
（次頁に続く）

� 平成30年12月15日発行 （毎月１回発行）

CPE研修会のご案内
12月号

�日本公認会計士協会
共催　一般財団法人会計教育研修機構

本部主催・集合研修会開催一覧
2019年1月18日（金）～ 3月29日（金）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

新春
全国研修会

2019年 　　
1月18日（金）

倫理 			公認会計士制度の持続的発展に向けた日本公認会計士
協会の取組 2 全国 無料 P.04

税務 	ICTの活用によるスマート税務行政の動向 2 全国 3,000円 P.04
不 正
事 例 			なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか～事例から学ぶ、

従業員不正とガバナンスの機能不全～（仮題） 2 全国 3,000円 P.04

本部研修会 2019年 　　
1月23日（水）

税務 	最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
	 ～疑問判決の要因を分析する～ 2 東京 3,000円 P.09

本部研修会 2019年 　　
1月24日（木） ロジカルシンキング基本講座 2 東京 3,000円 P.09

本部研修会
2019年 　　
1月30日（水） 税務 	所得税の確定申告 2 東京 3,000円 P.09

春季
全国研修会

2019年 　　
2月6日（水）

不 正
事 例 	監査提言集の解説～「期末日近くの取引」ほか～ 2 全国 3,000円 P.05

倫理 	公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて―

2 全国 3,000円 P.05

IASB「基本財務諸表」プロジェクト動向 2 全国 3,000円 P.05

2019年 　　
2月7日（木）

税務 	平成31年度　税制改正大綱の解説 2 全国 3,000円 P.06

税務 	中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員会研修会
	 		事業承継税制の解説と31年度中小企業関係税制改正・

予算（補助金の説明）等について
2 全国 3,000円 P.06

監査 	社会福祉法人監査のための基礎知識（仮） 2 全国 3,000円 P.06

2019年 　　
2月8日（金）

監査 	監査品質の指標（AQI） 2 全国 3,000円 P.07

監査 	品質管理レビューの最近の動向
	 ①　		監査事務所及び監査業務における品質管理に係

る改善勧告事例
	 ②　品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明

2 全国 3,000円 P.07

IFRS第16号「リース」 2 全国 3,000円 P.07

本部研修会 2019年 　　
2月15日（金）

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（1） 2 東京 3,000円 P.10

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（2） 2 東京 3,000円 P.10

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（3） 2 東京 3,000円 P.10

本部研修会
2019年 　　
3月5日（火） キャリアカウンセリング基本講座 2 東京 3,000円 P.10
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

DVD
研修会

2019年 　　
3月25日（月）

DVD

不 正
事 例 	監査提言集の解説
	 ～「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」～
	 （2018年８月９日夏季全国研修会収録DVD）

2 東京 3,000円 P.11

倫理 	改正倫理規則等の概要について
	 ―違法行為への対応、ローテーション等―
	 （2018年８月10日夏季全国研修会収録DVD）

2 東京 3,000円 P.11

税務 	収益認識に係る新会計基準と法人税法改正への実務対応
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 2 東京 3,000円 P.11

DVD
研修会

2019年 　　
3月29日（金）

DVD

税務 	国際税務の最新動向と企業の課題
	 （2018年11月９日本部研修会収録DVD） 2 東京 2,000円 P.12

不 正
事 例 	監査提言集の解説～「会計上の見積りの監査」ほか～
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 2 東京 2,000円 P.12

倫理 	公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて―
	 （2018年10月24日秋季全国研修会収録DVD）

2 東京 2,000円 P.12

税務業務部会
研修会

2019年 　　
1月22日（火）

	 第63回税務業務部会研修会
税務 			公認会計士が手掛けた事例から学ぶ 「超高齢社会に

おける家族信託」 の基礎
2 東京 無料 P.23

女性会計士活躍
促進協議会研修会

2019年 　　
1月24日（木） リスタート応援研修 人生100年ライフとキャリアの多様性 2 東京 無料 P.24

事前申込みのお願い

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、	事前に必ずお申込みの上、	ご参加いただきます
よう何とぞよろしくお願いいたします。

お申込みいただいた研修会を欠席される場合、事前に	「CPE	ONLINE」	からキャンセルして
いただくか、又は、研修グループ（kenshuu1@jicpa.or.jp）宛てに欠席の旨をご連絡
いただきますよう、併せてお願いいたします。

倫理 	 全会員の必須研修科目 「職業倫理」 に該当する研修会
税務 	 全会員の必須研修科目 「税務」 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
不 正
事 例 	 		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」 に該当する研修会

・		2018年度集合研修実施計画及び全国研修会の開催会場一覧（略図）は、 「CPEレター 2018年上編」	
に掲載しております。

DVD 講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

2018年度	必須研修科目該当教材のご案内
集合研修	CD-ROM/e ラーニングのご案内
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■年末年始の CPE 関係業務について
　年末年始CPE関係業務は次のとおりです。
　ご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
＜事務局の業務＞
　・年末　12月28日（木）午後５時まで
　・年始　１月７日（月）午前９時から
＜ FAX申告の「CPE随時申告書受信のお知らせ」の送信＞
　・ 12月26日（水）までの受信：12月28日（金）までに送信
　・ 12月27日（木）以降の受信：1月 7日（月）以降に順次送信
＜電子申告登録について＞
　電子申告システムは毎日24時間稼働しております。ただし、新規に電子申告利用を開始される場合は、
本登録が完了するまで次の期間を要します。
　・ 12月28日（金）午後 4時までに利用開始登録をした場合 ：12月28日（金）中に本登録完了
　・ 12月28日（金）午後 4時以降に利用開始登録をした場合：1月 7日（月）に本登録完了
＜集合研修CD-ROMの発送について＞
　・ 12月25日（火）午後12時までのご注文 ：12月26日（水）に発送
　・ 12月25日（火）午前12時以降のご注文：1月 9日（水）より順次発送
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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。

●新春全国研修会

1月18日全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！
●新春全国研修会を1月18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＋13部会 （  旭川、 帯広、 新潟、 宇都宮、 群馬、 三多摩、 山梨、 松本、 岡山、 松江、 

松山、 徳島、 長崎）
●会場は、8頁の 『本部主催全国研修会会場一覧』 をご参照ください。

1月18日（金）［１限目］10：00〜 11：40
倫理  公認会計士制度の持続的発展に向けた日本公認会計士協会の取組

　2018年７月６日をもって70周年を迎えた公認会計士制度が持続的な発展を続けていくためには、職業専門家と
して、会計・監査を通じて国民経済の健全な発展に寄与するという使命のもと、常に変化する社会からの期待に応え
ていくことが重要であると考えております。
　日本公認会計士協会では、社会の変化に対応し、公認会計士がこの先も資本市場をはじめとする様々な分野におい
て社会に貢献していくための施策に取り組んでおります。
　今回の研修では、その取組内容について報告いたします。

■ 講　師：関根　愛子　（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

1月18日（金）［２限目］13：00〜 14：40
税務  ICTの活用によるスマート税務行政の動向

　既に平成30年度税制改正大綱で大法人の電子申告義務化が打ち出されて以来、スマート税務行政の動きは目に見
えるものとなってきている。同時に提出情報等のスリム化、データ形式の柔軟化、認証手続の簡便化など納税者の利便
性が高まる施策も同時に措置されてきている。大法人の電子申告義務化と平成31年１月からの所得税を中心とする
e-Taxの利便性向上を中心として、概略を解説し、課題等を解説する。

■ 講　師：佐久間　裕幸　（IT委員会電子化対応専門委員会専門委員）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4999 ■ 履修単位：2

1月18日（金）［３限目］15：00〜 16：40
不 正
事 例  なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか

 ～事例から学ぶ、従業員不正とガバナンスの機能不全～（仮題）
　詳細は決まり次第、CPE　ONLINEに掲載いたします。

■ 講　師：樋口　晴彦　（警察大学校警察政策研究センター　教授）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 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。

●春季全国研修会

2月6日、7日、8日全国にL
ラ イ ブ

IVE中継します！
●春季全国研修会を2月6日、 7日、 8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：15地域会＋15部会 （  旭川、 帯広、 新潟、 宇都宮、 群馬、 三多摩、 山梨、 松本、 静岡、 岡山、 

松江、 松山、 徳島、 長崎、 鹿児島）
●会場は、8頁の 『本部主催全国研修会会場一覧』 をご参照ください。

2月6日（水）［１限目］10：00〜 11：40
不 正
事 例  監査提言集の解説～「期末日近くの取引」ほか～

　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りま
とめ、毎年７月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の春季研修では、「期末日近くの取引」及び「監査契約の新規締結又は更新」に関し、過去の不正事例を参考に留
意すべき事項、提言及びポイントを具体的に解説します。

■ 講　師：中川　隆之　（監査業務審査担当常務理事）
　　　　　 北方　宏樹　（監査業務審査担当常務理事）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2

2月6日（水）［２限目］13：00〜 14：40
倫理  公認会計士の職業倫理について―最近の相談事例等を踏まえて―

　倫理委員会では、倫理に関する規範の整備を行うとともに、職業倫理に関する会員からの相談について対応を行っ
ています。
　本研修会では、「倫理ヘルプライン」に会員から寄せられた相談事例の中から、実務の参考に資するような事例を紹
介します。また、パートナー・ローテーション及び違法行為への対応に関する最新の改正内容も含め、倫理規則等の基
本的な内容について解説します。

■ 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

2月6日（水）［３限目］15：00〜 16：40
IASB「基本財務諸表」プロジェクト動向

　現在、「財務報告におけるコミュニケーションの改善」の一環として取り組まれている「基本財務諸表」プロジェクト
は、IASBが現在最も力を入れているプロジェクトの１つで、リサーチプロジェクトから基準設定プロジェクトに格
上げされました。本セミナーでは、「基本財務諸表」プロジェクトのうち、段階利益の表示、経営者による業績指標、関連
会社及び共同支配企業の業績の表示区分、その他の包括利益（OCI）についての表示等の動向を解説します。

■ 講　師：長谷川ロアン　（ニュージーランド勅許会計士）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：2103 ■ 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。

2月7日（木）［１限目］10：00〜 11：40
税務  平成31年度　税制改正大綱の解説

　平成31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：丸山　浩二　（財務省主税局総務課企画官）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4002 ■ 履修単位：2

2月7日（木）［２限目］13：00〜 14：40
税務  中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員会研修会
   事業承継税制の解説と31年度中小企業関係税制改正・予算（補助金の説明）

等について
１　30年度改正された事業承継税制の概要と現状
　　個人事業者向けの事業承継税制について
２　平成31年度中小企業関係税制改正（投資促進税制、軽減税率、研究開発税制等）
３　平成31年度中小企業関係予算

■ 講　師：松井　拓郎　（中小企業庁財務課長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4401 ■ 履修単位：2

2月7日（木）［３限目］15：00〜 16：40
監査  社会福祉法人監査のための基礎知識（仮）

　社会福祉法人のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上を図る目的から社会福祉法が改正され、2017年４月１
日に開始する事業年度からは、政令で定める一定の事業規模を超える社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付け
られた。本研修会は、社会福祉法人監査の実務の参考に供することを目的として、非営利法人委員会研究報告第17号
及び第19号を中心に、社会福祉法人の財務諸表監査における不正及び虚偽表示リスクの識別と評価について解説を
行う。

■ 講　師：馬場　　充　（非営利法人委員会　社会福祉法人専門委員会　専門委員長）
　　　　　 高橋　嘉明　（非営利法人委員会　社会福祉法人専門委員会　専門委員）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3111 ■ 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。

2月8日（金）［１限目］10：00〜 11：40
監査  監査品質の指標（AQI）

　上場会社の監査を担う監査事務所が監査品質の向上に向けた取組を外部に公表する場合や、監査チームが被監査会
社の監査役等に説明する場合に、監査品質の指標（AQI）として用いる項目及びそれを用いる際に参考となる情報を取
りまとめ、11月21日付けで「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」として公表しました。
　本研修会では、海外におけるAQIの動向を含め、本研究報告の内容を解説します。

■ 講　師：住田　清芽　（監査事務所情報開示検討PT副構成員長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3101 ■ 履修単位：2

2月8日（金）［２限目］13：00〜 14：40
監査  品質管理レビューの最近の動向
 ①　監査事務所及び監査業務における品質管理に係る改善勧告事例
 ②　品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明

①　監査事務所及び監査業務における品質管理に係る最近の改善勧告事例について紹介します。
②　協会の自主規制としての品質管理レビューの在り方に関する考え方を中心に、品質管理レビューの最近の動向に
ついて説明します。

■ 講　師：松田　玲子　（副主席レビューアー）
　　　　　 岩瀬　高志　（品質管理レビュー制度等検討プロジェクトチーム構成員（主席レビューアー））
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3101 ■ 履修単位：2

2月8日（金）［３限目］15：00〜 16：40
IFRS第16号「リース」

　IFRS第16号は、2019年1月1日以降開始する事業年度より適用されることから、リースの認識、測定、表示及び
開示を包括的に解説する。

■ 講　師：植木　恵　（公認会計士）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：2103 ■ 履修単位：2
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本部主催全国研修会会場一覧
新春全国研修会 春季全国研修会

受講
会場 会場名 1月18日（金） 2月6日（水） 2月7日（木） 2月8日（金）

札幌 北海道会研修室
TEL：011-221-6622 ○ ○ ○ ○

仙台 仙台商工会議所7階「大会議室」
TEL：022-265-8124 ○ ○ ○ ○

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048-644-9050 ○ ○ ○ ○

千葉 千葉会会議室
TEL：043-305-4203 ○ ○ ○ ○

東京 公認会計士会館
TEL：03-3510-7861 ○ ○ ○ ○

神奈川 神奈川県会研修室
TEL：045-681-7151 ○ ○ ○ ○

名古屋 東海会事務局研修室
TEL：052-533-1112 ○ ○ ○ ○

金沢 北陸会研修室
TEL：076-265-6625 DVD研修会	3/7（木） ○ ○ ○

京都 京滋会研修室
TEL：075-211-5061 ○ ○ ○ ○

大阪 近畿会研修室
TEL：06-6271-0400 ○ ○ ○ ○

神戸 兵庫会研修室
TEL：078-252-3281 ○ ○ ○ ○

広島 中国会研修室
TEL：082-248-2061 ○ ○ ○ ○

高松 四国会研修室
TEL：087-826-7628 ○ ○ ○ ○

福岡 北部九州会会議室
TEL：092-715-4317 ○ ○ ○ ○

熊本 南九州会会議室
TEL：096-352-3737 ○ ○ ○ ○

那覇 沖縄会研修室
TEL：098-951-1820 ○ ○ ○ ○

旭川 旭川リサーチセンター
TEL：0166-68-2820 ○ ○ ○ ○

帯広 監査法人フロンティアパートナークラウド「会議室」
TEL：0155-24-3616 ○ ○ ○ ○

新潟 新潟県会事務所
TEL：025-247-3875 ○ ○ ○ ○

宇都宮 栃木県公認会計士会館
TEL：028-635-8769 ○ ○ ○ ○

群馬 群馬県会事務所
TEL：027-321-9055 ○ ○ ○ ○

山梨 山梨県会事務所
TEL：055-251-9400 ○ ○ ○ ○

松本 ホテルモンターニュ松本「1Ｆソネット」
TEL：0263-35-6480 ○ ○ ○ ○

静岡 レイアップ御幸町ビル5階
TEL：054-269-5070 － ○

（5-D）
○

（1限5-B）
○

（2・3限5-C）
○

（5-C）

岡山 サン・ピーチOKAYAMA2階「サニーホール」
TEL：086-225-0631 ○ ○ ○ ○

松江 松江テルサ4F特別会議室
TEL：0852-31-5550 ○ ○ ○ ○

松山 ろうきんビル会議室
TEL：089-931-1181 ○ ○ ○ ○

徳島 すばるビル
TEL：088-622-6767 ○ ○ ○ ○

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室
TEL：095-827-0630 ○ ○ ○ ○

鹿児島 天文館ビジョンホール
TEL：099-292-8500 － ○ ○ ○

三多摩 三多摩会事務所
TEL：042-595-8618 ○ ○ ○ ○

※会場が異なる場合には、開催日の欄に実施会場を記載しております。
　静岡会場で受講予定の方は、ご留意ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

