
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2015年11月24日（火）～2016年2月19日（金）

（次頁に続く）

全国

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

リフレッシュ
セミナー
（会計編）

冬季全国

木曜講座

随時

最新企業会計と法人税申告調整の実務（前編）

最新企業会計と法人税申告調整の実務（中編）

最新企業会計と法人税申告調整の実務（後編） ２ 東京

随時

随時

11月24日（火）
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

3,000円

3,000円

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

２

全国２

全国２

全国２

全国２

全国２

3,000円東京

12月16日（水）

12月21日（月）

退職給付会計の基礎（前編）

退職給付会計の基礎（後編）

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

12月3日（木）

東京２

東京２

パネルディスカッション第四弾
「ＩＴを利用した未来の監査を展望する」

監査の品質管理の実務
～平成26年度の品質管理レビューにおける改善勧告事項の事例から～

財務諸表における不正会計の兆候とその対応
－不正の発見とは（前半）

財務諸表における不正会計の兆候とその対応
－不正の発見とは（後半）

農協改革について

「職業倫理に関する解釈指針」の改正について

国税不服申立制度の改正の概要と最近の裁決事例について

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

医療法人制度改革の動向について

3,000円

3,000円

3,000円

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

12月9日（水）

那覇
1/13（水）

12月10日（木）

那覇
1/14（木）

12月11日（金）

那覇
1/15（金）

監査

監査

監査

監査

監査

倫理

税務

税務

税務

税務

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11月15日発行（毎月１回発行）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

リフレッシュ
セミナー
（会計編）

随時

新春全国

1月22日（金） 今後の税制の展望

不正会計と監査対応

２ 東京

２ 東京

2月12日（金） 税効果会計の基礎（前編） ２ 3,000円

3,000円監査

3,000円

3,000円

3,000円

東京

民法シリーズ　第7回　「契約」成立と債権保護のしくみ②

民法シリーズ　第8回　債権が法律によって発生する場合
1月14日（木）

東京２

東京２

2月17日（水）

2月19日（金）
組織再編会計の概要とパーチェス法

共通支配下の取引の会計処理 

税効果会計の基礎（後編）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

1月26日（火）
連結会計の基礎（前編）

連結会計の基礎（後編）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

税務
那覇
2/8（月）
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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

倫理

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

11月25日（水） 無料２ 東京第４回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会
所得税確定申告の基礎と実務

組織内会計士研修会
「会計システムの効果的な選定・導入・運用のポイント」

税務
税務
業務部会
研修会

組織内
会計士協議会
研修会

12月1日（火） ３ 東京 無料

3



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。

●冬季全国研修会

12月9日、10日、11日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●冬季全国研修会を12月9日、10日、11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、17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）

12月9日（水）［１限目］10：00～11：40

12月9日（水）［２限目］13：00～14：40

12月9日（水）［３限目］15：00～16：40

パネルディスカッション第四弾「ＩＴを利用した未来の監査を展望する」

農協改革について

「職業倫理に関する解釈指針」の改正について

　平成24年から行っているパネルディスカッションの第四弾となる。第一弾では公認会計士とＩＴの関わり、第二
弾ではＩＴスキルの獲得と人材育成、第三弾では業務におけるＩＴの視点について企画を行った。第四弾では今後見
込まれるＩＴの技術進歩と、それを利用した企業実務の進化を前提として、従来の試査による監査のフレームワーク
を超えた「未来の監査」について議論を行う。

■パネリスト：木村 章展（ＩＴ委員会電子化対応専門委員会専門委員）、佐野 秀明（ＩＴ委員会電子化対応専門委員
会専門委員）、関野 年彦（ＩＴ委員会電子化対応専門委員会専門委員）

　コーディネーター：佐久間 裕幸（ＩＴ委員会電子化対応専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3099 ■履修単位：2

