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2020年９月１１日（金）

日本公認会計士協会　総務本部研修グループ　TEL.03-3515-1126お問合せ　 企画運営　第41回研究大会実行委員会

初のオンライン大会です。
ぜひご参加ください。

※ CPE Web サイトをご覧ください。
※ 詳細は 8 月中旬よりご案内します。
※ 参加費は無料です。
※ 研究発表後は、公認会計士による
　 音楽演奏をライブ配信！

参加方法
Schedule

開会式 10:00～10:10

手塚正彦会長プレゼンテーション・
IFAC 会長ビデオメッセージ 10:10～11:10

記念講演 11:20～12:20

研究発表 1 13:10～14:50
研究発表 2 15:10～16:50
閉会式 16:50～17:00
研究大会 ミュージック・チャンネル 17:30～20:00

CPE ONLINE

第 41 回 日本公認会計士協会 研究大会

CPE 計 6 単位
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CPE研修会のご案内2020年8月号（2020年8月15日発行）

●研究大会プログラム

時間帯 形　式 テーマ 講師名 研修コード 単位

10：10
～

11：10

会長プレゼンテーション・ 
IFAC会長ビデオメッセージ

調整中
手塚 正彦
In-Ki Joo

調整中 1

11：20
～

12：20
記念講演 調整中 1

13：10
～

14：50
研究発表①

【論文】
東証、改善報告書を分析し会計監査人、監査役、内部
監査人等がなすべきことを考える

井上 朗孝
監査

(不正事例)
3192

2

【パネルディスカッション】
AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼ
す影響の研究成果（中間報告）

結城 秀彦
紫垣 昌利
中村 憲一
上野 雄史

監査
3107

【パネルディスカッション】
事業承継税制の出口戦略にかかわる公認会計士の役
割　～環境変化に対応可能なゴーイングコンサーン
のサポート役として～

上杉 昌代
木下 勇人
佐藤 亮達

税務
4401

【パネルディスカッション】
企業情報開示・ガバナンス特別委員会における企業
情報開示に関する検討結果の報告（仮）

藤本 貴子
森 洋一

井口 譲二
他調整中

会計
2302

15：10
～

16：50
研究発表②

【パネルディスカッション】
ＫＡＭ適用にあたって監査役等と会計監査人との連
携と課題　～新しい制度を円滑に導入するために～

柴原 啓司
林 隆敏

松田 昌樹
竹内 由多可
大西 洋平

監査
3199

2

【フリーディスカッション】
① 財務報告の信頼性を担保するための、組織内会計

士、会計監査人それぞれの職業倫理と役割　～財
務報告サプライチェーンの中での監査法人、企業
の役割～

② 経営の高度化と価値創造に貢献していくための将
来の経理部門の在り方と監査法人の役割

脇 一郎
倫理
1001

【論文】
会社法上の時価と租税法上の時価を争点とするケー
ススタディ

佐藤 敏郎
税務
4402

【パネルディスカッション】
非営利組織における会計基準の共通化の可能性につ
いて　～「非営利組織における財務報告の検討」の概
要及び今後の展開～

松前 江里子
大類 由紀子

北原 久
宇野 禎晃
梶川 融

会計
2106

※CPE単位の注意点
今大会の CPE 単位は、各研究発表内容に基づく研修コードとして単位を付与します。
ただし、同一時間帯の研究発表において、複数の研究発表に参加した場合、「協会活動への参加（研修コード：1101）」
の単位が付与されますのでご注意ください。

最新情報はCPEONLINE （https://secure.cpe.jicpa.or.jp/） の研究大会ページをご覧ください。
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本部主催・集合研修会開催一覧
2020年8月25日（火）～ 10月8日（木）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

DVD研修会
夏季全国
研修会

8月25日（火）

DVD

改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の
概要及び適用に当たっての留意事項について

2 東京 無料

※
下
記
参
照

地方公会計に関する現状と課題について 2 東京 無料

IRの実務　その現状と問題点
～海外IR、取会評価などにおける機関投資家との対話～

2 東京 無料

8月26日（水）

DVD

監査   2019年度の品質管理レビューの結果と2020年度の品
質管理レビューの方針

2 東京 無料

監査   監査の品質管理の実務（事例解説集による改善勧告事
項事例の説明）

2 東京 無料

不 正
事 例  監査提言集の解説 2 東京 無料

8月27日（木）

DVD

税務   現在の税制上の課題と今後の展望～税制の在り方に関
する提言と令和3年度税制改正意見・要望書の解説～

2 東京 無料

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値向上」
講座　（1）

【副題】「ROEを超えて」－企業の持続的成長と中長期的な企
業価値向上
第1回　「ROEを超えて」－ESGは企業価値向上に資するのか

2 東京 無料

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値向上」
講座　（2）

【副題】「ROEを超えて」－企業の持続的成長と中長期的な企
業価値向上
第2回　「ROEを超えて」－財務的視点からの企業価値とは

2 東京 無料

8月28日（金）

DVD

中小M&Aガイドラインの解説とこれからの事業承継支援 2 東京 無料

国の公会計の取組みについて（2020年版） 2 東京 無料

倫理  最近の職業倫理の動向について 2 東京 無料

本部研修会 10月8日（木） 税務   法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめ
ぐる実務上の論点整理（仮題）

2 東京 無料 P.6

・8/24（月）に開催予定としておりました「監査人のためのIT研修会」は、ｅラーニングのみとなりました。
※上記DVD研修会の概要は、「研修会のご案内７月号」又はCPE ONLINEをご覧ください。
　CPE ONLINE⇒　https://secure.cpe.jicpa.or.jp/education/

（　　）

（次頁に続く）
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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
・  2020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 2020年度

保存版（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。

 インターネット回線を利用した研修です。 
 （注）公認会計士会館での受講はできません。

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。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

D & I 研修会 8月26日（水）
ピープルスキルとしての 1on1 MTG の活用について

（組織内会計士研修会）
2 東京 無料 P.9

国際委員会
主催研修会

8月28日（金）【世界に飛び出せ！】 なるほど！ザ・日本文化 2 東京 無料 P.12

D & I 研修会 9月4日（金）
ポスト・コロナ時代を生き残れ！ ESGに配慮したサステ
ナブル経営の推進

（組織内会計士研修会）
2 東京 無料 P.9

D & I 研修会
リモート研修

9月8日（火） 倫理   組織内会計士・社外役員会計士の職業倫理がますます
強化へ～職業倫理を価値向上につなげる～ 

（組織内会計士研修会）
※ リモート研修のため、公認会計士会館での受講はできません。

2 ― 無料 P.10

D & I 研修会 9月15日（火）
特別研修会「コーポレートガバナンスの向上に向けて～社
外役員の役割と責務～」

（公認会計士社外役員ネットワーク研修会）
2 東京 無料 P.11

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を抑止する対応として、政府等の自粛要請により、上記研修会
（DVD研修会を除く）はeラーニングのみの提供となる場合がございます。
集合研修を開催しない場合は、可能な限り速やかにeラーニング化する予定です。
次ページに、「研修会場参加人数の制限と会場で受講される場合の留意事項について（ご案内）」を掲載しております。
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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