2019年1月23日（水） 10：00 ～ 11：40
税務  最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
 ～疑問判決の要因を分析する～

　税法の解釈適用とは、私法上の「確定した真の事実」を解釈された税法規定に適用するというものですが、ここでの
「私法上の事実」が格別な規定もなく、租税軽減（回避）の意図を背景に、真の事実とは異なる「虚構の事実」に置き換え
て課税されるという事案が多発しています。旧興銀事件、ヤフー事件、航空機リース事件、平和事件、武富士事件、合意
解除後の課税処分、グループ法人税制外しによる譲渡損失の計上否認等です。本研修では具体的な課税事例とその判
決等の論理の正当性と疑問点を分析・検証します。

■ 講　師：大淵　博義　（中央大学名誉教授） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4091 ■ 履修単位：２

2019年1月24日（木） 15：00 ～ 16：40
ロジカルシンキング基本講座

　本講座では、ロジカルシンキングで何を目指すか、曖昧さの深掘り、思い込みをやめる、網羅的に考える（MECE）、情
報を整理して伝えるといったロジカルシンキングの基本を学ぶ事ができます。
　講義だけではなく、ワークも豊富に含まれており、ロジカルシンキングをこれまで学んだ事がない方でも、分かりや
すく学ぶ事ができます。
　もっとロジカルに説明するためのヒントがないかとお悩みの方、ぜひご参加ください。

■ 講　師：白石　清仁　（CPE協議会　企画専門委員会専門委員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：9101 ■ 履修単位：２
※１事業年度に取得できるスキル分野の研修履修単位の上限は10単位です。

2019年1月30日（水） 13：00 ～ 14：40
税務  所得税の確定申告

・所得税の確定申告事務の流れと留意事項
・不動産所得での誤りやすいポイント
・損益通算と損失の繰越控除
・所得控除、所得税額控除
・平成30年分の確定申告から適用される税制改正

■ 講　師：神林　克明　（租税調査会 資産課税等専門部会 前専門部会長） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4201 ■ 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。

2019年2月15日（金） 10：00 ～ 11：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（1）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀　（税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２

2019年2月15日（金） 13：00 ～ 14：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（2）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀　（税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２

2019年2月15日（金） 15：00 ～ 16：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（3）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀　（税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２

2019年3月5日（火） 15：00 ～ 16：40
キャリアカウンセリング基本講座

　本講座では、キャリアカウンセリングの目的、どのように深掘りするか、相談者主体でカウンセリングを進めるなど
キャリアカウンセリングの基本を学ぶ事ができます。
　講師は、自らキャリアカウンセラーとして活躍するだけでなく、キャリアカウンセラー初学者への豊富な指導経験
があり、キャリアカウンセリングをこれまで学んだ事がない方でも、分かりやすく学ぶ事ができます。ぜひご参加くだ
さい！

■ 講　師：白石　清仁　（CPE協議会　企画専門委員会専門委員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：9201 ■ 履修単位：２
※１事業年度に取得できるスキル分野の研修履修単位の上限は10単位です。
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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。

●DVD研修会／東京 DVD

　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」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

2019年3月25日（月） 10：00 ～ 11：40
不 正
事 例  監査提言集の解説

 ～「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」～
 （2018年８月９日夏季全国研修会収録DVD）

　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りま
とめ、毎年７月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の夏季全国研修では、「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」に関し、過去の不正事例を参考
に留意すべき事項、提言及びポイントを具体的に解説します。

■ 講　師：中川　隆之　（監査業務審査担当常務理事）
　　　　　 北方　宏樹　（監査業務審査担当常務理事）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：２

2019年3月25日（月） 13：00 ～ 14：40
倫理  改正倫理規則等の概要について
 ―違法行為への対応、ローテーション等―

 （2018年８月10日夏季全国研修会収録DVD）
　倫理委員会では、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の倫理規程が改正されたことを受け、「違法行為への対応」、
「担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して倫理規則等の
見直しを行い、2018年４月に、「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに
「違法行為への対応に関する指針」の制定について」を公表しました（倫理規則の改正については、本年７月の定期総会
で確定予定）。本研修会では、これらの内容及び影響等について解説します。

■ 講　師：志村　さやか　（倫理担当常務理事） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：２

2019年3月25日（月） 15：00 ～ 16：40
税務  収益認識に係る新会計基準と法人税法改正への実務対応
 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD）

　「収益認識に関する会計基準」の公表を踏まえ、平成30年度制改正で法人税法第22条第4項が改正され、第22条の
2が新設されました。また、5月には法人税基本通達が大幅に改正されています。今後様々な場面で実務対応が必要だ
と考えられますが、この研修では、法人税法改正の趣旨・内容、改正通達の内容と新会計基準適用の有無による各通達
の適用関係、会計・法人税・消費税の取扱いの異同等、基本的事項を確認していきます。

■ 講　師：鶴田　泰三　（租税調査会　租税政策検討専門委員会　専門委員） ■ 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
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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。

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

2019年3月29日（金） 10：00 ～ 11：40

税務  国際税務の最新動向と企業の課題
 （2018年11月９日本部研修会収録DVD）

　2015年10月にOECDからBEPS最終報告書が公表され、諸外国では、BEPS最終報告書における勧告を踏まえ、
様々な改正が行われています。我が国でも、移転価格税制、外国子会社合算税制、恒久的施設などの規定が改正され、過
大支払利子税制、所得相応性基準などの改正が検討されています。また、租税条約に関しては、我が国を含む80か国以
上の国が多国間協定に署名し、順次、多国間協定でカバーされた租税条約が改訂されていきます。本研修では、国際税
務の現状について、各国の動向を踏まえて解説し、ポストBEPSにおいて企業が対応すべき課題について検討します。

■ 講　師：須藤　一郎　（租税調査会　委員長） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4501 ■ 履修単位：２

2019年3月29日（金） 13：00 ～ 14：40
不 正
事 例  監査提言集の解説～「会計上の見積りの監査」ほか～

 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD）
　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りま
とめ、毎年７月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の秋季研修では、「会計上の見積りの監査」、「関連当事者との取引」、「監査人の交代」等に関し、過去の不正事例
を参考に留意すべき事項、提言及びポイントを具体的に解説します。

■ 講　師：中川　隆之　（監査業務審査担当常務理事）
　　　　　 北方　宏樹　（監査業務審査担当常務理事）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：２

2019年3月29日（金） 15：00 ～ 16：40

倫理  公認会計士の職業倫理について
 ―最近の相談事例等を踏まえて―

 （2018年10月24日秋季全国研修会収録DVD）
　倫理委員会では、倫理に関する規範の整備を行うとともに、職業倫理に関する会員からの相談について対応を行っ
ています。
　本研修会では、「倫理ヘルプライン」に会員から寄せられた相談事例の中から、実務の参考に資するような事例を紹
介します。また、パートナー・ローテーション及び違法行為への対応に関する最新の改正内容も含め、倫理規則等の基
本的な内容について解説します。

■ 講　師：北川　哲雄（倫理委員会副委員長） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：２
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FAX 参加申込書
新春全国研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）
※  参加ご希望の「受講会場」は、8ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講会場名欄にご記入ください。

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

2019年
1/18
（金）

10：00～11：40 倫理 	 		公認会計士制度の持続的発展に向けた日本公認
会計士協会の取組 無料

視聴会場名

13：00～14：40 税務 	 ICTの活用によるスマート税務行政の動向 3,000円

15：00～16：40
不 正
事 例 	 		なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか～事例から学ぶ、
従業員不正とガバナンスの機能不全～（仮題） 3,000円
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FAX 参加申込書
春季全国研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）
※  参加ご希望の「受講会場」は、8ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講会場名欄にご記入ください。

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

2019年
2/6
（水）

10：00～11：40 不 正
事 例  監査提言集の解説～「期末日近くの取引」ほか～ 3,000円

視聴会場名

13：00～14：40 倫理  公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて― 3,000円

15：00～16：40 IASB「基本財務諸表」プロジェクト動向 3,000円

2019年
2/7
（木）

10：00～11：40 税務  平成31年度　税制改正大綱の解説 3,000円

13：00～14：40
税務 	中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員会研修会
	 		事業承継税制の解説と31年度中小企業関係税制

改正・予算（補助金の説明）等について
3,000円

15：00～16：40 監査  社会福祉法人監査のための基礎知識（仮） 3,000円

2019年
2/8
（金）

10：00～11：40 監査  監査品質の指標（AQI） 3,000円

13：00～14：40
監査 	品質管理レビューの最近の動向
	 ①　		監査事務所及び監査業務における品質管理

に係る改善勧告事例
	 ②　		品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明

3,000円

15：00～16：40 IFRS第16号「リース」 3,000円

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861
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開催日 時間 テーマ 参加料 申込

2019年
2/6
（水）

10：00～11：40 不 正
事 例  監査提言集の解説～「期末日近くの取引」ほか～ 3,000円

視聴会場名

13：00～14：40 倫理  公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて― 3,000円

15：00～16：40 IASB「基本財務諸表」プロジェクト動向 3,000円

2019年
2/7
（木）

10：00～11：40 税務  平成31年度　税制改正大綱の解説 3,000円

13：00～14：40
税務 	中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員会研修会
	 		事業承継税制の解説と31年度中小企業関係税制

改正・予算（補助金の説明）等について
3,000円

15：00～16：40 監査  社会福祉法人監査のための基礎知識（仮） 3,000円

2019年
2/8
（金）

10：00～11：40 監査  監査品質の指標（AQI） 3,000円

13：00～14：40
監査 	品質管理レビューの最近の動向
	 ①　		監査事務所及び監査業務における品質管理

に係る改善勧告事例
	 ②　		品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明

3,000円

15：00～16：40 IFRS第16号「リース」 3,000円

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）
開催日 時間 テーマ 参加料 申込
2019年
1/23
（水）

10：00～11：40 税務 	最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
	 ～疑問判決の要因を分析する～ 3,000円

2019年
1/24
（木）

15：00～16：40 ロジカルシンキング基本講座 3,000円

2019年
1/30
（水）

13：00～14：40 税務 	所得税の確定申告 3,000円

2019年
2/15
（金）

10：00～11：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（1） 3,000円

13：00～14：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（2） 3,000円

15：00～16：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（3） 3,000円

2019年
3/5
（火）

15：00～16：40 キャリアカウンセリング基本講座 3,000円

FAX 参加申込書
本部研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861
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FAX 参加申込書
DVD研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

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）
開催日 時間 テーマ 参加料 申込

2019年
3/25
（月）

10：00～11：40
不 正
事 例 	監査提言集の解説
	 		～「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」～
	 （2018年８月９日夏季全国研修会収録DVD）

3,000円

13：00～14：40
倫理 	改正倫理規則等の概要について
	 ―違法行為への対応、ローテーション等―
	 （2018年８月10日夏季全国研修会収録DVD）

3,000円

15：00～16：40 税務 	収益認識に係る新会計基準と法人税法改正への実務対応
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

2019年
3/29
（金）

10：00～11：40 税務 	国際税務の最新動向と企業の課題
	 （2018年11月９日本部研修会収録DVD） 3,000円

13：00～14：40
不 正
事 例 	監査提言集の解説～「会計上の見積りの監査」ほか～
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

15：00～16：40
倫理 	公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて―
	 （2018年10月24日秋季全国研修会収録DVD）

3,000円
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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。

　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）。

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。

「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

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。

　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。）

●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●

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）
開催日 時間 テーマ 参加料 申込

2019年
3/25
（月）

10：00～11：40
不 正
事 例 	監査提言集の解説
	 		～「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」～
	 （2018年８月９日夏季全国研修会収録DVD）

3,000円

13：00～14：40
倫理 	改正倫理規則等の概要について
	 ―違法行為への対応、ローテーション等―
	 （2018年８月10日夏季全国研修会収録DVD）

3,000円

15：00～16：40 税務 	収益認識に係る新会計基準と法人税法改正への実務対応
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

2019年
3/29
（金）

10：00～11：40 税務 	国際税務の最新動向と企業の課題
	 （2018年11月９日本部研修会収録DVD） 3,000円

13：00～14：40
不 正
事 例 	監査提言集の解説～「会計上の見積りの監査」ほか～
	 （2018年10月26日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

15：00～16：40
倫理 	公認会計士の職業倫理について
	 ―最近の相談事例等を踏まえて―
	 （2018年10月24日秋季全国研修会収録DVD）

3,000円
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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。

■初期研修のカリキュラム

　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

監査
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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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。

■継続研修のカリキュラム

　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、 2018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



20
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。

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

税務 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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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。

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
馬場 充
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2106

教材コード：E023420 無料

公立病院の経営状況
大西 正祐
（公認会計士） 130分 2 研修コード：5199

教材コード：E051460 無料

5．地方公共団体の監査

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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

 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

監査 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

監査 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

監査 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

不 正
事 例
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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。

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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 事例研修：産業振興 柏木 勝広
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E033030 無料

監査 事例研修：環境対策に関 する事業について
大川 幸一
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E033110 無料

監査 事例研修：試験研究機関 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

監査 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

監査 事例研修：補助金・寄付金・ 負担金・交付金
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
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
会計教育研修機構
TEL：03-3510-7861　E-mail：kenshu1@jfael.or.jp
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税務業務部会研修会は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。

●税務業務部会研修会（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
会への申込みについては、CPE ONLINE からお申込みください。
※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）。

2019年1月22日（火） 10：00 ～ 11：40
税務  公認会計士が手掛けた事例から学ぶ「超高齢社会における家族信託」の基礎

　平成29年の高齢化率は27.7％と、日本は世界で最も高い水準の、超高齢社会となっています。高齢化の進展に伴
い、認知症、寝たきりが長期化する可能性も増え、財産の凍結を避けるための対策が必要になっています。個人の財産
管理はもとより、会社経営者であれば、会社経営・事業承継を円滑に行うための対策は必須です。そこで近年注目され
ているのが「家族信託」ですが、実際に携わった経験のある方は少ないと思います。本セミナーでは、実務での活用事
例、信託税務の基礎、会計士の強みや果たす役割、提案方法をご紹介する予定です。

■ 講　師：池田　幸弘　（公認会計士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4401 ■ 履修単位：2

税務業務部会研修会に関するお問合せ
自主規制・業務本部　中小事務所・租税・経営グループ
TEL ： 03-3515-1160　FAX ： 03-5226-3356
E-mail：zeimubukai@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。

●女性会計士活躍促進協議会研修会について●

2019年1月24日（木） 13：30 ～ 15：10
女性会計士活躍促進協議会研修会
リスタート応援研修　人生100年ライフとキャリアの多様性

　医療や技術の進歩、少子高齢化による人手不足、グローバル化の加速、情報通信の発達など、わたしたちを取り巻く
環境は劇的に変化しています。「昭和時代の標準的幸せ人生」から「多様性の中で自分で選ぶ人生」が可能となりまし
た。いま、長期的な視点で自分の生き方を見直し、これからのキャリアの可能性を一緒に考えてみませんか。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　託児の事前予約も受け付けていますので、小さなお子様がいらっしゃる方も是非ご参加ください。
※生後６か月以上のお子様の託児を受け付けております。
＜託児の事前予約＞
　託児予約受付締切：2019年１月11日（金）
　会場の都合により、先着順でのお申込となります。CPEオンラインで受講申込みした上で、受講者ご本人氏名、研修
登録番号、託児利用予定のお子様の氏名、性別、誕生日を事務局広報グループあてご連絡ください。
電話番号：03－3515－1123

■ 講　師：小嶋　美代子 （株式会社アワシャーレ） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：9201 ■ 履修単位：２

女性会計士活躍促進協議会研修会に関するお問合せ
企画本部 広報グループ
TEL ： 03-3515-1123　E-mail：kouhou@jicpa.or.jp
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第40回研究大会研究発表の募集について

