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CPE研修会のご案内2020年9月号（2020年9月15日発行）� 2020年9月15日発行 （毎月１回発行）

CPE研修会のご案内
9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・集合研修会開催予定
2020年10月8日（木）～ 10月23日（金）

研修会 開催日 テーマ及び講師 単位 参加料 会場

秋季全国研修会

10月21日（水）
p.4～p.5参照
（調整中）

2単位×3 無料 全国

10月22日（木） 2単位×3 無料 全国

10月23日（金） 2単位×3 無料 全国

上記各日程の研修内容については調整中です。CPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）において確定情報を掲載予定です。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

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）
※定員に達したため受付終了

2 東京 無料 P.6

本部研修会

10月13日（火） 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）

　　 （2020年10月8日　本部研修会収録DVD）
　　 ※重複受講の場合は、CPE単位は付与されません。

2 東京 無料 P.6DVD

（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

10月16日（金）
組織内会計士のためのコミュニケーション能力開発講座
～第1回ロジカルコミュニケーション～ 

（組織内会計士研修会）
2 東京 無料 P.8

10月23日（金）
組織内会計士のためのコミュニケーション能力開発講座
～第2回プレゼンテーションスキル～ 
(組織内会計士研修会)

2 東京 無料 P.8

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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　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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●秋季全国研修会
10月21、 22、 23日全国にL

ライ ブ

IVE中継します！
●テーマ、講師及び概要については以下のとおりです。（調整中）
　中継会場など、詳細は来月号にてご案内いたします。
　CPEONLINEにて詳細が決まり次第ご案内いたします。

1

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―

■ 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。

2

事業承継が困難な中小企業への金融支援
■  講　師： 田辺　有紀　（金融庁　監督局　監督調査室長） 

中小企業再生支援全国本部関係者

　日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」か
ら、「事業承継に焦点を当てた『経営者保証ガイドライン』の特則」（以下「本特則」という。）が、令和元年12月24
日に公表されました。本講座では、本特則及び再生支援協議会で実施している早期経営改善計画策定支援事業

（通称プレ405事業）等を紹介します。
　本講座を受講しこれら知識を習得することで、経営者の個人保証に関するガイドラインへの理解を深めて、事
業承継が困難な企業に対してどのような出口があるかを考える機会としていただきたいです。

研修内容の目次（案）
1．事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策の紹介
2．「経営者保証ガイドライン」について

⑴　本則
⑵　事業承継に焦点を当てた特則
⑶　Q&A

3．再生支援協議会の支援
⑴　405支援
⑵　プレ405支援

4．地域金融機関との付き合い方

3

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）
■ 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。

●  秋季全国研修会テーマ、講師及び概要（予定）

時間割は調整中
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4

「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
【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３回 「ROEを超えて」 ―ESG/SDGs視点も含めた企業価値とは―

■ 講　師：神戸　司郎　（ソニー株式会社　執行役専務　サステナビリティ・法務・コンプライアンス担当）

　財務的視点もさることながら、「Purpose」と「Value」を掲げ、ESG視点も強く意識しながら経営している企
業による実践例に基づく研修です。非財務情報（企業理念、組織風土・企業文化、ESG、SDGs、TCFD等）に
ついての考え方や統合報告、投資家との対話・IRの実践、公認会計士に期待すること等を内容とします。

5

「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
【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４回 「ROEを超えて」 ―投資家が期待する企業価値とは―

■ 講　師：岩永　泰典　（アムンディ・ジャパン　チーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー（CRIO））

　投資家として、運用会社側から見た「インベストメント・チェーン」について、投資家側の各プレーヤーの役割
と業務（アセットオーナー、機関投資家、アセットマネージー、アナリスト、議決権行使助言会社、格付け機関等）
の意義や役割の概要について解説した後、実践面に触れます。実践面においては、講師所属会社の方針で企業を
特定して話すことはできないものの、財務価値、ESGの両面から日々企業と対話をしている実例を紹介します。
また、財務情報とESG等の非財務情報、そしてそれらを融合した価値の認識と評価をどのように行っているの
かについても解説するほか、KAMに関する公認会計士への期待についても触れます。

