
全国

全国２

全国２ 3,000円

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2016年1月22日（金）～3月27日（日）

（次頁に続く）

研修会 開催日 テーマ 単位 掲載頁会場 参加料

P.04

P.05

P.05

P.06

P.06

P.08

P.08

P.09

P.09

リフレッシュ
セミナー

（会計編）

新春全国

木曜講座

1月22日（金）

今後の税制の展望

不正会計と監査対応監査

監査

２

1月26日（火）

1月28日（木）

春季全国

2月3日（水）

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

税務訴訟事例の研究（前半）

税務訴訟事例の研究（後半）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

監査業務に係る審査について

会計職業倫理の理論と実態

税務

税務

税務

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

那覇
2/8（月）

証券取引等監視委員会の活動と公認会計士に
期待される役割

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

P.09全国２ 3,000円

那覇
2/17（水）

無料

無料

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

監査

平成28年度税制改正大綱の解説

平成28年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

公認会計士業務における情報セキュリティ

税務

2月4日（木）

那覇
2/18（木）

P.10

P.10

P.10

《お知らせ》
新春全国研修会における次の２講座については無料でご参加いただけます。
ご参加いただく際は、必ず事前にお申し込みの上、ご参加ください。
１限目『公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割』（職業倫理）
２限目『今後の税制の展望』（税務）
また、当該２講座については、２月中旬頃eラーニングで無料配信を予定しており、配信日については、メールでご案内いた
します。集合研修CD-ROMでの配付は予定しておりません。
※『今後の税制の展望』については、研修会のご案内12月号にて参加料3,000円としてご案内しておりましたが、無料での開催に変更となりました。
※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。登録がまだの方は、是非この機会にご登録ください。

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

全国２ 3,000円

監査

監査 企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針」の概要及び監査上の留意事項について

業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説

東京証券取引所インフラファンド市場開設の概要と
インフラ資産等の評価業務2月5日（金）

那覇
2/19（金）

P.11

P.11

P.11

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28年1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）

リフレッシュ
セミナー
（監査編）

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

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 

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

掲載頁

P.07

P.07

2月22日（月）
監査事務所の品質管理の体制整備

リスク・アプローチに基づく監査の実施

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.12

P.12

2月23日（火）
会計上の見積り

監査IT対応

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.12

P.13

2月24日（水）
その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.13

P.13

2月26日（金）

3月11日（金）

公益法人会計基準に関する実務指針について（仮）

社会福祉法人に対する外部監査上の留意点（仮） ２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.14

P.14

医療法人の会計（仮） ２ 3,000円東京 P.14

２ 3,000円東京 P.15

２ 3,000円東京 P.15

２ 3,000円東京 P.15

春季終日

DVD
研修会

3月27日（日）DVD
研修会

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27年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16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
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16非営利法人の税務について（前半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16非営利法人の税務について（後半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

最近の検査結果事例について
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

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27年８月20日夏季全国研修会収録DVD）

税務

税務

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

2月12日（金）

2月17日（水）

税効果会計の基礎（前編） ２ 3,000円東京

税効果会計の基礎（後編） ２ 3,000円東京

P.06

P.06

3月19日（土）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その1）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その2）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.17

P.17

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その3） ２ 3,000円東京 P.17

随時
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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）

リフレッシュ
セミナー
（監査編）

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

監査

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 

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

掲載頁

P.07

P.07

2月22日（月）
監査事務所の品質管理の体制整備

リスク・アプローチに基づく監査の実施

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.12

P.12

2月23日（火）
会計上の見積り

監査IT対応

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.12

P.13

2月24日（水）
その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.13

P.13

2月26日（金）

3月11日（金）

公益法人会計基準に関する実務指針について（仮）

社会福祉法人に対する外部監査上の留意点（仮） ２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.14

P.14

医療法人の会計（仮） ２ 3,000円東京 P.14

２ 3,000円東京 P.15

２ 3,000円東京 P.15

２ 3,000円東京 P.15

春季終日

DVD
研修会

3月27日（日）DVD
研修会

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27年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16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
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16非営利法人の税務について（前半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

２ 3,000円東京 P.16非営利法人の税務について（後半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

最近の検査結果事例について
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

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27年８月20日夏季全国研修会収録DVD）

税務

税務

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

2月12日（金）

2月17日（水）

税効果会計の基礎（前編） ２ 3,000円東京

税効果会計の基礎（後編） ２ 3,000円東京

P.06

P.06

3月19日（土）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その1）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その2）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.17

P.17

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その3） ２ 3,000円東京 P.17

随時

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

組織内会計士研修会
客観的な経営判断を引き出す将来予測へのチャレンジ
～「経験と勘」から「合理的共有化」へ～

組織内
会計士協議会
研修会

3月2日（水） ３ 東京 無料

掲載頁

P.28

組織内
会計士協議会
研修会

2月23日（火） ３ 東京 無料 P.28

税務
業務部会
研修会

2月9日（火） ３ 東京 無料 P.29第30回　確定申告のための所得税実務
～今さら聞けない確定申告実務について～

組織内会計士研修会
「組織内会計士のための管理会計のおさらいと最近の動向」

税務

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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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。 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。

●新春全国研修会

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、21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）

１月22日（金）［１限目］10：00〜11：40
公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割

　近時、上場企業の会計不祥事等が発生し、財務諸表の信頼性、ひいては資本市場の信頼性が問われております。改
めて公認会計士は、その使命、職責の原点に返り、責務を全うすることで、資本市場の健全な発展に向けて取り組む
必要があります。
　また、新公会計の導入・効果的な運用、非営利法人への会計監査の導入等、公認会計士が期待される活動領域も拡
大・多様化しております。地域経済の活性化に向けても最大限貢献すべきです。
　今回の研修では、このような現状を踏まえ、日本公認会計士協会が抱える主な課題とその取組状況、さらに、公認
会計士の魅力向上について説明します。

■講　師：森　公高（日本公認会計士協会会長）
■参加料：無料 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

