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CPE研修会のご案内2020年10月号（2020年10月15日発行）� 2020年10月15日発行 （毎月１回発行）

CPE研修会のご案内
�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20日（火）～ 11月19日（木）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

秋季全国
研修会

10月21日（水）

事業承継が困難な中小企業への金融支援 2 全国 無料 P.4

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 無料 P.4

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 全国 無料 P.4

10月22日（木）

税務 		非上場株式の評価に関わる会社法と租税法上の論点
整理（仮題）

2 全国 無料 P.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　第3回「ROEを超えて」―ソニーの経営とESGへの取
り組み―

2 全国 無料 P.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　第4回「ROEを超えて」―投資家が期待する企業価値
とは―

2 全国 無料 P.5

10月23日（金）

監査 		監査事務所検査結果事例集の公表 2 全国 無料 P.6

財務会計の変化：期間損益と企業価値 2 全国 無料 P.6
不 正
事 例 		公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止策

―不正の芽の察知と機敏な対処として―
2 全国 無料 P.6

（次頁に続く）

10月号

オンライン研究大会に参加された皆様へ （お詫び）
　去る9月11日のオンライン研究大会において、映像及び音声について配信の不具合がありました。 
合わせて、各種不具合のお問合せについて、迅速に適切な回答ができなかったことがありました。これ
らのことにつきまして当日参加された皆様に心よりお詫び申し上げます。
　誠に申し訳ありませんでした。
　CPEの単位登録につきましても、手続が完了できなかった等のお問合せを多く受けております。
　これにつきましては、 既に登録が完了しております。CPEオンラインでご確認の上、 何かございま
したら、下記研修グループまでお問合せください。

　実行委員会では、今後、同様の問題が生じないよう不具合の原因を調査し、対処いたします。
皆様にご迷惑をおかけしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。

研究大会実行委員会　委員長　柳澤義一
【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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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。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

税務業務部会
研修会

10月20日（火） 税務 		第29回開業するなら知っておきたい税務実務研修会	
「初めての相続税申告書作成研修」

2 東京 無料 P.14

D & I 研修会 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.16

D & I 研修会 10月26日（月）
企業価値向上のための原価計算
～原価計算目的を、きちんと達成するためには～
（組織内会計士研修会）

3 東京 無料 P.16

税務業務部会
研修会

11月2日（月） 税務 		第74回税務業務部会研修会	
「会計・税務業務のIT化への対応と未来」

2 東京 無料 P.14

11月9日（月） 税務 		第30回開業するなら知っておきたい税務実務研修会	
「所得税確定申告の基礎と実務」

2 東京 無料 P.14

11月10日（火）

倫理 		綱紀監察関連研修会	
「税理士法違反となる行為について」

2 東京 無料 P.15

税務 		第31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しくみと税目別事故事例
及びその防止策」

2 東京 無料 P.15

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。

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28日（水） 税務 		ウィズコロナ、ポストコロナの企業経営と税務におけ
る対応（仮題）

2 東京 無料 P.9

11月2日（月）
税務 		令和2年度　税制改正の解説（仮題） 2 東京 無料 P.9

税務 		消費税軽減税率制度実施後の申告を振り返って 2 東京 無料 P.9

11月12日（木） 税務 		消費税の考え方について	
―所得税・法人税との相違点を中心として―

2 東京 無料 P.9

11月19日（木）

税務 		令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務
～公認会計士による徹底解説～（1）

2 東京 無料 P.10

税務 		令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務
～公認会計士による徹底解説～（2）

2 東京 無料 P.10

税務 		令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務
～公認会計士による徹底解説～（3）

2 東京 無料 P.11
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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）

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。
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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。

●秋季全国研修会
10月21日、 22日、 23日全国にL

ライ ブ

IVE中継します！
●秋季全国研修会は、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＋14部会 （  旭川、 帯広、 新潟、 宇都宮、 群馬、 三多摩、 山梨、 松本、 岡山、 米子、 

松山、 徳島、 長崎、 鹿児島）
●会場は、7ページの 『本部主催全国研修会会場一覧』 をご参照ください。

10月21日（水）［１限目］10：00〜 11：40
事業承継が困難な中小企業への金融支援

　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）
〈前半〉
経営者保証ガイドライン・事業承継時に焦点を当てた特則の活用に向けた取組み
1．経営者保証に関するガイドライン策定の背景と概要
2．経営者保証に関するガイドラインの活用実績
3．事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則策定の背景と概要
4．経営者保証に関する事業者の声｜事業者向けアンケートを通じて
5．経営者保証に関する地域銀行の声｜地域銀行向けアンケートを通じて
6．経営者保証ガイドライン・特則の更なる活用に向けた取組み