　日本公認会計士協会の第40回目となる節目の研究大会を千葉会において開催させていただ
きます。2016年4月に地域会設立した千葉会として初めての開催となります。

　今、時代が大きく変化しています。2020年には56年ぶりに東京オリンピック・パラリンピックが開
催されます。また、2019年５月に、平成の時代から新しい元号に変わります。さらに、公認会計士制
度についていえば、2018年に制度創設70周年を迎えました。千葉県に目を向けると、はからずも、
地軸の変化の国際的な標準として千葉県市原の地層が認定され、地球の歴史のうち77万年～ 12
万年前を「チバニアン（千葉時代）」と命名される見込みです。
　会計、監査の環境も変革の時を迎えています。社会福祉法人、医療法人、農業協同組合が順次、
法定監査の対象とされています。国の施策でもある中小企業の事業承継に対する支援も始まって
います。また、地方公共団体においても新地方公会計制度（統一的な基準）や内部統制制度が導
入され、監査委員監査において監査基準の制定が要求されています。さらに、ＡＩの発達が会
計・監査の環境に大きな影響を与えています。
　金融庁の「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言を受けて、監査法人もガバナンスの強化
に取り組み、監査報告書の透明化・長文化等が議論されています。
　このような時代において、地域会には地元から大きな期待が寄せられています。地域貢献が地
域会の大きな役割となっており、公認会計士が活躍の場を広げて地域の発展に貢献することが大
きな使命となっています。
　これらの要請に応えるため、日本公認会計士協会本部のこれまでの知見や国・自治体の各機関
等の支援制度等を活用しながら、公認会計士が地域と新しい関係を共に創り上げ、地域のさらな
る発展に貢献していきたいと考えます。今回の研究大会が公認会計士による地域貢献への一助と
なることを目指します。

　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパネルディスカッション、特定のテー
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。

〈メインテーマ〉会計・監査　新時代
　　　　　　　 ～公認会計士と地域との共創～

開催日 ： 2019年9月18日（水）

会　場：幕張メッセ国際会議場及び国際展示場
　　　　（千葉県千葉市美浜区中瀬 2－1）



26

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、メインテーマ「会計・監査　新時代　～公認会計士と地域との共創～」に関連する

テーマとします。

3．募集内容
　　⑴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
　　　  　日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、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、選考結果の送付先となる
住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送りください。

　　　・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。応募の際は、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
得ている旨を明記の上、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
　　　  　研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当日、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っていただきます。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）を作成し、選考結果の送付先
となる住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送りください。

　　　・Ａ４判の５頁程度
　　　　※  採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料（MS PowerPointソフトウェア利用）

を後日ご提出いただきます。
　　　・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）

　　⑵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内容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のご提案を募集します。ご応募いただく際は、テーマ（例えば
「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として
希望する者のリストを添えてお送りください。

　　　継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った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
　2019年２月28日（木）（必着）

５．選　考
　  　継続的専門研修制度協議会において、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・決定します。
　  　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、フリーディスカッション形式）が偏らない
ように考慮し選考いたします。

　　ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

６．発表予定テーマ数
　  　今大会（第40回研究大会）では、10テーマの発表を予定しており、うち２テーマは、研究大会
開催地域会である千葉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
　　2019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、あらかじめご了承の上ご応募ください。

８．送付先及び問合せ先
　〒102-8264　　東京都千代田区九段南4-4-1　
　　　　　　　　日本公認会計士協会　総務本部研修グループ
　　　　　　　　TEL ： 03-3515-1126（直通）／　FAX ： 050-3737-6397
　　　　　　　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp

　（企画運営）継続的専門研修制度協議会・千葉会研究大会実行委員会
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＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第39回研究大会）
【研究発表①】

テーマ１ 【論文発表】
監査委員監査における「期待ギャップ」の考察

テーマ２ 【パネルディスカッション】
我が国における会計基礎教育の現状と今後の展望

テーマ３
【パネルディスカッション】
ダイバーシティ経営の衝撃
～ダイバーシティはイノベーションを創出するのか？人口減少を克服するのか？～

テーマ４ 【論文発表】
仕訳データ活用にみる未来の展望

テーマ５ 【パネルディスカッション】
人口減少社会を乗り換えるための公会計（町田市の事例）とスポーツビジネス

【研究発表②】

テーマ１ 【論文発表】
地域イノベーションにおける公認会計士の役割について

テーマ２ 【パネルディスカッション】
人口減少社会に立ち向かうための女性会計士活躍のあるべき姿について

テーマ３ 【パネルディスカッション】
AI技術の展開とビッグデータ環境下の会計・監査のイノベーション

テーマ４

【論文発表】
第46回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
プラットフォーム企業のグローバル戦略
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム

テーマ５
【パネルディスカッション】
地場産業・イノベーション企業の成長促進剤としての公認会計士の役割
～今こそ、地方からのIPOで、地域と日本の活性化を～
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2018年度必須研修科目該当教材のご案内

　2018年度の必須研修科目「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 
研修会・研修教材をご案内いたします。

＜公認会計士業務に従事する全会員の必須単位数＞ 「職業倫理」 2単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「税務」 2単位
　加えて
＜法定監査業務に従事する会員の必須単位数＞ 「監査の品質及び不正リスク対応」 6単位
うち2単位以上は、 「不正事例研究」 に該当する研修とする

「職業倫理」の研修会・研修教材
集合研修
CD-ROM

●G011380「倫理規則改正に向けた動向について」（H29.8.24　夏季全国）2単位
● G011400「倫理規則改正に向けた動向について」（H29.10.19　秋季全国）2単位
● G011130「パネルディスカッション 「会員事務所のセキュリティ」 ～アンケートの分析結果と対応策」
（H27.8.21）2 単位
● G011270「「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」の改定内容の解説」（H28.8.23）2 単位
● G011370「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後半）」（H29.3.21）2 単位
● G011420「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後半）」（H29.10.17）2 単位
● G011410「公認会計士に求められてきた倫理を振り返る」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● G011440「［平成 29 年 12 月 13 日開催 冬季全国研修会］倫理規則改正に向けた動向について―違法行為への
対応―ローテーション」（H29.12.13　冬季全国）2単位

● G011450「【公認会計士社外役員ネットワーク研修会】公認会計士社外役員としての基本姿勢と心構え」
（H29.12.18）2 単位
● G011470「公認会計士業務における情報セキュリティ」（H30.2.8）2 単位
● G011480「［平成 30 年 2 月 9 日開催 春季全国研修会］倫理規則改正に向けた動向について―違法行為への対
応―ローテーション」（H30.2.9）2 単位
● G011510「倫理規則等改正について―違法行為への対応―ローテーション」（H30.8.10）2 単位
● G011490「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（中編）」（H30.3.20）1 単位
● G011500「【公認会計士社外役員ネットワーク研修会】第１回 新任社外役員オリエンテーション研修会　基調
講演１「公認会計士社外役員としての心構えと基本姿勢」　基調講演２「公認会計士社外役員としての知って
おくべきこと」」（H30.6.11）2 単位

eラーニング ● E011130「パネルディスカッション 「会員事務所のセキュリティ」 ～アンケートの分析結果と対応策」
（H27.8.21）2 単位
● E011270「「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」の改定内容の解説」（H28.8.23）2 単位
● E011370「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後半）」（H29.3.21）2 単位
● E011380「倫理規則改正に向けた動向について」（H29.8.24　夏季全国）2単位
● E011400「倫理規則改正に向けた動向について」（H29.10.19　秋季全国）2単位
● E011410「公認会計士に求められてきた倫理を振り返る」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● E011420「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後半）」（H29.10.17）2 単位
● E011440「［平成 29 年 12 月 13 日開催 冬季全国研修会］倫理規則改正に向けた動向について―違法行為への
対応―ローテーション」（H29.12.13　冬季全国）2単位

● E011450「【公認会計士社外役員ネットワーク研修会】公認会計士社外役員としての基本姿勢と心構え」
（H29.12.18）2 単位
● E011460「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」（H30.1.19）2 単位
● E011470「公認会計士業務における情報セキュリティ」（H30.2.8）2 単位
● E011480「［平成 30 年 2 月 9 日開催 春季全国研修会］倫理規則改正に向けた動向について―違法行為への対
応―ローテーション」（H30.2.9）2 単位
● E011490「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（中編）」（H30.3.20）1 単位

＜2018年10月31日現在＞
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「職業倫理」の研修会・研修教材
eラーニング ●E011500「【公認会計士社外役員ネットワーク研修会】第１回 新任社外役員オリエンテーション研修会　基調

講演１「公認会計士社外役員としての心構えと基本姿勢」　基調講演 2「公認会計士社外役員としての知って
おくべきこと」」（H30.6.11）2 単位
● E011510「倫理規則等改正について―違法行為への対応―ローテーション」（H30.8.10）2 単位

「税務」の研修会・研修教材
集合研修
CD-ROM

●G042120「取引相場のない株式の評価の基礎と実務」（H28.10.21）2 単位
● G042131「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（前半）」（H28.11.17）2 単位
● G042132「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（後半）」（H28.11.17）2 単位
● G042140「連結納税の最新実務について２～連結納税制度下における税効果会計編～」（H28.11.17）2 単位
● G042180「社会福祉法人の税務の基礎知識について」（H28.12.16）2 単位
● G042190「リフレッシュセミナー（税務編）「会社税務に関する諸手続と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2単位
● G042200「リフレッシュセミナー（税務編）「法人税・地方税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● G042210「リフレッシュセミナー（税務編）「消費税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● G042220「リフレッシュセミナー（税務編）「所得税の確定申告」」（H29.1.9）2 単位
● G042230「リフレッシュセミナー（税務編）「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」」
（H29.1.9）2 単位
● G042240「中小企業のための国際税務」（H29.1.6）2 単位
● G042261「相続時精算課税制度の概要と実務上の留意点」（H29.1.13）2 単位
● G042262「相続税の小規模宅地等の特例の実務」（H29.1.13）2 単位
● G042320「税務業務部会研修会主催「開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（第 10 回）消費税の申告
実務」（H29.3.21）2 単位
● G042330「平成 29 年 3 月決算の税制改正留意点 （法人税）―税制改正の適用時期に配慮して―」 （H29.4.20） 2
単位
● G042341「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（前半）」（H29.4.26）2 単位
● G042342「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（後半）」（H29.4.26）2 単位
● G042380「誤りやすい印紙税実務のポイント」（H29.7.24）2 単位
● G042360「税務等に必要な社会保険等の実務」（H29.6.5）2 単位
● G042371「税務業務部会研修会（第 45 回）「広大地評価の留意点と考え方～広大地判定の実践的手法と事例研
究～」（前半）」（H29.6.20）2 単位
● G042372「税務業務部会研修会（第 45 回）「広大地評価の留意点と考え方～広大地判定の実践的手法と事例研
究～」（後半）」（H29.6.20）2 単位
● G042390「税務業務部会研修会主催「開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（第 11 回） 税務業務開業
支援ツール研修会（H29 年度版）」（H29.7.27）2 単位
● G042400「平成 30 年度税制改正意見・要望書等の解説」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● G042410「税法上の配当概念の意義と今後の課題」（H29.8.18　夏季全国）2単位
● G042471「税務業務部会研修会（第 50 回）「金融商品課税の要点」（前半）」（H29.10.30）2 単位
● G042472「税務業務部会研修会（第 50 回）「金融商品課税の要点」（後半）」（H29.10.30）2 単位
● G042430「［税務業務部会研修会］　第 12 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（H29.9.13）2 単
位
● G042441「国際税務の基礎と実務（前半）」（H29.10.14）2 単位
● G042442「国際税務の基礎と実務（後半）」（H29.10.14）2 単位
● G042480「［税務業務部会研修会］　第 13 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（H29.11.6）2 単
位
● G042420「租税調査会研究報告第 32 号」（H29.8.21）2 単位
● G042460「所得控除に関する実務」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● G042510「［税務業務部会研修会］　第 14 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（H29.11.28）2 単
位
● G042490「税務業務部会研修会（第 51 回）「譲渡所得における取得費　～最近の相談事例から～」」（H29.11.8）
2 単位
● G042560「所得税の確定申告」（H30.1.25）2 単位
● G042520「［税務業務部会研修会］　第 15 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会　「法律の読み解き
方」」（H29.12.1）2 単位
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●G042530「医療法人の税務」（H29.12.5）2 単位
● G042550「法人税法 22 条の公正処理基準と企業会計の基準」（H30.1.19）2 単位
● G042570「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」（H30.1.25）2 単位
● G042581「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（上
編）」（H30.1.26）2 単位
● G042582「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（下
編）」（H30.1.26）2 単位
● G042590「国際電子商取引」（H30.2.23）2 単位
● G042600「［税務業務部会研修会］　第 16 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「資産税実務研修
会」」（H30.3.26）2 単位
● G042610「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（法人税）」」（H30.3.29）2 単位
● G042620「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（所得税・贈与税関係）」」（H30.3.29）
2 単位
● G042690「［税務業務部会研修会］　第 17 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税務業務開業支
援ツール研修会（2018 年度版）」」（H30.7.27）2 単位
● G042700「税務業務部会研修会（第 57 回）「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・所得拡大促進税
制の概要」」（H30.7.30）2 単位
● G042710「［税務業務部会研修会］　第 18 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税理士職業賠償
責任保険のポイントと賠償事例」」（H30.8.8　夏季全国）2単位
● G042720「平成 31 年度　税制改正意見・要望書等の解説」（H30.8.10）2 単位
● G042631「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（前半）」（H30.4.5）2
単位
● G042632「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（後半）」（H30.4.5）2
単位
● G042640「事業承継の集中支援について」（H30.4.11）1 単位
● G042650「平成 30 年３月期決算の税制改正留意点（法人税）」（H30.4.20）2 単位
● G042660「組織再編税制の改正～思想の変更と大きな実務への影響～」（H30.5.11）2 単位
● G042670「パナマ文書・パラダイス文書の公表と当局の対応」（H30.6.7）2 単位
● G042680「仮想通貨の税金と実務～法人税制への影響を中心に～ （2018 年 6 月 28 日開催）」（H30.6.28）2 単位
● G042730「認定経営革新等支援機関のための事業承継研修会　事業承継税制の改正と特例承継計画・事業承継
補助金等についての認定支援機関としての指導助言のポイント」（H30.8.23　夏季全国）2単位

eラーニング ●E042120「取引相場のない株式の評価の基礎と実務」（H28.10.21）2 単位
● E042131「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（前半）」（H28.11.17）2 単位
● E042132「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（後半）」（H28.11.17）2 単位
● E042140「連結納税の最新実務について２～連結納税制度下における税効果会計編～」（H28.11.17）2 単位
● E042180「社会福祉法人の税務の基礎知識について」（H28.12.16）2 単位
● E042190「リフレッシュセミナー（税務編）「会社税務に関する諸手続と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2単位
● E042200「リフレッシュセミナー（税務編）「法人税・地方税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● E042210「リフレッシュセミナー（税務編）「消費税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● E042220「リフレッシュセミナー（税務編）「所得税の確定申告」」（H29.1.9）2 単位
● E042230「リフレッシュセミナー（税務編）「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」」
（H29.1.9）2 単位
● E042240「中小企業のための国際税務」（H29.1.6）2 単位
● E042261「相続時精算課税制度の概要と実務上の留意点」（H29.1.13）2 単位
● E042262「相続税の小規模宅地等の特例の実務」（H29.1.13）2 単位
● E042320「税務業務部会研修会主催「開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（第 10 回）消費税の申告
実務」（H29.3.21）2 単位
● E042330「平成 29 年 3 月決算の税制改正留意点 （法人税）―税制改正の適用時期に配慮して―」 （H29.4.20） 2
単位
● E042341「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（前半）」（H29.4.26）2 単位
● E042342「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（後半）」（H29.4.26）2 単位
● E042360「税務等に必要な社会保険等の実務」（H29.6.5）2 単位
● E042371「税務業務部会研修会（第 45 回）「広大地評価の留意点と考え方～広大地判定の実践的手法と事例研
究～」（前半）」（H29.6.20）2 単位
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●G042530「医療法人の税務」（H29.12.5）2 単位
● G042550「法人税法 22 条の公正処理基準と企業会計の基準」（H30.1.19）2 単位
● G042570「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」（H30.1.25）2 単位
● G042581「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（上
編）」（H30.1.26）2 単位
● G042582「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（下
編）」（H30.1.26）2 単位
● G042590「国際電子商取引」（H30.2.23）2 単位
● G042600「［税務業務部会研修会］　第 16 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「資産税実務研修
会」」（H30.3.26）2 単位
● G042610「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（法人税）」」（H30.3.29）2 単位
● G042620「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（所得税・贈与税関係）」」（H30.3.29）
2 単位
● G042690「［税務業務部会研修会］　第 17 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税務業務開業支
援ツール研修会（2018 年度版）」」（H30.7.27）2 単位
● G042700「税務業務部会研修会（第 57 回）「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・所得拡大促進税
制の概要」」（H30.7.30）2 単位
● G042710「［税務業務部会研修会］　第 18 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税理士職業賠償
責任保険のポイントと賠償事例」」（H30.8.8　夏季全国）2単位
● G042720「平成 31 年度　税制改正意見・要望書等の解説」（H30.8.10）2 単位
● G042631「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（前半）」（H30.4.5）2
単位
● G042632「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（後半）」（H30.4.5）2
単位
● G042640「事業承継の集中支援について」（H30.4.11）1 単位
● G042650「平成 30 年３月期決算の税制改正留意点（法人税）」（H30.4.20）2 単位
● G042660「組織再編税制の改正～思想の変更と大きな実務への影響～」（H30.5.11）2 単位
● G042670「パナマ文書・パラダイス文書の公表と当局の対応」（H30.6.7）2 単位
● G042680「仮想通貨の税金と実務～法人税制への影響を中心に～ （2018 年 6 月 28 日開催）」（H30.6.28）2 単位
● G042730「認定経営革新等支援機関のための事業承継研修会　事業承継税制の改正と特例承継計画・事業承継
補助金等についての認定支援機関としての指導助言のポイント」（H30.8.23　夏季全国）2単位