《お知らせ》
新春全国研修会における次の２講座については無料でご参加いただけます。
ご参加いただく際は、必ず事前にお申し込みの上、ご参加ください。
１限目『公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割』（職業倫理）
２限目『今後の税制の展望』（税務）
また、当該２講座については、２月中旬頃eラーニングで無料配信を予定しており、配信日については、メールでご案内いた
します。集合研修CD-ROMでの配付は予定しておりません。
※『今後の税制の展望』については、研修会のご案内12月号にて参加料3,000円としてご案内しておりましたが、無料での開催に変更となりました。
※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。登録がまだの方は、是非この機会にご登録ください。

《神奈川会場変更について》
「CPE研修会のご案内 12月号」に掲載しました新春全国研修会のうち、神奈川会場について、掲載内容から変更がありま
した。神奈川会場にて当該研修会にご参加される方は、会場にご留意ください。
■開催場所
　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
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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。 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。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。 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。

１月22日（金）［２限目］13：00〜14：40
今後の税制の展望

　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：無料 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

《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

１月22日（金）［３限目］15：00〜16：40
不正会計と監査対応

　「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
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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。

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。

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
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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。

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。

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

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。

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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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

■ 木山　泰嗣（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：4171 ■履修単位：2

■ 木山　泰嗣（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：4171 ■履修単位：2

　近年（平成20年代を中心にします）における税務訴訟の事例を取り上げて，その分析を行います。とくに法解釈
が争われる事例が税務訴訟では多いため，どのような観点から判断が分かれるのかなどを分析していきます。前半で
は，総論としての税務訴訟の仕組みや手続等についても言及したうえで，所得税の事例を中心に検討します。

１月28日（木）［１限目］10：00～11：40
 税務訴訟事例の研究（前半）

　近年（平成20年代を中心にします）における税務訴訟の事例を取り上げて，その分析を行います。とくに法解釈
が争われる事例が税務訴訟では多いため，どのような観点から判断が分かれるのかなどを分析していきます。とくに
後半では，法人税の事例を中心に検討します。

１月28日（木）［２限目］13：00～14：40
税務訴訟事例の研究（後半）

木曜講座（1月28日（木）開催1・2限目）の開催時間の訂正について（お詫び）
　1月28日（木）開催予定の木曜講座「税務訴訟事例の研究（前半・後半）」の開催時間につきまして、「CPE研修会の
ご案内 12月号」での掲載内容に誤りがございました。当該研修会にご参加される方は、お時間にご留意ください。
【誤】［前半］13：00～14：40　　　［後半］15：00～16：40
【正】［前半］10：00～11：40　　　［後半］13：00～14：40

開催時間にご注意ください。
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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。

●木曜講座／東京

■ 木山　泰嗣（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：4171 ■履修単位：2

■ 木山　泰嗣（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：4171 ■履修単位：2

　近年（平成20年代を中心にします）における税務訴訟の事例を取り上げて，その分析を行います。とくに法解釈
が争われる事例が税務訴訟では多いため，どのような観点から判断が分かれるのかなどを分析していきます。前半で
は，総論としての税務訴訟の仕組みや手続等についても言及したうえで，所得税の事例を中心に検討します。

１月28日（木）［１限目］10：00～11：40
 税務訴訟事例の研究（前半）

　近年（平成20年代を中心にします）における税務訴訟の事例を取り上げて，その分析を行います。とくに法解釈
が争われる事例が税務訴訟では多いため，どのような観点から判断が分かれるのかなどを分析していきます。とくに
後半では，法人税の事例を中心に検討します。

１月28日（木）［２限目］13：00～14：40
税務訴訟事例の研究（後半）

木曜講座（1月28日（木）開催1・2限目）の開催時間の訂正について（お詫び）
　1月28日（木）開催予定の木曜講座「税務訴訟事例の研究（前半・後半）」の開催時間につきまして、「CPE研修会の
ご案内 12月号」での掲載内容に誤りがございました。当該研修会にご参加される方は、お時間にご留意ください。
【誤】［前半］13：00～14：40　　　［後半］15：00～16：40
【正】［前半］10：00～11：40　　　［後半］13：00～14：40

開催時間にご注意ください。

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。 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。

●春季全国研修会

2月3日、4日、5日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●春季全国研修会を2月3日、4日、5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＋17部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、埼玉、千葉、山梨、松本、

静岡、岡山、米子、松山、徳島、長崎、鹿児島）

●会場は、21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）

2月３日（水）［１限目］10：00〜11：40

2月３日（水）［２限目］13：00〜14：40

2月３日（水）［３限目］15：00〜16：40

監査業務に係る審査について

会計職業倫理の理論と実態

証券取引等監視委員会の活動と公認会計士に期待される役割

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

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

　会計専門職（公認会計士）の職業倫理については、ここまでその理論的な検討も行われてきています。それは主と
してアメリカにおいて展開されており、わが国においては必ずしも盛んな議論が行われてきたとはいえません。本講
義では、それらの理論で主張されていることをいくつか取り上げながら、それらと倫理規則等の実務面での適用との
関係がどうなっているのかを探ります。あわせて、理論が示してくれる会計職業倫理に関する考え方の可能性も検討
します。

■講　師：吉見　宏（北海道大学教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　証券市場の公正性、透明性の確保のために取り組む証券取引等監視委員会の活動との関連で、公認会計士に期待さ
れる役割について解説する。特に、
・上場企業等の開示
・不公正ファイナンス
・インサイダー取引等不公正取引
・金商業者検査
等との関連で認識される公認会計士の課題とそれを踏まえた公認会計士に期待される役割を解説する。

■講　師：佐々木　清隆（証券取引等監視委員会事務局長）
■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。 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。

２月４日（木）［１限目］10：00〜11：40

２月４日（木）［２限目］13：00〜14：40

２月４日（木）［３限目］15：00〜16：40

公認会計士業務における情報セキュリティ

平成28年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

平成28年度税制改正大綱の解説

　毎年実施している情報セキュリティのアップデート研修です。
セキュリティ事故事例、CPAAOB の「監査事務所検査結果事例集」や品質管理レビューでの指摘事項等の解説に加え、
日本年金機構の情報漏えい事案を受けて会員向けに平成 27 年６月 30 日付けで発信された「今般の日本年金機構に
おける個人情報流出事案を踏まえた金融庁からの要請について」に関する具体的な対応策の考え方について、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」に則して解説を行うことを予定しています。