〈後半〉
1．中小企業再生支援協議会事業（以下、協議会）の概要
2．協議会における「経営者保証に関するガイドライン」の一層の推進
3．協議会における「再チャレンジ支援」の取組み

■ 講　師： 田辺　有紀　（金融庁　監督局　監督調査室長） 
川口　和明　（中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャー、 公認会計士）

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：5125 ■ 履修単位：2

10月21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、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。

■ 講　師： 樋口　誠之　（倫理委員会　副委員長）
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

10月21日（水）［３限目］15：00〜 16：40

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）
　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。

■ 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）

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：3101 ■ 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。

10月22日（木）［１限目］10：00〜 11：40
税務 	非上場株式の評価に関わる会社法と租税法上の論点整理（仮題）

　非上場株式の評価については、これまで数多くの議論がなされてきました。その多くは、財産評価基本通達の規定に
基づく評価そのものが実務上の論点でありました。
　一方で、会社法における評価についてはあまり論じられることがなく、非訟事件として積み重ねられた判例を研究
することで理解を進めるしかありませんでした。さらには、株式の譲渡等任意に株式評価が必要である場面では、数理
的な評価方法を含めて比較的評価方法についての議論は活発になされています。
　こうした法律で評価を強制される場合、もしくは評価については法律では強制されないものについて、会社法、租税
法のそれぞれから論点整理をしたいと思います。

■ 講　師： 佐藤　敏郎　（租税担当常務理事）
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4401 ■ 履修単位：2

10月22日（木）［２限目］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 
第3回「ROEを超えて」 ―ソニーの経営とESGへの取り組み―

　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。

■ 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）
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：5999 ■ 履修単位：2

10月22日（木）［３限目］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
第4回「ROEを超えて」 ―投資家が期待する企業価値とは―

　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。

■ 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））
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：5999 ■ 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。

10月23日（金）［１限目］10：00〜 11：40
監査  監査事務所検査結果事例集の公表

　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。

■ 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）

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：3191 ■ 履修単位：2

10月23日（金）［２限目］13：00〜 14：40
財務会計の変化：期間損益と企業価値

1．伝統的な財務会計の目的
2．最近の財務会計が提供する情報とその利用
3．会計基準の改正等と財務会計の変化

■ 講　師：小林　伸行　（公認会計士）
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：2199 ■ 履修単位：2

10月23日（金）［３限目］15：00〜 16：40
不 正
事 例   公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止策─不正の芽の察知と機

敏な対処として─
　日本取引所自主規制法人が、2018年3月30日に公表した「上場企業における不祥事予防のプリンシプル」では、
「［原則4］不正の芽の察知と機敏な対処」として、コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処することで、重大
な不祥事に発展することを未然に防止し、早期発見と迅速な対処、それに続く業務改善まで、一連のサイクルを企業文
化として定着させることを求めています。不正は必ず発生するものであり、不正を完全に防止することは不可能であ
ることから、むしろ、「早期発見と迅速な対応」こそが、要請されていると言えます。
　本研修会では、近時の会計不正事件について、調査報告書とマスコミ報道などから、不正の手口、発生原因と再発防
止策の概要を説明したうえで、早期発見のためのより具体的な施策を検討します。
　本研修会が、受講者のみなさまの監査業務において、会計不正の防止や早期発見のための一助となりましたら、幸い
です。

■ 講　師：米澤　勝　（米澤勝税理士事務所　税理士・公認不正検査士）
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2
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CPE研修会のご案内2020年10月号（2020年10月15日発行）

本部主催全国研修会会場一覧
秋季全国研修会

受講会場 会場名 10月21日（水） 10月22日（木） 10月23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 ○ ○ ○

金沢 北陸会研修室
TEL：076-265-6625 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

三多摩 三多摩会事務所
TEL：042-595-8618 ○ ○ ○

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1階「ソネット」
TEL：0263-35-6480 ○ ○ ○