　新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） の拡大防止の対応として、会場でのご受講を希
望される場合は、誠におそれいりますが、以下の留意事項について予めご了承の上、お
申込みいただきますようお願いいたします。三密を避けるため、参加定員数を通常より 
も制限しております。
　ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願い致します。

以　上

〈研修会場での受講における留意事項〉
1． 来場時・受講時はマスクを着用してください。
2． 発熱・咳・倦怠感・息苦しさのある場合は来場をお控えください。
3． 研修会場入り口で、赤外線式体温計により検温をお願いする場合があり

ます。
4． 万が一に備え、適時に連絡ができるように、会員登録情報の正確性の確

認をお願いいたします。
5． 講師への質問は、書面やメールで行ってください。
6． 会場出入口において、混雑状況により、入退場を規制する場合があるの

で、スタッフの案内にご協力ください。
7． 政府等の自粛要請により、研修会を中止し、e ラーニングのみの提供と

なる場合がございます。集合研修を開催しない場合は、 可能な限り速やか
に e ラーニング化する予定です。

8． 定員数に達した場合は、入室をお断りする場合がございます。

研修会場参加人数の制限と
会場で受講される場合の留意事項について（ご案内）
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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
10月8日（木） 13：00 ～ 15：00
税務   法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理 
（仮題）

　2019年10月7日、租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上
の論点整理」（以下「研究報告35号」という。）が公表されました。研究報告35号では、役員報酬制度の改革を後押しす
るために、税法上残された課題を明確化するとともに、役員給与に関する税務上の論点を再点検しています。本研修で
は、研究報告35号の執筆・取りまとめを行った専門委員長及び副専門委員長から解説していただきます。

■ 講　師： 新川　大祐　（租税調査会法人課税専門委員会　前専門委員長） 
北村　導人　（租税調査会法人課税専門委員会　前副専門委員長）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4101 ■ 履修単位：2

● DVD研修会／東京 
　８月25日（火）～８月28日（金）に開催するＤＶＤ研修会の概要は、「研修会のご案内７月号」又はCPE ONLINEを
ご覧ください。
CPE ONLINE⇒　https://secure.cpe.jicpa.or.jp/education/

DVD
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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

10/8
（木） 13：00～15：00 税務   法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用を

めぐる実務上の論点整理（仮題） 無料

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　　　　　　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

※  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／東京

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。）
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）

お申込日　　　　　　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

※  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

8/25
（火）

10：00～11：40 改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
等の概要及び適用に当たっての留意事項について 無料

13：00～14：40 地方公会計に関する現状と課題について 無料

15：00～16：40 IRの実務　その現状と問題点
～海外IR、取会評価などにおける機関投資家との対話～ 無料

8/26
（水）

10：00～11：40 監査   2019年度の品質管理レビューの結果と2020年度
の品質管理レビューの方針 無料

13：00～14：40 監査   監査の品質管理の実務（事例解説集による改善勧
告事項事例の説明） 無料

15：00～16：40 不 正
事 例    監査提言集の解説 無料

8/27
（木）

10：00～11：40 税務   現在の税制上の課題と今後の展望～税制の在り方に関
する提言と令和3年度税制改正意見・要望書の解説～ 無料

13：00～14：40

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価
値向上」講座　（1）

【副題】「ROEを超えて」－企業の持続的成長と中長期
的な企業価値向上
第1回　「ROEを超えて」－ESGは企業価値向上に資する
のか

無料

15：00～16：40

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価
値向上」講座　（2）

【副題】「ROEを超えて」－企業の持続的成長と中長期
的な企業価値向上
第2回　「ROEを超えて」－財務的視点からの企業価値とは

無料

8/28
（金）

10：00～11：40 中小M&Aガイドラインの解説とこれからの事業承継支援 無料

13：00～14：40 国の公会計の取組みについて（2020年版） 無料

15：00～16：40 倫理   最近の職業倫理の動向について 無料
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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●D & I 研修会●
　～組織内会計士研修会～
　組織内会計士協議会では、組織内会計の資質の維持及び向上を図るとともに、組織内会計士の組織化を
推進し会員及び準会員の活動領域の拡充及び人材の流動化を促進することを目的として、組織内会計士に
関する研修会を実施しております。
　本研修会は、日本公認会計士協会会員及び準会員の方が参加対象となっております。
　本研修会への参加申込みについては、CPE ONLINE からお申込みください。

8月26日（水） 19：00 ～ 21：00
ピープルスキルとしての 1on1 MTGの活用について

　組織内会計士として期待されるスキルのうち、人材マネジメントやピープルスキルとして、チームビルディングや
コーチング・メンタリングにおいて活用が期待される「1on1 MTG」に関する研修会を企画しました。
　本講義は、米国のGAFAなど海外IT企業を中心に活用されている1on1を、日本において早くから企業の人事責任者
等の立場において活用し、現在では書籍や講演・コンサルティングを通じて広く発信している世古様をお招きし、成
長企業や「1on1 MTG」が効果的な組織環境について解説頂きます。奮ってご参加ください。

【内容】
〈スキル領域：ピープルスキル〉
　1．1on1が必要な社会的背景
　2．1on1を実施するメリット・事例
　3．1on1で実施すること・従来の面談やコーチングとの違い
　4．1on1実践マップ―信頼関係づくりについて
　5．1on1実践マップ―成長支援について
　6．1on1を継続させるためのポイント

■ 講　師： 世古　詞一　（ 株式会社サーバントコーチ　代表取締役、　 
株式会社VOYAGE GROUPフェロー）

■ 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

9月4日（金） 19：00 ～ 21：00
ポスト・コロナ時代を生き残れ！ESGに配慮したサステナブル経営の推進

　世界中で猛威を振るうコロナウィルスは、企業経営に大きな打撃を与え、ESG課題への対応策を準備する必要性
が、浮き彫りとなりました。労働者の健康や安全に関連する「S（社会）」。企業の重大局面で企業の運営を大きく左右す
る「G（ガバナンス）」。そして、パンデミックと同じく事業活動に大きな影響を与える可能性のある気候変動等を含む 

「E（環境）」。どの項目も不確実な将来を生き残るために、決して後回しにできません。
　今回の研修では、前半で、金融庁チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサーである池田賢志氏に、我が国にお
けるSDGsやESG推進の取り組みをご紹介いただきます。そして、後半は、経営のアドバイザリーを長年経験され、サ
ステナビリティ・ESG投資に関するニュースサイトも運営されている夫馬賢治氏に、具体的に企業がどのように取り
組んで行くべきかについてお話しいただきます。SDGsやESGに配慮した活動は、もはやコストとはみなされません。
将来の危機を乗り越える盤石な体制を整える上に、更には、新しい機会を生み出す可能性もあります。
　初めてSDGsやESGについて取り組む方にも分かりやすく解説していただきます。ぜひ奮ってご参加ください。