eラーニング ●E042120「取引相場のない株式の評価の基礎と実務」（H28.10.21）2 単位
● E042131「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（前半）」（H28.11.17）2 単位
● E042132「連結納税の最新実務について１～連結納税制度編～（後半）」（H28.11.17）2 単位
● E042140「連結納税の最新実務について２～連結納税制度下における税効果会計編～」（H28.11.17）2 単位
● E042180「社会福祉法人の税務の基礎知識について」（H28.12.16）2 単位
● E042190「リフレッシュセミナー（税務編）「会社税務に関する諸手続と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2単位
● E042200「リフレッシュセミナー（税務編）「法人税・地方税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● E042210「リフレッシュセミナー（税務編）「消費税の基礎と実務上の留意事項」」（H29.1.8）2 単位
● E042220「リフレッシュセミナー（税務編）「所得税の確定申告」」（H29.1.9）2 単位
● E042230「リフレッシュセミナー（税務編）「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」」
（H29.1.9）2 単位
● E042240「中小企業のための国際税務」（H29.1.6）2 単位
● E042261「相続時精算課税制度の概要と実務上の留意点」（H29.1.13）2 単位
● E042262「相続税の小規模宅地等の特例の実務」（H29.1.13）2 単位
● E042320「税務業務部会研修会主催「開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（第 10 回）消費税の申告
実務」（H29.3.21）2 単位
● E042330「平成 29 年 3 月決算の税制改正留意点 （法人税）―税制改正の適用時期に配慮して―」 （H29.4.20） 2
単位
● E042341「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（前半）」（H29.4.26）2 単位
● E042342「税務業務部会研修会（第 44 回）「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～」（後半）」（H29.4.26）2 単位
● E042360「税務等に必要な社会保険等の実務」（H29.6.5）2 単位
● E042371「税務業務部会研修会（第 45 回）「広大地評価の留意点と考え方～広大地判定の実践的手法と事例研
究～」（前半）」（H29.6.20）2 単位
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eラーニング ●E042372「税務業務部会研修会（第 45 回）「広大地評価の留意点と考え方～広大地判定の実践的手法と事例研

究～」（後半）」（H29.6.20）2 単位
● E042380「誤りやすい印紙税実務のポイント」（H29.7.24）2 単位
● E042390「税務業務部会研修会主催「開業するなら知っておきたい税務実務研修会」（第 11 回） 税務業務開業
支援ツール研修会（H29 年度版）」（H29.7.27）2 単位
● E042400「平成 30 年度税制改正意見・要望書等の解説」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● E042410「税法上の配当概念の意義と今後の課題」（H29.8.18　夏季全国）2単位
● E042420「租税調査会研究報告第 32 号」（H29.8.21）2 単位
● E042430「［税務業務部会研修会］　第 12 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」 （H29.9.13） 2 単位
● E042441「国際税務の基礎と実務（前半）」（H29.10.14）2 単位
● E042442「国際税務の基礎と実務（後半）」（H29.10.14）2 単位
● E042460「所得控除に関する実務」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● E042471「税務業務部会研修会（第 50 回）「金融商品課税の要点」（前半）」（H29.10.30）2 単位
● E042472「税務業務部会研修会（第 50 回）「金融商品課税の要点」（後半）」（H29.10.30）2 単位
● E042480「［税務業務部会研修会］　第 13 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」 （H29.11.6） 2 単位
● E042490「税務業務部会研修会（第 51 回）「譲渡所得における取得費　～最近の相談事例から～」」（H29.11.8）
2 単位
● E042500「組織内会計士協議会主催研修会「組織内会計士のための国際税務  国際税務の基本事項からタック
スヘイブン税制・移転価格文書化まで」」（H29.11.14）2 単位
● E042510「［税務業務部会研修会］　第 14回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会」 （H29.11.28） 2 単位
● E042520「［税務業務部会研修会］　第 15 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会　「法律の読み解き
方」」（H29.12.1）2 単位
● E042530「医療法人の税務」（H29.12.5）2 単位
● E042550「法人税法 22 条の公正処理基準と企業会計の基準」（H30.1.19）2 単位
● E042560「所得税の確定申告」（H30.1.25）2 単位
● E042570「資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点」（H30.1.25）2 単位
● E042581「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（上
編）」（H30.1.26）2 単位
● E042582「税務業務部会研修会（第 52 回）「資産税の盲点と判断基準　～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（下
編）」（H30.1.26）2 単位
● E042590「国際電子商取引」（H30.2.23）2 単位
● E042600「［税務業務部会研修会］　第 16 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「資産税実務研修
会」」（H30.3.26）2 単位
● E042610「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（法人税）」」（H30.3.29）2 単位
● E042620「税務業務部会研修会（第 53 回）「非上場会社の自己株式の税務（所得税・贈与税関係）」」（H30.3.29）
2 単位
● E042631「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（前半）」（H30.4.5）2
単位
● E042632「税務業務部会研修会（第 54 回）「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務（後半）」（H30.4.5）2
単位
● E042640「事業承継の集中支援について」（H30.4.11）1 単位
● E042650「平成 30 年 3 月期決算の税制改正留意点（法人税）」（H30.4.20）2 単位
● E042660「組織再編税制の改正～思想の変更と大きな実務への影響～」（H30.5.11）2 単位
● E042670「パナマ文書・パラダイス文書の公表と当局の対応」（H30.6.7）2 単位
● E042680「仮想通貨の税金と実務～法人税制への影響を中心に～（2018 年 6月 28 日開催）」（H30.6.28）2単位
● E042690「［税務業務部会研修会］　第 17 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税務業務開業支
援ツール研修会（2018 年度版）」」（H30.7.27）2 単位
● E042700「税務業務部会研修会（第 57 回）「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・所得拡大促進税
制の概要」」（H30.7.30）2 単位
● E042710「［税務業務部会研修会］　第 18 回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会 「税理士職業賠償
責任保険のポイントと賠償事例」」（H30.8.8　夏季全国）2単位
● E042720「平成 31 年度　税制改正意見・要望書等の解説」（H30.8.10）2 単位
● E042730「認定経営革新等支援機関のための事業承継研修会　事業承継税制の改正と特例承継計画・事業承継
補助金等についての認定支援機関としての指導助言のポイント」（H30.8.23　夏季全国）2単位
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●G032380「監査基準委員会報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」の改正等及び監査基準委員会研究
報告第 4号「監査品質の枠組み」について」（H27.6.25）2 単位
● G032480「不正対応におけるCAATの利用―企業における内部監査での対応の考察」（H27.8.25）2 単位
● G032490「クラウドの利用と監査への影響」（H27.8.25）2 単位
● G032560「パネルディスカッション第 4弾「ＩＴを利用した未来の監査を展望する」」（H27.12.9）2 単位
● G032570「農協法改正について」（H27.12.9）2 単位
● G032650「業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説」（H28.2.5）2 単位
● G032850「監査基準委員会報告書 810「要約財務諸表に関する報告業務」について」（H28.7.11）2 単位
● G032860「＜日本版 ISRG2400 の概要＞保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」」 （H28.7.11） 2 単位
● G032870「社会福祉法人会計基準の実務上の留意事項と外部監査」（H28.8.9）2 単位
● G032960「監査人のための IT 研修会　外部委託先への監査の検討及びこれに対応する受託会社の評価」
（H28.8.26）2 単位
● G033070「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」（H28.10.20）2 単位
● G033210「平成 29 年 3 月期の学校法人会計・監査の留意点について」（H29.2.9）2 単位
● G033240「中小監査事務所連絡協議会（第 47 回）「社会福祉法人の法定監査における留意事項について」」
（H29.1.31）2 単位
● G033310「社会福祉法人の会計監査人受嘱予定者向け説明会」（H29.2.23）2 単位
● G033320「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前半）」（H29.3.21）2 単位
● G033331「グローバル会計・監査フォーラム「公認会計士監査の変革のとき―品質による競争の時代へ―」（前
半）」（H29.3.23）1 単位
● G033332「グローバル会計・監査フォーラム「公認会計士監査の変革のとき―品質による競争の時代へ―」（後
半）」（H29.3.23）2 単位
● G033341「監査品質を高めるための監査役等との協働体制の強化に関するシンポジウム（公益社団法人日本監
査役協会協賛）（前半）」（H29.4.7）1 単位
● G033342「監査品質を高めるための監査役等との協働体制の強化に関するシンポジウム（公益社団法人日本監
査役協会協賛）（後半）」（H29.4.7）2 単位
● G033350「社会福祉充実計画の確認業務について」（H29.4.19）2 単位
● G033360「非営利法人委員会実務指針第 40 号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報
告書の文例」について」（H29.6.1）2 単位
● G033370「組織内会計士協議会主催研修会「監査報告書の長文化（透明化）」」（H29.7.11）2 単位
● G033390「「社外監査役と社外取締役に期待される役割りと課題」～公認会計士がコーポレート・ガバナンス
改革の主要な担い手となるために～」（H29.8.2）2 単位
● G033400「医療法人・地域医療連携推進法人の会計及び監査について」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● G032100「「不正リスク対応基準の適用における ＩＴへの影響及びＣＡＡＴの効果的利用」」（H26.8.25）2単位
● G031630「【パネルディスカッション】情報と監査、公認会計士の関わり方※法定監査従事者の必須研修科目「監
査の品質」に該当」（2012.12.7）2 単位
● G033420「監査の品質管理の実務」（H29.8.18　夏季全国）2単位
● G033440「監査人のための IT研修会」（H29.8.22）2 単位
● G033450「監査人のための IT研修会」（H29.8.22）2 単位
● G033430「監査人のための IT研修会  「IT リスク評価―IT委員会実務指針第 6号の基礎的な内容及び IT関
連トピックのアップデート」」（H29.8.22）2 単位
● G033550「監査事務所検査結果事例集の公表について」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● G033540「IT 委員会実務指針第 7号 「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持
及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の改正」（H29.10.19　秋季全国）2単位
● G033520「監査報告書の長文化（透明化）に向けた動向」（H29.10.18　秋季全国）2単位
● G033530「監査の品質管理の実務 平成 28 年度の改善勧告事例～監査事務所における品質管理に係る改善勧告
事例～」（H29.10.19　秋季全国）2単位
● G033560「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前半）」（H29.10.17）2 単位
● G033570「監査業務に係る審査について」（H29.12.12　冬季全国）2単位
● G033580「監査の品質管理の実務　平成 28 年度の改善勧告事例　～リスク評価及びリスク対応以外の監査業
務に係る主な改善勧告事例～」（H29.12.13　冬季全国）2単位
● G033600「【日本公認会計士協会東京会主催】東京会監査委員会研究報告書「訂正報告書の事例分析」の解説」
（H30.1.12）2 単位
● G033620「監査の品質管理の実務　～金融機関及び学校法人の監査業務に係る改善勧告事例～」（H30.2.7）2
単位
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●G033640「IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」
及びIT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ＆A」の解説」
（H30.2.8）2 単位
● G033650「リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制整備（監査業務を行うにあたって
の事務所の体制整備）」」（H30.2.21）2 単位
● G033660「リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく監査の実施」」（H30.2.21）2 単位
● G033670「リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」」（H30.2.21）2 単位
● G033680「リフレッシュセミナー（監査編）「監査 IT対応」」（H30.2.22）2 単位
● G033690「リフレッシュセミナー（監査編）「その他監査業務実施上注意すべき個別テーマ」」（H30.2.22）2 単
位
● G033700「リフレッシュセミナー（監査編）「監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他」」
（H30.2.22）2 単位
● G033710「監査報告書の長文化（透明化）」（H30.2.23）2 単位
● G033720「社会福祉充実計画の確認業務について（平成 30 年度版）」（H30.4.3）2 単位
● G033790「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」について」
（H30.8.9　夏季全国）2単位
● G033800「業種別委員会実務指針第 55 号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意され
た手続業務に関する実務指針」について」（H30.8.9　夏季全国）2単位
● G033730「ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について「第１部 託送収支に係る託送供給制度
及び託送収支計算書の概要ついて」」（H30.2.28）2 単位
● G033740「ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について「第２部 業種別委員会実務指針 託送収
支計算書等に係る監査及び合意された手続に関する実務指針の解説」」（H30.2.28）1 単位
● G033750「医療法人の会計監査受嘱予定者向け説明会」（H30.4.9）2 単位
● G033760「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前編）」（H30.3.20）2 単位
● G033770「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後編）」（H30.3.20）2 単位
● G033810「監査人のための IT研修会　「ITリスク評価―IT委員会実務指針第 6号の理解及び IT関連トピッ
クのアップデート」」（H30.8.22）2 単位
● G033820「監査人のための IT研修会　「業務処理統制の運用評価手続に関する研修」」（H30.8.22）2 単位
● G033830「監査人のための IT研修会　「実証手続におけるCAATの利用」」（H30.8.22）2 単位
●G033840「監査・保証実務委員会研究報告第 32 号　「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」の解説」
（H30.8.23　夏季全国）2単位
● G033850「品質管理レビュー制度（2018 年度の品質管理レビューの方針）」（H30.8.24　夏季全国）2単位
● G033861「独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）―監査上の主要な検討事項（KAM）の導入―（その 1）」
（H30.8.24　夏季全国）2単位
● G033862「独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）―監査上の主要な検討事項（KAM）の導入―（その 2）」
（H30.8.24　夏季全国）2単位

eラーニング ●E031630「【パネルディスカッション】情報と監査、公認会計士の関わり方※法定監査従事者の必須研修科目「監
査の品質」に該当」（2012.12.7）2 単位
● E032100「「不正リスク対応基準の適用における IT への影響及びＣＡＡＴの効果的利用」」（H26.8.25）2 単位
● E032130「公会計協議会　初期研修　地方公共団体の監査」（2014.8.26）2 単位
● E032350「公会計協議会 継続研修「地方公共団体における監査委員制度（その 1）」」（H27.5.22）2 単位
● E032360「公会計協議会 継続研修「地方公共団体における監査委員制度（その２）」」（H27.5.22）2 単位
● E032370「公会計協議会 継続研修「住民監査請求及び住民訴訟制度と事例」」（H27.5.26）2 単位
● E032380「監査基準委員会報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」の改正等及び監査基準委員会研究
報告第４号「監査品質の枠組み」について」（H27.6.25）2 単位
● E032390「公会計協議会 継続研修「地方公共団体の外部監査」」（H27.7.15）2 単位
● E032400「公会計協議会 継続研修「地方財政健全化法における審査と監査」」（H27.7.27）2 単位
● E032410「公会計協議会 継続研修「財政援助団体等の監査と実務」」（H27.7.27）2 単位
● E032480「不正対応におけるＣＡＡＴの利用―企業における内部監査での対応の考察」（H27.8.25）2 単位
● E032490「クラウドの利用と監査への影響」（H27.8.25）2 単位
● E032560「パネルディスカッション第 4弾「ITを利用した未来の監査を展望する」」（H27.12.9）2 単位
● E032570「農協法改正について」（H27.12.9）2 単位
● E032650「業務処理統制に関する評価手続の実施事例の解説」（H28.2.5）2 単位
● E032760「公会計協議会 継続研修「事例研修：外部委託」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質及
び不正リスク対応」に該当」（H28.4.22）2 単位
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eラーニング ● E032770「公会計協議会 継続研修「事例研修：財産管理・資産管理」※法定監査従事者の必須研修科目「監