 ※	岡山 ホテルメルパルク岡山2階「蓬莱」
TEL：086-223-8101	（8ページ参照） ○ ○ ○

米子 国際ファミリ－プラザ3階「稲盛ホール」
0859-37-5112 ○ ○ ○

松山 松山済美会館（公益財団法人松山済美会）
TEL：089-958-2727 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

名古屋及び静岡会場では中継いたしません。
※岡山会場について、「岡山商工会議所」から変更となりました。
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岡山会場

会場：ホテルメルパルク岡山 2 階「蓬莱」
住所： 岡山市北区桑田町 1-13
電話番号 ： 086-223-8101

ドン・キホーテ

阿波銀行

環太平洋大学

吉兆庵美術館

 

第２合同庁舎

セブンイレブン
イオンモール

岡山

高島屋

P 

P 

P 

ビックカメラ

 あ
く
ら
通
り 

県
庁
通
り 

桃
太
郎
大
通
り 

市営駅南駐車場

セブンイレブン

後楽園口
（東口）

 

バスターミナル

運動公園口
（西口）

高速バス
ターミナル

駅レンタカー
岡山営業所

岡山駅

喫茶店
「合歓」

岡山県国民健康保険
団体連合会

キムラヤ

柳町1丁目
交差点

メルパルク
専用駐車場

ホテルメルパルク岡山

N

農業共済会館

秋季全国研修会の10月21日（水）、 22日（木）、 23日（金）は以下の会場にて中継を実施いた
します。

他会場については、「CPE レター2020年度保存版（上編）」の案内をご確認ください。
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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
10月28日（水） 13：00 ～ 14：40
税務 	 	ウィズコロナ、ポストコロナの企業経営と税務における対応（仮題）

　新型コロナウイルスの影響で、企業経営は大きな変革を求められています。当面の対応として、緊急経済対策関連の
税制措置による税制の対応と活用を解説し、ポストコロナの経営における留意点を、骨太の方針2020及び税制改正
要望等から読み解き、解説します。

■ 講　師： 荒井　優美子　（公認会計士・税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4002 ■ 履修単位：2

11月2日（月） 10：00 ～ 11：40
税務 	 	令和2年度　税制改正の解説（仮題）

　財務省から担当企画官を講師としてお迎えし、令和2年度税制改正について解説していただきます。

■ 講　師： 吉田　昌司　（財務省主税局総務課企画官） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4002 ■ 履修単位：2

11月2日（月） 15：00 ～ 16：40
税務 	 	消費税軽減税率制度実施後の申告を振り返って

　本研修においては、消費税「軽減税率制度」実施後初めての確定申告実務の状況等や令和5年10月に導入される適格
請求書等保存方式（インボイス制度）の制度内容等について、国税庁の担当者から実務面での対応も含め詳細かつ具体
的にご説明いただく予定です。

■ 講　師： 加藤　博之　（ 国税庁課税部消費税室（兼）消費税軽減税率制度対
応室　課長補佐（総括））

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：2

11月12日（木） 10：00 ～ 11：40
税務 	 	消費税の考え方について 

 ―所得税・法人税との相違点を中心として―

　消費税は、一般間接税たる付加価値税タイプの税であるにもかかわらず、多くの実務家は所得税や法人税の延長と
して理解しがちで、そのために、多くの誤解が生じています。本来は極めてシンプルな税であり、その本質は手続きで
す。ただし、この税には特有の課題があり、これらを理解していることが前提となります。そこで、今回の研修では、下
記の点を中心に説明を行います。
・取引に対する税であることから生ずる課題
・クロスボーダー取引で発生する課題
・非課税が引き起こす課題
・課税売上割合の使用が生み出す課題

■ 講　師： 沼田　博幸　（租税相談員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：2
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CPE研修会のご案内2020年10月号（2020年10月15日発行）

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。

11月19日（木） 10：00 ～ 11：40
税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務 

～公認会計士による徹底解説～（1）
　本年10月に発刊した新書籍「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説」
では、四訂版の内容を全般的に見直し、個別の記載内容の一つ一つを検討するとともに、構成も含めて全面的に改訂を
しました。今回の研修では、各項目のポイントや設例を交え、別表の記載までの一連の流れについて3コマに分けて解
説します。

《目次》
第1編　総論
第2編　勘定科目論点
第3編　個別論点
第4編　令和2年度税制改正対応
付録　災害に関する税制

※�同日開催の「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説～（2）（3）」とは講
義内容が異なります。