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

　平成 28 年３月期末を控え、本年度監査の留意事項について解説いたします。また、学校法人会計基準の一部改正
（文部科学大臣所轄学校法人については平成 27 年度から適用（都道府県知事所轄学校法人については平成 28 年度か
ら適用））や子ども・子育て支援新制度の開始等、本年度の監査に関係する学校法人の会計及び監査の最新の動向につ
いて可能な限り新たな情報を提供するとともに、実務上の留意点を説明いたします。

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

　平成28年度税制改正大綱について、財務省担当官を講師としてお迎えし、解説いただきます。

■講　師：財務省主税局担当官
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

10



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。 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。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。 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。

２月５日（金）［１限目］10：00〜11：40

２月５日（金）［２限目］13：00〜14：40

２月５日（金）［３限目］15：00〜16：40

東京証券取引所インフラファンド市場開設の概要とインフラ資産等の評価業務

業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説

企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の
概要及び監査上の留意事項について

　インフラの整備や運営について民間資金の活用を図るため、2015年4月30日に、東京証券取引所にインフラファ
ンド市場が開設されました。
　これを受けて日本公認会計士協会は、ファンドが保有するインフラ資産等の評価業務を公認会計士が行う際の参考
として、2015年８月17日に経営研究調査会研究報告第56号「東京証券取引所インフラファンド市場におけるイン
フラ資産等の評価業務」を公表しました。
　本研修では、前半に、インフラファンド市場の開設について取引所担当者による解説を行います。後半には、研究
報告の内容について、執筆に携わった専門委員がポイントや留意点を解説します。

■講　師：長谷川　高顕（株式会社東京証券取引所　上場推進部）
太田　英男（経営研究調査会バリュエーション専門部会　専門委員）

■参加料：3,000円 ■研修コード：5999 ■履修単位：2

　IT の利用促進に伴い重要性が増している業務処理統制を含んだ業務プロセスについて、財務諸表監査におけるリス
ク評価手続及び運用評価手続について、IT 委員会研究報告「業務処理統制に関する評価手続」を基に解説を行います。
卸売業を前提として、販売業務、購買業務のそれぞれについて、監査調書となる業務記述書、フローチャート、RCM
の記載例を用いて実務上の留意点を取り上げながら、IT を含む内部統制の評価業務の理解を深めていただきます。

■講　師：伊藤　哲也（IT委員会 監査IT実務指針検討専門委員会専門委員長）
岸野　和好（IT委員会 監査IT実務指針検討専門委員会　専門委員）
石渡　歩（IT委員会 監査IT実務指針検討専門委員会　専門委員）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

　現在、企業会計基準委員会において、企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に関
する検討が行われており、平成 28 年４月１日以後開始する事業年度から強制適用される予定である。本適用指針は、
監査委員会第 66 号「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の取扱い」の定めを引き継いだ上で見直しを行った
ものであり、我が国の会計及び監査実務に与える影響が大きいと考えられる。今般の研修では、本適用指針の概要及
び本適用指針の適用に当たっての監査上の留意事項について解説を行う。

■講　師：小倉　加奈子（公認会計士）
茂木　哲也（公認会計士）

■参加料：3,000円 ■研修コード：3104 ■履修単位：2
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●リフレッシュセミナー（監査編）／東京
　監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いたい。独立して監査業務を行いたい。又は監査全体
の仕組みを改めて学び直したい。
　本講義は、こうした会員・準会員のために、最新の品質管理システムに基づく監査業務の実践（リスク・
アプローチ、注意すべき個別テーマ、会計上の見積りの監査、監査IT対応、審査・品質管理等）を網羅的
に習得していただくために開催するものです。
　今、監査を行うに当たって必ず知っておかなければならない事項について、集中的に解説するセミナー
です。是非ともご参加ください。

※通常の研修会とは開催時間が異なりますのでご注意ください。

２月22日（月）［１限目］10：00～11：50
 監査事務所の品質管理の体制整備 

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

中川　隆之（中小事務所支援担当常務理事） 公認会計士会館

２月23日（火）［１限目］10：00～11：50
 会計上の見積り 

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

齋藤　哲（中小事務所等施策調査会監査専門部会副専門部会長） 公認会計士会館

２月22日（月）［２限目］13：00～14：50
 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

（1） リスク・アプローチに基づく監査の全体像
（2） 二つのレベルの重要な虚偽表示リスクの評価と対応
（3） 経営者による内部統制を無効化するリスクと対応
（4） 監査上の重要性
（5） グループ監査
（6） 不正による重要な虚偽表示リスクへの対応
（7） 不正による重要な虚偽の表示の疑義に至る 2 つのルート
（8） 不正リスクに対応した監査のプロセス

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

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

※通常の研修会とは開催時間が異なりますのでご注意ください。

２月22日（月）［１限目］10：00～11：50
 監査事務所の品質管理の体制整備 

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

中川　隆之（中小事務所支援担当常務理事） 公認会計士会館

２月23日（火）［１限目］10：00～11：50
 会計上の見積り 

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

齋藤　哲（中小事務所等施策調査会監査専門部会副専門部会長） 公認会計士会館

２月22日（月）［２限目］13：00～14：50
 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

（1） リスク・アプローチに基づく監査の全体像
（2） 二つのレベルの重要な虚偽表示リスクの評価と対応
（3） 経営者による内部統制を無効化するリスクと対応
（4） 監査上の重要性
（5） グループ監査
（6） 不正による重要な虚偽表示リスクへの対応
（7） 不正による重要な虚偽の表示の疑義に至る 2 つのルート
（8） 不正リスクに対応した監査のプロセス

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

南　成人（中小事務所等施策調査会副委員長） 公認会計士会館

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。

２月23日（火）［2限目］13：00～14：50
  

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

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

原　伸夫（中小事務所等施策調査会副委員長） 公認会計士会館

２月24日（水）［1限目］10：00～11：50
  

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

西田　友洋（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員） 公認会計士会館

 監査IT対応

 その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

２月24日（水）［2限目］13：00～14：50
  

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

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

佐藤　真奈（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員） 公認会計士会館

 監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他
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●春季終日／東京

