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CPE研修会のご案内2020年11月号（2020年11月15日発行）� 2020年11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

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

冬季全国 
研修会

12月2日（水）

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.3

調整中※ 2 全国 無料 P.3

退職給付会計の会計方針選択行動（第48回日本公認会計士
協会学術賞）

2 全国 無料 P.3

12月3日（木）

認定経営革新等支援機関向け研修　中小企業支援策の概要 2 全国 無料 P.4

中小企業支援者向け研修―初めてのIT支援 2 全国 無料 P.4

会計の世界史 2 全国 無料 P.4

12月4日（金）

事例から学ぶ「ビジネス視点の不正対策」	～事業会社の永
続的価値創造を支える不正対策を考える～

2 全国 無料 P.5

企業情報開示の充実に向けた最近の動向について 2 全国 無料 P.5

倫理 		最近の職業倫理の動向について 2 全国 無料 P.5

国際委員会
主催研修会

11月26日（木）【世界に飛び出せ！】	世界の宗教と日本の宗教の特徴　
～現代宗教が政治や社会に与える影響～
※	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.8

※調整次第、CPE	ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）において確定情報を掲載予定です。

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。

（次頁に続く）

11月号

本部主催・集合研修会開催予定
2020年11月26日（木）～ 12月4日（金）
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CPE研修会のご案内2020年11月号（2020年11月15日発行）

　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。

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。
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CPE研修会のご案内2020年11月号（2020年11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。

●冬季全国研修会
12月2日、3日、4日全国にL

ラ イ ブ

IVE中継します！
●冬季全国研修会は、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、6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。

12月2日（水）［１限目］10：00〜 11：40
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） 
木下　陽介　（品質管理委員会　レビューアー）

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3101 ■ 履修単位：2

12月2日（水）［２限目］13：00〜 14：40
調整中※

　※調整次第、CPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）において確定情報を掲載予定です。

■ 講　師： 調整中
■ eラーニング化予定：― ■ 研修コード：調整中 ■ 履修単位：2

12月2日（水）［３限目］15：00〜 16：40

退職給付会計の会計方針選択行動 （第48回日本公認会計士協会学術賞）
・経営者による会計方針選択行動の実態を考察することにより、企業内容のディスクロージャーが適正化へと導かれ

るメカニズムを実証的に明らかにします。経営者が裁量的に会計方針を選択できるとしても、どのようにして適正
な水準で会計方針が選択されるのか、その原因と結果の因果関係を考察します。

・経営者による退職給付制度の改定を考察することにより、退職給付会計基準の導入および改定が、経営者行動に与
えたメカニズムを実証的に明らかにすることです。経営者が会計数値の操作を目的として制度改定する場合には、
どのような企業で、また、どのようなタイミングで制度改定が行われるのか、その原因と結果の因果関係を考察しま
す。

・アクチュアリー・レポートから監査上の心証を得なければならないという、退職給付会計監査の特殊性を考えると、
アクチュアリー・レポート上で表現される専門家の客観性は、非常に強固であることが不可欠です。それがアクチュ
アリーの独立性に求められるのか公認会計士監査の実務上の問題点として捉え考察します。

■ 講　師： 野坂　和夫　（野坂公認会計士・税理士事務所　代表、 公認会計士、 米国ニューヨーク州公認会計士、 税理士）
■ eラーニング化予定：確認中 ■ 研修コード：2102 ■ 履修単位：2
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CPE研修会のご案内2020年11月号（2020年11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。

12月3日（木）［１限目］10：00〜 11：40
認定経営革新等支援機関向け研修　中小企業支援策の概要

　中小企業施策調査会では、各地域の中小企業支援の現場で活躍する公認会計士のために、認定支援機関に向けた中
小企業支援制度に関する研修会を今後本部研修会で定期的に開催いたします。本研修は、シリーズ第1回として、「中小
企業支援策の概要」を説明します。

1．中小企業庁の組織概要
2．足下の構造的課題（中小企業の業種、数、経営者の年齢構成、経営課題等の概観）
3． 主な中小企業支援策（事業承継施策、生産性向上促進策、海外展開支援策、経営支援対策の充実、下請け取引の改善、

防災・減災取組支援策　等）
4． 新型コロナウイルスの影響を踏まえた今後の検討の在り方（足下の景況、新型コロナ関連支援策、今後の政策の在

り方）

■ 講　師： 飯田　健太　（経済産業省　中小企業庁　事業環境部部長）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：5125 ■ 履修単位：2