　第189回国会で成立した「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」では、農業の成長産業化を図るため、
６次産業化や海外輸出、農地集積等の政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備するため、農協・
農業委員会・農業生産法人の一体的な見直しを行いました。
　このうち、農協の監査については、全国農業協同組合中央会による監査の義務付けを廃止し、代わって公認会計士
監査を義務付けることとなりました。
本講義では、農林水産省の担当官より、農業協同組合法の改正の経緯や概要について説明いたします。

■講　師：農林水産省担当官（農林水産省経営局協同組織課）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

　倫理委員会は、「職業倫理に関する解釈指針」について、会員の利便性を向上させるために明瞭化を図るとともに、
①平成26年７月に改正された倫理規則に関連する事項及び②会員から質問が多く寄せられた事項等について整理し、
平成27年３月18日付けで、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」を公表した。本研修会では、「職業倫
理に関する解釈指針」の内容について、平成26年７月の改正点を中心に解説するとともに、既存のQ＆Aに係る留
意点についても解説する。

■講　師：北川　哲雄（倫理委員会副委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■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。

12月10日（木）［１限目］10：00～11：40

12月10日（木）［２限目］13：00～14：40

12月10日（木）［３限目］15：00～16：40

監査の品質管理の実務
～平成26年度の品質管理レビューにおける改善勧告事項の事例から～

財務諸表における不正会計の兆候とその対応－不正の発見とは（前半）

財務諸表における不正会計の兆候とその対応－不正の発見とは（後半）

　品質管理委員会は、平成26年度の品質管理レビューにおいて交付された改善勧告書から、平成26年度の品質管
理レビューの重点的実施項目に関する事項や、特に多くの監査業務で見受けられた事項をまとめた「改善勧告事項事
例集」を公表いたしました。
　監査の現場で、監査責任者をはじめとする監査業務に携わるすべての方々にとって監査の品質の維持・向上に役立
てていただきたいと考え、同事例集に基づき、その事例を説明するものです。なお、審査及び定期的な検証を実施す
る際にも参考になりますので、監査事務所の品質管理に係る方は是非ご参加ください。

■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

　財務諸表に重要な影響を与える虚偽記載が行われた場合、その兆候は財務諸表に表れます。本講義では、ケースス
タディを用いて、①財務諸表に表れた不正の兆候をどのように読み取るのか、②財務諸表に不正の兆候が表れていた
場合に、どのような視点で深度ある監査手続を行うべきかについて解説します。また、前半では、ケーススタディを
踏まえて、不正の発見とは何か、職業的懐疑心とは何かについて解説します。

■講　師：宇澤　亜弓（公認会計士・公認不正検査士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

　財務諸表に重要な影響を与える虚偽記載が行われた場合、その兆候は財務諸表に表れます。本講義では、ケースス
タディを用いて、①財務諸表に表れた不正の兆候をどのように読み取るのか、②財務諸表に不正の兆候が表れていた
場合に、どのような視点で深度ある監査手続を行うべきかについて解説します。また、後半では、ケーススタディを
踏まえて、内部統制と不正リスクについて解説します。

■講　師：宇澤　亜弓（公認会計士・公認不正検査士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

《研修会テーマ及び研修内容　変更のご案内》
研修会のご案内10月号から掲載を行っております冬季全国研修会の講座のうち、
12月10日（木）１限目（10：00～11：40）のテーマ名称及び研修内容に変更がございます。

【変更前】「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（10月号掲載）
【変更後】監査の品質管理の実務～平成26年度の品質管理レビューにおける改善勧告事項の事例から～

変更後の研修内容は上述のご案内のとおりです。
なお、担当講師、履修単位数及び研修分野等については変更ございません。

会員の皆様におかれましては、ご留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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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。