査の品質及び不正リスク対応」に該当」（H28.4.28）2 単位
● E032800「公会計協議会 継続研修「事例研修：地方公営企業としての病院事業」※法定監査従事者の必須研
修科目「監査の品質及び不正リスク対応」に該当」（H28.6.22）2 単位
● E032810「公会計協議会 継続研修「事例研修：国民健康保険事業特別会計」※法定監査従事者の必須研修科目「監
査の品質及び不正リスク対応」に該当」（H28.6.23）2 単位
● E032820「公会計協議会 継続研修「地方公共団体の内部統制」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品
質及び不正リスク対応」に該当」（H28.6.27）2 単位
● E032830「公会計協議会 継続研修「地方公共団体監査制度の課題と今後の展望」※法定監査従事者の必須研
修科目「監査の品質及び不正リスク対応」に該当」（H28.6.27）2 単位
● E032840「公会計協議会 継続研修「事例研修：危機管理」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質及
び不正リスク対応」に該当」（H28.6.30）2 単位
● E032850「監査基準委員会報告書 810「要約財務諸表に関する報告業務」について」（H28.7.11）2 単位
● E032860「＜日本版 ISRE2400 の概要＞保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」」（H28.7.11）2 単位
● E032870「社会福祉法人会計基準の実務上の留意事項と外部監査」（H28.8.9）2 単位
● E032890「公会計協議会 継続研修「事例研修：高齢者福祉」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質
及び不正リスク対応」に該当」（H28.8.3）2 単位
● E032900「公会計協議会 継続研修「事例研修：外郭団体」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質及
び不正リスク対応」に該当」（H28.8.8）2 単位
● E032910「公会計協議会 継続研修「事例研修：学校・教育」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質
及び不正リスク対応」に該当」（H28.8.17）2 単位
● E032960「監査人のためのＩＴ研修会　外部委託先への監査の検討及びこれに対応する受託会社の評価」
（H28.8.26）2 単位
● E032970「公会計協議会 継続研修「事例研究：住宅政策」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質及
び不正リスク対応」に該当」（H28.8.25）2 単位
● E032980「公会計協議会 継続研修「事例研修：農林水産部の監査」※法定監査従事者の必須研修科目「監査
の品質及び不正リスク対応」に該当」（H28.8.29）2 単位
● E032990「公会計協議会 継続研修「事例研修：人件費」※法定監査従事者の必須研修科目「監査の品質及び
不正リスク対応」に該当」（H28.8.31）2 単位
● E033030「公会計協議会 継続研修「事例研修：産業振興」」（H28.10.11）2 単位
● E033040「公会計協議会 継続研修「事例研修：税の徴収、使用料及び手数料」」（H28.10.12）2 単位
● E033050「公会計協議会 継続研修「事例研修：債権」」（H28.10.13）２単位
●E033070「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」（H28.10.20）2 単位
● E033110「公会計協議会 継続研修「事例研修：環境対策に関する事業について」」（H28.10.19）2 単位
● E033120「公会計協議会 継続研修「事例研修：道路事業・港湾事業」」（H28.10.26）2 単位
● E033160「公会計協議会 継続研修「事例研修：試験研究機関」」（H28.12.20）2 単位
● E033170「公会計協議会 継続研修「事例研修：社会福祉（保育事業）」」（H28.12.22）2 単位
● E033180「公会計協議会 継続研修「事例研修：補助金・寄付金・負担金・交付金」」（H28.12.26）2 単位
● E033210「平成 29 年３月期の学校法人会計・監査の留意点について」（H29.2.9）2 単位
● E033240「中小監査事務所連絡協議会（第 47 回）「社会福祉法人の法定監査における留意事項について」」
（H29.1.31）2 単位
● E033310「社会福祉法人の会計監査人受嘱予定者向け説明会」（H29.2.23）2 単位
● E033320「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前半）」（H29.3.21）2 単位
● E033331「グローバル会計・監査フォーラム「公認会計士監査の変革のとき―品質による競争の時代へ―」（前
半）」（H29.3.23）1 単位
● E033332「グローバル会計・監査フォーラム「公認会計士監査の変革のとき―品質による競争の時代へ―」（後
半）」（H29.3.23）2 単位
● E033341「監査品質を高めるための監査役等との協働体制の強化に関するシンポジウム（公益社団法人日本監
査役協会協賛）（前半）」（H29.4.7）1 単位
● E033342「監査品質を高めるための監査役等との協働体制の強化に関するシンポジウム（公益社団法人日本監
査役協会協賛）（後半）」（H29.4.7）2 単位
● E033350「社会福祉充実計画の確認業務について」（H29.4.19）2 単位
● E033360「非営利法人委員会実務指針第 40 号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報
告書の文例」について」（H29.6.1）2 単位
● E033370「組織内会計士協議会主催研修会「監査報告書の長文化（透明化）」」（H29.7.11）2 単位
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「監査の品質及び不正リスク対応」の研修会・研修教材
eラーニング ● E033390「「社外監査役と社外取締役に期待される役割りと課題」～公認会計士がコーポレート・ガバナンス

改革の主要な担い手となるために～」（H29.8.2）2 単位
● E033400「医療法人・地域医療連携推進法人の会計及び監査について」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● E033420「監査の品質管理の実務」（H29.8.18　夏季全国）2単位
● E033430「監査人のためのＩＴ研修会  「IT リスク評価―IT委員会実務指針第６号の基礎的な内容及び IT関
連トピックのアップデート」」（H29.8.22）2 単位
● E033440「監査人のためのＩＴ研修会」（H29.8.22）2 単位
● E033450「監査人のためのＩＴ研修会」（H29.8.22）2 単位
● E033520「監査報告書の長文化（透明化）に向けた動向」（H29.10.18　秋季全国）2単位
● E033530「監査の品質管理の実務 平成 28 年度の改善勧告事例～監査事務所における品質管理に係る改善勧告
事例～」（H29.10.19　秋季全国）２単位
●E033540「IT 委員会実務指針第 7号 「受託業務のｾｷｭﾘﾃｨ、可用性、処理のｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ、機密保持及びプライバシー
に係る内部統制の保証報告書」の改正」（H29.10.19　秋季全国）2単位
● E033550「監査事務所検査結果事例集の公表について」（H29.10.20　秋季全国）2単位
● E033560「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前半）」（H29.10.17）2 単位
● E033570「監査業務に係る審査について」（H29.12.12　冬季全国）2単位
● E033580「監査の品質管理の実務　平成 28 年度の改善勧告事例　～リスク評価及びリスク対応以外の監査業
務に係る主な改善勧告事例～」（H29.12.13　冬季全国）2単位
● E033600「【日本公認会計士協会東京会主催】東京会監査委員会研究報告書「訂正報告書の事例分析」の解説」
（H30.1.12）2 単位
● E033620「監査の品質管理の実務　～金融機関及び学校法人の監査業務に係る改善勧告事例～」（H30.2.7）2
単位
●E033640「IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」
及びIT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ＆A」の解説」
（H30.2.8）2 単位
● E033650「リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制整備（監査業務を行うにあたって
の事務所の体制整備）」」（H30.2.21）2 単位
● E033660「リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく監査の実施」」（H30.2.21）2 単位
● E033670「リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」」（H30.2.21）2 単位
● E033680「リフレッシュセミナー（監査編）「監査 IT対応」」（H30.2.22）2 単位
● E033690「リフレッシュセミナー（監査編）「その他監査業務実施上注意すべき個別テーマ」」 （H30.2.22） 2 単位
● E033700「リフレッシュセミナー（監査編）「監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他」」
（H30.2.22）2 単位
● E033710「監査報告書の長文化（透明化）」（H30.2.23）2 単位
● E033720「社会福祉充実計画の確認業務について（平成 30 年度版）」（H30.4.3）2 単位
● E033730「ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について「第１部 託送収支に係る託送供給制度
及び託送収支計算書の概要ついて」」（H30.2.28）2 単位
● E033740「ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について「第２部 業種別委員会実務指針 託送収
支計算書等に係る監査及び合意された手続に関する実務指針の解説」」（H30.2.28）1 単位
● E033750「医療法人の会計監査受嘱予定者向け説明会」（H30.4.9）2 単位
● E033760「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前編）」（H30.3.20）2 単位
● E033770「監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後編）」（H30.3.20）2 単位
● E033790「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」について」
（H30.8.9　夏季全国）2単位
● E033800「業種別委員会実務指針第 55 号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意され
た手続業務に関する実務指針」について」（H30.8.9　夏季全国）2単位
● E033810「監査人のための IT研修会　「ITリスク評価―IT委員会実務指針第 6号の理解及び IT関連トピッ
クのアップデート」」（H30.8.22）2 単位
● E033820「監査人のための IT研修会　「業務処理統制の運用評価手続に関する研修」」（H30.8.22）2 単位
● E033830「監査人のための IT研修会　「実証手続におけるCAATの利用」」（H30.8.22）2 単位
●E033840「監査・保証実務委員会研究報告第 32 号　「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」の解説」
（H30.8.23　夏季全国）2単位
● E033850「品質管理レビュー制度（2018 年度の品質管理レビューの方針）」（H30.8.24　夏季全国）2単位
● E033861「独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）―監査上の主要な検討事項（KAM）の導入―（その 1）」
（H30.8.24　夏季全国）2単位
● E033862「独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）―監査上の主要な検討事項（KAM）の導入―（その 2）」
（H30.8.24　夏季全国）2単位
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「監査の品質及び不正リスク対応」のうち「不正事例研究」に該当する研修会・研修教材
集合研修
CD-ROM

●G032950「監査人のための IT研修会　不正・内部統制無効化のリスクに対応するCAATの考察」（H28.8.26）
2 単位
● G033380「あらゆる可能性を調査せよ  些細な証拠が不正摘発の手掛かりとなる」（H29.7.24）2 単位
● G033410「監査提言集の解説」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● G033460「経営研究調査会研修」（H29.8.25　夏季全国）2単位
● G033470「経営研究調査会研修」（H29.8.25　夏季全国）2単位
● G033500「不正事例を題材としたディスカッション形式の研修講師スキルアップ研修」（H29.9.20）1 単位
● G033510「監査提言集の解説」（H29.10.18　秋季全国）2単位
● G033610「不正への対応　～最近の動向と監査での対応～」（H30.1.19）2 単位
● G033590「監査提言集の解説　～「財務報告に係る内部統制の監査」ほか～」（H29.12.14　冬季全国）2単位
● G033630「監査提言集の解説　～「財務諸表監査における不正」「継続企業」ほか～」（H30.2.8）2 単位
● G033780「監査提言集の解説　～「グループ監査」「専門家の業務の利用」～」（H30.8.9　夏季全国）2単位

eラーニング ●E032950「監査人のための IT研修会　不正・内部統制無効化のリスクに対応するCAATの考察」（H28.8.26）
2 単位
● E033010「公会計協議会 継続研修「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」」（H28.8.5）2
単位
● E033380「あらゆる可能性を調査せよ  些細な証拠が不正摘発の手掛かりとなる」（H29.7.24）2 単位
● E033410「監査提言集の解説」（H29.8.17　夏季全国）2単位
● E033460「経営研究調査会研修」（H29.8.25　夏季全国）2単位
● E033470「経営研究調査会研修」（H29.8.25　夏季全国）2単位
● E033500「不正事例を題材としたディスカッション形式の研修講師スキルアップ研修」（H29.9.20）1 単位
● E033510「監査提言集の解説」（H29.10.18　秋季全国）2単位
● E033590「監査提言集の解説　～「財務報告に係る内部統制の監査」ほか～」（H29.12.14　冬季全国）2単位
● E033610「不正への対応～最近の動向と監査での対応～」（H30.1.19）2 単位
● E033630「監査提言集の解説　～「財務諸表監査における不正」「継続企業」ほか～」（H30.2.8）2 単位
● E033780「監査提言集の解説　～「グループ監査」「専門家の業務の利用」～」（H30.8.9　夏季全国）2単位
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集合研修 CD-ROM/e ラーニングのご案内

　「集合研修CD-ROM」は、集合研修の内容をCD‐ROMに収めたものです。
マウスをクリックするだけのカンタン操作で、ご自宅に居ながらにして、
集合研修と同じ講義が受けられます。
　また、集合研修 CD-ROMと同じ内容を「eラーニング」で研修
できます。料金は、集合研修CD-ROM価格の約 3分の 2です。なお、
eラーニング教材はCPE ONLINE でのみ購入できます。（以下に記
載している教材コードの一文字目のGを Eに置き換えると教材を検
索することができます。）

● New Releases ●

【G090310】		【日本公認会計士協会東京会主催】東京会ＩＴ委員会研究報告書	
「フィンテックが公認会計士業務に与える影響」の解説	 （2017年12月22日開催）

講師：三木　孝則（東京会ＩＴ委員会　前委員長）
　監査をはじめとした公認会計士の業務にＩＴが大きな影響を与えており、
近年その傾向が加速していることは改めて言うまでもない。しかしながらＩ
Ｔと一括りに言ってもその範囲は広い。古くはメインフレームを中心とした
情報システムであったものが、現在では個人で所有するＰＣやタブレットで
も相当の情報処理が可能であるし、先端技術では人工知能（ＡＩ：Artificial 
Intelligence）が注目されている状況にある。このような状況下で注目されて
いるのがFinTech というキーワードである。
　FinTech は “Finance” と “Technology” を結合した造語であり、「ＩＴテク
ノロジーを利用した金融サービス」ということになる。この定義は非常に広
く、インターネットショッピング、電子マネー、クラウドファンディング、
仮想通貨といった様々なモノ・サービスが FinTech を標ぼうするあまり、
FinTech とはいったい何なのかが分かりにくくなっているかもしれない。
　本講義では、FinTech の実情について整理を試みるとともに、我々公認会
計士の業務に大きな影響を与え得る部分について、東京会ＩＴ委員会報告書
（平成 28 年度）をもとに解説する。

研修コード：9106
履修単位：2
販売価格：3,000 円

※ 	1 事業年度に取得でき
るスキル分野の研修履
修単位の上限は 10 単
位です。

【G033600】		【日本公認会計士協会東京会主催】東京会監査委員会研究報告書	
「訂正報告書の事例分析」の解説	 （2018年1月12日開催）

講師：前田　隆夫（東京会監査委員会　前委員長）
　平成 28 年度の東京会監査委員会では、平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8
月 31 日までの１年間に提出された有価証券報告書に係る訂正報告書 803 部
を分析し、提出事由、訂正箇所、不正による提出の場合の傾向分析等を行う
とともに、訂正報告書の提出に関して関東財務局にインタビューを行い、研
究報告書を取りまとめた。
　本講義では、訂正報告書の提出に関する法的な根拠、監査・保証実務委員
会研究報告第 28 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留
意事項について」の概要、訂正報告書の分析結果、関東財務局に対するイン
タビュー結果等について、同研究報告書の内容をもとに解説する。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G042550】法人税法 22 条の公正処理基準と企業会計の基準	 （2018年1月19日開催）

講師：弥永　真生（筑波大学大学院　ビジネス科学研究科教授）
　法人税法 22 条第 4項は、「当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる
額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるもの
とする。」と規定している。企業会計の基準ないし慣行が法人税の課税所得
算定上どのように取り扱われるのかは学問的にも実務上も重要な問題であ
る。そこで、会社法及び企業会計の立場を踏まえつつ、裁判例がとる「一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準」についての考え方を探ってみる。

