
（次頁に続く）

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2017年4月20日（木）～6月5日（月）

２ 3,000円東京 P.04長時間労働の是正に向けて

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

4月20日（木）

5月10日（水）

２ 3,000円東京 P.04グループ法人税制の最新情報（前半）
5月16日（火）

２ 3,000円東京 P.04グループ法人税制の最新情報（後半）

２ 無料東京 P.05経済・物価情勢の現状と展望5月17日（水）

２ 3,000円東京 P.05税務等に必要な社会保険等の実務6月5日（月）

平成29年３月決算の税制改正留意点（法人税）
－税改正の適用時期に配慮して

 固定資産税の賦課及び徴収
～納税義務者を巡る問題を中心に～

２ 3,000円東京 P.03

２ 3,000円東京 P.03

本部
研修会

本部
研修会

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29年4月15日発行（毎月１回発行）
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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

査

倫理

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

9

7

 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

 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」の
 うち、「 不正事例研究」に該当する研究会

不正
事例

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

無料２ 東京 P.15

無料４ 東京 P.15

4月24日（月）

4月26日（水）

税務業務部会
研修会 ［税務業務部会研修会］

第44回税務業務部会研修会
テーマ：「取引相場のない株式の評価における留意点

～特定の評価会社の株式（財産評価基本通達
189）を中心に～」

税務

［税務業務部会研修会］
第43回税務業務部会研修会
テーマ：「中小企業等経営強化法と中小企業経営強化

税制の活用について」

税務
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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。

●本部研修会／東京

４月20日（木））13：00～14：40

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4105 ■履修単位：２

　平成29年3月期決算に影響を与える主な改正項目は、平成28年税制改正が中心となるが、一方で、現政権下での
「法人実効税率の引き下げ」とそれに伴う「課税ベースの拡大」政策により、平成27年税制改正における平成29年以
降に予定されていた改正項目について一部前倒し適用されることには、特に注意を払わなければならない。また、消費
税率の引き上げ時期が平成31年10月まで先送りされたことに伴い、税率引き上げとワンセットでなされる予定で
あった改正内容も併せて先送りとなった。さらには、平成29年度税制改正に関しても、災害に関する改正を中心に一
部今3月決算に影響を与える項目もある。そこで、本講義では、平成27年改正、28年改正、29年改正そのそれぞれ
で平成28年3月決算に影響を与える項目を改正時期との関連で解説する。

佐藤　敏郎（租税調査会副委員長　資産課税等専門委員会　委員長）

平成29年３月決算の税制改正留意点（法人税）－税改正の適用時期に配慮して

４月20日（木））15：00～16：40

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4203 ■履修単位：２

　固定資産税は、地方税の基幹税目として位置付けられている。また、固定資産税は課税標準が価格（適正な時価）と
されているため、その事務は価格の算定などの評価事務と課税事務と合わせたものとなっている。
　本講義では、課税事務に焦点をあて、固定資産税の課税要件、納税義務の成立及び確定の仕組みを解説する。これ
らを踏まえて、課税要件の一つである「納税義務者」について、所有者の死亡等の事象に対応して地方税法がいかなる
規定を設けているのか解説するとともに、そこに生ずる様々な問題点を検討する。

池田　哲夫（公益財団法人　東京税務協会　専門講師）

 固定資産税の賦課及び徴収～納税義務者を巡る問題を中心に～
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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。

●本部研修会／東京

５月10日（水））13：00～14：40

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5116 ■履修単位：2

　「働き方改革」は、一億総活躍社会の実現に向けた横断的な課題であり、中でも長時間労働の是正は、働く方の心身の
健康を確保するとともに、ワークライフバランスや女性の活躍促進等を推進するための重要な課題である。我が国の労
働時間の状況について、国際比較も含めて、解説するとともに、「働き方改革実現会議」における議論の経緯、３月に策定
された実行計画の内容について報告する。また、今後の法制化に向けた課題等についても紹介し、企業事務の現場でど
のような点に留意し、準備すればよいか示唆する。

藤枝　茂（厚生労働省　労働基準局　労働条件政策課長）

長時間労働の是正に向けて

５月16日（火））［１限目］10：00～11：40

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

　平成22年度税制改正においてグループ法人税制が創設され、一体として運営される完全支配関係がある法人グループ
内においては、①資産の譲渡取引、②法人間の寄附等、③発行法人への自己株式の譲渡、④グループ法人の清算、⑤非適格
組織再編成等が行われた場合には特別な取扱いが強制されるとともに、⑥グループ内法人の中小企業向け特例措置が不
適用とされている。
　今回の研修では、これらグループ法人税制における特別な取扱いの概要と重要と思われる事項等の最新事情を解説を
する。

中村　慈美（税理士）

グループ法人税制の最新情報（前半）

５月16日（火））［２限目］13：00～14：40

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

　平成22年度税制改正においてグループ法人税制が創設され、一体として運営される完全支配関係がある法人グループ
内においては、①資産の譲渡取引、②法人間の寄附等、③発行法人への自己株式の譲渡、④グループ法人の清算、⑤非適格
組織再編成等が行われた場合には特別な取扱いが強制されるとともに、⑥グループ内法人の中小企業向け特例措置が不
適用とされている。
　今回の研修では、これらグループ法人税制における特別な取扱いの概要と重要と思われる事項等の最新事情を解説を
する。