12月11日（金）［１限目］10：00～11：40

12月11日（金）［２限目］13：00～14：40

12月11日（金）［３限目］15：00～16：40

国税不服申立制度の改正の概要と最近の裁決事例について

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

医療法人制度改革の動向について

　平成25年6月、行政不服審査法関連三法が成立したことに伴い、国税通則法に定める不服申立制度に関する規定
が大幅に改正されました。改正法は、平成28年6月までに施行されることになっています。
　今回は、改正法によって、国税不服申立制度における審査請求がどのように変わることになるかについて説明いた
します。
　また、公認会計士出身の国税審判官（特定任期付職員）から、国税不服審判所における、最近の裁決事例について
説明いたします。

■講　師：角田　享介（国税不服審判所　国税審判官）、篠崎　友宏（東京国税不服審判所　国税審判官）、
朝倉　雅彦（東京国税不服審判所　国税審判官）

■参加料：3,000円 ■研修コード：4001 ■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

　第189回国会へ提出された医療法の一部を改正する法律案により、地域医療連携推進法人の認定制度が創設され
るとともに、医療法人について、経営の透明化の確保及びガバナンスの強化等が図られる等、医療法人制度が大きく
変わろうとしています。
　本講義では、医療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、地域医療連携推進
法人制度の創設の経緯や概要などを含めた医療法人制度改革の動向について、ご説明いただきます。

■講　師：厚生労働省担当官（厚生労働省医政局医療経営支援課）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■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（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：2001 ■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限目］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：2001 ■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限目］15：00～16：40
第４回　株主の権利（１）

■ 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：2001 ■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限目］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：2001 ■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限目］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。

●木曜講座／東京

■ 鯨岡　健太郎（東京会税務第一委員会研究成果物編纂会議編集員）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

　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第25号まで、それぞれ
公表されている。税務が、債務確定主義を原則としていることから、例えば、費用計上時に「時価」及び「見積り」
を前提とする会計処理をした場合、当該処理について損金処理が認められることは非常に少ない。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が会計処理に影響を与えることもある。本
講義は、こうした申告調整が生じることが想定される勘定科目別の処理、もしくは個別の論点について、会計上の仕
訳、税務上の仕訳、申告調整の仕訳を明示しながら、別表四及び五における記載を含めた具体的な調整処理について
改めて整理することを目的としている。

①制度改正の歴史　②会計基準と申告調整　③流動資産　④有形固定資産　
⑤無形固定資産　　⑥投資その他の資産　　⑦繰延資産　⑧流動負債

12月3日（木）［１時限］10：00～12：00
 最新企業会計と法人税申告調整の実務（前編）税務

税務

税務

■ 吉田　博之（東京会税務第一委員会研究成果物編纂会議副編集員長）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

　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第25号まで、それぞれ
公表されている。税務が、債務確定主義を原則としていることから、例えば、費用計上時に「時価」及び「見積り」
を前提とする会計処理をした場合、当該処理について損金処理が認められることは非常に少ない。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が会計処理に影響を与えることもある。本
講義は、こうした申告調整が生じることが想定される勘定科目別の処理、もしくは個別の論点について、会計上の仕
訳、税務上の仕訳、申告調整の仕訳を明示しながら、別表四及び五における記載を含めた具体的な調整処理について
改めて整理することを目的としている。

①純資産　②損益

12月3日（木）［２時限］13：00～15：00
最新企業会計と法人税申告調整の実務（中編）

■ 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）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

　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第25号まで、それぞれ
公表されている。税務が、債務確定主義を原則としていることから、例えば、費用計上時に「時価」及び「見積り」
を前提とする会計処理をした場合、当該処理について損金処理が認められることは非常に少ない。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が会計処理に影響を与えることもある。本
講義は、こうした申告調整が生じることが想定される勘定科目別の処理、もしくは個別の論点について、会計上の仕
訳、税務上の仕訳、申告調整の仕訳を明示しながら、別表四及び五における記載を含めた具体的な調整処理について
改めて整理することを目的としている。

①組織再編税制　②グループ関連税制　③外貨建取引　④税効果会計　⑤過年度遡及　⑥修正申告及び更正処分

12月3日（木）［３時限］15：20～17：20
最新企業会計と法人税申告調整の実務（後編）
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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限目］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限目］15：00～16：40
第6回「契約」成立と債権保護のしくみ①