社会福祉法人に対する外部監査上の留意点（仮） 

２月26日（金）［２限目］13：00～14：40
 公益法人会計基準に関する実務指針について（仮） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員 公認会計士会館

　非営利法人委員会では現在、平成16年公益法人会計基準に対応する実務指針である非営利法人委員会報告第28
号、同第29号、同第31号及び同第32号を、平成20年公益法人会計基準に対応した実務指針として改正すること
を検討しています。
　本研修では、当該改正に携わる非営利法人委員会関係者が、改正の概要やポイントを解説いたします。

２月26日（金）［１限目］10：00～11：40
 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

渡邊 崇（非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員） 公認会計士会館

　非営利法人委員会では、社会福祉法人に対する外部監査の実務に資する研究報告として、非営利法人委員会研究
報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評
価」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」、同第19号「監査基準委員会報告書240「財務諸表監査におけ
る不正」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」、同第24号「社会福祉法人の外部監査上の取扱い」等を公
表しております。
　本研修では、これらの研究報告の概要やポイントを踏まえ、社会福祉法人に対する外部監査上の留意点を解説い
たします。

２月26日（金）［３限目］15：00～16：40
 医療法人の会計（仮） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員 公認会計士会館

　平成26年2月に四病院団体協議会から「医療法人会計基準に関する検討報告書」が公表され、また平成27年9月
には、一定規模以上の医療法人に厚生労働省令で定める会計基準に従った計算書類の作成と監査を義務付ける医療
法の改正法案が国会で成立する等、医療法人の会計面の整備が進みつつあります。
　本講義では、これらの動向を踏まえて、医療法人の会計の概要や留意すべきポイント等を解説いたします。
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●春季終日／東京

社会福祉法人に対する外部監査上の留意点（仮） 

２月26日（金）［２限目］13：00～14：40
 公益法人会計基準に関する実務指針について（仮） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員 公認会計士会館

　非営利法人委員会では現在、平成16年公益法人会計基準に対応する実務指針である非営利法人委員会報告第28
号、同第29号、同第31号及び同第32号を、平成20年公益法人会計基準に対応した実務指針として改正すること
を検討しています。
　本研修では、当該改正に携わる非営利法人委員会関係者が、改正の概要やポイントを解説いたします。

２月26日（金）［１限目］10：00～11：40
 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3111 ■履修単位：2

渡邊 崇（非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員） 公認会計士会館

　非営利法人委員会では、社会福祉法人に対する外部監査の実務に資する研究報告として、非営利法人委員会研究
報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評
価」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」、同第19号「監査基準委員会報告書240「財務諸表監査におけ
る不正」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」、同第24号「社会福祉法人の外部監査上の取扱い」等を公
表しております。
　本研修では、これらの研究報告の概要やポイントを踏まえ、社会福祉法人に対する外部監査上の留意点を解説い
たします。

２月26日（金）［３限目］15：00～16：40
 医療法人の会計（仮） 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2

非営利法人委員会非営利業務支援専門部会専門委員 公認会計士会館

　平成26年2月に四病院団体協議会から「医療法人会計基準に関する検討報告書」が公表され、また平成27年9月
には、一定規模以上の医療法人に厚生労働省令で定める会計基準に従った計算書類の作成と監査を義務付ける医療
法の改正法案が国会で成立する等、医療法人の会計面の整備が進みつつあります。
　本講義では、これらの動向を踏まえて、医療法人の会計の概要や留意すべきポイント等を解説いたします。

●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11日（金）［１限目］10：00～11：40
倫理

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。

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27年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

　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。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

上林　三子雄（倫理担当常務理事） 公認会計士会館

３月11日（金）［２限目］13：00～14：40

 
最近の検査結果事例について

（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）
 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。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

東葭　葉子（主任公認会計士監査検査官） 公認会計士会館

３月11日（金）［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27年８月20日夏季全国研修会収録DVD）
　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。

■ 　：師　講 ■  ：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

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） 公認会計士会館
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●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27日（日）［１限目］10：00～11：40
倫理

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。

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
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

　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。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

吉見　宏（北海道大学教授） 公認会計士会館

３月27日（日）［２限目］13：00～14：40

 
非営利法人の税務について（前半）

（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）
　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館

３月27日（日）［３限目］15：00～16：40
 非営利法人の税務について（後半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館
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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

３月19日（土）［１限目］10：00～11：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その1） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　国税庁の公表資料によれば、我が国の欠損法人は概ね全業種で約７割であり、金融機関の資産査定における「不良債権
とならないための要件」が変わらないことであるほか、国としても「企業業績の改善」を掲げ、中小企業再生支援協議会、認
定支援機関による経営改善計画策定支援の費用補助など、中小企業再生支援強化を図っていることを考慮すると、公認会
計士として「現状維持の取り組み」を継続していくことが、「地方再生」につながるのであろうか。
　その疑問に対して、「事業再生支援の必要性」、「金機機関との上手な付き合い方」について、学ぶだけではなく、ワーク
ショップ※により、参加者全員で考えて、「次の一手」につなげる。
※講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

３月19日（土）［２限目］13：00～14：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その2） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　中小企業を取り巻く経営環境の厳しさが続く中、「事業再生支援の必要性」は引き続き高い状態であるだけではなく、中
小企業に融資している地域の金融機関は不良債権処理の影響で量的にも質的にも「コンサルティング機能を十分に発揮で
きない状況」であることを受けて、認定支援機関は24，578機関（H27.12.2現在）となっているが、経営改善支援セン
ターの平成25年度、平成26年度の利用実績は7，524件であり、利用実績は十分ではないように感じる。
　その原因について、「この企業に融資しますか?その根拠は?」、「事業再生支援をするのはなぜ?」「事業再生計画の策定
支援が十分にできない原因は?」「事業再生計画の策定支援に必要なスキルとは?」について、ワークショップ※により、参加
者全員で考えて、「次の一手」につなげる。
※講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

