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会　員　各　位

CPE研修における新型コロナウイルス対応について （第2回）

継続的専門研修制度担当
常務理事　兼 山　嘉 人

CPE 協議会は、 新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） への対応として、 次の措置を決定しましたの
でお知らせいたします。下線部がこれまでの対応からの追加又は変更点となります。

なお、下記※「CPE 研修の無料化等について」は、新型コロナウイルス感染症への対応とは異なる事項
ですが、関連してお問合せが多いことから、合わせてお知らせいたします。

1． 2019 年度の CPE の申告期限を 1 か月延長し、2020 年 5 月 15 日とします（法定監査業務従事に関
する報告の期限も同様）。

  今月の理事会決議を経て正式決定となりました。
  なお、2019 年度の履修期間は、2020 年 3 月 31 日までであり、変更はありません。

2． 公認会計士会館に参集する CPE 研修会について、本年 3 月末日まで開催を中止し、その補完措置
として 3 月 1 日以降の e ラーニング視聴を無料としております。

  公認会計士会館に参集する CPE 研修会の中止については、これを延長し、本年 4 月中に開催を予
定していた分についても中止することといたしました。また、本年 4 月 1 日以降の e ラーニング視聴
料及び CD-ROM の販売価格は、下記※をご参照ください。

  なお、予定されていた研修会は、可能な限り e ラーニング及び CD-ROM にて提供する予定です。

※　CPE 研修の無料化等について
　CPE 協議会は、2019 年 12 月又は 2020 年 3 月に以下の事項を議決しましたので、ご案内いたします。

①  2020 年 4 月 1 日以降、本会が実施する研修会（地域会が主催するもの、各種委員会等が主催す
るものを含む。以下同じ。）に係る費用は普通会費で賄うべきものと考え、会員・準会員の参加
料は原則として無料とすること。

②  本会が企画又は作成する e ラーニング及び CD-ROM についても CPE 細則の規定に従い本会が
実施する研修会と同様に取り扱うこと（③を除く）。

③  CD-ROM の作成・送受に係る実費相当額として 1 枚 1,500 円の負担を利用者にお願いすること。

以　上



○ 2020 年 4月 1日～5月 15 日の申告につきまして
　2020 年 4月 1日～5月 15 日につきましては、2019 年度及び 2020 年度の申告期間に当たります。履修した日にちに
基づき、正しい申告をお願いいたします。
　（電子申告において、誤った年度を選択して申告した場合、本来履修した年度とは異なる年度で単位が登録されます。
ご注意ください。）

○申告期限間近の FAX申告につきまして
　申告期限間近において、例年多くの申告をいただいております。
　ご申告内容に誤りがある場合、又は確認を必要とする場合には、受付ができません。申告内容につき確認が生じた場合、
再度の提出をお願いしており、申告期限に間に合わない可能性がございますので、早めのご申告をお願いいたします。

○ eラーニングの申告期限につきまして
　e ラーニング教材での 2019 年度の履修結果の申告は、2020 年 3 月 31 日で終了しています。

《ご注意ください》
2019年度の「法定監査業務に従事する会員に該当するか」のご報告期限は2020年5月15日※
です。（本誌12ページ参照）

※本年に限り報告期限を延長します。履修期間は、2019 年 4 月1日から 2020 年 3 月 31日までで変更ありません。
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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（1教材 1,500円）。
　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（無料）。なお、eラーニング教材はCPEONLINE 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。）。
　講師肩書、元号・法令等は、研修会開催時点のものです。

● New Releases ●

【G090380】　�女性会計士活躍促進協議会研修会「会計事務所のダイバーシティ実現に向けて」
� （2019年6月24日開催）

講　師：角ヶ谷　典幸（名古屋大学大学院経済研究科教授）
　本研修では、会計事務所におけるダイバーシティ（ジェンダーイコール
ティ）はなぜ必要なのか、またダイバーシティ実現のためにはなにが必要な
のかについて、「男女差別意識」「組織的弊害」「働き方改革」などに関するデー
タを示しながら会員の皆様と一緒に考えます。

研修コード：9101
履修単位：2
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
数の上限は、10単位です。