【内容】
〈スキル領域：テクニカルスキル〉
　1．SDGsやESGを巡る国際的な動向
　2．金融庁におけるSDGsやESGに関する取り組み
　3．各企業での具体的な取り組み

■ 講　師： 池田　賢志　（金融庁チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー） 
夫馬　賢治　（株式会社ニューラル代表取締役CEO、『ESG思考』著者）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：6101 ■ 履修単位：2



10

CPE研修会のご案内2020年8月号（2020年8月15日発行）
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9月8日（火） 19：00 ～ 21：00
倫理    組織内会計士・社外役員会計士の職業倫理が 

ますます強化へ 
～職業倫理を価値向上につなげる～

　近年、ますます組織内会計士や社外役員会計士などの企業等所属公認会計士に対する職業倫理が強化されていま
す。昨年は「違法行為への対応」が倫理規則に追加され、今後は職業的懐疑心、監査人の独立性や報酬に関するモニタリ
ング、タックスプランニングなどに関する倫理が検討されています。
　また、今年はコロナ禍で経済危機が企業を襲い、ますます不正リスクが高まっていると言われています。職業倫理強
化は、公認会計士にとっては厳しい側面はあるものの、不正リスクから企業を守るという役割を、社会から期待されて
います。我々に課されている職業倫理の内容やその背景、および今後の流れを理解することで、公認会計士としてのプ
レゼンスを高め、価値向上になると考えています。
　「倫理」というとネガティブに捉えがちですが、積極的に「倫理強化」をとらえていけるような解説をします。ぜひ
奮ってご参加ください。 なお、当研修会はリモート配信のみで行います。
　※参加者にはアクセス情報及び操作方法などをメール（協会登録）にてご案内します。
　※出欠確認は研修会終了後に期日までにアンケートを提出いただきます。
　　こちらも参加者の皆様にはメールにてご連絡させていただきます。

【内容】
〈スキル領域：ピープルスキル〉
・組織内会計士・社外役員会計士に対する倫理強化の内容及び背景
・違法行為への対応
・外部監査人に対する独立性や報酬に関するモニタリング
・タックスプランニング
・新しいテクノロジーに対する倫理やガバナンス強化へ
　（特にコロナ禍におけるリモートワーク普及に伴う留意点など）

　※本研修会はリモート研修のため公認会計士会館での受講はできません。
　※ Microsoft Teamsを使用して開催をいたしますので、各自でPCやタブレット端末等のご用意をお願いいたします。
　定員：会員・準会員　※200名（先着順）（申込みが定員に達し次第、締切）

【リモート研修会の受講に当たっての注意事項】
　以下の2つの条件を満たした方のみ、リモート研修会に参加していただくことができます。
 1．以下に同意できること

・当研修はインターネット回線を利用した研修会のため、研修受講に当たっては、有線LAN等の安定したネット
ワーク環境で受講してください（光回線を推奨）。

・受講生側のネットワークトラブル等によって研修受講が中断しても、講師側でのトラブルがない限り、研修は継
続します。

・リモート研修開催時にご案内する出席確認アンケートへ回答された場合に出席として登録されます。
・研修中、参加者欄に氏名又は研修登録番号が表示されることについて、予めご了承ください。
・資料は後日お送りいたしますので、事前にダウンロードしていただきますようお願いいたします。
・研修会参加時はハウリング防止のため皆さま必ずマイク、カメラはオフにしていただきますようお願いいたします。
・当日質問時間を設けます場合はチャットにて募集をさせていただきます。（※チャット投稿時氏名が表示されま

すことを予めご了承ください）
 ２．以下のシステム要件を満たすこと

　リモート研修会にご参加頂くためには、インターネット接続が可能で以下の要件を満たすことが必要です。
　アプリ又はブラウザでご利用いただけます。ブラウザでご利用の場合、ログインは特に不要です。
⑴　MS Teamsアプリケーションから参加 

　インストールされていない場合は以下のURLからダウンロードいただけます。（ダウンロードは無償です。） 
　https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

⑵　Webブラウザから参加 
　推奨ブラウザ（パソコン・スマートフォン共通） 
　・Google Chrome　　・Microsoft Edge 
　非推奨ブラウザ（パソコン・スマートフォン共通） 
　・Safari（動作不安定につき、Mac、iPhoneをご利用の方はアプリ使用を推奨いたします。） 
　・Internet Explorer（Microsoft Teams 未対応につき、ご参加いただけません。）

　【研修のご案内について】
　受講者へは研修開催の一週間前（2020/9/1(火)）に、Microsoft TeamsのURLをCPE ONLINEへご登録の

メールアドレス宛に送付いたしますので、ご確認の上、ご受講ください。
　【出席確認方法】
　出席確認は当日Teamsの会議チャットへ出席アンケートページのURLを記載しておりますので、期日までにご

回答をいただくことで確認をさせていただきます。
　（※事前にお申し込みをいただいていらっしゃらない方への単位付与は行えませんので、予めご了承ください）
　詳細につきましては研修会のご案内メールに記載をさせていただきます。

■ 講　師：脇　一郎　（ 日本公認会計士協会　常務理事、 株式会社JBAホールディ
ングス　代表取締役グループCEO、 公認会計士）

■ 会場： 各自のパソコン環境でご
視聴ください。

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

組織内会計士研修会に関するお問合せ
組織内会計士協議会 事務局
TEL ： 03-3515-1160　E-mail：paib@sec.jicpa.or.jp

  ※リモート研修のため 
公認会計士会館での 
受講はできません。 
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　～公認会計士社外役員ネットワーク研修会について～
　社外役員会計士協議会では、社外取締役及び社外監査役に就任している公認会計士及び就任することを
目指す公認会計士が、公認会計士社外役員としての適格性の維持・向上のために必要な知識の習得や、経
験の共有等ができるように実効的なサポートをしていくため、公認会計士社外役員ネットワークを発足し
ました。
　サポートの一環として、公認会計士社外役員ネットワークの正会員・賛助会員の方を対象とした研修会
を企画・開催しております。研修会の受講を希望される場合には、CPE ONLINE からお申込みください。

9月15日（火） 13：00 ～ 15：00
特別研修会「コーポレートガバナンスの向上に向けて～社外役員の役割と責務～」

　日本企業の生産性や企業価値の向上を目指した「攻めのガバナンス改革」に向け、各種コード、ガイドライン等が整
備され、まさにコーポレートガバナンス改革は「形式から実質」へのフェーズに入っています。加えて、デジタル化・コ
ロナウィルス等100年に一度の大転換点に社会も企業も直面しています。
　取締役会の実効性を上げる為に独立社外役員の役割と責務は一層重要性を増す一方で、企業の不祥事案は、会社形
態に関わらず減らない現実があります。本研修会では信頼・品質を特徴としてきた日本企業の中で何が起きていて、
独立社外役員に求められる役割と責務は何かを皆さんと共に考えてみたいと思います。
　ぜひ奮ってご参加ください。