■ 講　師：花島　宣勝
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員長）
関口　英二郎
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　副委員長）
半田　公人
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員）

■ 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

11月19日（木） 13：00 ～ 14：40
税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務 

～公認会計士による徹底解説～（2）
　本年10月に発刊した新書籍「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説」
では、四訂版の内容を全般的に見直し、個別の記載内容の一つ一つを検討するとともに、構成も含めて全面的に改訂を
しました。今回の研修では、各項目のポイントや設例を交え、別表の記載までの一連の流れについて3コマに分けて解
説します。

《目次》
第1編　総論
第2編　勘定科目論点
第3編　個別論点
第4編　令和2年度税制改正対応
付録　災害に関する税制

※�同日開催の「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説～（1）（3）」とは講
義内容が異なります。

■ 講　師：花島　宣勝
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員長）
関口　英二郎
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　副委員長）
半田　公人
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員）

■ 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
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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。

11月19日（木） 15：00 ～ 16：40
税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務 

～公認会計士による徹底解説～（3）
　本年10月に発刊した新書籍「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説」
では、四訂版の内容を全般的に見直し、個別の記載内容の一つ一つを検討するとともに、構成も含めて全面的に改訂を
しました。今回の研修では、各項目のポイントや設例を交え、別表の記載までの一連の流れについて3コマに分けて解
説します。

《目次》
第1編　総論
第2編　勘定科目論点
第3編　個別論点
第4編　令和2年度税制改正対応
付録　災害に関する税制

※�同日開催の「令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実務～公認会計士による徹底解説～（1）（2）」とは講
義内容が異なります。

■ 講　師：花島　宣勝
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員長）
関口　英二郎
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　副委員長）
半田　公人
（日本公認会計士協会東京会　税務委員会　出版編纂部会　委員）

■ 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
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FAX 参加申込書
秋季全国研修会

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、7ページの全国会場一覧にてご確認の上、申込欄にご記入ください。

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

10/21
（水）

10：00～11：40 事業承継が困難な中小企業への金融支援 無料
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― 無料

15：00～16：40 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

10/22
（木）

10：00～11：40 税務 	 	非上場株式の評価に関わる会社法と租税法上の論点
整理（仮題） 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　第3回「ROEを超えて」―ソニーの経営
とESGへの取り組み―

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　第4回「ROEを超えて」―投資家が期待
する企業価値とは―

無料

10/23
（金）

10：00～11：40 監査 	 	監査事務所検査結果事例集の公表 無料

13：00～14：40 財務会計の変化：期間損益と企業価値 無料

15：00～16：40
不 正
事 例 	 		公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発
防止策	─不正の芽の察知と機敏な対処として─ 無料
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FAX 参加申込書
秋季全国研修会

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、7ページの全国会場一覧にてご確認の上、申込欄にご記入ください。

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

10/21
（水）

10：00～11：40 事業承継が困難な中小企業への金融支援 無料
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― 無料

15：00～16：40 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

10/22
（木）

10：00～11：40 税務 	 	非上場株式の評価に関わる会社法と租税法上の論点
整理（仮題） 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　第3回「ROEを超えて」―ソニーの経営
とESGへの取り組み―

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　第4回「ROEを超えて」―投資家が期待
する企業価値とは―

無料

10/23
（金）

10：00～11：40 監査 	 	監査事務所検査結果事例集の公表 無料

13：00～14：40 財務会計の変化：期間損益と企業価値 無料

15：00～16：40
不 正
事 例 	 		公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発
防止策	─不正の芽の察知と機敏な対処として─ 無料

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

10/28
（水） 13：00～14：40 税務 	 	ウィズコロナ、ポストコロナの企業経営と税務にお

ける対応（仮題） 無料

11/2
（月）

10：00～11：40 税務 	 	令和2年度　税制改正の解説（仮題） 無料

15：00～16：40 税務 	 	消費税軽減税率制度実施後の申告を振り返って 無料

11/12
（木） 10：00～11：40 税務 	 	消費税の考え方について	

―所得税・法人税との相違点を中心として― 無料

11/19
（木）

10：00～11：40 税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実
務～公認会計士による徹底解説～（1） 無料

13：00～14：40 税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実
務～公認会計士による徹底解説～（2） 無料