【G090370】　�組織内会計士オリエンテーション～新天地でも頑張れる！ 組織内会計士へ転身されるあ
なたへ～� （2019年6月27日開催）

　近年、事業会社等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います。一方で、監査法人等勤務者が事業会
社等へ転身する際、組織内会計士が置かれる環境、将来キャリアの方向性、
会員登録の維持等について、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、本オリエンテーション第一部では、「日本公認会計士協会による
組織内会計士へのサポート体制」についてご説明します。また第二部は、「先
輩組織内会計士によるパネルディスカッション」とし、実際に組織内会計士
に転身された方の生の声をお届けします。

講　師：�
「第一部　日本公認会計士協会による組織内会計士へのサポート体制」
増田　明彦（日本公認会計士協会常務理事（組織内会計士担当））
髙木　暢子（研修専門委員会　委員長）
鎌田　浩嗣（ネットワーク構築専門委員会　委員長）
阿久津　聖（広報専門委員会　委員長）
吉田　　徹（地域サポート専門委員会　委員長）

研修コード：9201
履修単位：2
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
数の上限は、10単位です。
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「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」�
《パネラー 1》谷口　尚人（株式会社バルクオムCFO）�
　大学院在学中に有限責任あずさ監査法人に入所。日米上場企業や外資系企
業の法定監査、アドバイザリー業務に従事。2013 年株式会社シグマクシスに
て、ビジネスモデル変革から全社 BPR、IT 化推進など企業の戦略立案から
実行に至る幅広い経営コンサルティング業務に従事。2016 年より株式会社
リクルートマーケティングパートナーズの事業戦略部門にて、中期戦略や競
合戦略、新サービスデザイン、組織ミッションの立案を担当。その後 2017
年に株式会社バルクオムに参画し、取締役 CFO に就任。同社の事業立上げ
時の吸収分割といった組織再編行為及びエクイティ・デッドファイナンスを
リード。国内外の子会社の立上げからグループの経営管理及びアライアンス
等大型プロジェクトまで統括。 
《パネラー 2》眞田　麻美（監査法人非常勤、開示支援会社顧問 他）�
　大手監査法人では国際部にて国内外の監査業務に従事し、翻訳業務や
IFRS のコンバージョン業務等を行う。その後、中小監査法人の非常勤とし
て IFRS 任意適用会社の監査を担当する。2017 年 11 月からベンチャー企業
の社外監査役に就任。2018 年 7 月からは開示支援会社に顧問として就任し、
IFRS の開示に関する支援、IFRS 関連のセミナー講師等を行う。 
《パネラー 3》波多野　佐知子（株式会社じげん　経営管理部部長）�
　公認会計士試験合格後、現在の有限責任あずさ監査法人に入所、法定監査
に従事。その後、ライフネット生命保険㈱に入社。IPO 準備担当、経理部長
を経験。現在は㈱じげんにて、経営管理部部長として経理の他、労務・法務・
総務の責任者を担う。決算対応、M&A の PMI 等の様々なコーポレートアク
ションへの対応等、業務内容は多岐に渡る。 
《ファシリテーター》齋藤　智記（一般事業会社　経営企画室、経理部）�
　公認会計士試験合格後は有限責任監査法人トーマツの国際部にて国内大手
企業や外資系企業の監査を行う。その後、ロンドンビジネススクール（MBA）
に留学する。現在は一般事業会社の経営企画室室長を務める。

【G043060】　税務争訟の実務と理論～裁判例等の事例検討� （2019年8月30日開催）

講　師：北村　導人（公認会計士・税理士）
　税務業務に従事する公認会計士は、税務アドバイス、税務調査対応等を主
に専門としていますが、これらの専門的な助言や対応を的確に遂行するため
には、後に生じ得る税務争訟がいかなるものか、税務争訟とならないために、
又は税務争訟において勝訴するために、いかなる準備が必要であるかという
点を熟知しておく必要があります。そのような観点から、本研修では、税務
争訟の経験が豊富な講師が、近時の税務争訟の傾向や実務について、重要な
裁判例の検討等を通じて、解説します。