中村　慈美（税理士）

グループ法人税制の最新情報（後半）
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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。
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■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

　平成22年度税制改正においてグループ法人税制が創設され、一体として運営される完全支配関係がある法人グループ
内においては、①資産の譲渡取引、②法人間の寄附等、③発行法人への自己株式の譲渡、④グループ法人の清算、⑤非適格
組織再編成等が行われた場合には特別な取扱いが強制されるとともに、⑥グループ内法人の中小企業向け特例措置が不
適用とされている。
　今回の研修では、これらグループ法人税制における特別な取扱いの概要と重要と思われる事項等の最新事情を解説を
する。

中村　慈美（税理士）

グループ法人税制の最新情報（前半）

５月16日（火））［２限目］13：00～14：40

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

　平成22年度税制改正においてグループ法人税制が創設され、一体として運営される完全支配関係がある法人グループ
内においては、①資産の譲渡取引、②法人間の寄附等、③発行法人への自己株式の譲渡、④グループ法人の清算、⑤非適格
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中村　慈美（税理士）

グループ法人税制の最新情報（後半）

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。

●本部研修会／東京

５月17日（水））10：00～11：40

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：無料 ■研修コード：5001 ■履修単位：2

　日本経済は、所得から支出への前向きの循環メカニズムが維持されるもとで、緩やかな回復基調を続けてきました。この
ような景気展開のもとで消費者物価をみると、日本銀行が目指している「物価安定の目標」である2％には至っていません。
今回の研修では、日本銀行が2017年4月末に公表する「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」をもとに、最新の経済・物
価情勢を確認したうえで、先行きの見通しや背景にあるメカニズム、さらには先行きを見通すうえでのリスク要因について、
マクロ的な視点から解説します。

中村　康治（日本銀行 調査統計局 経済調査課長）

経済・物価情勢の現状と展望

６月５日（月））13：00～14：40

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

　従業員を雇用し、又は役員を登用し、給与等を支払う場合において、給与計算・支払事務につき切っても切り離せない
のが社会保険等の事務及び源泉徴収事務です。これらの事務のうち、社会保険等の事務について、制度の概要から加入
手続き、保険料の計算及び納付事務、さらには、給付に至る実務に必要な法律上の定めや取り扱いについて解説します。

神林　克明（公認会計士・税理士・特定社会保険労務士）

税務等に必要な社会保険等の実務
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開催日 時間 テーマ 参加料 申込

10：00～11：40

13：00～14：40

グループ法人税制の最新情報（前半）

13：00～14：40 長時間労働の是正に向けて 3,000円

3,000円

3,000円

無料

3,000円

10：00～11：40

13：00～14：40 グループ法人税制の最新情報（後半）

経済・物価情勢の現状と展望

税務等に必要な社会保険等の実務

3,000円

3,000円

13：00～14：40

15：00～16：40

平成29年３月決算の税制改正留意点（法人税）
－税改正の適用時期に配慮して

 固定資産税の賦課及び徴収
～納税義務者を巡る問題を中心に～

4/20
（木）

5/10
（水）

5/17
（水）
6/5

（月）

5/16
（火）

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）

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、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。）

本部研修会
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本部研修会

「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

澤田 史朗
（総務省自治財政局財務
調査課長）

（「今後の地方公会計の整
備促進について」担当）

鈴木 豊
（青山学院大学名誉教授・
公認会計士）（「地方公営
企業」担当）

   130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022790 無料

地方公共団体の監査
鈴木 豊

（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

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。
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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。

■継続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。

　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。

　現在公表中の「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。
　なお、平成29年度は継続研修の受講料を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

１．地方公共団体の法規

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

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

地方自治法③

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：E022290 無料

地方自治法④

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：E022300 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

財政学・地方財政論① 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：2109

教材コード：E022450 無料

財政学・地方財政論② 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：2109

教材コード：E022460 無料

財政学・地方財政論③ 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：2109

教材コード：E022470 無料

財政学・地方財政論④ 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：2109

教材コード：E022480 無料

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

２．地方財務Ⅰ
地方財政制度（１）
－地方自治体の財源、地方交付
税制度－

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：E022390 無料

地方財政制度（２）
－国庫補助負担金、地方債、
財源対策－

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：E022400 無料

予算編成改革（１）
－編成の問題点と規律性改革－

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：E022240 無料
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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

予算編成改革（２）
－戦略性、効率性、参画性、
透明性－

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：E022250 無料

予算編成改革（３）
－歳入予算改革、FM、
第三セクター改革－

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：E022380 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

３．地方財務Ⅱ

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

民法（財産法）① 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授）   130 分 2 研修コード：2001

教材コード：E022231 無料

民法（財産法）② 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授）   130 分 2 研修コード：2001

