ ○ ○

宇都宮 栃木県公認会計士会館 ○ ○ ○ ○

群馬 群馬県会事務所 ○ ○ ○ ○

埼玉 埼玉県会研修室 ○ ○ ○ ○

山梨 山梨県会事務所 ○ ○ ○ ○

松本 ホテルモンターニュ松本「１Ｆソネット」 ○ ○ ○ ○

静岡 静岡県司法書士会館 ○ ○
○

静岡市産学交流センター
（ペガサート７階）
TEL：054－275－1655 TEL：054－275－1655

○
静岡市産学交流センター
（ペガサート７階）

○
岡山国際交流センター
５階「会議室（２）」
TEL：086－256－2905

岡山国際交流センター
５階「会議室（２）」
TEL：086－256－2905

○
岡山

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
２階「サニーホール」 ○ ○

米子
国際ファミリープラザ 
3階　「稲盛ホール」 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

徳島 すばるビル ○ ○ ○ ○

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室 ○ ○ ○ ○

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　 ○ ○ ○ ○

※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）

TEL：022－265－8124

TEL：045－681－7151

TEL：052－533－1112

TEL：076－265－6625

TEL：075－211－5061

TEL：06－6271－0400

TEL：078－252－3281

TEL：082－248－2061

TEL：087－863－6653

TEL：092－715－4317

TEL：096－387－7777

TEL：098－951－1820

TEL：0166－68－2820

TEL：0155－24－3616

TEL：025－247－3875

TEL：028－635－8769

TEL：027－321－9055

TEL：048－644－9050

TEL：055－251－9400

TEL：0263－35－6480

TEL：054－289－3700

TEL：086－225－0631

TEL：0859－37－5112

TEL：089－933－5668

TEL：088－622－6767

TEL：095－827－0630

TEL：099－251－3232
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本部主催全国研修会会場一覧
秋季全国研修会

受講
会場 会　場　名 10月22日（木） 10月23日（金）10月21日（水）

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」 ○ ○ ○

神奈川
横浜情報文化センター７階

（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 ○ ○ ○

京都 京滋会研修室 ○ ○ ○

大阪 近畿会研修室 ○ ○ ○

神戸 兵庫会研修室 ○ ○ ○

広島 中国会研修室 ○ ○ ○

高松 四国会事務局研修室 ○ ○ ○

福岡 北部九州会会議室 ○ ○ ○

熊本 熊本テルサ ○ ○ ○

那覇 沖縄会研修室 11／ 11 （水） 11／ 12 （木） 11／ 13 （金）
DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会

旭川 旭川リサーチセンター ○ ○ ○

帯広
監査法人フロンティアパートナー
クラウド「会議室」 ○ ○ ○

新潟 新潟県会事務所 ○ ○ ○

宇都宮 栃木県公認会計士会館 ○ ○ ○

群馬 群馬県会事務所 ○ ○ ○

埼玉 埼玉県会研修室 ○ ○ ○

山梨 山梨県会事務所 ○ ○ ○

松本 ホテルモンターニュ松本「１Ｆソネット」 ○ ○ ○

静岡 静岡県司法書士会館 ○○ ○

岡山
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
２階「サニーホール」 ○ ○ ○

米子
国際ファミリープラザ 
3階　「稲盛ホール」 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

徳島 すばるビル ○ ○ ○

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室 ○ ○ ○

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　 ○ ○ ○

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）

TEL：022－265－8124

TEL：045－681－7151

TEL：052－533－1112

TEL：076－265－6625

TEL：075－211－5061

TEL：06－6271－0400

TEL：078－252－3281

TEL：082－248－2061

TEL：087－863－6653

TEL：092－715－4317

TEL：096－387－7777

TEL：098－951－1820

TEL：0166－68－2820

TEL：0155－24－3616

TEL：025－247－3875

TEL：028－635－8769

TEL：027－321－9055

TEL：048－644－9050

TEL：055－251－9400

TEL：0263－35－6480

TEL：054－289－3700

TEL：086－225－0631

TEL：0859－37－5112

TEL：089－933－5668

TEL：088－622－6767

TEL：095－827－0630

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。
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