必須研修科目／税務

研修コード：4101
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033610】不正への対応　～最近の動向と監査での対応～	 （2018年1月19日開催）

講師：辻　さちえ（		公認会計士、公認不正検査士、一般社団法人日本公認不
正検査士協会理事）

　公認会計士には、財務諸表不正について、予防の指導や早期の発見が期待
されています。これは、外部監査を担当する会計士はもちろん、組織内会計
士や社外役員も同様であり、不正に対する幅広い知識が必要とされます。本
研修では、会計不正を中心に開示不正全般について解説します。また、不正
発見のための考え方である仮設検証アプローチについて、データ分析の事例
を用いて解説します。

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

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042560】所得税の確定申告	 （2018年1月25日開催）

講師：神林　克明（租税調査会　資産課税等専門部会前専門部会長）
●所得税の確定申告 
 ・所得税の確定申告事務の流れと留意事項
 ・不動産所得での誤りやすいポイント
 ・損益通算と損失の繰越控除
 ・所得控除、所得税額控除 
 ・平成 29 年分の確定申告から適用される税制改正

必須研修科目／税務

研修コード：4201
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042570】資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）の基礎と実務上の留意点
	 （2018年1月25日開催）

講師：清水　久員（租税調査会　資産課税等専門部会副専門部会長）
●資産税（譲渡所得）
 ・不動産の取得に係る税務の留意事項 
 ・不動産の譲渡に係る税務の留意事項 
●資産税（相続税・贈与税）
 ・相続税の申告事務の流れと留意事項 
 ・贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度 
 ・平成 29 年度税制改正

必須研修科目／税務

研修コード：4202
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042581】		税務業務部会研修会（第 52回）「資産税の盲点と判断基準	
～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（上編）	 （2018年1月26日開催）

講師：笹島　修平（公認会計士・税理士）
　本講座では資産税独特の誤解しやすい重要な論点をわかりやすく、明確に
解説します。 
　財産を相続・贈与・譲渡により移転する場面では、想定しない課税関係が
生じる注意すべき取引があります。これは、実際の取引とは異なる取引に税
務上「みなされる」ことや、時価の概念が取引の性質によりことなることが
原因です。本講義では、これらの注意が必要な取引を具体的な事例を通して
紹介し、税務上の論点及び判断基準を解説し、取扱いが異なることとなる境
界線を明確にすると共に、資産の移転を安全に行うためのポイントを整理し
て紹介します。

必須研修科目／税務

研修コード：4202
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G042582】		税務業務部会研修会（第 52回）「資産税の盲点と判断基準	
～財産の譲渡・贈与・相続の盲点～」（下編）	 （2018年1月26日開催）

講師：笹島　修平（公認会計士・税理士）
　本講座では資産税独特の誤解しやすい重要な論点をわかりやすく、明確に
解説します。
　財産を相続・贈与・譲渡により移転する場面では、想定しない課税関係が
生じる注意すべき取引があります。これは、実際の取引とは異なる取引に税
務上「みなされる」ことや、時価の概念が取引の性質によりことなることが
原因です。本講義では、これらの注意が必要な取引を具体的な事例を通して
紹介し、税務上の論点及び判断基準を解説し、取扱いが異なることとなる境
界線を明確にすると共に、資産の移転を安全に行うためのポイントを整理し
て紹介します。

必須研修科目／税務

研修コード：4202
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G023180】		【日本公認会計士協会東京会主催】東京会非営利法人委員会研究報告書「社会福祉法
人制度改革と会計専門家に求められる業務」の解説	 （2018年1月31日開催）

講師：富所　淳（東京会非営利法人委員会　副委員長）
　社会福祉法改正により、法定監査の受任はもちろんのこと、会計監査人設
置義務のある特定社会福祉法人以外の法人にも会計専門家として関与する機
会が増加している。社会福祉法人制度改革に関しては、法令の他、厚生労働
省から数多くの通知と事務連絡が発出され、日本公認会計士協会からも実務
指針、研究報告並びに審理通達等が発出され、さらに各都道府県や市町村も
それぞれ情報発信をしており、それらの情報を入手し整理し、そして理解し
ていくことは容易なことではない。
　しかしながら、我々会員が社会福祉法人に関与する場合、制度に関する相
当程度の知識を持っていると社会福祉法人は当然に考えるであろうし、我々
もその要求に応える必要があるであろう。
　そこで本講義では、東京会非営利法人委員会報告書（平成28年度）をもとに、
社会福祉法人制度全般の理解の一助となるよう下記内容についてわかりやす
く解説する。

第 1章　制度改革の概要と改正に関する新たな情報（平成 29 年 1 月現在）
第 2章　社会福祉充実計画 
第 3 章　監査の他に公認会計士が会計専門家として関与することができる業務
第 4章　平成 29 年以降の法人運営についての留意点

研修コード：2106
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G051390】		事業承継支援専門部会研修会　実務編　「公認会計士による中小企業の事業承継支援」　
－事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について－	 （2018年2月7日開催）

講師：清水　久員（事業承継支援専門部会委員）
　経営者の高齢化と後継者不足を背景とする中小企業の廃業増加が喫緊の課
題になっている。廃業予備軍の企業の中には、生産性の高い企業や黒字企業、
あるいは事業価値のある企業もあることから、これらの企業については早期
対応により廃業を回避できるケースも多いと考えられる。一方、廃業を決定
した企業に対しては、円滑な廃業に向けた支援を行うことも必要となる。
　本研修では、（廃業回避に向けた）早期段階における事業性評価の進め方
を中心に、（廃業決定後における）公認会計士による支援の可能性を検討する。

研修コード：5202
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G051400】		事業承継支援専門部会研修会　実務編　公認会計士による中小企業の事業承継支援　
従業員承継の支援手法について	 （2018年2月7日開催）

講師：上原　久和（事業承継支援専門部会委員）
1．親族外承継の実態
　  　20 年前には事業承継の 8割は親族内承継と言われていたが、直近では 4
割程度まで低下。既に半数の事業承継は親族外への承継となっている。
　（親族外承継の増加要因の説明）
2．親族外承継のスキーム
　  　親族外承継の実践・遂行についてはオーナー族の株式とワンセットに各
種スキームを検討しなければならない。
　（1）単純な社長昇格で株式移動が無いケース（所有と経営の分離）
　（2）単純な社長昇格で株式移動の有るケース（所有と経営の移動・資金）
　（3）外部から社長を招聘するケース（所有と経営の分離）
　（4）納税猶予制度を活用するケース（所有と経営の異動）
　（5）ＩＰＯを活用するケース
　（6）Ｍ＆Ａ（合併、分割、持ち株会社など）による承継
　（7）会社の清算・廃業

研修コード：5202
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033620】監査の品質管理の実務　～金融機関及び学校法人の監査業務に係る改善勧告事例～
	 （2018年2月7日開催）

講師：岩瀬　高志（品質管理委員会　主席レビューアー）
　平成 28 年度の品質管理レビュー（フォローアップ・レビューを含む）の
実施結果を説明します。今回は、金融機関の監査業務及び学校法人の監査業
務に係る改善勧告事例を中心に説明し、監査事務所として品質管理のシステ
ムをどのように整備し、運用すべきか、また、個々の監査業務の品質管理を
どのように実施すべきかについての参考に供します。
　また、品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度の概要等に
ついて説明します。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033630】監査提言集の解説　～「財務諸表監査における不正」「継続企業」ほか～
	 （2018年2月8日開催）

講師：北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
　　　中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）
　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務
遂行に際し参考となる監査提言を取りまとめ、毎年７月に、会員及び準会員
に提供しているものです。
　今回の春季研修では、「期末監査で留意すべき不正事例」を中心に、過去の
不正事例を参考に留意すべき事項、提言及びポイントを具体的に解説します。

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

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033640】		IT 委員会実務指針「電子開示書類等のXBRL データに対する合意された手続業務に
関する実務指針」及び IT 委員会研究報告「電子開示書類等のXBRL データに対する
合意された手続業務に関するQ＆ A」の解説	 （2018年2月8日開催）

講師：筏井　大祐（ＩＴ委員会ＸＢＲＬ対応専門委員会　専門委員長）
　平成 25 年９月 17 日から開示書類の二次利用性の向上、検索機能等の向上
を目的として新EDINET の運用が開始されています。
　IT 委員会では、公認会計士として EDINET からダウンロードされる
XBRL データの信頼性を確保するための対応の一つとして、IT 委員会実務
指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続に関する実務
指針」及び IT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRL データに対する合
意された手続業務に関するQ＆A」（両指針とも平成 29 年 11 月１日に公開
草案として公表）を作成しました。本講義では、当該業務の概要や実施上の
留意事項等について解説を行います。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3199
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G011470】公認会計士業務における情報セキュリティ	 （2018年2月8日開催）

講師：加藤　俊直（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）
　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、品質管理レビューでの指摘事項等の解説に加え、
その基盤となる IT・情報セキュリティ及び関連する社会全体の動向につい
て解説を行います。
　また、2017 年 8 月に中小事務所等連絡協議会入会事務所向けに実施した「会
員事務所が利用している外部委託業者に係るアンケート調査」の結果（現在
分析中）を踏まえ、会員として捉えるべきセキュリティリスク、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」及びＩＴ委員会研究報告第 34 号「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」Ｑ＆Ａ」
に則して解説を行うことを予定しています。

必須研修科目／職業倫理

研修コード：1001
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033650】		リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制整備（監査業務を行
うにあたっての事務所の体制整備）」	 （2018年2月21日開催）

講師：新井　達哉（中小事務所支援担当常務理事）
　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。

（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

本教材は 6部構成となっております。
 ・G033650　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制

整備（監査業務を行うにあたっての事務所の体制整備）」 
 ・G033660　  リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく

監査の実施」 
 ・G033670　リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」
 ・G033680　リフレッシュセミナー（監査編）「監査 IT対応」
 ・ G033690　  リフレッシュセミナー（監査編）「その他監査業務実施上注意す

べき個別テーマ」
 ・G033700　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査業務に係る審査・ 品質管

理のシステムの監視その他」

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：3,000 円



43

【G033660】		リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく監査の実施」
	 （2018年2月21日開催）

講師：南　成人（中小事務所等施策調査会委員長）
　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。

1．増加する上場企業による不適切な会計処理とその対応
2．リスク・アプローチに基づく監査の実施
　（ 1 ）リスク・アプローチの全体像
　（ 2 ）残余リスクの観点からのアプローチ
　（ 3 ）リスクの評価過程で同時に識別するリスク
　（ 4 ）経営者による内部統制を無効化するリスク
　（ 5 ）不正による重要な虚偽表示リスク
　（ 6 ）不正リスクに関連する用語
　（ 7 ）不正による重要な虚偽表示が存在している可能性
　（ 8 ）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
　（ 9 ）不正リスクに対応した監査のプロセス
　（10）不正リスク対応基準の導入に伴い新設した調書様式 

本教材は 6部構成となっております。
・G033650　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制

整備（監査業務を行うにあたっての事務所の体制整備）」 
・G033660　  リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく

監査の実施」 
・G033670　リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」
・G033680　リフレッシュセミナー（監査編）「監査 IT対応」
・G033690　  リフレッシュセミナー（監査編）「その他監査業務実施上注意す

べき個別テーマ」
・G033700　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査業務に係る審査・ 品質管

理のシステムの監視その他」

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3002
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G033670】リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」	 （2018年2月21日開催）

講師：齋藤　哲（中小事務所等施策調査会副委員長）
　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。

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）関係会社投融資評価
　（2）債権評価
　（3）棚卸資産の評価
　（4）固定資産の減損
　（5）のれんの評価
　（6）繰延税金資産の回収可能性
　（7）退職給付債務
　（8）その他

本教材は 6部構成となっております。
・G033650　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査事務所の品質管理の体制

整備（監査業務を行うにあたっての事務所の体制整備）」 
・G033660　  リフレッシュセミナー（監査編）「リスク・アプローチに基づく

監査の実施」
・G033670　リフレッシュセミナー（監査編）「会計上の見積り」
・G033680　リフレッシュセミナー（監査編）「監査 IT対応」
・G033690　  リフレッシュセミナー（監査編）「その他監査業務実施上注意す

べき個別テーマ」
・G033700　  リフレッシュセミナー（監査編）「監査業務に係る審査・ 品質管

理のシステムの監視その他」

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3002
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042680】仮想通貨の税金と実務～法人税制への影響を中心に～	 （2018年6月28日開催）

講師：八木橋　泰仁（税理士）
　平成 30 年 3 月 14 日に企業会計基準委員会から「資金決済法における仮想
通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」（以下、「ASBJ 基準」という）が
公表されるなど、仮想通貨に関する会計・税務ににわかに注目が集まってい
ます。しかし、まだ黎明期でもあることから、会計・税務ともに十分な議論
と対応がなされていない状況にあります。
　そこで、仮想通貨取引の基本的な事項から、ASBJ 基準を参考に、主に法
人における取り扱いを中心にした実務上の取り扱いと課題点についてまと
め、実務上の参考になる内容をお話しさせて頂きます。
　なお、本研修は、基本的に「講義形式」を採用します。

必須研修科目／税務

研修コード：4999
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G090330】組織内会計士研修会「組織内会計士オリエンテーション」	 （2018年6月28日開催）

講師：
◆第一部　		日本公認会計士協会及び組織内会計士協議会による組織内会計士

へのサポート体制	
　日本公認会計士協会常務理事（組織内会計士担当）　増田　明彦
　研修企画専門委員会　脇　一郎（㈱ JBAホールディングス）
　NW構築専門委員会　日浦　正貴（ライジング・フォース㈱）
　広報専門委員会　阿久津　聖（㈱ソニー・ミュージックアクシス）
　地域サポート専門委員会　吉田　徹（㈱日本総合研究所）
　女性組織内会計士　茶田佳世子（アクセンチュア㈱）
◆第二部　先輩組織内会計士によるパネルディスカッション
　川村　卓哉（MAMORIO㈱）
　三村　直樹（外資系大手ファッションブランド企業）
　横井　智哉（㈱ブリヂストン）
　小見山慶子（税理士法人麻布パートナーズ　ファシリテーター）
　日本公認会計士協会・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等を実施しています。
　近年、組織内にキャリアの方向性を求める会計士が増加してきており、会
計士の活躍の場が多様化してきています。監査法人等勤務者が組織内会計士
へ転身する際、組織内会計士が置かれている環境、将来キャリアの方向性、
会員登録の維持などについて、漠然とした不安をお持ちの方も多いかと思わ
れます。
　そこで本研修会を二部構成で行います。
　第一部は、「日本公認会計士協会及び組織内会計士協議会による組織内会
計士へのサポート体制」について、日本公認会計士協会常務理事及び組織内
会計士協議会の専門委員長等からご説明いたします。また、第二部の「先輩
組織内会計士によるパネルディスカッション」によって、実際の組織内会計
士の方の生の声をお届けいたします。 
　監査法人におけるキャリアパスに不安を感じている方、組織内会計士への
転身を予定されている方や将来的な転身にご興味ある方、ぜひ奮ってご参加
ください。

研修コード：9201
履修単位：2
販売価格：3,000 円

※ 	1 事業年度に取得でき
るスキル分野の研修履
修単位の上限は 10 単
位です。

【G023330】		財務諸表利用者から見た財務情報の重要性と今後の展望～会計基準・開示制度の改
革を通して～	 （2018年7月18日開催）

講師：野村　嘉浩（野村證券　エクイティ・リサーチ部　アナリスト）
　わが国を取り巻く財務報告制度の改革は急速に進んでいます。国際財務報
告基準（IFRS）の任意適用企業数は 200 社に迫る勢いですし、有価証券報告
書と事業報告等との統合、監査報告書の改訂などの議論も積極的に展開され
ています。
　IFRS の基本概念や昨今の開示・監査制度の改革に共通する切口は「投資
家とのコミュニケーション」の充実です。公認会計士の皆様にとりましても、
「投資家とのコニュニケーション」を意識した業務姿勢が必要になりつつあ
るようです。
　そこで今回の研修では、日本企業を取巻く財務報告制度の改革を、財務諸
表利用者（証券アナリスト）の視点からご紹介しようと思います。高度に専
門的で外部からは把握しにくい皆様の業務を、是非、投資家に知らしめて頂
くことへの期待を込めたいと思います。
　当方の講演が今後の皆さんの業務の一助となれば幸いです。