6

監査事務所検査結果事例集の公表
■ 講　師： 櫻井　久勝　（公認会計士・監査審査会　会長） 

経塚　義也　（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２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。

7 調整中

8 調整中

9 調整中

以　上
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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

10月13日（火） 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） 
（2020年10月８日　本部研修会収録DVD） 

　概要等については、上記と同様です。
　※重複受講の場合は、CPE 単位は付与されません。

　

定員に達したため受付終了

DVD



7

CPE研修会のご案内2020年9月号（2020年9月15日発行）

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

10/13
（火） 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）

　　（2020年10月８日　本部研修会収録DVD）
無料

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。）

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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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。

10月16日（金） 19：00 ～ 21：00
組織内会計士のためのコミュニケーション能力開発講座
～第1回ロジカルコミュニケーション～

　メッセージを相手に分かりやすく、納得してもらえるように組み立て、そして表現すること。これをロジカル・シン
キング（論理思考）をベースに行うアプローチが、ロジカル・コミュニケーションです。
　上司への報告、社内での情報共有、関連部署への依頼や連絡、顧客への提案など―。分かりやすく、論理的に伝える

「ロジカル・コミュニケーション」は、ビジネスにおける伝え方の基本、いわば“OS”とも言えるものです。
　特に、異なるバックグラウンドの人との協働や、エキスパートとしての知見を当該知識がない人に説明する機会が
多い方にとって、「ロジカル・コミュニケーション」は必須のスキルといっても過言ではありません。
　このプログラムでは「ロジカル・コミュニケーション」のエッセンスを学びます。
　これは「知識」ではなく、「技術」です。演習も交えつつ、ご自身の実務の中でどう実践するか、ヒントを得ていただけ
れば幸いです。ぜひ奮ってご参加ください。

【内容】
〈スキル領域：ピープルスキル〉
「ロジカル・コミュニケーションのエッセンス」
　1．ロジカル・コミュニケーションの全体像と伝え手に必要な4つの視点
　2．思考整理の基本手法ーMECEとSo What?/Why So?
　3．論理的なメッセージの構成法ー空・雨・傘のストーリー構成

■ 講　師：照屋　華子　（ コミュニケーションスペシャリスト、 
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授、 
東京都立大学経済経営学部経営学研究科 非常勤講師）

■ 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

10月23日（金） 19：00 ～ 21：00
組織内会計士のためのコミュニケーション能力開発講座
～第2回プレゼンテーションスキル～

　会計士としてのプレゼンテーションスキルはなぜ身につけるべきなのでしょう？もしかしたら、人前で話す機会は
さほど多くないとお考えの方もいらっしゃると思います。しかし、事業会社で活躍する会計士であれば、様々なバック
グラウンドを持つ他者に物事を伝え、理解してもらい、巻き込んでゆく力が求められますし、大きなプレゼンテーショ
ンを任せられる機会も想定されることと思います。その機会が来てから準備をするのではなく、この機会にその土台
を築いていただければと思います。さらに、プレゼンテーションとは何も大人数の前でスピーチすることだけを指す
わけではありません。日々の会議や連絡や報告なども立派なプレゼンテーションです。本講座の目的は、もちろんある
程度の人数を前にしたスピーチができるようになることですが、日常業務でも役立つコミュニケーションのスキルと
しても大いに役立つものです。会計士という専門職であるからこそ、相手がしっかり理解できるスキルを習得してい
ただきたいと思います。ぜひ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．プレゼンテーションの基礎知識
　2．しっかり伝えるためのシナリオ構築の考え方
　3．緊張を乗り越えて話すコツ
　4．プレゼンテーションの様々な表現スキル

■ 講　師：池田　ふみ　（ 合同会社FMCʼsパートナーズCEO／歌手・女優・ 
ナレーター・MC・ボイストレーナー）

■ 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

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