■ 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

　契約が成立した場合の「債権保護のしくみ」を扱う後編②では、債権の譲渡と債務の譲渡（引受け）、保証・連帯責
任などの人的担保制度、第三者が弁済した場合の問題（弁済者代位・担保保存義務）、相殺に関する問題（法定相殺、
相殺予約、差押え・債権譲渡と相殺）を扱った後で、売買契約における売主の責任（瑕疵担保責任・追奪担保責任）の
ほか、請負契約・贈与契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約など個別契約における問題点を扱います。
　なお、この分野はボリュームのある箇所なので、一部は第8回で扱うかもしれません。

１月14日（木）［１限目］13：00～14：40
第7回　「契約」成立と債権保護のしくみ②

■ 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

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

１月14日（木）［２限目］15：00～16：40
第8回　債権が法律によって発生する場合
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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。

12月16日（水）15：00～16：40
 退職給付会計の基礎（前編） 

　退職給付制度の企業経営に与える影響を把握しておくことは、今や重要な経営課題の一つとして認識されており、
その前提となる退職給付会計に対する理解は重要と言えます。しかし、長期にわたる事象を取り扱う上、企業年金
に関する知識も求められるなど、独力では習得が難しい側面もあります。そこで本研修（前編）では退職給付会計
を基礎から学びたい方を対象に、退職給付制度の概要から退職給付会計の体系・退職給付債務等について、計算例
を用いて丁寧に説明致します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2102 ■履修単位：2

三輪　登信（公認会計士） 公認会計士会館

12月21日（月）15：00～16：40
 退職給付会計の基礎（後編） 

　退職給付制度の企業経営に与える影響を把握しておくことは、今や重要な経営課題の一つとして認識されており、
その前提となる退職給付会計に対する理解は重要と言えます。しかし、長期にわたる事象を取り扱う上、企業年金
に関する知識も求められるなど、独力では習得が難しい側面もあります。そこで本研修（後編）では前編で学んだ
基礎知識を元に、会計処理の基本的構造や具体的な処理、制度移行の会計処理等について、設例を用いて丁寧に説
明致します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2102 ■履修単位：2

三輪　登信（公認会計士） 公認会計士会館

１月26日（火）［１限目］13：00～14：40
 連結会計の基礎（前編） 

　本研修では、連結の範囲や資本連結手続、連結財務諸表特有の税効果等連結会計の基本的な事項を中心に解説し
ます。
　「連結財務諸表に関する会計基準」の平成25年改正により、従来子会社株式を追加取得した際に発生したのれん
や子会社株式を一部売却した際に発生した損益が資本剰余金として処理されることになりますが、本研修はこれら
の改正を反映した内容となっています。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

岡田　英樹（公認会計士） 公認会計士会館

１月26日（火）［２限目］15：00～16：40
 連結会計の基礎（後編） 

　本研修では、連結の範囲や資本連結手続、連結財務諸表特有の税効果等連結会計の基本的な事項を中心に解説し
ます。
　「連結財務諸表に関する会計基準」の平成25年改正により、従来子会社株式を追加取得した際に発生したのれん
や子会社株式を一部売却した際に発生した損益が資本剰余金として処理されることになりますが、本研修はこれら
の改正を反映した内容となっています。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

岡田　英樹（公認会計士） 公認会計士会館

●リフレッシュセミナー（会計編）／東京
　リフレッシュセミナー（会計編）は、会計・監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いた
い、現行の会計基準について改めて学び直したい等と考えている会員・準会員のために現行会計基
準の基礎や直近の改正について解説を行うことを目的として開催いたします。
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２月12日（金）10：00～11：40
 税効果会計の基礎（前編） 