３月19日（土）［３限目］15：00～16：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その3） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　「事業再生支援の必要性」は確実にあり、地域の金融機関が「コンサルティング機能を十分に発揮できない状況」である
ことを受けて、「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確
保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与す
ることを使命とする」公認会計士に求められていることとは?
　実例に近い事例を題材※1に、「事業再生計画策定支援の疑似体験」のワークショップ※2を通じて、参加者全員で頭と使い、
口から言葉を発すだけではなく、相手の言葉をしっかりと聴くというコミュニケーションを通じて、必要なスキルを身につけ、
「社会貢献」につなげる。
※1：限りなく実例に近い題材ですが、守秘義務に抵触するような内容ではありません。
※2：講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

 

●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27日（日）［１限目］10：00～11：40
倫理

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。

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
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

　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。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

吉見　宏（北海道大学教授） 公認会計士会館

３月27日（日）［２限目］13：00～14：40

 
非営利法人の税務について（前半）

（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）
　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館

３月27日（日）［３限目］15：00～16：40
 非営利法人の税務について（後半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館
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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／監査編）・木曜講座）

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

1/26
（火）

1/28
（木）

税務

税務

10：00～11：40 3,000円税務訴訟事例の研究（前半）

13：00～14：40 3,000円税務訴訟事例の研究（後半）

15：00～16：40 連結会計の基礎（後編） 3,000円

13：00～14：40 連結会計の基礎（前編） 3,000円

2/19
（金）

2/12
（金）
2/17
（水） 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

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

2/22
（月） 13：00～14：50 リスク・アプローチに基づく監査の実施 3,000円

10：00～11：50 監査事務所の品質管理の体制整備 3,000円

2/23
（火） 13：00～14：50 監査IT対応 3,000円

10：00～11：50 会計上の見積り 3,000円

2/24
（水） 13：00～14：50 監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他 3,000円

10：00～11：50 その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ 3,000円
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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／監査編）・木曜講座）

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

1/26
（火）

1/28
（木）

税務

税務

10：00～11：40 3,000円税務訴訟事例の研究（前半）

13：00～14：40 3,000円税務訴訟事例の研究（後半）

15：00～16：40 連結会計の基礎（後編） 3,000円

13：00～14：40 連結会計の基礎（前編） 3,000円

2/19
（金）

2/12
（金）
2/17
（水） 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

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

2/22
（月） 13：00～14：50 リスク・アプローチに基づく監査の実施 3,000円

10：00～11：50 監査事務所の品質管理の体制整備 3,000円

2/23
（火） 13：00～14：50 監査IT対応 3,000円

10：00～11：50 会計上の見積り 3,000円

2/24
（水） 13：00～14：50 監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他 3,000円

10：00～11：50 その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ 3,000円

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）

（春季終日・DVD研修会・随時研修会）

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

2/26
（金）

3/11
（金）

3/27
（日）

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

3,000円

3,000円

13：00～14：40

10：00～11：40 社会福祉法人に対する外部監査上の留意点（仮）

15：00～16：40

3/19
（土） 13：00～14：40

10：00～11：40

15：00～16：40

10：00～11：40

10：00～11：40

13：00～14：40

13：00～14：40

15：00～16：40

15：00～16：40

医療法人の会計（仮）

公益法人会計基準に関する実務指針について（仮）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その2）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その3）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その1）

最近の検査結果事例について
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）
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27年８月20日夏季全国研修会収録DVD）

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
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

非営利法人の税務について（前半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

非営利法人の税務について（後半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

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27年10月21日秋季全国研修会収録DVD）
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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、21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。）

（新春全国研修会・春季全国研修会）

開催日 時間 テーマ

1/22
（金）

2/3
（水）

2/4
（木）

2/5
（金）

不正会計と監査対応

今後の税制の展望

申 込 受講会場

監査

税務

10：00～11：40

13：00～14：40

平成28年度税制改正大綱の解説税務15：00～16：40

15：00～16：40

業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説監査

監査

13：00～14：40

平成28年３月期の学校法人会計・監査の留意点について監査13：00～14：40

監査業務に係る審査について監査10：00～11：40

会計職業倫理の理論と実態13：00～14：40

公認会計士業務における情報セキュリティ10：00～11：40

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

10：00～11：40 東京証券取引所インフラファンド市場開設の概要とインフラ資産等の評価業務

15：00～16：40 証券取引等監視委員会の活動と公認会計士に
期待される役割

15：00～16：40 企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針」の概要及び監査上の留意事項について

本講座について
は無料にて開催
いたします。
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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、21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。）

（新春全国研修会・春季全国研修会）

開催日 時間 テーマ

1/22
（金）

2/3
（水）

2/4
（木）

2/5
（金）

不正会計と監査対応

今後の税制の展望

申 込 受講会場

監査

税務

10：00～11：40

13：00～14：40

平成28年度税制改正大綱の解説税務15：00～16：40

15：00～16：40

業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説監査

監査

13：00～14：40

平成28年３月期の学校法人会計・監査の留意点について監査13：00～14：40

監査業務に係る審査について監査10：00～11：40

会計職業倫理の理論と実態13：00～14：40

公認会計士業務における情報セキュリティ10：00～11：40

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

10：00～11：40 東京証券取引所インフラファンド市場開設の概要とインフラ資産等の評価業務

15：00～16：40 証券取引等監視委員会の活動と公認会計士に
期待される役割

15：00～16：40 企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針」の概要及び監査上の留意事項について

本講座について
は無料にて開催
いたします。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

本部主催全国研修会会場一覧

受講
会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

東京 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 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。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2／ 17 （水）
DVD研修会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2／ 18 （木）
DVD研修会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2／ 19 （金）
DVD研修会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

春季全国研修会新春全国研修会

1月22日（金） 2月3日（水） 2月4日（木） 2月5日（金）

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
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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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「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。

 

■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：予算編成改革（１）－編成の問題点と規律性改革－
 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）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022240
■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11月４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。

　地方財務において予算編成は中核をなす部分である。これから３講座に分けて予算編成に関する改革について解説す
る。その第１の講義として、まず、予算編成の現状(査定、議決等)を整理し、改革の必要性と改革を進める理論的背景を解説
する。改革は５つの視点、すなわち規律性、戦略性、効率性、参画性、透明性の視点から進められる。そのうち、この講座では、
財政規律をどのように堅持していくかという視点(規律性)から、財政シミュレーションの具体的方法、シミュレーションを基に
した中期財政計画について、策定のための論点と具体的方法を解説する。