教材コード：E022232 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

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

支出・現金及び有価証券 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022280 無料

契約 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022610 無料

財産・時効 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022750 無料

４．地方財務Ⅲ

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

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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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

地方公社会計および
一部事務組合・広域連合会計

加藤 暢一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022740 無料

地方独立行政法人の制度と会計 奥谷 恭子
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022730 無料

社会福祉法人制度と会計 秋山　修一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2106

教材コード：E022860 無料

５．地方公共団体の監査
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

地方公共団体の外部監査 白山 真一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032390 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

事例研修：
財産管理・資産管理

青山 伸一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032770 無料

事例研修：外部委託 鎌田 直善
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032760 無料

事例研修：（公営企業）
水道事業

佐久間 清光
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022760 無料

事例研修：国民健康保険
事業特別会計

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032810 無料

事例研修：地方公営企業
としての病院事業

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032800 無料

地方公共団体の
内部統制

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032820 無料

地方公共団体監査制度の
課題と今後の展望

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032830 無料

事例研修：危機管理 伊藤　孝明
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032840 無料

事例研修：高齢者福祉 白井　正
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032890 無料

不正
事例

非営利組織の不正調査に
関する公表事例を中心と
した分析

坂上　信一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3192

教材コード：E033010 無料

事例研修：外郭団体 小川　洋一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032900 無料

事例研修：学校・教育 西川　正純
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032910 無料

事例研修：住宅政策 佐久間　仁志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032970 無料

事例研修：農林水産部の
監査

星野　誠之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032980 無料
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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

事例研修：人件費 鳥海　伸彦
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032990 無料

事例研修：税の徴収、使
用料及び手数料

後藤　英之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033040 無料

事例研修：債権 平田　稔 
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033050 無料

事例研修：道路事業・港
湾事業

武田　宏之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033120 無料

事例研修：試験研究機関
監査

木村　大輔
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033160 無料

事例研修：社会福祉（保
育事業）

立石　和裕
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033170 無料

事例研修：補助金・寄付金・
負担金・交付金監査

金沢　信昭
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033180 無料

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。

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
TEL：03-3515-1129  E-mail：k-kyougikai@sec.jicpa.or.jp

eラーニングに関するお問合せ
日本公認会計士協会　総務本部
研修グループ
TEL：03-3515-1125  E-mail：kenshuu1@jicpa.or.jp
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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、CPE ONLINEからお申し込みください。
※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：２

４月24日（月） 13:30～15:10
税務  ［税務業務部会研修会］　第43回税務業務部会研修会

テーマ：「中小企業等経営強化法と中小企業経営強化税制の活用について」

■  ：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：4105

太刀川　徹（中小企業庁企画課　課長補佐）
影山　法亨（中小企業庁財務課　課長補佐）

　中小企業の設備投資関連税制について、平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されるととも
に、固定資産税の特例の拡充が予定となっており、サービス業も含めて広く中小企業の設備投資を支援できることに
なります。これらの税制を利用するためには、中小企業の稼ぐ力を伸ばす取組を支援することを目的としている「中小
企業等経営強化法」の認定を受ける必要があります。本研修では法律・税制の概要について解説するとともに、法律
の認定や税制を利用するための手続きも含めて紹介させていただきます。

■履修単位：４

４月26日（水） 13:00～16:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第44回税務業務部会研修会

テーマ：「取引相場のない株式の評価における留意点～特定の評価会社の
株式（財産評価基本通達189）を中心に～」

■  ：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

梶野　研二（税理士）

　通達に定められた同族会社の株式の評価方法は、適正な時価評価の観点から非常に緻密なものとなっています。
「特定の評価会社」を通常の会社と区別して特別の評価方法を定めるなど租税回避を防止するための規定も細かく
定められており、これを看過した場合には、納付税額にも大きく影響することになります。今回の研修では、同族会社
の株式評価に当たって留意すべき事項について、特定の評価会社のケースを中心に具体的な事例に沿って説明をして
いく予定です。

●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
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クレジットカード番号が変更になった際は、再度「利用代金クレジットカード振替同意書」に必要事項を
ご記入の上、郵送でお送りください。

振替

振替

同意書を受理した月以降に出席された研修会参加料及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニング
購入代金から振替請求いたします。
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クレジットカード番号が変更になった際は、再度「利用代金クレジットカード振替同意書」に必要事項を
ご記入の上、郵送でお送りください。

振替

振替

同意書を受理した月以降に出席された研修会参加料及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニング
購入代金から振替請求いたします。
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CPE研修カード再発行等の手数料の取扱いについて

CPE研修カード再発行等手数料の取扱い

　会員・準会員から研修カード、期中履修状況、事業年度ごとの履修結果の通知文書再発

行の申請があった場合は下記のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。

１. CPE研修カード再発行の手数料

 継続的専門研修制度に関する細則（以下「CPE細則」という。）第13条第３項の規定

 に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を徴収します。

２. 期中履修状況に係る連絡文書再発行の手数料

 CPE細則第24条第６項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

 徴収します。

３. 履修結果の通知文書再発行の手数料

 CPE細則第29条第３項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

 徴収します。

以　上

記

CPE協議会
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