　本研修では、税効果会計の意義、計算方法、個別財務諸表における税効果会計の処理、連結財務諸表における税
効果会計の処理、税効果会計に関する表示と注記等、税効果会計全般について解説します。
　また、平成25年5月26日に公表された企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関
する適用指針（案）」の概要について解説します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2102 ■履修単位：2

田中　圭（公認会計士） 公認会計士会館

２月17日（水）10：00～11：40
 税効果会計の基礎（後編） 

　本研修では、税効果会計の意義、計算方法、個別財務諸表における税効果会計の処理、連結財務諸表における税
効果会計の処理、税効果会計に関する表示と注記等、税効果会計全般について解説します。
　また、平成25年5月26日に公表された企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関
する適用指針（案）」の概要について解説します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2102 ■履修単位：2

田中　圭（公認会計士） 公認会計士会館

２月19日（金）［１限目］10：00～11：40
 組織再編会計の概要とパーチェス法 

　組織再編会計の基礎の第１回では、企業結合会計及び事業分離会計といった組織再編会計の全体像、特に企業結
合の分類（取得、共同支配企業の形成、共通支配下の取引）、事業分離会計の考え方（投資の継続、投資の清算）な
どを整理します。次に、第三者間の企業結合であり時価を基礎として行われるパーチェス法の会計処理について吸
収合併のケースを中心に解説します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

長沼　洋佑（公認会計士）、波多野　伸治（公認会計士） 公認会計士会館

２月19日（金）［２限目］13：00～14：40
 共通支配下の取引の会計処理 

　組織再編会計の基礎の第２回では、適正な帳簿価額を基礎として行われる共通支配下の取引の基本的な会計処理
を解説します。例えば、親会社と子会社の合併、子会社同士の合併、親会社から子会社への事業の移転など、実務
上、多く行われている組織再編をケース別に解説します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2101 ■履修単位：2

長沼　洋佑（公認会計士）、波多野　伸治（公認会計士） 公認会計士会館

●リフレッシュセミナー（会計編）／東京
　リフレッシュセミナー（会計編）は、会計・監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いた
い、現行の会計基準について改めて学び直したい等と考えている会員・準会員のために現行会計基
準の基礎や直近の改正について解説を行うことを目的として開催いたします。
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●新春全国研修会

2016年1月22日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●新春全国研修会を2016年1月22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、三多摩、埼玉、千葉、山梨、松本、

岡山、米子、松山、徳島、長崎）

●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。

 「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）

2016年１月22日（金）15：00～16：40

2016年１月22日（金）13：00～14：40

不正会計と監査対応

今後の税制の展望

　「フリー・フェア・グローバル」の基準に「ガバナンス」の視点が加わり、企業・会計・監査は新しい変革の時代
を迎えている。コモンローの発想が、日本の法制度に取り入れられ、成文法の中に慣習法の考えの導入による法的調
和化への動きに対応しなければならない。そのような環境変化の中で、不正会計（不適切会計、不適正会計、粉飾決
算、虚偽表示など）は依然としてなくならず、ますます巧妙化しつつある。二重責任の原則のもと、不正会計が発覚
すると職業的専門家としての監査人の責任が問われ、正当注意義務履行の妥当性の有無が問題となる。不正会計と監
査対応は、避けて通ることができない極めて重要な内容を包括するものであるため、以下の基本的問題点等を検討す
ることにする。
1．会計の品質保証と経営者責任
2．期待ギャップの解消と情報ギャップの解消
3．職業的懐疑心の保持・発揮・高揚
4．監査報告書とKAM（key audit matters）
5．監査の品質保証と監査対応

■講　師：友杉　芳正（東海学園大学副学長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3001 ■履修単位：2

　2017年 4月の消費税率引上げに向けて、軽減税率が議論されている。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2015」で示された税制改革、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、配偶者控除の見直し、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
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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。