テーマ：予算編成改革（２）－戦略性、効率性、参画性、透明性－
 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）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022250
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　予算編成改革の第２の講義として、改革の５つの視点のうち、戦略性、効率性、参画性、透明性の視点について解
説する。これらの中では、戦略性の視点が中心課題である。具体的内容としては、総合計画の進捗管理と予算編成を
連動させる方法として、行政評価（施策評価、事務事業評価）を活用した財源配分方法などを、自治体の事例紹介に
よって解説する。さらに、効率性の視点からインセンティブ予算および枠配分予算を解説し、参画性の視点から市民
参加型予算および議会改革などの事例を紹介する。また、透明性の視点として、予算の開示方法などについて事例を
紹介する。

テーマ：民法（財産法）①
 講　師：滝沢 昌彦（一橋大学法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2001

■教材コード：E022231
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　民法とは一般市民の財産関係および家族関係に関する法律であるところ、この講義では財産関係に関する部分を
扱う。商法は商取引に関するルールであるが、ここでは、財産取引の一般的なルールを検討することになる。
　時間の関係から、すべてを網羅的に扱うことはできない。そこで、冒頭部で比較的広く民法全体を概観し、その
後、重要なトピックを幾つか取り上げる。（小型のものでよいから）六法を準備して受講することを勧める。
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■継続研修のカリキュラム

テーマ：予算編成改革（１）－編成の問題点と規律性改革－
 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）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022240
■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11月４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。

　地方財務において予算編成は中核をなす部分である。これから３講座に分けて予算編成に関する改革について解説す
る。その第１の講義として、まず、予算編成の現状(査定、議決等)を整理し、改革の必要性と改革を進める理論的背景を解説
する。改革は５つの視点、すなわち規律性、戦略性、効率性、参画性、透明性の視点から進められる。そのうち、この講座では、
財政規律をどのように堅持していくかという視点(規律性)から、財政シミュレーションの具体的方法、シミュレーションを基に
した中期財政計画について、策定のための論点と具体的方法を解説する。

テーマ：予算編成改革（２）－戦略性、効率性、参画性、透明性－
 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）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022250
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　予算編成改革の第２の講義として、改革の５つの視点のうち、戦略性、効率性、参画性、透明性の視点について解
説する。これらの中では、戦略性の視点が中心課題である。具体的内容としては、総合計画の進捗管理と予算編成を
連動させる方法として、行政評価（施策評価、事務事業評価）を活用した財源配分方法などを、自治体の事例紹介に
よって解説する。さらに、効率性の視点からインセンティブ予算および枠配分予算を解説し、参画性の視点から市民
参加型予算および議会改革などの事例を紹介する。また、透明性の視点として、予算の開示方法などについて事例を
紹介する。

テーマ：民法（財産法）①
 講　師：滝沢 昌彦（一橋大学法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2001

■教材コード：E022231
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　民法とは一般市民の財産関係および家族関係に関する法律であるところ、この講義では財産関係に関する部分を
扱う。商法は商取引に関するルールであるが、ここでは、財産取引の一般的なルールを検討することになる。
　時間の関係から、すべてを網羅的に扱うことはできない。そこで、冒頭部で比較的広く民法全体を概観し、その
後、重要なトピックを幾つか取り上げる。（小型のものでよいから）六法を準備して受講することを勧める。

 

テーマ：支出・現金及び有価証券
 講　師：松本 正一郎（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022280
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

・地方公共団体の支出について、「支出の意義」「支出負担行為」「支出の方法」「公金支出の制限」について詳しく解説する。
特に「支出の方法」では、地方公共団体における支出の流れ、支出命令と内容の確認、支出における認識と測定、支出の例
外等について解説する。

・地方公共団体の現金及び有価証券について、「歳計現金」「歳入歳出外現金」「有価証券」「公金の監査」「一時借入金」「指
定金融機関等」について詳しく解説する。地方公共団体の現金及び有価証券の意義等を解説するとともに、企業会計にお
ける現金、有価証券、借入金との違いを解説する。

テーマ：地方自治法③
 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：E022290
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方自治法③では地方公共団体の議会と執行機関について解説する。第一に地方公共団体の機関の基本構造につい
て考察し、憲法93条の首長主義と地方自治法の原則である執行機関の多元主義を説明する。第二に執行機関につい
て長の権限・身分そして執行機関の組織と役割を説明する。第三に地方議会の特色と権能について説明する。具体的
には国会との比較を交えながら議会の組織・種類及び権能を分析する。そして議員の身分・地位や議会運営のルール
について述べる。第四に最近の地方議会をめぐる動向に触れ「開かれた議会」など議会改革の実状を分析する。第五
に議会と執行機関の関係を取り上げ、抑制と均衡の制度を解説する。

テーマ：地方自治法④
 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：E022300
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方自治法④では、今日の地方公共団体が直面している課題について解説する。第一に地方分権改革の現状を分析
する。具体的には地方分権一括法制定の後の「三位一体の改革」及び「地域の自主性・自立性を高める改革」を説明
する。第二は講師が直接担当した地方分権の原点となった一村一品運動や「ふるさと創生」の意義に触れながら、現
在の最重要課題となっている「地方創生」について述べる。第三は地方公共団体の構造改革を取り上げ、市町村合併
及び道州制を解説する。第四に最近の新たな動きとして連携制度など地方公共団体相互の協力関係と民間活力活用な
どの政策を解説する。そして最後に地方自治の意義を確認し締めくくりとする。

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。

査
 

テーマ：民法（財産法）②
 講　師：滝沢 昌彦（一橋大学法学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2001

■教材コード：E022232
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　民法とは一般市民の財産関係および家族関係に関する法律であるところ、この講義では財産関係に関する部分を
扱う。商法は商取引に関するルールであるが、ここでは、財産取引の一般的なルールを検討することになる。
　時間の関係から、すべてを網羅的に扱うことはできない。そこで、冒頭部で比較的広く民法全体を概観し、その
後、重要なトピックを幾つか取り上げる。（小型のものでよいから）六法を準備して受講することを勧める。
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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）