■ 講　師：林　信秀　（ 株式会社みずほ銀行　常任顧問、 花王株式会社　社外取締役、 
株式会社バロックジャパンリミテッド　社外取締役、  
株式会社JTB　社外監査役、 東武鉄道株式会社　社外監査役）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：6101 ■ 履修単位：2

●問い合わせ先
担当事務局：日本公認会計士協会　公認会計士社外役員ネットワーク事務局
TEL ： 03-3515-1160　FAX ： 03-5226-3356
電子メール：cpa-shagaiyakuin-net@sec.jicpa.or.jp
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● 国際委員会主催研修会 
【世界に飛び出せ！】 なるほど！ザ・日本文化について●

8月28日（金） 18：30 ～ 20：30
【世界に飛び出せ！】 なるほど！ザ・日本文化

　海外とのつながりを ”ゼロ”にして仕事を進めていくことが難しい時代であり、海外の文化を理解し、どのように信
頼関係を気づいていくかは、日本全体の課題となってります。このため、「理解しているようで理解していない日本文
化をどう見直していくか」について考え、異文化理解力を高めることが改めて必要とされています。
　本研修では、現代哲学を中心とした、幅広い研究を行う小林先生から日本文化、そして他国文化との向き合い方につ
いてご講義いただきます。

※ 本研修は、2019年11月11日に開催した「異文化への理解を深め、“知識人”としてグローバルに活躍するために
～哲学・宗教学を中心に～」の続編です。

※ 昨年、リベラルアーツ研修として、の2つの研修をしております。2020年度中は、この2件（分類：９．スキル　①「異
文化への理解を深め、“知識人”としてグローバルに活躍するために～哲学・宗教学を中心に～」、②「現代日本人の
外国・外国語との向き合い方～言語学の研究から日本の翻訳文化を辿り、世界の中の日本を考える～」）をeラーニ
ングで受講できますので、是非ご受講ください。

■ 講　師： 小林　康夫　（東京大学名誉教授）

【講師経歴】
　小林　康夫　東京大学名誉教授
[専門]
　表象文化論・現代哲学
[経歴]
　1950年、東京生まれ。
　東京大学大学院人文系研究科博士課程修了。
　パリ第10大学テクスト記号学科博士号取得。
[著書]
　 『知の技法 東京大学教養学部「基礎演習」テキスト』（東京大学出版会、1994年）
　 『知のオデュッセイア 教養のためのダイアローグ』（東京大学出版会、2009年）
　『君自身の哲学へ』(大和書房、2015年)
　『日本を解き放つ』（東京大学出版会、2019年）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：9301 ■ 履修単位：2

本研修会に関するお問合せ
国際グループ
TEL ： 03-3515-1130　FAX ： 03-5226-3355
E-mail：international@jicpa.or.jp
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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 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。）。
　講師肩書、元号・法令等は、研修会開催時点のものです。

● New Releases ●

【G042980】　公認会計士社外役員ネットワーク研修会「社外役員のための税務ガバナンス」
 （2019年 7 月31日開催）

講　師：高島　淳（ PwC 税理士法人　国際税務サービスグループ / 税務ガ
バナンス支援チーム） 

　日本企業のグローバル化による国際取引の増加、税法の複雑化、BEPS に
よる各国規制強化、税務訴訟、IFRS 導入企業における不確実な税務処理、
税務戦略の開示等、近年、企業を取り巻く税務の環境は激変しています。また、
税務は ROE やキャッシュフロー等の主要な経営指標に影響を及ぼすのみな
らず、企業ブランド、CSR（企業の社会的責任）や ESG（環境・社会・ガバ
ナンス）といった企業価値の維持・向上に欠かすことのできない重要な経営
課題となっています。本研修会では、社外役員が知っておきたい税務ガバナ
ンス構築について具体的な事例を交えて解説します。 

必須研修科目／税務

研修コード：4501
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G051520】　 公認会計士社外役員ネットワーク研修会「公正なM&A の在り方に関する指針と実際のプ
ラクティスについて～上場企業の社外役員が押さえるべきポイントを実例を交えて～」

 （2019年 9 月10日開催）

講　師：熊谷　元裕（ デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合
同会社　マネージングディレクター / デロイトトーマ
ツアカデミー統括）

　M&A 成長戦略が一般的になると共にその巧拙や成否について論ぜられる
機会が増え、意思決定のアクセルとブレーキを適切に行うことが極めて重要
であるとの認識がより一層浸透してきました。
　本研修では、一般的な M&A のプロセスや留意点に留まらず、金商法や取
引所の規制に加え、昨今の時流や直近で公表された「公正な M&A の在り方
に関する指針」に触れながら、M&A の際に上場企業における社外役員に求
められる役割について実例を交えて説明していきたいと思います。

研修コード：5122
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G034630】　監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（前編） （2019年10月18日開催）

講　師：小粥　純子（日本公認会計士協会　業務本部　調査・相談グループ）
最近の照会事項
　１．非営利法人会計
　２．学校法人会計

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

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G011710】　監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（中編） （2019年10月18日開催）

講　師：石井　和敏（日本公認会計士協会　業務本部　副本部長）
最近の照会事項
　・職業倫理

必須研修科目／職業倫理

研修コード：1001
履修単位：1
販売価格：1,500円

【G034640】　監査事例研修会【日本公認会計士協会東京会主催】（後編） （2019年10月18日開催）

講　師：小粥　純子（日本公認会計士協会　業務本部　調査・相談グループ）
最近の照会事項
　・企業会計・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：1
販売価格：1,500円

【G043131】　 ［税務業務部会研修会］第28回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会「個人版
事業承継税制を含む事業承継税制特例法適用に関する実務上の留意事項」（前半） 

 （2019年11月18日開催）

講　師：佐藤　敏郎（公認会計士・税理士）
　平成31年度税制改正で、いわゆる個人版の事業承継税制が創設されました。
実務的な活用事例が少ない中、条文ベースで留意事項を中心に解説するとと
もに、同じく部分的に改正された事業承継税制特例法に関しても、変更に伴
う実務上の留意事項を解説します。なお、本則である租税特別措置法70条の
７以降をいかに正しく理解しているかの重要性についてはこれまでと変わる
ところはありませんので、本則に関する改正についても解説を加えます。個
人版事業承継税制、事業承継税制本則及び特例法の多面的な理解を必要とす
る制度に関し、適用実例等をあげながら実務上の留意事項を解説します。

必須研修科目／税務

研修コード：4401
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G043132】　 ［税務業務部会研修会］第28回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会「個人版
事業承継税制を含む事業承継税制特例法適用に関する実務上の留意事項」（後半）

 （2019年11月18日開催）

講　師：佐藤　敏郎（公認会計士・税理士）
　平成31年度税制改正で、いわゆる個人版の事業承継税制が創設されました。
実務的な活用事例が少ない中、条文ベースで留意事項を中心に解説するとと
もに、同じく部分的に改正された事業承継税制特例法に関しても、変更に伴
う実務上の留意事項を解説します。なお、本則である租税特別措置法70条の
７以降をいかに正しく理解しているかの重要性についてはこれまでと変わる
ところはありませんので、本則に関する改正についても解説を加えます。個
人版事業承継税制、事業承継税制本則及び特例法の多面的な理解を必要とす
る制度に関し、適用実例等をあげながら実務上の留意事項を解説します。 