《中継会場新設のご案内》

新春全国研修会から以下の２会場が全国研修会の中継研修会場として新設されました。

会場：三多摩会事務所
住所：東京都立川市錦町1-4-20　
　　　TSCビル２階
電話番号：042-595-8618

会場：千葉県会事務所会議室
住所：千葉県千葉市中央区中央1丁目11番1号　
　　　千葉中央ツインビル1号館9階
電話番号：043-305-4203

ヨドバシカメラ
三越

パルコ

オーロラモール
ジュンヌ

そごう 富士見東電前

京成千葉駅

栄町駅

葭川公園駅

JR千葉駅

モノレール千葉駅 栄町

新町

千葉中央ツインビル1号館
9階

千葉街道
14

ミニストップ

アレアレア1

ルミネ

ビックカメラ
伊勢丹 村上クリニック

セイジョー

立川駅

立川北駅

立川南駅

TSCビル２階

錦町1
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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）

（随時研修会・木曜講座）

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

11/24
（火）

12/3
（木）

13：00～14：40

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

会社法シリーズ　第４回　株主の権利（１）

10：00～12：00 3,000円最新企業会計と法人税申告調整の実務（前編）

13：00～15：00 3,000円最新企業会計と法人税申告調整の実務（中編）

15：20～17：20 3,000円最新企業会計と法人税申告調整の実務（後編）

税務

税務

税務

12/22
（火）

13：00～14：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

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

1/14
（木）

13：00～14：40

15：00～16：40

3,000円

3,000円

民法シリーズ　第７回　「契約」成立と債権保護のしくみ②

民法シリーズ　第８回　債権が法律によって発生する場合

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
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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）

（リフレッシュセミナー（会計編））

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

15：00～16：40 退職給付会計の基礎（前編） 3,000円

1/26
（火）

12/21
（月）

2/12
（金）

2/17
（水）

12/16
（水）

15：00～16：40 連結会計の基礎（後編） 3,000円

10：00～11：40 税効果会計の基礎（後編） 3,000円

10：00～11：40 税効果会計の基礎（前編） 3,000円

15：00～16：40 退職給付会計の基礎（後編） 3,000円

13：00～14：40 連結会計の基礎（前編） 3,000円

2/19
（金）

13：00～14：40 共通支配下の取引の会計処理 3,000円

10：00～11：40 組織再編会計の概要とパーチェス法 3,000円

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
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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

※ 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、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。 ※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。）

（冬季全国研修会・新春全国研修会）

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  農協改革について

「職業倫理に関する解釈指針」の改正について15：00 ～ 16：40

13：00 ～ 14：40

15：00 ～ 16：40

13：00 ～ 14：40

15：00 ～ 16：40

パネルディスカッション第四弾
「ＩＴを利用した未来の監査を展望する」

医療法人制度改革の動向について

監査の品質管理の実務
～平成26年度の品質管理レビューにおける改善勧告事項の事例から～

12/10
（木）

12/11
（金）

1/22
（金）

12/9
（水）

新たな社会福祉法人制度について（仮題）

国税不服申立制度の改正の概要と最近の裁決事例について

不正会計と監査対応

今後の税制の展望

15：00 ～ 16：40

 

財務諸表における不正会計の兆候とその対応
－不正の発見とは（前半）
財務諸表における不正会計の兆候とその対応
－不正の発見とは（後半）

 

申 込 受講会場

監査

監査

監査

監査

監査

監査

倫理

税務

税務
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新春全国研修会

2016年
1月22日（金）

○

○

○
仙台商工会議所７階
「大会議室」

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

－

12月10日（木）12月9日（水） 12月11日（金）

○ ○ ○

（神奈川県会事務局）
TEL：045

（神奈川県会事務局）
TEL：045 －681－7151－681－7151

横浜メディア・ビジネスセンター６階横浜メディア・ビジネスセンター６階横浜メディア・ビジネスセンター６階
（神奈川県会事務局）
TEL：045－681－7151

本部主催全国研修会会場一覧
冬季全国研修会

受講
会場 会　場　名

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1／ 13 （水）
DVD研修会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1／ 14 （木）
DVD研修会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1／ 15 （金）
DVD研修会