研修コード：2201
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G090340】［女性会計士活躍促進協議会］国における男女共同参画・女性活躍推進の取組について
	 （2018年6月29日開催）

講師：渡邉　清（内閣府男女共同参画局官房審議官（男女共同参画局担当））
　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実
現は、緊要な課題です。また、少子高齢化の進展、 国内経済活動の成熟化等
我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、女性の活躍は重要
です。今回の研修会では、我が国の現状と政府の取組についてご紹介します。

研修コード：9201
履修単位：2
販売価格：3,000 円

※ 	1 事業年度に取得でき
るスキル分野の研修履
修単位の上限は 10 単
位です。

【G042690】		［税務業務部会研修会］　第 17回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会「税
務業務開業支援ツール研修会（2018 年度版）」	 （2018年7月27日開催）

講師：鯨岡　健太郎（		税務業務支援専門委員会　専門委員長、	公認会計士、	
税理士）

　税務業務支援専門委員会では、独立して税務業務を行う際に最低限押さえ
ておきたいポイントを取りまとめた「税務業務開業支援ツール」を開発し、
研修会を通じて内容を紹介しています。本年度の改訂作業では、税理士法関
連の記述を追加したほか、要望の多かった相続税申告実務に関する業務管理
資料を新規に収録し、さらに内容を充実させました。今回の研修会では、改
訂箇所を中心に、ツール全体の内容及び利用上の留意事項について紹介する
予定です。

必須研修科目／税務

研修コード：4099
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042700】		税務業務部会研修会（第 57回）「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・
所得拡大促進税制の概要」	 （2018年7月30日開催）

講師：西野　道之助（税理士）
　平成 30 年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、様々な形で
働く人をあまねく応援する等の観点から、給与所得控除・公的年金等控除か
ら基礎控除への振替など、個人所得課税の大幅な改正が行われました。更に
中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の特例の創設や賃上げ・生産性
向上の一環として所得拡大促進税制の改組なども行われています。本研修で
は、所得税における改正の留意点とともに、本改正の大きな柱といえる事業
承継税制の特例及び所得拡大促進税制の概要についても確認して行きたいと
思います。

必須研修科目／税務

研修コード：4201
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042710】		［税務業務部会研修会］　第 18回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会	「税
理士職業賠償責任保険のポイントと賠償事例」	 （2018年8月8日開催）

講師：齋藤　和助（税理士）
　税理士登録された場合には是非とも加入していただきたいのが税理士職業
賠償責任保険です。この保険は、日本税理士会連合会を契約者とする団体保
険で、税理士や税理士法人を税賠事故から守る目的で作られたものです。
　今回はこの保険の仕組みや、補填される業務の範囲、損害額の考え方、回
復額の計算ルールなど、知っておくべきポイントを解説します。
　また、税目ごとに頻出事例を確認し、注意すべき項目やミスの原因、ミス
を起こさないための基礎知識等を検討していきます。

必須研修科目／税務

研修コード：4001
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G033780】監査提言集の解説　～「グループ監査」「専門家の業務の利用」～
	 （2018年8月9日開催）

講師：中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）	
　　　北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務
遂行に際し参考となる監査提言を取りまとめ、毎年 7月に、会員及び準会員
に提供しているものです。 
　今回の夏季全国研修では、「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕
訳テスト」に関し、過去の不正事例を参考に留意すべき事項、提言及びポイ
ントを具体的に解説します。

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

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033790】		業種別委員会実務指針第 61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」
について	 （2018年8月9日開催）

講師：鈴木　智佳子（		業種別委員会　仮想通貨対応専門部会　専門部会長、
公認会計士）

　本研修においては、業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表
監査に関する実務指針」の解説を中心として、監査を行うに当たって知る必
要がある仮想通貨交換業者を取り巻く事業環境、仮想通貨の種類、ブロック
チェーン等への監査上の取扱い、ASBJ の実務対応報告との関係等を説明す
る。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3110
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033800】		業種別委員会実務指針第 55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に
係る合意された手続業務に関する実務指針」について	 （2018年8月9日開催）

講師：菅谷　圭子（		業種別委員会　仮想通貨対応専門部会　専門委員、公認
会計士）

　本研修においては、業種別委員会実務指針第 55 号「仮想通貨交換業者に
おける利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」
の解説を中心として、仮想通貨交換業者における分別管理の着眼点に加えて、
その状況に対する合意された手続業務の概要を説明する。 

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3110
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042720】平成 31 年度　税制改正意見・要望書等の解説	 （2018年8月10日開催）

講師：佐藤　正樹（公認会計士、税理士）
　昨年度、意見・要望書に記載した 1. いわゆる「新収益認識基準」と整合
的な税制を整備すること、 2. 事業承継支援税制について強力に推進するこ
と、などを中心に平成 30 年度の税制改正で実現できました。 
　平成 31 年度では我が国税制の構造的問題に関する「提言」として、企業
の国際競争力等の強化の観点、社会・経済構造の変化といった観点、世代
間の試算の偏在の是正といった問題点について、税制の観点からの提言を
行っています。また、すでに現存する税制に関する「意見・要望」として、
BEPS プロジェクト等の国際的取組を踏まえ、国際租税についても更なる対
応が必要となっています。その他、新事業承継税制への要望、納税環境の整
備等についても、意見・要望を行っています。 

必須研修科目／税務

研修コード：4002
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G023340】		企業会計基準第 28 号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等に係る監査上
の留意事項について	 （2018年8月10日開催）

講師：村瀬　進吾（ASBJ 専門研究員、公認会計士）
　　　藤本　貴子（会計制度委員会協力理事、ASBJ 税効果会計専門委員）
　企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受けて、日本公認会計士協
会における税効果会計に関する実務指針（会計に関する部分）について、当
委員会に移管すべく審議を行い、平成 30 年 2 月 16 日付けで企業会計基準第
28 号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を公表しました。本改
正は平成 30 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から
強制適用されます。本改正について、その概要及び適用に当たっての監査上
の留意事項について解説を行います。

研修コード：2102
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G011510】倫理規則等改正について ―違法行為への対応― ローテーション
	 （2018年8月10日開催）

講師：志村　さやか（倫理担当常務理事）
　倫理委員会では、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の倫理規程が改正
されたことを受け、「違法行為への対応」、「担当者の長期的関与とローテー
ション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して倫理
規則等の見直しを行い、2018 年 4 月に、「「倫理規則」、「独立性に関する指
針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に
関する指針」の制定について」を公表しました（倫理規則の改正については、
2018 年 7 月の定期総会で確定）。本研修会では、これらの内容及び影響等に
ついて解説します。

必須研修科目／職業倫理

研修コード：1001
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033810】		監査人のための IT 研修会　「IT リスク評価－IT 委員会実務指針第 6号の理解及び IT
関連トピックのアップデート」	 （2018年8月22日開催）

講師：竹内　勝利（公認会計士、公認情報システム監査人）
　財務諸表監査を進める上で、企業が利用するＩＴが財務報告にどのように
関係しているかを十分に理解することが重要になっており、また近年のＩＴ
に係る新技術の登場が、企業のＩＴ環境に変化をもたらす状況も発生してい
ると考えられます。ＩＴ委員会実務指針第 6号は、監査人がＩＴに関するリ
スクの識別と評価、並びに評価したリスクへの対応を立案する際の重要な指
針であり、その理解が求められます。
　本研修では、ＩＴ委員会実務指針第 6号の理解の促進を図り、財務諸表監
査で把握すべきＩＴに関連する情報及びリスクについて解説するとともに、
アップデートすべきＩＴ関連の研究報告、ＩＴに関連する品質管理レビュー
結果などの指摘事項について説明します。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3103
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033820】		監査人のための IT 研修会　「業務処理統制の運用評価手続に関する研修」
	 （2018年8月22日開催）

講師：森田　和久（公認情報システム監査人、システム監査技術者）
　本講義では、ＩＴ委員会実務指針第 6号及び同実務指針に関するＱ＆Ａ（Ｉ
Ｔ委員会研究報告第 42 号）に基づいて、業務処理統制評価の運用評価手続
について解説します。主な内容としては、自動化された業務処理統制の分類
（アクセスに関する統制、インターフェースに関する統制等）ごとに、証票
を利用した手続や本番データを利用した手続など、具体的な運用評価手続の
方法及び留意点について解説します。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3103
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G033830】		監査人のための IT 研修会　「実証手続におけるCAATの利用」
	 （2018年8月22日開催）

講師：杉本　聖子（		公認情報システム監査人、米国公認会計士（ニューハン
プシャー州））

　企業が作成した情報（IPE）を監査人が実証テストにおける監査証拠とし
て利用する場合、監査人はその網羅性と正確性を検証しなければなりません。
　IPE が ＩＴアプリケーションによって作成される場合、その網羅性と正
確性を検証するに当たり、CAAT（※）が有効なツールとなっています。
　本講義では、IPE の検証を CAATを利用して検証する際に、「ＩＴに関す
る考慮事項」、「CAATの利点、CAATの対応事例（再計算、抽出条件、カ
テゴリ分類など）及びCAATを利用する際の留意事項」について解説します。
（※）  CAAT（Computer Assisted Audit Techniques：コンピュータ利用監

査技法）

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3193
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042730】		認定経営革新等支援機関のための事業承継研修会　事業承継税制の改正と特例承継
計画・事業承継補助金等についての認定支援機関としての指導助言のポイント

	 （2018年8月23日開催）

講師：河原万千子（		経済産業省　中小企業政策審議会委員　中小企業施策調
査会　事業承継支援専門部会　部会長）	

　　　北澤　　淳（中小企業庁　財務課　税制専門官）
　平成 30 年度税制改正では、事業承継税制に期限付の特例措置が創設され
納税猶予制度を検討する中小企業者も今後、増加傾向が予想されます。前半
は、経営承継円滑化法の紹介から、そもそも事業承継税制はどのようなもの
なのか改正のポイントも含め全体像を説明をします。後半は、改正により創
設された納税猶予の特例措置で作成が求められている「特例承継計画」につ
いて認定支援機関としての指導及び助言のポイント、更に、事業承継補助金
等最近の中小企業政策等について認定支援機関向けの研修です。

必須研修科目／税務

研修コード：4401
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033840】		監査・保証実務委員会研究報告第 32号　「内部統制報告制度の運用の実効性の確保
について」の解説	 （2018年8月23日開催）

講師：村上　淳（		監査・保証実務委員会　内部統制監査専門委員会専門委員長、
公認会計士）

　金融庁「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言を受け、平成 30 年 4
月 6 日に公表した、監査・保証実務委員会研究報告第 32 号「内部統制報告
制度の運用の実効性の確保について」を解説します。
　本研究報告では、内部統制報告書（訂正内部統制報告書を含む。）上の「開
示すべき重要な不備」の開示事例分析を基に、企業側、監査人側、制度の運
用上の課題を纏めており、監査人のみならず、組織内会計士（監査役、内部
監査担当者）等、企業の内部統制に関わる会員にも理解を深めていただきた
い内容となっています。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3109
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G023350】国の公会計の取組みについて	 （2018年8月23日開催）

講師：高橋　啓介（財務省主計局法規課公会計室　課長補佐）
　国の財務書類は、国全体（一般会計＋特別会計）の資産や負債などのストッ
クの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧でわかり
やすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法（発生主義、複式簿記）
を参考として平成 15 年度決算分より作成・公表しています。
　本研修では、「国の財務書類」の特徴（企業会計との違い等）や「平成 28
年度 国の財務書類」の概要について解説するとともに、平成 26 年度決算分
から試行的に実施している財務書類等の活用に向けた取組（「個別事業のフ
ルコスト情報の開示」）を紹介します。

研修コード：2109
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G033850】品質管理レビュー制度（2018 年度の品質管理レビューの方針）
	 （2018年8月24日開催）

講師：岩瀬　高志（品質管理委員会　主席レビューアー）
　 品質管理レビュー制度及び平成 30年度の品質管理レビュー（フォローアッ
プ・レビューを含む。）の方針を説明します。協会の自主規制としての品質
管理レビュー制度について説明を行った後、平成 30 年度の品質管理レビュー
の方針及び品質管理レビュー実務の変更点を中心に説明し、監査事務所とし
て品質管理のシステムをどのように整備し、運用すべきかについての参考に
供します。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033861】		独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）	
－監査上の主要な検討事項（KAM) の導入－（その 1）	 （2018年8月24日開催）

講師：住田　清芽（監査・品質管理基準担当常務理事）
　監査報告書の長文化については、2018 年 5 月に金融庁から公表された改訂
監査基準（公開草案）の公表により、日本においても 2021 年 3 月期決算の
監査（早期適用も可）から導入される見込みです。
　本研修会では、今回の大きな改正論点の一つである、新たに適用される「監
査上の主要な検討事項（Key Audit Matter：KAM）」の概要や重要なポイン
ト、実務上の留意点等について解説を行います。

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3001
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G033862】		独立監査人の監査報告書の透明化（長文化）	
－監査上の主要な検討事項（KAM) の導入－（その 2）	 （2018年8月24日開催）

講師：住田　清芽（監査・品質管理基準担当常務理事）
　 監査報告書の長文化については、2018 年 5 月に金融庁から公表された改
訂監査基準（公開草案）の公表により、日本においても 2021 年 3 月期決算
の監査（早期適用も可）から導入される見込みです。
　本研修会では、今回の大きな改正論点の一つである、新たに適用される「監
査上の主要な検討事項（Key Audit Matter：KAM）」の概要や重要なポイン
ト、実務上の留意点等について解説を行います。 

必須研修科目／監査の品質及び
不正リスク対応

研修コード：3001
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042741】		税務業務部会研修会（第 59回）「株式・公社債・投資信託などによる所得の課税関係」
（前半）	 （2018年9月3日開催）

講師：小田　満（税理士・行政書士）
　金融商品課税については、近年、信託に関する商品の種類が増加するとと
もに、大幅な税制改正が行われたため、課税対象商品の種類が広範になり、
その課税関係がますます複雑化しています。本研修会では、その改正前後の
内容をできるだけ簡潔に整理して解説します。

必須研修科目／税務

研修コード：4201
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042742】		税務業務部会研修会（第 59回）「株式・公社債・投資信託などによる所得の課税関係」
（後半）	 （2018年9月3日開催）

講師：小田　満（税理士・行政書士）
　金融商品課税については、近年、信託に関する商品の種類が増加するとと
もに、大幅な税制改正が行われたため、課税対象商品の種類が広範になり、
その課税関係がますます複雑化しています。本研修会では、その改正前後の
内容をできるだけ簡潔に整理して解説します。

必須研修科目／税務

研修コード：4201
履修単位：1
販売価格：1,500 円
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【G060520】		組織内会計士研修会　次世代 IT シリーズ　第三弾　「ＭＵＦＧのデジタル・トラン
スフォーメーション戦略」		 （2018年9月20日開催）

講師：相原　寛史（三菱UFJ 銀行　シニアフェロー　デジタル企画部　部長）
　日本公認会計士協会・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等を実施しています。

　今回は次世代 ITシリーズ第三弾として、「金融サービス」に焦点をあて研
修会を行います。金融サービスは、財務を扱う組織内会計士にとっても、ま
た外部の公認会計士にとっても、業務に大きな影響を受けます。現在、大手
金融機関が最新 ICT(Information and Communication Technology) を用いて
金融サービスが今後どのように変革していくのか、また金融機関としてどの
ように取り組んでいるのか、近い将来金融サービスがどのような方向性にな
るのか、我々も知っておくことが必要です。

　本講義では、このような最新 IT技術を使った金融サービスに積極的に取
り組む三菱UFJ フィナンシャル・グループ、デジタル企画部部長の相原寛
史氏からデジタルを活用した金融ビジネス再構築の取り組み「デジタル・ト
ランスフォーメーション戦略」についてご紹介します。いま、金融の最前線
では何が起こっているのか、またこれから何が起こるのか、具体的な事例を
交えてお話し頂く予定です。