必須研修科目／税務

研修コード：4401
履修単位：1
販売価格：1,500円
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【G090420】　［女性会計士活躍促進協議会］ 魅せるプレゼンテーション （2019年11月19日開催）

講　師：早坂　顕子（株式会社アワシャーレ）
　ビジネスシーンにおいて必ず必要になるプレゼンテーションスキルの向上
を座学と実践の両面からのアプローチで目指します。
　（1） オリエンテーション
　（2）座学 - プロセスとスキルの整理
　（3）ワーク
　（4）実践
　（5）まとめ

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。

【G051570】　冬季全国研修会「M&A におけるバリュエーション業務－機械設備の評価実務－」
 （2019年12月 6 日開催）

講　師：鷲沢　定男（経営研究調査会 バリュエーション専門委員会　専門研究員）
　　　　平井　清司（経営研究調査会 バリュエーション専門委員会　専門委員）
　　　　小林　慎良（経営研究調査会 バリュエーション専門委員会　専門委員）
　経営研究調査会では、これまで事業価値や無形資産の評価をテーマに研修
を行ってきました。M&A の対象会社が製造業の場合、工場の不動産や動産
を評価することになります。動産の評価では、事業価値や無形資産の評価と
は異なる特徴や留意点があります。そこで、本研修は下記の構成で、「機械
設備の評価実務」（経営研究調査会研究報告第66号）を解説します。
　①機械設備評価の基本的な概念
　②機械設備評価の実施フロー
　③機械設備の評価法と実務上の留意点
　なお、上記の研究報告は、公認会計士が会計目的、その中でも PPA 目的

（Purchase Price Allocation：M&A における取得原価の配分目的）で機械設
備の評価を依頼された場合を想定していますが、会計目的に限らず、広く
M&A での評価実務として有用です。

研修コード：5119
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G011660】　 冬季全国研修会「改正倫理規則等の概要について―企業等所属の会員に対する規定（違
法行為への対応等）―」 （2019年12月 6 日開催）

■講　師：西田　俊之（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、「情
報の作成及び提供」、「プレッシャー」及び「違法行為への対応」に関して改
正されたことを受け、倫理規則等の見直しを行い、2019年７月22日に「「倫理
規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」
の改正について」として承認されました。今回の改正は、企業等所属の会員
に対する規定を対象とするものです。本研修会では、これらの内容について
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

【G034440】　 冬季全国研修会「経営者不正」 （2019年12月 6 日開催）

講　師：辻　さちえ（ 株式会社エスプラス 代表取締役、一般社団法人日本公
認不正検査士協会 理事）

　企業の不正・不祥事の報道は後を絶ちません。その不正・不祥事の中で「経
営者不正」となると企業に与えるインパクトも大きくなります。会計監査人
としてももっとも出会いたくない不正です。
　経営者不正と一言にいっても、経営者が主導する粉飾決算、経営者が会社
を私物化するような不正支出など手口は様々です。そして経営者といっても、
本当のトップや、役員・執行役員レベル、子会社の経営陣等その層も様々です。
　経営者不正＝内部統制の限界といってしまって思考停止に陥るのではなく、
実施すべき予防・早期発見の内部統制や、発見の際の対応等があるはずです。
　この講義では、手口や不正実行者の誰かによっての対応策について解説すると
ともに、監査人として企業から不正に関しての情報を受取った際の対応について
も、企業側のアドバイザーとして入っている講師の目線で解説していきます。
　企業のコンプライアンスや内部監査担当の方が不正に関してどのような知
識を学んでいるかの参考にしてください。

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の
うち、不正事例

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G043170】　 ［税務業務部会研修会］第72回税務業務部会研修会　リーガルマインドでアプローチす
る税務判例分析 （2019年12月17日開催）

講　師：髙橋　貴美子（弁護士・公認会計士）
　租税法律主義を持ち出すまでもなく、「税務」も税法の適用場面であって、
法律問題に他なりません。しかし、課税の現場では、必ずしも「税法の適用
問題」として取り扱われるのではなく、調査官の思い込みや過去の経験といっ
た属人的な価値判断によって否認されるようなケースが少なくありません。
このようなケースに説得的に反論するためには、調査官の属人的な価値判断
を「税法の適用問題」に再構成し、法律問題の判断枠組みに従って主張を構
成することが不可欠です。そして、税務判例を読んで分析することは、この
ような法的主張構成のトレーニングとして最適です！そこで、本研修では、
実際の裁判例を素材として、「どこを読むか」、「どう読むか」、「どう分析す
るか」について解説していきます。

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

【G051600】　 （ D & I ）組織内会計士研修会「業務変革の前に理解しておくべき「組織変革のツボ」～
健全な会社は価値観の経営を目指す～」 （2020年 1 月16日開催）

■講　師：田村　均（ CS 実践研究所　所長、株式会社ユー・エス・エス　
社外取締役、NPO 法人　顧客ロイヤリティ協会　理
事、APQC 認定ビジネスプロセス・ベンチマ－キング
インストラクタ－、経営品質協議会　表彰制度委員及
び主任審査員歴任）

　企業価値を向上させなければならない、企業は革新または改善をし続けな
ければ存続できないという意見に異議を唱える人はいないと思います。
　変革とは、管理だけ、業務だけを変革するということではなく、規範から
戦略、戦略から管理と導かれた焦点化に沿って業務を変えていくものです。
　変革の目的は、お客様に新たな価値を持った製品・サービスを提供し続け
ることです。優れた企業や経営関連書籍を研究すればその方法論をある程度
理解はできますが、組織を変革するためには、これまでの「効率を重視する
経営」から「効果を重視する経営」に、「個人の能力向上」から「組織能力
の向上」を目指し、「健全な組織づくり」に移っていくことに気付く必要が
あります。
　本講義では、株式会社リコーの CS 推進室長在任中に出会ったアメリカの
マルコム・ボルドリッジ賞に精通され、日本経営品質賞の創設に深く関わり、
実践を通して身につけた日本経営品質賞の評価基準の活用ノウハウを全国各
地で伝道してきた講師より、事例を紹介いただきながら、組織変革の要諦、
なくてはならない会社、競争優位性を維持するために必要な視点につき、参
加者に自社の事業戦略、組織変革を振り返る機会を提供いたします。
　大企業であっても既存の延長で事業を経営し続けることが適わなくなって
きており、経営革新ができていない会社が多いかと思います。組織変革の必
要性を理解し、自社の企業価値向上に貢献できるかについて改めて考えてみ
たい方、是非ご覧ください。
＜スキル領域：ビジネスリーダースキル＞

研修コード：5102
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G034450】　 新春全国研修会　会計不正の具体的事例に学ぶ　～早期発見、再発防止策を考える～
 （2020年 1 月17日開催）