必須研修科目／税務

研修コード：4091
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G043050】　�［税務業務部会研修会］第26回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会「国税通
則法入門」� （2019年9月20日開催）

講　師：樋口　恒太（公認会計士・税理士）
　国税通則法は、国税の確定手続を定めた最も基本的な法律であり、各税法
に共通する事項が規定されているため、税務業務にとって非常に重要な税法
であるということができます。
　そこで、この研修会では、これから税務業務に携わることをお考えの方を
対象に、納税義務の成立・確定手続、税務調査、加算税、期間制限、納税者
の権利救済制度など各章から主な規定を確認することで、国税通則法の概要
をとらえることを目指します。

必須研修科目／税務

研修コード：4001
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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【G060640】　社外役員会計士協議会（公認会計士社外役員ネットワーク）取締役会評価の実際と課題
� （2019年10月11日開催）

講　師：高山　与志子（�ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社　マネージ
ング・ディレクター取締役、ボードルーム・レビュー・
ジャパン株式会社　代表取締役）�

　取締役会の実効性を高める重要なプロセスとしてコーポレートガバナン
ス・コードで取締役会評価の実施が要請されるようになって以来、評価実施
企業は着実に増え、現在では東証 1 部・2 部上場企業の 8 割以上が評価を行っ
ています。一方で、評価の対象となる取締役会の状況や評価の活用状況は企
業により大きく異なります。本セミナーでは、数多くの日本企業の取締役会
評価を支援した講演者の経験を踏まえ、取締役会評価の現状、評価の実務、
第三者評価の実際、評価から見る取締役会の課題と取り組み、評価の活用、
評価をめぐる投資家との対話、今後予想される取締役会とその評価における
変化など、取締役会評価に関する重要なポイントについて、具体的な事例も
参照しながら解説します。

研修コード：6101
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G011650】　秋季全国研修会「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―」
� （2019年10月23日開催）

講　師：西田　俊之（倫理担当常務理事）
　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等の中から、実務の参考に資す
るような事例を紹介し、倫理規則等の基本的な内容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：1,500 円

【G034330】　秋季全国研修会「監査事務所検査結果事例集の公表について」� （2019年10月23日開催）

講　師：櫻井　久勝（公認会計士・監査審査会　会長）�
　　　　大野　開彦（公認会計士・監査審査会　主任公認会計士監査検査官）
　公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、我が国における
監査の品質の確保・向上、公益の確保及び投資者保護の観点から、監査事務
所に対する検査を実施しており、その結果について監査事務所検査結果事例
集（以下「事例集」という。）として取りまとめ、公表しています。事例集では、
検査における着眼点、検査結果の概要、求められる対応等とともに、不備の
根本原因や具体的事例を紹介しています。
　本研修においては、令和元年 7 月公表（審査会ウェブサイト参照）の事例
集を基に最近の検査結果を踏まえた主な指摘事例や留意点等を解説します。

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

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G034340】　�秋季全国研修会「IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報
システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監
査人の手続について」に関するQ&A」」� （2019年10月23日開催）

講　師：小池　聖一・パウロ（�IT委員会監査 IT実務指針検討専門委員会　専
門委員長）

　2019 年 7 月 8 日付けで IT 委員会研究報告第 53 号「IT 委員会実務指針第
6 号「IT を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評
価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関する Q&A」
を公表しました。これは 2012 年に公表された IT 委員会研究報告第 42 号の
見直しを行い、新たな研究報告として公表したものです。本研修においては
IT 委員会研究報告第 42 号が公表された当時からの IT 技術の進歩や普及を
踏まえ解説を行います。

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

研修コード：3102
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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【G034350】　�秋季全国研修会「【品質管理レビュー事例解説集】監査事務所における改善勧告事例と監
査業務における改善勧告事例」�� （2019年10月24日開催）

講　師：髙瀬　靖史（品質管理委員会　副主席レビューアー）
　　　　中野　亮平（品質管理委員会　主査レビューアー）�
　事例解説集を基に改善勧告事項を説明し、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。
　（テーマ：監査事務所の品質管理：業務の実施、審査、定期的な検証、監
査業務の品質管理：会計上の見積りの監査）