【内　容】
　ICT技術の発展と共に金融サービスを取り巻く環境が大きく変わりつつあ
ります。テクノロジー企業やフィンテック・スタートアップ企業等、新たな
プレーヤーが金融サービス事業に参入してくる中で金融機関もデジタルを経
営戦略の軸に据え、企業変革を目指しています。
　本講義では、MUFG（三菱UFJ フィナンシャル・グループ）のデジタル・
トランスフォーメーション戦略について具体的な事例を交えてご紹介しま
す。

研修コード：6999
履修単位：2
販売価格：3,000 円

【G042750】		［税務業務部会研修会］　第 19回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会「地
方税の申告実務」	 （2018年9月28日開催）

講師：鯨岡　健太郎（		税務業務支援専門委員会　専門委員長、公認会計士、
税理士）

　税務実務においては、法人税や消費税等の「国税」のみならず、住民税や
事業税といった「地方税」の取扱いについても十分理解しておく必要があり
ます。
　地方税の取扱いを規定する「地方税法」は、様々な税目を含みボリューム
があるばかりか非常に読みづらい法律であり、目的の条文にたどり着くこと
自体が困難なことがあります。その他、国税に関する法律とは異なる特徴を
有しており、こうした本質的な特徴を理解しておくことは有用と考えます。
　本研修会では、地方税法の特徴について紹介するとともに、法人住民税、
法人事業税（外形標準課税を含む）及び事業所税に関する申告実務上のポイ
ントについて紹介します。

必須研修科目／税務

研修コード：4102
履修単位：2
販売価格：3,000 円
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【G090350】		［女性会計士活躍促進協議会］リスタート応援研修 第 4回 女性会計士が独立開業す
るにあたっておさえるべきポイント	 （2018年9月7日開催）

パネリスト：
　酒井　温子（公認会計士）
　唐下　雪絵（公認会計士）
コーディネーター：
　田村　知弘（女性会計士活躍促進協議会　研修企画専門委員会専門委員長）
　リスタート応援研修第 4回は、独立開業して働いている女性会計士にご登
壇いただきます。
　監査法人勤務を経て、独立して働いている女性会計士の方々に、実際の働
き方と独立に際して必要と感じた資質や知識とその習得方法、監査法人等か
ら独立される際の動機や抱えられていた不安とその解消方法、現在の業務と
ワークライフバランスなどについてお話しいただきます。

研修コード：9201
履修単位：1
販売価格：1,500 円

※ 	1 事業年度に取得でき
るスキル分野の研修履
修単位の上限は 10 単
位です。
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― 集合研修 CD－ROMご利用に当たって ―――――――――――――――

ご注文の前に、必ず以下の利用条件等をご確認ください。
■	ご利用上の注意
1．「集合研修CD-ROM」で研修した場合は、集合研修会に出席した場合と同じCPE履修単位を申告できます。
なお、履修結果の申告ができるのは購入者のみです。事務所などで代表者が代理でまとめて購入する場合は、
必ず配付する会員のお名前と研修登録番号を添付してください。
2．会員事務所等主催集合研修の研修ツールとして集合研修CD-ROMの利用を希望される場合は、著作権等の
問題があるため、必ず下記の問合せ先まで事前にご連絡ください。
3．集合研修CD-ROMには著作権があり、無断複製や会員（準会員を含む）外への貸出し使用は禁じております。

お問合せ先：日本公認会計士協会総務本部研修グループ（TEL：03-3515-1126）

■	申告の注意
1．CPE履修単位の申告は、インターネット上の電子申告でお願いします。（FAX申告はできません）。
2．申告有効期限は、購入した事業年度を含め２事業年度までです。詳しくは CPEレター 2017 年保存版をご
参照ください。なお、期限を過ぎた集合研修CD-ROMは、読書等の自己学習（履修単位は 2時間／ 1単位、 200
字程度の概要を記載）として申告いただけます。

■	パソコン環境
下記（1）～（8）の条件を満たしたパソコンで研修してください。
（1）OS：Microsoft Ⓡ	WindowsⓇ	Vista、7/8/10　日本語版 ※ 32bit OS のみ対応
（2）Microsoft Ⓡ -Internet	Explorer	7、8、9、10、11　日本語版
（3）Adobe	Flash	Player	10 以降
（4）主メモリー：128MB以上
（5）CD-ROMドライブがついていること。
（6）プリンタに接続していること（テキストをダウンロードし、印刷するため）。
　　＊テキストの閲覧には最新版のAdobe Reader のインストールが必要です。
（7）インターネットに接続できること（テキストダウンロード、CPE履修単位の申告のため）。
（8）音声の出力ができること。

【注文方法】
1．本誌の注文書に記入してFAXされるか、CPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）の「集合研修CD-ROM」から
注文してください。ご注文後のキャンセルはご容赦ください。
2．発送料が別途（沖縄県を除く 756 円、沖縄県は 1,350 円。海外は実費相当。）かかります。協会窓口では販売し
ておりません。
3．ご注文を受けてからお手元に届くまで２週間程度かかる場合があります。
【支払方法】
クレジットカード決済と郵便振替の２通りがあります。クレジットカード振替を利用される場合、CPE ONLINE
の電子申告利用のご登録をしていただき、CPE ONLINE にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトで 
クレジットカードをご登録ください。
＊郵便振替の請求書は、日本公認会計士協会に登録している「郵便物送付先」に商品とは別便にてお送りします。

お問合せ先 : 一般財団法人	会計教育研修機構（TEL：03-3510-7861）

申告は電子申告のみ

（FAX 申告不可）
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＜記入例＞

FAX

※  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、この注文書にご記載いただいた個人情報を本注文の処理の
ためだけに利用させていただきます。

集合研修CD-ROM注文書
2016年4月 1日から注文書の送付先が変わりました。

会計教育研修機構　教材販売係　行き

FAX：050ー3730ー4355
　集合研修 CD-ROMをご注文の際は、この用紙をコピーして必要事項をご記入の上、上記あてにＦＡ
Ｘにてお送りください。送料が別途かかります。（沖縄県を除く国内は756円、沖縄県は 1,350円。海外
は実費相当。）
　お支払方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。
　・  クレジットカードの場合はCPE ONLINE の電子申告利用のご登録をしていただき、CPE ONLINE
にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。

　・郵便振替の場合：商品とは別便にて、請求書を月締めでご登録の郵便物送付先にお送りします。
　＜郵送の場合＞〒100-0004　東京都千代田区大手町 1-9-7　大手町フィナンシャルシティサウスタワー5階
　　　　　　　　一般財団法人会計教育研修機構　TEL 03-3510-7861
＜注意 1＞利用条件等をご確認の上ご注文をお願いします。
＜注意 2＞		集合研修CD-ROMの暗号による集合研修としての申告有効期限は、購入した事業年度を含め

２事業年度までです。
＜注意 3＞		会員事務所等主催集合研修の研修ツールとして利用を希望される場合は、著作権等の問題が

あるため、必ず研修グループ	（TEL：03-3515-1126）	まで事前にご連絡ください。
＜注意 4＞ eラーニングで受講される場合は、CPE	ONLINE からご購入ください。
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参加料等のクレジットカード振替について

会　員　各　位

 継続的専門研修制度協議会　　

研修参加料等クレジットカード登録に関するお知らせ

　2018 年４月以降、本会は適切なクレジットカード情報保護措置（非保持化）として、本
会内でのクレジットカード情報を保持しないこととするため、研修会参加料等のクレジッ
トカード払いをご希望される場合は、CPEONLINEにログイン後に遷移する決済代行会
社上のサイトでクレジットカード情報をご登録いただくことといたしました。

具体的な登録方法等は以下のとおりです。
①　新規でクレジットカード登録する場合
　CPEONLINEの電子申告利用の登録をしていただき、CPEONLINEにログイン後に遷移
する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。FAX申告の場合は、
クレジットカード登録が行えませんので、あらかじめご承知おきください。
②　クレジットカード登録の内容を変更する場合
　CPEONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでご変更ください。
③　クレジットカード登録を廃止する場合
　研修グループ宛てにご連絡ください。

大変恐縮ですが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

＜ご連絡先＞日本公認会計士協会総務本部研修グループ　
　　　　　　TEL：03-3515-1126　FAX：050-3737-6397　E-mail：kenshuu@sec.jicpa.or.jp

 以　　上
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参加料等のクレジットカード振替について

研修会参加料、集合研修 CD-ROM・eラーニング購入代金の
お支払いは、クレジットカード振替でお願いします。

　本部主催研修会の参加料及び集合研修CD-ROM・eラーニング購入代金の支払い方法には、「ク
レジットカード振替」と「郵便振替」の 2 種類があります。郵便振替は毎月の振込の手間が発
生し事務手続きにおいても煩雑なため、CPE 協議会ではクレジットカード振替のご利用をお願
いしています。この機会にぜひクレジットカード振替をご検討ください。

［クレジットカード振替のメリット］

●振込みの手間がなく便利です。
●毎月「領収書兼利用明細書」を発行しますので、CPE関係支出の管理が簡単です。

［クレジットカードご利用の手続］
CPE	ONLINE	（http://cpe.jicpa.or.jp/）	の電子申告利用のご登録をしていただき、CPE	ONLINE
にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
ご登録された月以降に出席された研修会及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニングから振替
請求いたします。
クレジットカード番号が変更になった際は、再度クレジットカードをご登録ください。

★ご利用可能なクレジットカード

　・ＶＩＳＡの契約のあるカード
　・ＭＡＳＴＥＲの契約のあるカード
　※上記以外のカードはご利用になれませんので、ご了承ください。
　※本会では SMBCファイナンスサービス株式会社と決済加盟店契約を結んでおります。

●クレジットカード振替と郵便振替の違い

クレジットカード振替の場合 郵便振替の場合

連　絡
カード会社の請求書とは別に、会計
教育研修機構から月末締めで「領収
書兼利用明細書」をご登録の郵便物
送付先に郵送

月末締めで請求書と振替用紙をご登
録の郵便物送付先に郵送
※  集合研修 CD-ROMの請求は、商
品とは別送になります。

利用申込み
必要
※  CPE ONLINE からクレジット
カードをご登録ください。

不要
※  クレジットカード利用のお申込み
が無ければ、自動的に請求書によ
るお支払いになります。

クレジットカード支払いによるトラブルは、厳重注意いたします。
●カードナンバーの守秘義務は万全です。
●研修会の申込みをしていても当日参加されなければ、振替はいたしません。
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★CPE 協議会からの重要なお知らせ★

2018年度より 「法定監査業務に従事する会員に該当するか」 の
報告が必要になりました

継続的専門研修制度協議会

2018年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認さ
れ、「法定監査業務に従事する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に報
告していただくこととなりました（報告期限：当該事業年度終了後の４月15日まで）。
　なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
　（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従

事した場合は、従事する会員に該当します（法定監査となる監査業務一覧は次ペー
ジ参照）。

　　　年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
　　　CPEの研修免除申請をされる会員は、当報告は不要です。

　法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会
員に該当するとみなされる会員は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（う
ち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の履修及び申告が必須となり、前
記単位を取得できなかった場合は、CPE 義務不履行となり措置の対象となります。
　また、本変更は、2018年４月１日以後開始する事業年度について適用されます。

　報告の方法は単位申告の方法により異なります。
　・電子申告会員 CPEオンラインからご回答いただけます。
　・FAX申告会員 履修結果通知書と同封して回答用紙を送付済みです。
    （期中履修結果報告書（１月発送予定）に同封予定）

●	継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2018年４月13日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第22条　当該事業年度の全部又は一部の期間において法定監査業務に従事する会員
の必須単位数は，前条の研修科目に加えCPE協議会が指定する監査の品質及び
不正リスク対応に関する研修科目について，１事業年度につき６単位（CPE協議
会が指定する不正事例に関する研修科目を２単位以上含む。）とする。
２　CPE協議会は、毎事業年度、会員から前項に規定する会員に該当するか否かに
ついて報告を徴するものとする。この場合において、前項に規定する会員に該当し
ない旨の報告をした会員以外の会員は、前項に規定する会員とする。

【問合せ先】研修グループ　Tel：03-3515-1126 ／ E-mail：kenshuu@sec.jicpa.or.jp
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【法定監査業務の一覧（法定監査関係書類等提出規則に規定する監査）】
１　金融商品取引法に基づく監査
２　会社法に基づく監査
３　信用金庫法に基づく信用金庫の監査
４　労働金庫法に基づく労働金庫の監査
５　協同組合による金融事業に関する法律に基づく信用協同組合等の監査
６　農林中央金庫法に基づく農林中央金庫の監査
７　私立学校振興助成法に基づく学校法人の監査
８　学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等に基づく学校法人等の監査
９　政党助成法に基づく政党の監査
10　資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社の監査
11　投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の監査
12　投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人の監査
13　独立行政法人通則法に基づく独立行政法人の監査
14　信託法に基づく受益証券発行限定責任信託の監査
15　地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人の監査
16　国立大学法人法に基づく国立大学法人又は大学共同利用機関法人の監査
17　放送大学学園法に基づく放送大学学園の監査
18　農業信用保証保険法に基づく農業信用基金協会の監査
19　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人又は一般財団法人の監査
20　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益社団法人又は公益財団法人の監査
21　医療法に基づく医療法人等の監査
22　中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合の監査
23　消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合の監査
24　中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の監査
25　健康保険法に基づく全国健康保険協会の監査
26　公認会計士法に基づく有限責任監査法人の監査
27　放送法に基づく日本放送協会の監査
28　地方公共団体金融機構法に基づく地方公共団体金融機構の監査
29　日本年金機構法に基づく日本年金機構の監査
30　総合法律支援法に基づく日本司法支援センターの監査
31　保険業法に基づく相互会社の監査
32　沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく沖縄科学技術大学院大学学園の監査
33　子ども・子育て支援法等の監査
34　地方自治法に基づく包括外部監査又は個別外部監査
35　農業協同組合法に基づく農業協同組合等の監査
36　資金決済に関する法律に基づく仮想通貨交換業者の監査
37　社会福祉法に基づく社会福祉法人の監査
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【電子申告会員の報告方法】
　ＣＰＥオンライン（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される下記画
面の「法定監査従事の変更」から報告してください。
　なお、2018年４月１日以降、法定監査業務従事状況（調査票）にて、2018年度の従事状況をご回答いただ
いている場合、回答内容を引き継ぎますので、再度の回答は不要です。
　2019年度以降は、当該事業年度４月16日以降、初めてＣＰＥオンラインにログインされた時に表示され
る画面から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です。）
　※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。

【ＦＡＸ申告会員の報告方法】
　次ページの「法定監査従事状況報告書」を印刷していただき、下記項目を記入・押印の上、ご郵送くだ
さい。

≪記入事項≫

記入日・氏名・研修登録番号・電話番号・年度及び期間・従事状況の☑

　なお、書類の未着トラブルを防止するため、「簡易書留」「特定記録郵便」等での送付をお勧めいたします。

提出先：〒102-8264　東京都千代田区九段南 4-4-1

　　　　日本公認会計士協会　継続的専門研修制度協議会
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  年　　月　　日

日本公認会計士協会
継続的専門研修制度協議会　御中

  氏　　名　　　　　　　　　　　　　　印

  研修登録番号　　　　　　　　　　　　　

  電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

法定監査従事状況報告書

　　　　　年度（　　　　年４月１日～　　　　年３月31日）の法定監査従事

状況を下記のとおり報告いたします。

　　□　法定監査業務に従事する会員に該当する

　　□　法定監査業務に従事する会員に該当しない

　　※上記いずれかに☑をしてください

　　※  「該当する」場合、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位

（うち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の履修及び

申告が必須となります。

　　※  年度の途中で業務従事状況が変わった場合、当報告書を用いて再度報告

してください。

法定監査従事状況報告書（ＦＡＸ申告会員専用）  （日本工業規格Ａ４）

提出先：〒102-8264　東京都千代田区九段南 4-4-1

　　　　日本公認会計士協会　継続的専門研修制度協議会