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

地方自治法①

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）

130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022070 無料

26



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。

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

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

地方自治法②

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）

130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022110 無料

地方公共団体の外部監査
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）

130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032390 無料

地方財政健全化法における
審査と監査

道幸 尚志
（公認会計士） 130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032400 無料

財政援助団体等の監査と
実務

道幸 尚志
（公認会計士） 130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032410 無料

公益法人制度と会計 大立目 克哉
（公認会計士） 130 分 2 研修コード：2106

教材コード：E022130 無料

地方公営企業の会計と経営 大惠 康宏
（公認会計士） 130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022120 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。

２月23日（火）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「組織内会計士のための管理会計のおさらいと最近の動向」

■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

　企業等の組織にお勤めの公認会計士の皆様にとり、実務上、管理会計の知識は不可欠なものです。今回は管理会
計の概要と最近の動向について解説いたします。
　具体的には、1980年代以降に発展してきた管理会計、特に①活動基準原価計算（ABC）及び活動基準管理
（ABM）、②制約の理論、③原価企画及び④バランスト・スコアーカード等について、その概要を説明いたします。
　企業にお勤めの皆様に役立つような、最新の管理会計の研究についてお話をさせていただく予定です。

■講　師：山田　伊知郎（桃山学院大学 経営学部 教授）

３月２日（水）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

客観的な経営判断を引き出す将来予測へのチャレンジ
～「経験と勘」から「合理的共有化」へ～

■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

　不確実なグローバルビジネスの環境において、持続的成長をするためには「適切な将来予測」を行うことは必須
です。
　従来の経理関係者が得意とする「過去の結果」よりも、不得手としてきた「将来の予測」に関わる情報の方が、経営
情報としては、より有用です。
　本講義では、「将来予測」という視点から、日本企業の経理部門の現状を把握し、CFOや経理部門に求められる、
「経営判断を行うための将来予測」を実施する方法を解説します。

■講　師：中田　清穂（一般社団法人日本CFO協会主任研究員、
有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長、公認会計士）

●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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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。

２月23日（火）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「組織内会計士のための管理会計のおさらいと最近の動向」

■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

　企業等の組織にお勤めの公認会計士の皆様にとり、実務上、管理会計の知識は不可欠なものです。今回は管理会
計の概要と最近の動向について解説いたします。
　具体的には、1980年代以降に発展してきた管理会計、特に①活動基準原価計算（ABC）及び活動基準管理
（ABM）、②制約の理論、③原価企画及び④バランスト・スコアーカード等について、その概要を説明いたします。
　企業にお勤めの皆様に役立つような、最新の管理会計の研究についてお話をさせていただく予定です。

■講　師：山田　伊知郎（桃山学院大学 経営学部 教授）

３月２日（水）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

客観的な経営判断を引き出す将来予測へのチャレンジ
～「経験と勘」から「合理的共有化」へ～

■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

　不確実なグローバルビジネスの環境において、持続的成長をするためには「適切な将来予測」を行うことは必須
です。
　従来の経理関係者が得意とする「過去の結果」よりも、不得手としてきた「将来の予測」に関わる情報の方が、経営
情報としては、より有用です。
　本講義では、「将来予測」という視点から、日本企業の経理部門の現状を把握し、CFOや経理部門に求められる、
「経営判断を行うための将来予測」を実施する方法を解説します。

■講　師：中田　清穂（一般社団法人日本CFO協会主任研究員、
有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長、公認会計士）

●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

●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

２月９日（火）［前半］9：30～11：00 ［後半］11：10～12：15
税務  第30回　確定申告のための所得税実務

～今さら聞けない確定申告実務について～

■  ：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
■

神林　克明（公認会計士）

　これから平成27年分の所得税の確定申告業務が始まります。
　今回の研修会は、基本的には、独立開業し、税理士登録をして間もない、それまでの業務で所得税の確定申告実務
についてあまり取り扱うことが多くなかったであろうと思われる会員に対する初歩的な実務についての解説を目的と
します。なお、それ以外の会員に対しては、確定申告に対応した所得税に関する実務の再確認及び平成27年分から
適用される所得税等に関する改正事項も含めて解説する予定です。

　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。

履修単位：前半：２単位
後半：１単位

（前後半計３単位）
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第37回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉
 

開催日：平成28年9月16日（金）

会　場：迎賓館グランプラス
(福島県郡山市安積町笹川字雷堂10－3)

東日本大震災からの復興、
そして監査環境の激変の中、
私たち公認会計士はいかに対処すべきか

　日本公認会計士協会は、第37回研究大会を「東日本大震災からの復興、そして監査環境の激
変の中、私たち公認会計士はいかに対処すべきか」をメインテーマとして開催します。
　東日本大震災により、東北地方の特に岩手県・宮城県・福島県は大きな打撃を受けました。そ
の直後の３月決算では、状況が十分に把握できない環境下であったため、私たち公認会計士は今
まで経験したことのない困難な状況に置かれました。現在もなお、震災の復興がなかなか前に進
んでいない中、特に中小企業の事業再生への復興支援では公認会計士への期待がますます高
まっています。
　また、私たち公認会計士は、国際財務報告基準（IFRS）任意適用企業の拡大、地方公会計制
度・非営利分野の新展開を含む会計・監査分野の変革等への実務的対応を求められ、限られた
スケジュールの中で監査業務等に追われております。
　その一方では、広く社会一般に公認会計士の魅力が伝わらないためか、公認会計士試験受験
者数自体が減少傾向にあります。
　このような環境激変の状況の中において、私たち公認会計士が活躍していくためには、それぞ
れの局面において、いかにして対処すべきかという議論は避けられません。
　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表以外に、パネルディスカッションや、特
定テーマについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど、形式を問いま
せん。
　募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。
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第37回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉
 

開催日：平成28年9月16日（金）

会　場：迎賓館グランプラス
(福島県郡山市安積町笹川字雷堂10－3)