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

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G060670】　�秋季全国研修会「クラウド時代のデータセキュリティーの基礎知識～VDR（バーチャル
データルーム）の最新動向～」� （2019年10月24日開催）

講　師：戸叶　徹（AOSリーガルテック株式会社　CTO（最高技術責任者））
・データ管理手法の変遷
・デジタルデータのリスクと対策
・クラウドストレージとは
・クラウドストレージのセキュリティー対策

研修コード：6305
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G060630】　秋季全国研修会「仮想通貨からブロックチェーンへ」�� （2019年10月25日開催）

講　師：中島　真志（麗澤大学　経済学部　教授）
　最近、注目を集めている新しい動きとして、仮想通貨とブロックチェーン
があります。
　このうち、代表的な仮想通貨である「ビットコイン」については、世界を
変える「夢の通貨」になるのではないかとの期待が高まりましたが、相次ぐ
流出事件の発生や価格の下落から、このところ、過大な期待は減退していま
す。
　一方で、世界的に期待が高まっているのが、「ブロックチェーン」です。
ブロックチェーンは、もともとはビットコインのために開発された技術です
が、独立した技術としてさまざまな分野での応用が考えられており、「イン
ターネット以来の最大の発明である」ともされています。
　本研修会では、ビットコインとブロックチェーンの関係についてみたうえ
で、金融分野などにおけるブロックチェーンの応用例について紹介します。
そして、ブロックチェーンに適した業務とは何か、ブロックチェーンをどの
ように使っていけばよいのか、などについてみたうえで、そのインパクトに
ついて考察を加えることとしたいと思います。

研修コード：6305
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G043040】　�［税務業務部会研修会］第70回税務業務部会研修会「複数税率における非営利法人の消
費税～特定収入に係る調整計算を中心にして～」� （2019年10月28日開催）

講　師：中田　ちず子（税務業務協議会　研修企画専門委員会　専門委員）
　非営利法人には特定収入に係る仕入税額控除の特例が適用され、消費税計
算は、企業の計算に比べて格段に複雑なものとなっております。令和元年 10
月 1 日から消費税率が 10% に引上げとなり、同時に軽減税率が導入されると、
非営利法人の消費税計算は、今までより一層複雑を増すこととなります。非
営利法人の会計税務に携わる場合に避けては通れない消費税計算について、
消費税法を確認しながら、計算事例を用いて解説します。学校法人、社会福
祉法人、公益法人、NPO 法人などの民間の法人の消費税計算と、地方公営
企業の消費税計算の違いについても触れたいと思います。

必須研修科目／税務

研修コード：4301
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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【G043070】　�［税務業務部会研修会］第27回開業するなら知っておきたい税務実務研修会「税理士業
務の引継ぎ・関与初年度の申告実務」�� （2019年10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）

　他の税理士から引き継いだ関与先等に対して関与初年度の税務申告業務を
行う場合、事前の情報収集と整理が特に重要です。これらの情報は、その後
の申告実務でも引き続き用いることとなるほか、初年度だからこそ入手しや
すい（後から入手しづらい）情報もあるからです。本研修会では、関与初年
度の申告実務に当たり入手すべき情報や、法人税の申告調整漏れが生じない
ようにするためのポイントなどについて整理し紹介します。

必須研修科目／税務

研修コード：4099
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G090450】　�ダイバーシティ・ネットワーキング研修会（組織内会計士研修会）「成長企業の経理財務
部門での採用術」� （2019年11月14日開催）

講　師：桑本　慎一郎（株式会ピー・シー・ピー　代表取締役）
　　　　波多野　佐知子（株式会社じげん　経理管理部長）
　成長企業の経理財務部門での採用に関するセミナーを開催いたします。企
業は、成長に合わせて、経理財務部門を強化していく必要があります。
　今回は、複数の成長企業の事業会社の採用担当側の事情に精通している方、
また、成長企業の経理財務系の管理職の立場の経験をお持ちのお二方を講師
にお招きして、事業会社で求められる会計人材のスキルを中心に事業会社で
の採用について、ご講演頂きます。