2／ 8 （月）
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

三多摩

栃木県公認会計士会館

群馬 群馬県会事務所

千葉 千葉県会事務所会議室

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
３階「メロンホール」

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
三多摩会事務所
TEL：042－595－8618

TEL：043-305-4203

埼玉 埼玉県会研修室
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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「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
（前総務省自治財政局
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：地方自治法①
 講　師：内貴　滋（帝京大学経済学部地域経済学科教授・バーミンガム大学名誉フェロー）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022070
■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９月１日より配信が開始された「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。

　地方自治法①では、地方自治及び地方公共団体の基本について解説する。第一に「地方自治の本旨」の内容である「住民
自治」と「団体自治」の意義を述べ、双方の関係を演繹した後、地方自治制度の沿革を述べる。第二に憲法における地方自治
の位置づけについて解説する。即ち、地方公共団体の統治の根拠、国と地方公共団体の関係、憲法における地方自治の保障
の意義を述べる。第三に地方公共団体の３要素（住民、区域、法人格）及び種類の概要を述べたのち、普通地方公共団体であ
る都道府県・市町村と特別地方公共団体である特別区・組合・財産区について順次、分析を行う。

テーマ：地方自治法②
 講　師：内貴　滋（帝京大学経済学部地域経済学科教授・バーミンガム大学名誉フェロー）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022110
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方自治法②では地方公共団体の権能について解説する。第一に国、都道府県及び市町村の間の事務配分の基本を
解説し、それぞれの具体的役割を述べる。第二に新たな事務の分類である自治事務と法定受託事務について旧制度と
対比しながら具体的な事務内容について述べる。第三に具体例を挙げ、地方公共団体の仕事には限界があるかを考え
る。第四に自治行政権、自治立法権、自治財政権についてその特色を論ずる。第五に国等の関与の類型とあり方、国
と地方の係争が生じた場合の処理制度、地方公共団体相互間の協力関係等、国と地方の関係について解説する。

テーマ：地方公共団体の外部監査
 講　師：白山 真一（日本公認会計士協会　公会計委員会委員長、公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032390
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　本研修では、第１部において、地方公共団体の外部監査制度に関し、地方自治法に基づく外部監査制度の概要、
財務諸表監査との相違点、監査委員監査との関係、外部監査制度の現況を解説する。次に第２部において、変容し
つつある外部監査制度の動向に関し、地方公共団体の内部統制及び外部監査制度の見直しの方向性を総務省の報告
書等に基づいて解説する。最後に第３部において、包括外部監査報告書の事例研究により、実務上のポイントを解
説する。

監査

20



テーマ：財政援助団体等の監査と実務
 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：E032410
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方自治法第199条第7項において、財政援助団体等に対して監査ができることが定められているが、この条文による監
査対象は財政援助団体、出資団体及び公の施設の指定管理者等である。この監査の大部分は出資団体と呼ばれる地方公共
団体の外郭団体に対する監査である。この研修においては、財政援助団体等の監査の対象団体、監査範囲及び実施上の留意
点等を解説し、地方公共団体の監査委員監査における実務経験を踏まえ解説する。

テーマ：公益法人制度と会計
 講　師：大立目　克哉（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：2106

■教材コード：E022130
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　公益法人制度と会計では、平成20年12月から施行された新公益法人制度の概要と当該制度と密接に結びついてい
る平成20年公益法人会計基準について解説する。
　現在、３つの公益法人会計基準（昭和60年基準、平成16年基準および平成20年基準）が存在するが、これらの
基準の内容の違いを見ながらその変遷を確認する。その後、今後公益法人会計基準の中心となると考えられる平成
20年基準の内容について公益法人特有の事項および企業会計との違いを見ながら詳しく説明する。
　なお、平成20年公益法人会計基準を理解するうえで欠かせない新公益法人制度において法人が備えなければなら
ない要件等について会計基準の解説の前に概観する。