講　師：中西　和幸（ 田辺総合法律事務所　パートナー　弁護士・公認不正
検査士）

　会計不正は決してなくなりません。多くの不正が次々と報道されています
が、実は、その手口が似ている者も少なくありません。
　残念ながら会計不正がなくなることはありませんが、その事案を分析して
今後の案件に適切に対応することはできます。この講義では、実例からいろ
いろなパターンを紹介し、整理するとともに、聴講者の皆様が会計不正に向
き合うに際しての早期発見・再発防止の役に立つ情報を提供します。

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の
うち、不正事例

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G043180】　新春全国研修会　国際課税の基礎知識 （2020年 1 月17日開催）

講　師：伊藤　雄二（ 税理士法人フェアコンサルティング　パートナー、税理士）
　国際課税の枠組みは、米国における1962年のタックスヘイブン税制創設及
び1968年の移転価格規則の整備を嚆矢として大きな変化を遂げてきました。 
　我が国も、1978年にタックスヘイブン税制を、1986年には移転価格税制を
夫々創設しています。 
　この講座では、平易な解説を通じ国際課税の現状について認識を深めてい
ただきたいと思います。

必須研修科目／税務

研修コード：4501
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G011680】　新春全国研修会　公認会計士の倫理の特徴　－他の専門職との比較から－

 （2020年 1 月17日開催）

講　師：吉見　宏（北海道大学大学院　経済学研究院　教授）
　公認会計士は専門職の 1 つと言われますが、専門職には単なる「プロフェッ
ショナル」にはない特徴があり、倫理観の保持もその 1 つです。本講義では、
会計専門職以外の専門職（医療、法律）との比較を通して、公認会計士の倫
理の特徴を理解します。あわせて、税理士についても比較検討します。

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

【G090460】　 D&I 研修会　もっと自由に羽ばたくための「計画」、立ててみませんか？女性公認会計士
のためのマインドセット研修 （2020年 1 月20日開催）

講　師：神野　美穂（株式会社サイオンアカデミー 代表取締役）
　誰もが変化にさらされる現代ですが、中でも女性は、自分が決めたわけで
はないことで環境が変化することが多いものです。
　変化にただ流されるのではなく、主体的に活躍し続けるためには、成長型マ
インドセットを効率よく取り込み、仕事や意思決定に生かす必要があります。
　当マインドセット研修は、「今日から何をしたら良いか」がすぐに分かる、
ワークを取り入れた実践的な研修です。

研修コード：9101
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 数 の 上 限 は10単 位 で
す。

【G043200】　M&A・組織再編に関する近時の租税裁判例・裁決例の解説 （2020年 1 月22日開催）

講　師：小山　浩（弁護士）
　M&A や組織再編に関する近時の重要な裁決・判決の内容を整理した上で、
実務上のポイントを解説します。研修においては、1．表明保証違反に基づ
く補償金の税務処理が問題となった事案、2．アーンアウト条項と株式譲渡
益の計上時期が問題となった事案、3．グループ内再編によるデットプッシュ
ダウンに対して同族会社行為計算否認規定が適用された事案、4．特定資本
関係が５年以上である場合における法人税法132条の 2 の適用が問題となっ
た事案を取り上げます。

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
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【G051610】　 （D&I）公認会計士社外役員ネットワーク研修会「社外役員のためのコーポレートファイ
ナンス」 （2020年 1 月27日開催）

講　師：松田　千恵子 （ 首都大学東京大学院　経営学研究科　教授、キリン
ホールディングス株式会社社外監査役、日立化成
株式会社／フォスター電機株式会社／サトーホール
ディングス株式会社社外取締役、日本 CFO 協会主
任研究委員）

　日本企業を取り巻く環境が激変する中、マネジメント能力の巧拙はますま
す問われるようになってきています。特にファイナンシャルリテラシーは、
今や経営者にとって必須のものとなりつつあり、社外役員についても同様で
す。中でも会計分野の専門家に対しては、ファイナンスに関しても寄せられ
る期待は大きいです。取締役会・監査役会等において、的確な投資判断や事
業の状況に合致した財務戦略・資本政策の意思決定に資するために必要な
ファイナンスの要諦を紹介し、企業価値の向上に向けて具体的にどうすれば
良いのかを考えます。コーポレートガバナンス・コードにおいても明示され
た資本コストを勘案した事業ポートフォリオマネジメントの必要性や、昨今
増加するアクティビストへの対応などについても織り交ぜながら解説を加え
たいと思います。

研修コード：5199
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G043230】　春季全国研修会　令和２年度　税制改正大綱の解説  （2020年 2 月 5 日開催）

講　師：小倉　美都（財務省主税局調査課財務事務官）
　令和２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。

必須研修科目／税務

研修コード：4002
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034460】　春季全国研修会　公益法人の監査、制度及び会計について （2020年 2 月 5 日開催）

講　師：松前　江里子（日本公認会計士協会　研究員）
　公益法人には、会計に関して株式会社や他の非営利組織とは異なった特有
の制度に基づく処理が多くあり、監査を行うに当たっては公益法人の監査、
制度及び会計をよく理解し、留意する必要があります。
　本研修では、主に非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を
適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監
査上の取扱い及び監査報告書の文例」から制度特有の概念と監査上の取扱い
及び同第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」に取り上げている制度
との関連が深い会計処理を中心に、公益法人の監査に特有の留意点について、
基礎知識として体系的な解説を行います。 

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：3111
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034470】　春季全国研修会　監査業務に係る審査について （2020年 2 月 5 日開催）

講　師：南　成人（中小事務所支援担当常務理事）
　本講義では、監査業務に係る審査に関して、「監査意見表明のための委託
審査要領」、品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管
理」、監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」及び中小事務
所等施策調査会研究報告第２号「委託審査制度における審査の方法等につい
て」において規定されている事項の概要を説明するほか、品質管理基準委員
会報告書及び監査基準委員会報告書における監査業務に関する審査の内容、
報酬依存度のセーフガード、協会における委託審査制度並びに審査の弾力化
についても解説します。
　また、品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による審査に関する
最近の指摘事例についても紹介します。

　※本講義は、「監査意見表明のための委託審査要領」第19号に定める監査
責任者及び審査担当員が受講しなければならない、協会が実施する審査に関
する研修に該当します。 

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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【G011690】　 春季全国研修会　会員が守るべきセキュリティについて （2020年 2 月 6 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。
　業種・組織の規模を問わずリスクが高まっている情報セキュリティに対し、
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：1,500円

【G011700】　 春季全国研修会　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―

 （2020年 2 月 6 日開催）

講　師：樋口　誠之（倫理委員会　副委員長）
　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、倫理規則等の基本的な内容について解説します。また、
2019年７月の倫理規則の改正や、IESBA（国際会計士倫理基準審議会）にお
ける検討状況についても解説します。 