【内　容】
（前半）
　成長企業の事業会社で求められるスキルセット（管理能力、調達・ファイ
ナンスの知識や経験等）、求められるスキルセットの今と昔、スキルセット
の成長企業とそれ以外の違い等

（後半）
　事業会社の立場から、採用のポイント等

研修コード：9201
履修単位：2
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
数の上限は、10単位です。

【G034400】　�冬季全国研修会「保証業務等の体系並びに保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部
統制の保証報告書に関する実務指針」及びそのQ&Aの解説」� （2019年12月4日日開催）

講　師：結城　秀彦（監査・保証・IT 担当常務理事）
　我が国における保証業務等の基準がどのような体系になっているかについ
て解説するとともに、2019 年 8 月に公表された保証業務実務指針 3402「受
託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」及びその Q&A につ
いて、実務を踏まえた解説を行います。

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

研修コード：3201
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G034410】　�冬季全国研修会「【品質管理レビュー事例解説集】監査事務所における改善勧告事例と監
査業務における改善勧告事例」� （2019年12月5日日開催）

講　師：髙瀬　靖史（品質管理委員会　副主席レビューアー）
　　　　吉川　一志（品質管理委員会　主査レビューアー）
　事例解説集を基に改善勧告事項を説明し、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。
　（テーマ：監査事務所の品質管理：限定事例、品質管理の全般的体制、情
報システム、監査業務の品質管理：グループ監査、内部統制監査、IT 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

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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【G034420】　�冬季全国研修会「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」及びIT委員会
研究報告第45号「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」の実施上の
留意点」の改正内容の解説」� （2019年12月5日開催）

講　師：岡﨑　芳雄（�前 IT委員会ITアシュアランス専門委員会　専門委員長）
　2019 年 10 月下旬に公表予定の 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」及び IT 委員会研究報告第 45 号「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」の実施上の留意点」の
改正内容について解説を行います。

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

研修コード：3202
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G043191】　�［税務業務部会研修会］第73回税務業務部会研修会　「地積規模の大きな宅地の評価」判
定の実務　～運用後2年を経て見えてきた落とし穴とその対処法～（前半）

� （2020年1月28日開催）

講　師：鎌倉　靖二（不動産鑑定士）
　平成 30 年 1 月 1 日以降の課税時期に適用されることとなった「地積規模
の大きな宅地」の評価は、廃止となった広大地に比べ適用要件が明確になり
簡単に判定できるようになりました。しかし、実は過大評価につながる落と
し穴もあります。
　本研修では、「地積規模の大きな宅地」を判定するに当たって必要な基本
的知識を解説すると同時に、運用後約 2 年を経て見えてきた留意すべき「落
とし穴」に的を絞って事例を紹介しながら解説します。また判断の難しい市
街化調整区域内の土地やグレーゾーンについても、どのように判断すればよ
いかを詳細に解説します。
　なお、本研修は 2018 年 4 月 5 日に開催した「「地積規模の大きな宅地の評価」
判定の実務」（第 54 回税務業務部会研修会）の内容を更新したものです。

必須研修科目／税務

研修コード：4402
履修単位：2
販売価格：1,500 円

【G043192】　�［税務業務部会研修会］第73回税務業務部会研修会　「地積規模の大きな宅地の評価」判
定の実務　～運用後2年を経て見えてきた落とし穴とその対処法～（後半）

� （2020年1月28日開催）

講　師：鎌倉　靖二（不動産鑑定士）
　平成 30 年 1 月 1 日以降の課税時期に適用されることとなった「地積規模
の大きな宅地」の評価は、廃止となった広大地に比べ適用要件が明確になり
簡単に判定できるようになりました。しかし、実は過大評価につながる落と
し穴もあります。
　本研修では、「地積規模の大きな宅地」を判定するに当たって必要な基本
的知識を解説すると同時に、運用後約 2 年を経て見えてきた留意すべき「落
とし穴」に的を絞って事例を紹介しながら解説します。また判断の難しい市
街化調整区域内の土地やグレーゾーンについても、どのように判断すればよ
いかを詳細に解説します。
　なお、本研修は 2018 年 4 月 5 日に開催した「「地積規模の大きな宅地の評価」
判定の実務」（第 54 回税務業務部会研修会）の内容を更新したものです。