15：00～16：40 税務 	 	令和2年度版　最新企業会計と法人税申告調整の実
務～公認会計士による徹底解説～（3） 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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CPE研修会のご案内2020年10月号（2020年10月15日発行）

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）。

10月20日（火） 19：00 ～ 20：40
税務   第29回開業するなら知っておきたい税務実務研修会 

「初めての相続税申告書作成研修」
　平成27年1月1日からの相続税基礎控除縮減の影響により、それ以前と比較し2倍の申告数となりました。そのた
め、相続税申告対応を迫られるケースが非常に増えています。相続税申告は非常に多くの基礎資料から作成していく
ため、開業後、法人顧問・個人顧問の対応に追われる中、相続税申告まで最初から全て対応するのは非常に煩雑となり
ます。本講義では、基礎資料の収集方法、基本的な財産評価方法をお伝えし、開業してまもない会員の方でも相続税申
告書を作成することが可能となるような講義を展開します。

■ 講　師： 木下　勇人　（税務業務支援専門委員会専門委員、公認会計士・税理士） ■ 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

11月2日（月） 13：00 ～ 14：40
税務   第74回税務業務部会研修会 

「会計・税務業務のIT化への対応と未来」
　会計・税務業務において�IT化が進んできていますが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を契機として大きく
進展すると考えられています。
　現状までの会計・税務業務でのIT化の動き、さらに今後予想される動きとしてクラウド会計などの会計処理の自動
化や�ISOにおける会計データの標準化の動きなどをお話しするとともに、テレワークの進展など�IT化が進むことによ
るセキュリティなどのリスクについてもお話しします。

■ 講　師： 中村　元彦　（公認会計士・税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4999 ■ 履修単位：2

11月9日（月） 19：00 ～ 20：40
税務   第30回開業するなら知っておきたい税務実務研修会 

「所得税確定申告の基礎と実務」
　開業するなら知っておきたい税務実務研修会シリーズでは、開業を予定する方や開業間もない方に対して、比較的
基本的な内容について研修を行っています。
　本研修では、個人所得税の確定申告についてその基本的内容・考え方から、実際の確定申告業務の実務について解
説を行ないます。具体的内容としては、所得税の基本的な考え方を基にしながら、申告書を作成する際のお客様とのや
りとりや誤りやすいポイントについて実例に基づいて解説を行うとともに、実際の確定申告を行う際の業務の流れを
具体的事例に即して説明を行う予定です。

■ 講　師： 伊藤　耕一郎　（ 税務業務支援専門委員会専門委員、公認会計士・税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4201 ■ 履修単位：2
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CPE研修会のご案内2020年10月号（2020年10月15日発行）

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。

11月10日（火） 15：00 ～ 16：40
倫理   綱紀監察関連研修会 

「税理士法違反となる行為について」
　国税庁では、税理士の方々が税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を行ってい
ただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当するのかについて分かりやすい形でお示しするため、「税理士法
違反行為Q&A」を作成し、国税庁ホームページに掲載しているところです。本研修では、資料としてこの「税理士法違反
行為Q&A」を使用し、税理士業務を行う公認会計士の方々に、どのような行為が税理士法違反に該当するのかを分かり
やすく説明する予定です。

■ 講　師： 森下　麻友美　（国税庁長官官房総務課課長補佐） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

11月10日（火） 19：00 ～ 20：40
税務   第31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しくみと税目別事故事例及びその防止策」
　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及びその防止
策を検討していきます。

■ 講　師： 齋藤　和助　（税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4001 ■ 履修単位：2

税務業務部会研修会に関するお問合せ
業務本部　中小・ネットワーキンググループ
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。

●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

10月26日（月） 18：20 ～ 21：00
企業価値向上のための原価計算
～原価計算目的を、きちんと達成するためには～

　組織内会計士であれば、管理会計や原価計算、自社の製品やサービスに係る損益について、どのように収益性の良し
悪しを見極めるべきか、損益を管理していくべきか、と一度は考えたことがあるかと思います。会社の限られた資源を
有効活用し、事業を成長させていくためには、原価計算・管理会計の知見を活かす機会にもなるかと思います。
　本講義は、長年、工場現場の経験をお持ちの公認会計士である吉川武文氏より、工場現場での経験をちりばめなが
ら、直面してきた課題、どのように原価計算目的を達成して、企業価値を向上させていくかについて、お話し頂きます。
工場現場の実務経験を踏まえた原価計算をお話し頂ける貴重な機会だと思いますので、ぜひ奮ってご参加ください。