東日本大震災からの復興、
そして監査環境の激変の中、
私たち公認会計士はいかに対処すべきか

　日本公認会計士協会は、第37回研究大会を「東日本大震災からの復興、そして監査環境の激
変の中、私たち公認会計士はいかに対処すべきか」をメインテーマとして開催します。
　東日本大震災により、東北地方の特に岩手県・宮城県・福島県は大きな打撃を受けました。そ
の直後の３月決算では、状況が十分に把握できない環境下であったため、私たち公認会計士は今
まで経験したことのない困難な状況に置かれました。現在もなお、震災の復興がなかなか前に進
んでいない中、特に中小企業の事業再生への復興支援では公認会計士への期待がますます高
まっています。
　また、私たち公認会計士は、国際財務報告基準（IFRS）任意適用企業の拡大、地方公会計制
度・非営利分野の新展開を含む会計・監査分野の変革等への実務的対応を求められ、限られた
スケジュールの中で監査業務等に追われております。
　その一方では、広く社会一般に公認会計士の魅力が伝わらないためか、公認会計士試験受験
者数自体が減少傾向にあります。
　このような環境激変の状況の中において、私たち公認会計士が活躍していくためには、それぞ
れの局面において、いかにして対処すべきかという議論は避けられません。
　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表以外に、パネルディスカッションや、特
定テーマについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど、形式を問いま
せん。
　募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。

 研究発表募集要領 

１．応募資格
　　会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ
原則として、統一テーマ「東日本大震災からの復興、そして監査環境の激変の中、私たち

公認会計士はいかに対処すべきか」に関連するテーマとします。

３．募集内容
（1）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
① 研究論文による発表
　研究論文による発表は、日頃の研究内容を論文にまとめて、研究発表当日、発表して
いただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフトウェアを利用して次のとおり論文
を作成し、印刷原稿（1部）及び電子データをメールに添付の上、お送りください。
•　Ａ４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
•　１頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント）

なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とします。推薦方法は、推薦※
する研究論文（テーマ）及び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表
者の同意を得ていることを明記の上、お送りください。

② パネルディスカッション形式による発表
　パネルディスカッション形式による発表は、研究内容を発表当日スライド資料として
ご用意いただき、その内容についてパネリスト間でディスカッションを行います。
• ご応募いただく際は、Ａ４判の用紙５枚程度でパネルディスカッションの企画書
（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション形式とした理由・
パネリストの略歴を記載）を作成いただき、電子データをメールに添付の上、お送
りください。

S• M（示・配付用のスライド資料掲日当、はに方たっなと用 ェウトフソtnioPrewoP採
ア利用）を提出していただきます。

•　人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守）とします。

　（2）テーマの募集
フリーディスカッション形式による発表
　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っているテーマで、大会参加者と意見
交換してみたいと考えるテーマについて提案をいただきます。ご応募いただく際は、例
えば「公認会計士制度のあり方」など、テーマ及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いた
だき、発表者（応募者側で希望する者）リストを添えてお送りください。
　テーマにより、継続的専門研修制度協議会において、コーディネーター等発表者を選
定します。

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の上、住所・氏名・職業・電話
番号を記載の上、ご応募ください。
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４．応募及び推薦締切日
平成28年２月29日（月）（必着）

５．選　考
　　継続的専門研修制度協議会において審査・決定します。

します。
）式形ンョシッカスィデーリフ、式形ンョシッカスィデルネパ、文論究研（法方表発、たま

が偏らないように考慮し選考いたします。
　　なお、ご応募された原稿等は返却いたしません。

６．発表予定テーマ数
　　今大会（第37回研究大会）では、10テーマの発表を予定しております。
　　このうち２テーマは、研究大会開催地域会である東北会に割り当てる予定です。

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ
の中に含めることも検討します。

７．研究発表の決定
　　平成28年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承いただいた上でご応募ください。

８．送付先及び問合せ先

　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL
　　FAX
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　（企画運営／継続的専門研修制度協議会・東北会研究大会実行委員会）

研究論文については、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準として審査いた
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４．応募及び推薦締切日
平成28年２月29日（月）（必着）

５．選　考
　　継続的専門研修制度協議会において審査・決定します。

します。
）式形ンョシッカスィデーリフ、式形ンョシッカスィデルネパ、文論究研（法方表発、たま

が偏らないように考慮し選考いたします。
　　なお、ご応募された原稿等は返却いたしません。

６．発表予定テーマ数
　　今大会（第37回研究大会）では、10テーマの発表を予定しております。
　　このうち２テーマは、研究大会開催地域会である東北会に割り当てる予定です。

また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ
の中に含めることも検討します。

７．研究発表の決定
　　平成28年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承いただいた上でご応募ください。

８．送付先及び問合せ先

　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL
　　FAX
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　（企画運営／継続的専門研修制度協議会・東北会研究大会実行委員会）

研究論文については、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準として審査いた

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第36回研究大会）
　【研究発表①】

テーマ１ 【パネルディスカッション】

テーマ２
【パネルディスカッション】
公会計・非営利分野における、公認会計士の今後の貢献可能性
～那覇市の連結財務書類から考察する公認会計士の社会的貢献～

テーマ３
【パネルディスカッション】
「保証業務」への期待の高まりと公認会計士ができる社会貢献
～保証業務に関する国際的な検討状況も踏まえて～

テーマ４ 【パネルディスカッション】
女性公認会計士の活躍推進を考える

【パネルディスカッション】
会計不正に立ち向かう～職業的懐疑心の実務での実践～テーマ５

　【研究発表②】

テーマ１ 【パネルディスカッション】
事業再生を通じて地域活性化のために公認会計士が果たすべき役割

テーマ２
【パネルディスカッション】
知的財産の活用による事業価値創造とファイナンス
～今こそ企業成長の促進に貢献することが専門家の社会的使命～

テーマ３

【論文発表】
第43回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
移転価格税制の紛争解決に関する研究
～日本ベース多国籍企業における経済的二重課税の紛争解決メカニズムの追究～

テーマ４
【パネルディスカッション】
公認会計士の社会貢献と魅力の向上を両立させるために
～アンケート結果から浮かび上がる公認会計士の「魅力」の実態～

【パネルディスカッション】
不正会計と監査対応テーマ５

観光業の現状と今後における課題に対して公認会計士は何ができるか

33



34



35