必須研修科目／税務

研修コード：4402
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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【G043210】　令和元年分　所得税の確定申告� （2020年1月29日開催）

講　師：神林　克明（公認会計士・税理士・特定社会保険労務士）
・所得税の確定申告事務の流れと留意事項について
・損益通算と損失の繰越控除について
・不動産所得での誤りやすいポイントについて
・所得控除、所得税額控除について
・令和元年分の確定申告から適用される税制改正について

必須研修科目／税務

研修コード：4201
履修単位：2
販売価格：1,500 円
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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、販売を開始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 2020 年度保
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⑴～⑻の条件を満たしたパソコンで研修してください。
⑴　OS：MicrosoftWindowsVista、7、8、8.1、10　日本語版
⑵　MicrosoftInternetExplorer7、8、9、10、11　日本語版
⑶　CPU・メモリ：上記OSが動作する環境を推奨とする。
⑷　Mediaplayer：MicrosoftWindowsmediaplayer10、11、12
⑸　CD-ROMドライブがついていること。
⑹　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）。
⑺　インターネットに接続できること（CPE履修単位の申告のため）。
⑻　音声の出力ができること。
＊テキストの閲覧には最新版のAdobeReader のインストールが必要です。
※AdobeReader をインストールする際は、Google ツールバーをインストールしないようにご注意ください。
（インストール画面の「Google ツールバーをインストールする」チェックを外してください）

【注文方法】
1．本誌の注文書に記入してFAXされるか、CPEONLINE（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．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、CPEONLINE
の電子申告利用のご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。
＊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＞

1,500

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FAX
にてお送りください。
　＜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　TEL03-3510-7861
　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CPEONLINE の電子申告利用のご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。

　・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。
＜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、販売を開始した事業年度

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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★CPE 協議会からの重要なお知らせ★

当事業年度の 「法定監査業務への従事状況」 を報告してください

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 の研修免除を申請し、承認された会員は、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。

　報告の方法は単位申告の方法（電子申告又はFAX申告）により異なりますので、いずれ
かの方法により、ご報告いただけますようお願いいたします。（14ページ参照）

●�継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2019年9月17日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第  23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， 前条に規定する研修科目に加え， 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細則に規定する監査）】
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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CPE研修会のご案内2020年 4 月号（2020年 4 月15日発行）

【電子申告会員の報告方法】
　当該事業年度 5月16日※以降、初めて CPEONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）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。※本年に限る。
　上述報告後の修正登録は、CPEONLINE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。（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】
　報告する年度の「法定監査従事状況報告書」をコピーしていただき、下記項目を記入・押印の上、
FAXでお知らせください。
　法定監査従事状況報告書について、2019年度分は15ページに、2020年度分は16ページに掲載しております。
　報告する年度の報告書をご提出ください。
　なお、当該報告は、毎事業年度必要です。

　ご郵送の場合は、以下の郵送先へご送付ください。
　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。

郵送先：〒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

＜記入事項＞　記入日・氏名・研修登録番号・電話番号・FAX番号・従事状況の☑

FAX番号：０３－６８６７－０９８４
 （FAX申告書の送信先と同じです。）



15
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法定監査従事状況報告書（ＦＡＸ申告会員専用）	
 （日本産業規格Ａ４）

提出先：【ＦＡＸ】�03－6867－0984
　　　　【郵　送】�〒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

 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　　　　　　　　　　　　　　　

 FAX番号　　　　　　　　

法定監査従事状況報告書

2019年度（2019年４月１日～2020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。

2019年度報告用
報告期限：2020年5月15日
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法定監査従事状況報告書（ＦＡＸ申告会員専用）	
 （日本産業規格Ａ４）

提出先：【ＦＡＸ】�03－6867－0984
　　　　【郵　送】�〒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

 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　　　　　　　　　　　　　　　

 FAX番号　　　　　　　　

法定監査従事状況報告書

2020年度（2020年４月１日～2021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。

報告期限：2021年4月15日

2020年度報告用