■ 講　師：吉川　武文　（ サンドビック株式会社　カンタールカンパニー工場長、
公認会計士）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：5111 ■ 履修単位：3

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
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第42回研究大会研究発表の募集について

第42回日本公認会計士協会研究大会は、福岡市にて開催される運びとなりました。
今日、持続可能な社会の構築に向けた取組が急速に広がりつつあります。国際的には、 2015年 

9 月の「国連持続可能な開発サミット」における成果文書として、「持続可能な開発目標（SDGs）」
が採択され、 2030年を期限とする17の目標と169のターゲットが掲げられたことが始まりかと思い
ます。

これを受け、国際会計士連盟（IFAC）においては、目標達成に向けて職業会計士が重要な役割
を担えると思われる 8 つの目標を示し、SDGs の貢献に向けた取組が行われています。日本におい
ても、政府は「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し、日本経済団体連合会（経団連）
は Society 5.0 の実現を通じた SDGs の達成を柱として「企業行動憲章」を改定するなど、官民挙
げて SDGs を踏まえた取組が進められています。また、他国に比しても急速に進む人口減少や少
子高齢化、自然災害、インフラの老朽化等、日本が対処すべき社会的課題が議論されており、こ
れらの課題に対する取組も重要となっています。

公認会計士並びに日本公認会計士協会は、法律上・会則上に定められた職責を果たしつつ、「持
続・発展可能な社会を共に築くプロフェッショナルパートナー」として、高度に複雑化・専門化
した課題に対して多面的な観点から最適化を目指す問題解決能力と高い倫理観の発揮が期待され
ています。また、今日においては新型コロナウィルス感染症の拡大により社会全体が甚大な影響
を受けており、新しい生活様式、新常態での生活、企業行動が求められています。しかし、この
ような環境下にあっても、持続可能な社会システム、資本市場を維持・発展させていくために公
認会計士ができること、なすべきことは多岐にわたると考えています。このような背景から、本
研究大会においては、公認会計士が新たな価値を創造するイノベーションの主要な役割を担い、
他の業界や団体との一層の連携を図り、積極的に社会に対してソリューションを提示し、さらに
は日本独自の価値観を世界に発信していくための取組について深く議論したいと考えています。

当地、北部九州は自動車産業のほか IT・ソフトウェア産業も盛んであり、官民挙げたスタート
アップ等の企業育成に特に注力している地域であります。またアジアの玄関口で観光の見どころ
も多く、特に福岡市は国家戦略特別地域に指定され、近年の人口の増加率は全政令指定都市の中
でもトップクラスとなっており、SDGs に向けた産学官の活動や提言も活発になされています。

第42回日本公認会計士協会研究大会福岡大会2021のテーマは「会計士が創る躍動の未来～持続
可能な社会の構築に挑む～」 です。2021年 9 月17日 （金） に令和ゆかりの地であり、 衣食住の最適
ミックスの地でもある福岡で皆さまとお会いできることを楽しみにしております。

 〈メインテーマ〉  会計士が創る躍動の未来～持続可能な社会の構
築に挑む～

 〈開催日〉 2021年9月17日（金）

 〈会　場〉 ヒルトン福岡シーホーク
  （福岡市中央区地行浜 2-2-3）
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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 「会計士が創る躍動の未来～持続可能な社会の構築に挑む～」	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
　2021年2月26日（金）（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42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

域会である北部九州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
　　2021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）
　　　　　　　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp

　（企画運営）継続的専門研修制度協議会・北部九州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41回研究大会）
【研究発表①】

テーマ１
【論文発表】
東証「改善報告書」をもとに会計監査人、監査役、内部監査人がなすべきこ
とを考える

テーマ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）

テーマ３
【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～

テーマ４
【パネルディスカッション】
企業情報開示に関する有用性と信頼性向上に向けた論点（中間報告）～開
示とガバナンスの連動による持続的価値創造サイクル実現に向けて～

【研究発表②】

テーマ１
【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～

テーマ２
【フリーディスカッション】
変わりゆく公認会計士の期待と役割～企業等所属会計士（組織内会計士・
社外役員）と会計監査人との連携で、企業や社会に貢献しよう～

テーマ３ 【論文発表】
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

テーマ４
【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～