■組織内会計士協議会研修会について■

　組織内会計士協議会では、組織内会計士の資質の維持及び向上を図るとともに、組織内会計士の組織
化を推進し会員及び準会員の活動領域の拡充及び人材の流動化を促進することを目的として、組織内会
計士に関する研修会を実施しております。
　本研修会は、日本公認会計士協会会員及び準会員の方が参加対象となっております。
　本研修会への参加申し込みについては、CPE ONLINEからお申込みください。

８月21日（金）18：30～21：00
税務  組織内会計士研修会「企業経営にかかる税務実務の留意事項」

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：4099 ■履修単位：３

　経理担当者が通常留意すべき税務上のポイントを最新の動向を考慮して、その概要を解説します。
　経理担当者の知識を総点検し、担当者にとって実務上重要なポイントを掘り下げる際の役に立てばと考えています。
　取り上げるテーマは収益計上時期の再点検、資産の税務の留意点、費用・損失の税務、税額控除のポイント、グ
ループ法人税制・連結納税、組織再編税制、国際課税・税制改正などを予定しています（内容は変更になる可能性
があります）。

■講　師：佐藤　正樹（公認会計士・税理士 税理士法人渡邊芳樹事務所　
日本公認会計士協会租税調査会副委員長 租税政策専門部会長）

９月11日（金）18：30～21：00
 組織内会計士研修会「IR実務研修会」

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：5199 ■履修単位：３

　本年6月に公表された政府の成長戦略において企業の収益性向上の鍵として企業統治の強化が挙げられていま
す。企業統治の成果を高めるには、IR活動を充実させ、資本市場との対話を深めることが重要とされています。
　今回の研修では、このような観点から、企業が資本市場と適切な対話を行うことの重要性とIR実務における日本
企業や機関投資家の最近の状況について日本IR協議会の講師よりお話をいただくほか、こうした課題に先進的に取
り組んでこられた株式会社ユナイテッドアローズの講師より、自社における取組をお話いただきます。

■講　師：佐藤　淑子（一般社団法人日本IR協議会 専務理事）　
丹　　智司（株式会社ユナイテッドアローズ IR室長）

９月24日（木）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「経営管理（予実管理・原価管理）の極意～業種別の実例説明も踏まえて～」

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：5111 ■履修単位：３

　予実管理・原価管理をテーマに、業種別に、実際にどのようなKPI（Key Performance Indicator：重要業績評
価指標）を使って何を管理するか、現場をどう巻き込むか、予算編成時のポイント等、実務上役立つノウハウをお
話いただきます。
　上場企業において予算管理や原価管理に従事されている方をはじめ、組織内会計士の実務に役立つ内容となって
おりますので、奮ってご参加ください。

■講　師：前川　勇慈（株式会社エスネットワークス　経営支援部部長　公認会計士）　
園田　裕輔（株式会社エスネットワークス　経営支援部マネージャー）
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●問い合わせ先
日本公認会計士協会　企画本部　広報グループ
TEL：03-3515-1123
Mail：paib@sec.jicpa.or.jp

10月８日（木）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「企業金融に関する研修会～金融機関による中小企業の経営支援～」

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：5125 ■履修単位：３

　中小企業の減少がみられる中、金融機関による中小企業を対象とした経営支援の取組みが広がっています。特に、
「創業支援」、「事業再生支援」、「事業承継支援」は、金融機関が法人事業基盤を維持するために取り組んでいる支援
の３本柱と言えるものです。新たな事業を創生するとともに、失われかけている事業を再生、承継することによ
り、雇用を維持し、地域の活力を守ろうとしています。
　今回の研修では、日本銀行において、金融機関による中小企業の経営支援をサポートしている講師より、金融機
関の取組み状況について、お話をお伺いします。

■講　師：山口　省蔵（日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 副センター長）
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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は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。

●税務業務部会研修会

※ 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

８月24日（月）14：00～15：40
税務

税務

 第26回　
IT活用による業務の効率化…Google・Excelを使った相続税土地評価資料の作り方

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

■研修コード：4202 ■履修単位：2

安田　信彦（税理士）

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

■研修コード：4199 ■履修単位：各2

中田　ちず子（公認会計士・税理士）

９月11日（金）［前半］13：00～14：40　[後半] 15：00～16：40
第27回「非営利法人の税務について（仮題）」

　お金をかけずにここまでできる！Google とExcel の有効活用で業務の効率化を！お客様から対象地の住所を聞く
だけで、机上で評価対象地の地積・間口・奥行・想定整形地・陰地割合を求めることができます。
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