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

【G023830】　 春季全国研修会　幼児教育無償化における学校法人の会計処理に関して
 （2020年 2 月 6 日開催）

講　師：岡部　雅人（学校法人委員会　委員）
　まず、2015年度から開始された「子ども・子育て支援新制度」についての
概要と現状を説明し、今回の「幼児教育無償化」がどのような枠組みで行わ
れているかと制度の内容を解説します。また、内閣府のＦＡＱについて学校
法人会計での会計処理に関連する部分を紹介するとともに、ＦＡＱだけでは
詳らかになっていない論点について会計処理の考え方を説明します。
　なお、学校法人委員会の公表物について周知するため、監査報告書の改正
などの2019年度の改正事項についても説明します。

研修コード：2106
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034480】　 春季全国研修会　改正地方自治法施行後の地方公共団体の監査委員監査の留意点
 （2020年 2 月 7 日開催）

講　師：清水　涼子（関西大学大学院会計研究科教授／公認会計士）
　2017年に地方自治法が改正されたことにより、全ての地方公共団体の監査
委員は、監査基準に従って職務を遂行することとされ、その監査基準は各地
方公共団体の監査委員が定め公表することになりました。国（総務省）から
は、そのための指針として「監査基準（案）」・「実施要領」（2019年３月29日）
が公表されているところです。
　本研修では、監査基準の策定及び監査の実務において考えられる留意点等
について、総務省「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会」
の構成員でもあった講師から、研究会での議論も踏まえて解説を行います。 

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：3112
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G034490】　 春季全国研修会　監査提言集の解説　～期末日近くの取引事例を中心に～
 （2020年 2 月 7 日開催）

講　師：林　　敬子（監査・規律審査会審査会長）
　　　　廣田　壽俊（監査・規律審査会副審査会長）
　監査提言集は、監査・規律審査会（旧 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とりまとめ、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、期末日近くに行われた不正に関する事例を中心とし
た掲載事例の解説を行います。

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の
うち、不正事例

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034500】　 春季全国研修会　政治資金監査について （2020年 2 月 7 日開催）

講　師：大西　節男（総務省政治資金適正化委員会事務局）
　国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、その支
出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資
金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人（政治資金適正化
委員会の備える登録政治資金監査人名簿への登録等を受けた弁護士、公認会
計士、税理士）による政治資金監査を受けなければなりません。
　政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具
体的な指針に基づき行われます。政治資金監査を適確に行うに当たっては政
治資金に関する制度をよく理解し、留意する必要があります。
　本研修では、政治資金の監査に特有の留意点について、基礎知識として体
系的な解説を行うほか、政治資金監査における誤りやすい事例や、誤りの防
止のための留意点などについても説明を行います。

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：3111
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034510】　 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
 （2020年 2 月18日開催）

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

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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【G034520】　 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
 （2020年 2 月18日開催）

講　師：佐藤　真奈（中小事務所等施策調査会　監査専門委員） 
　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。
　リフレッシュセミナーは、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） 監査業務に係る審査
　（2） 品質管理のシステムの監視
　（3） 品質管理レビュー制度
　（4） 監査事務所間の引継
　（5） 共同監査

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

【G034530】　 リフレッシュセミナー（監査編）会計上の見積り （2020年 2 月18日開催）

講　師：小川　聡（中小事務所等施策調査会　監査専門委員） 
　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。
　リフレッシュセミナーは、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

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：3103
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G034540】　 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
 （2020年 2 月19日開催）

講　師：南　成人（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。
　リフレッシュセミナーは、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 

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：3002
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034550】　 リフレッシュセミナー（監査編）監査ＩＴ対応 （2020年 2 月19日開催）

講　師：金城　琢磨（中小事務所 IT 対応支援専門委員会　専門委員長）
　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。
　リフレッシュセミナーは、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） 品質管理レビュー等における IT に関する指摘事例
　（2） IT 委員会実務指針第４号関連
　（3） IT 委員会実務指針第６号関連
　（4） 監査 IT 技術（CAAT 等）

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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【G034560】　 リフレッシュセミナー（監査編）その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ
 （2020年 2 月19日開催）

講　師：西田　友洋（中小事務所等施策調査会　監査専門委員）
　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。
　リフレッシュセミナーは、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） 特定項目の監査証拠（監基報501）
　（2） 確認（監基報505）
　（3） 関連当事者（監基報550）
　（4） 後発事象（監基報560）
　（5） 継続企業（監基報570）
　（6） 経営者確認書（監基報580）
　（7） 比較情報（監基報710）
　（8） 意見形成と監査報告（監基報700他）
　（9） 虚偽表示

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：3103
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G060730】　 東京会経営委員会研究報告書「第４次産業革命が企業経営に与える影響～先端技術の提
供側及び利用側企業における取り組みからの考察～」の解説 （2020年 2 月19日開催）

講　師：下山　慶太（東京会経営委員会委員長（2018年度））
　　　　伊藤　　毅（東京会経営委員会副委員長（2018年度））
　　　　舌歯　昌洋（東京会経営委員会副委員長（2018年度））
　　　　土田　　始（東京会経営委員会副委員長（2018年度））
　ここ数年耳にするようになった第４次産業革命では、個々の産業が発展し
ていったこれまでの産業革命と異なり、様々な繋がりによる新たなビジネス
モデルが誕生し、根本的なビジネスプロセスの変革がなされつつある。
　本講義では、第４次産業革命が企業経営に与える影響を企業へのアンケー
ト調査及び企業などへのインタビューの結果に基づき、コアとなる先端技術
の利用側及び提供側企業における取り組みについて考察した結果を説明す
る。

研修コード：6305
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034610】　 東京会ＩＴ委員会研究報告書「会計監査におけるデータ分析の実践」の解説
 （2020年 2 月20日開催）

講　師：西部　博貴（東京会ＩＴ委員会委員長（2018年度））
　昨今、監査業界にて高度なデータアナリティクス、精査的手法、異常仕訳
の自動検知、ロボティックス、人工知能といった未来的監査手法が盛んに研
究されている。そのような分析手法等について、具体的にはどのように使用
されるのか、知りたいと思う会員が多いのではないだろうか。
　そこで本講義では、「監査業界におけるデータ分析の実践」、「会計システ
ム及び周辺システムとデータ分析・不正検知」、「データ分析が有用な不正事
例の考察」について、研究報告書をもとに説明する。

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：3193
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G023880】　 東京会会計委員会研究報告書「減損会計に関する諸論点の整理と解説」の解説
 （2020年 2 月20日開催）

講　師：大髙　宏和（東京会会計委員会委員長（2018年度））
　会計上の見積項目の中で税効果会計と同様に損益インパクトが大きく会計
上も論点となりやすい減損会計について、再度基本的な事項からＱ＆Ａ形式
で論点整理をした研究報告書をもとに、初めて減損会計の実務に携わる会員
の業務にも資するよう、総論において基本的な事項から解説を行い、各論に
おいては経験豊富な会員が実務上悩ましいと思う個別論点のうち代表的なも
のを取り上げて説明する。

研修コード：2102
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034620】　 東京会監査委員会研究報告書「我が国監査制度の歴史を振り返る」の解説
 （2020年 2 月20日開催）