テーマ：地方公営企業の会計と経営
 講　師：大惠 康宏（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022120
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方公営企業は、公共の福祉と経済性の両面を志向すべきことから、企業会計原則を最大限取り入れつつも、一部
に特有の会計制度を有している。また、上下水道のように、地方公営企業が主な担い手となっているために、行う事
業について触れる機会は必ずしも多くないとも考えられる。
　そこで当研修では、地方公営企業について、経費負担の原則などの基礎概念のほか、予算・決算の各種様式、留意
が必要な会計処理など、実務的な観点から押さえておきたい事項につき具体的に解説する。また、地方公営企業の事
業内容や抱える課題等について概観し、その経営についても理解を進める。

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

テーマ：地方財政健全化法における審査と監査
 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：E032400
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　夕張市の財政破綻等を契機に地方財政健全化法が成立し、新たな地方公共団体の健全化指標が導入され、早期の
財政健全化を促す仕組みが導入された。この法律では５つの健全化指標を作成し、それが一定の基準以上であれ
ば、財政健全化計画等を作成する義務が生じることになっている。その健全化指標の適正性を担保するために監査
委員の審査が必要となっている。また、財政健全化計画の策定にあたっては、個別外部監査人の監査を受けること
が義務付けられている。健全化指標の内容、監査委員の審査及び個別外部監査人の監査について解説する。

監査
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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。

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

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）

130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）

130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

行政法① 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021900 無料

行政法② 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021910 無料

行政法③ 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021920 無料

地方公共団体における
監査委員制度（その１）

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032350 無料

地方公共団体における
監査委員制度（その２）

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032360 無料

住民監査請求及び住民訴訟
制度と事例

平本 登
（東京都監査事務局総務課
課長代理（調査担当））

130分 2 研修コード：3112
教材コード：E032370 無料

地方税
（地方税概論・各論・徴収）

関口 智
（立教大学大学院経済学研究科
教授）

130分 2 研修コード：4001
教材コード：E041620 無料
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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。

12月1日（火）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「会計システムの効果的な選定・導入・運用のポイント」

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料 ■研修コード：9102 ■履修単位：３

　今日、企業における業務は、その多くがシステムに支えられて遂行されており、システムは標準化、効率化、正確
性、網羅性に寄与していると言えます。特に会計システムは、会社の最終的な数値を扱う根幹を担っています。
一般的に、システムのライフサイクルは最低でも5、6年と言われており、一旦導入すれば、そう頻繁に入れ替えること
はありません。それ故、効果的に活用するためには、選定、導入、そして運用のタイミングでポイントを抑えた進め方が
必要となります。
　本研修では、企業のバックオフィスを支えるシステムにフォーカスを当て、会計システムの選定～導入～運用のポイ
ントについて、最新の動向を交えて解説します。

■講　師：脇　一郎（JBAグループ、マネージングディレクター、公認会計士）
君島　綾（JBA ITソリューション株式会社、マネジャー）

●問合せ先
日本公認会計士協会　企画本部
TEL：03-3515-1123
Mail：paib@sec.jicpa.or.jp
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●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）／東京

11月25日（水）19：00～21：00
税務  第４回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会

所得税確定申告の基礎と実務

■  ：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：4201 ■履修単位：2単位

伊藤　耕一郎（公認会計士・税理士）

　開業するなら知っておきたい税務実務研修会シリーズでは、開業を予定する方や開業間もない方に対して、比較的
基本的な内容について研修を行っています。
　第4回目となる本研修では、個人所得税の確定申告についてその基本的内容・考え方から、実際の確定申告業務の
実務について解説を行ないます。具体的内容としては、所得税の申告の際に必要となる１０種類の所得区分の考え方
や、税額計算の流れ、誤りやすいポイントについて解説を行うとともに、実際の確定申告を行う際の業務の流れを具
体的事例に即して説明を行う予定です。

　「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（第３回ま
で終了）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。

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。
24