講　師：前田　隆夫（東京会監査委員会副委員長（2018年度））
　日本の公認会計士制度は2018年に70周年を迎えた。この70年間で公認会計
士制度は大きな変化を遂げているが、その背景には企業における不適切な会
計も制度変更に影響を与えているものと考えられる。個別の粉飾事案と制
度改正をすべて関連付けることは困難であるが、70 年間の変遷をたどること
は、己の資格業務の社会的期待役割を知るうえで有用と考える。
　そこで本講義では、「我が国監査制度の歴史を振り返る」と題して、過去
の粉飾事案を紐解き俯瞰するとともに、その時代ごとに行われた制度改正を
振り返る。

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：3001
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G023870】　 東京会非営利法人委員会研究報告書「社会福祉法人における資金使途制限」の解説
 （2020年 2 月21日開催）

講　師：富所　淳（東京会非営利法人委員会委員長（2018年度））
　平成29年４月より本格施行された改正社会福祉法のもと、法定監査が義務
化された社会福祉法人では会計監査人監査を含む事業運営が２期目を終えよ
うとしている。当初見込まれた平成31年度からの監査対象法人の範囲の拡大

（収益20億円超又は負債40億円超の法人を対象）については、会計監査人の
円滑な設置のための諸調査及び準備期間等の必要から延期が公表されたもの
の、会計専門家としての公認会計士の役割に対する期待に変わりはなく、会
員が社会福祉法人に関わる機会は引き続き増していくものと思われる。
　関与に際し、公認会計士には、主として法人の「財務規律の強化」におけ
る専門的能力の発揮が期待されているが、それには法律や会計基準の習熟に
とどまらず、事業の性質に由来する社会福祉法人特有の資金運用ルールを理
解しておくことが不可欠である。従来、社会福祉法人は事業実施のために多
額の公的資金を受け入れていることから、その使途には一定の制約が課され
ている。それら制約の内容は事業の種類により異なっており、関与に当たっ
ては法人の事業に応じた制約への理解が必要である。
　本講義では、当該制約を規定した行政からの通知の内容を事業（施設）の
種類ごとに解説し、今般の制度改革で法律上新たに定められた社会福祉充実
残額との関係並びに社会福祉法人全般に係る資金使途に係るその他の規制に
ついても併せて説明する。

研修コード：2106
履修単位：2
販売価格：1,500円
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【G034590】　 品質管理レビューの最近の動向 （2020年 2 月26日開催）

講　師：伏谷　充二郎（品質管理担当常務理事） 
　　　　松田　 玲子（品質管理委員会　主席レビューアー）
１.　2020年度品質管理レビュー制度の改正 
　自主規制全体の組織体制及び品質管理レビュー制度等に関する会則等の変
更が、2019年 7 月22日の定期総会で承認されています。このうち、品質管理
レビュー制度関係の主な改正論点について紹介します。 
 
２.　品質管理レビュー事例解説集～2019年の傾向を踏まえて～ 
　監査事務所及び監査業務における品質管理に関する改善勧告事例につい
て、最近の傾向を踏まえて紹介します。 

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

【G034600】　 学校法人における不正事例 （2020年 3 月 9 日開催）

講　師：森谷　和正（学校法人委員会委員長）
　監査提言集や学校法人委員会の研究報告で取り上げた事例を中心に、学校
法人における不正事例について特徴的な事案や現場で留意すべき事項につい
て解説します。また、学校法人監査に携わっている会員の中には、監査以外
の業務を中心に活動している会員も多いところから、学校法人監査において
留意すべき単純な粉飾事例（例えば減価償却額の過少計上等）についても解
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の
うち、不正事例

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：1,500円

【G034650】　 監査事例研修会　１．企業会計・監査 （2020年 3 月25日開催）

講　師：小粥　純子（業務本部　調査・相談グループ　研究員） 
　必須研修科目 「監査の品質及び不正リスク対応」 に該当する講義です。 
　毎年地域会主催で開催していた監査事例研修会の研修について、新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）に対する感染拡大を防止するための取組み
の一つとして、CD ｰ ROM 化したものです。 
　最近の公表物等の紹介・解説を行うとともに、本会にご相談頂いた項目か
ら、比較的照会が多い項目について取り上げご紹介しております。 
　具体的には、会計基準等の開発の動向、収益認識、金融商品会計、固定資産、
税効果、開示、監査及びその他の項目を解説いたします。 

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

【G034660】　 監査事例研修会　２．学校法人会計 （2020年 3 月25日開催）

講　師：葛西　正輝（業務本部　調査・相談グループ　主査） 
　必須研修科目 「監査の品質及び不正リスク対応」 に該当する講義です。 
　毎年地域会主催で開催していた監査事例研修会の研修について、新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）に対する感染拡大を防止するための取組み
の一つとして、CD ｰ ROM 化したものです。 
　最近の公表物等の紹介・解説を行うとともに、本会にご相談頂いた項目か
ら、比較的照会が多い項目について取り上げご紹介しております。 
　具体的には、最近の学校法人会計・監査の動向、幼児教育・保育の無償化、
収入・支出、資産・負債、基本金、表示・開示及び監査等の項目を解説いた
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：1
販売価格：1,500円
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【G011720】　 監査事例研修会　３．職業倫理 （2020年 3 月25日開催）

講　師：齋藤　光司（業務本部　調査・相談グループ　主任調査役）
　必須研修科目 「職業倫理」 に該当する講義です。 
　毎年地域会主催で開催していた監査事例研修会の研修について、新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）に対する感染拡大を防止するための取組み
の一つとして、CD ｰ ROM 化したものです。 
　最近の公表物等の紹介・解説を行うとともに、本会にご相談頂いた項目か
ら、比較的照会が多い項目について取り上げご紹介しております。 
　具体的には、改正倫理規則等、依頼人への就職、同時提供、報酬依存度、ロー
テーション及び紹介手数料の項目を解説いたします。 

必須研修科目／職業倫理

研修コード：1001
履修単位：1
販売価格：1,500円

【G034670】　 監査事例研修会　４．非営利法人会計 （2020年 3 月25日開催）

講　師：小粥　純子（業務本部　調査・相談グループ　研究員） 
　必須研修科目 「監査の品質及び不正リスク対応」 に該当する講義です。 
　毎年地域会主催で開催していた監査事例研修会の研修について、新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）に対する感染拡大を防止するための取組み
の一つとして、CD ｰ ROM 化したものです。 
　最近の公表物等の紹介・解説を行うとともに、本会にご相談頂いた項目か
ら、比較的照会が多い項目について取り上げご紹介しております。 
　具体的には、非営利組織共通の監査、社会福祉法人監査、社会福祉法人会
計基準関連、医療法人監査、医療法人会計基準関連、公益法人等監査及び公
益法人会計基準関連の項目を解説いたします。

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：1
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：Microsoft Windows Vista、 7、 8、 8.1、 10　日本語版
⑵　Microsoft Internet Explorer 7、 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　Media player：Microsoft Windows media player 10、 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 Adobe Reader のインストールが必要です。
※Adobe Reader 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、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．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＞

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　TEL 03-3510-7861
　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 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。
＜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。