12月3日（木）［２限目］13：00〜 14：40
 中小企業支援者向け研修―初めての IT支援

　中小企業施策調査会では、中小企業支援に役立つ情報等を提供しております。本研修は、コロナ禍における中小企業
のIT化推進支援を目的としており、初めてIT導入を検討する中小企業を支援するに当たって役立つものとして企画い
たしました。
①「政府の支援策」

　中小企業の生産性、中小企業のIT化、設備投資等の現状についてデータに基づいて紹介し、IT活用の重要性と課題
を説明すると共に中小企業の事例を紹介し、更に、種補助金、IT専門家派遣事業等の政府の支援策を説明します。

②「新しい日常における中小企業のデジタル化の展望」
　この数年、中小企業へのITをめぐる政策が大きく変化してきました。更に、コロナ禍におけるテレワークへの対応
で、業務の在り方が劇的に変わり、大幅な生産性向上のチャンスでもあります。しかし、そのためには、中小企業だけ
の努力に任せるのではなく、地域等での連携の取組みが不可欠です。

③「中小企業における情報セキュリティ対策」
　サイバー攻撃手法の巧妙化、悪質化により事業に悪影響を及ぼすリスクもますます高まってきています。最近の
脅威の動向等を紹介し、IPAが公表している「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」をご紹介します。

■ 講　師： 横田　純一　（経済産業省　中小企業庁　経営支援部　技術・経営革新課長）
松島　桂樹　（ 一般社団法人クラウドサービス推進機構理事長、 中小企業庁スマートSME研究会座長、 

公益財団法人ソフトピアジャパン理事長）
横山　尚人　（ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター　企画部中小企業支援グループ　

グループリーダー）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：5125 ■ 履修単位：2

12月3日（木）［３限目］15：00〜 16：40
会計の世界史

　中世イタリアから始まり、オランダ、イギリスを経てアメリカで完成した会計の500年史。それを各時代の名画や音
楽と共に表現した「会計の世界史」（日経BP）は会計書として異例のベストセラーとなり、日本発の会計書として各国
に翻訳されました。本講演では本書の著者が数枚の絵画、各時代の音楽を紹介しながら会計・経営の歴史をお話しし
ます。疫病、貧困、戦争、数々の不幸を乗りこえてきたヨーロッパの歴史。各時代を振り返りながら会計・経営・組織の
源流を探る旅をお楽しみください。

■ 講　師：田中　靖浩　（作家・公認会計士）　
■ eラーニング化予定：確認中 ■ 研修コード：2999 ■ 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。

12月4日（金）［１限目］10：00〜 11：40
事例から学ぶ 「ビジネス視点の不正対策」　～事業会社の永続的価値創造を支える
不正対策を考える～

　不幸にして企業内に不正が起きた場合、不正を調査し、その原因を探り、不正対策を立案、実行するのは、不正対応の
基本であることは言うまでもありません。
　企業の不正対策の目的は企業の永続的価値創造の実現にあります。
　しかし、不正予防と不正早期発見の徹底を追求するあまり、目的である永続的価値創造の実現とは離れた不正対策
が立案されてしまうこともあります。
　本講義に掲げた「ビジネス視点の不正対策」とは、永続的価値創造の実現を支え、かつ、リスク低減と早期発見を可能
にする、目的と方法のバランスの取れた不正対策を目指しています。本講義では、幾つかの開示された調査報告書に基
づき、不正対策の姿を具体的に考えていきます。ただし、組織により目的が異なりますので、対象を事業会社に絞って
検討します。

■ 講　師： 真柳　元　（CFE（公認不正検査士）、 CIA（公認内部監査人）、 CRMA（公認リスク管理監査人））
■ eラーニング化予定：確認中 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2

12月4日（金）［２限目］13：00〜 14：40
企業情報開示の充実に向けた最近の動向について

　経済環境が大きく変化する中、企業価値の向上を実現するためには、企業情報の開示の充実が重要です。
　企業情報の開示は、資本市場の効率的な資源配分を実現するための基本的なインフラであるとともに、投資家と企
業との建設的な対話の促進により、企業の経営の質を高め、企業の持続的な企業価値の向上に繋がるものです。
　金融庁では、企業情報の開示の充実に向けた取組みを進めており、その内容について説明します。

■ 講　師：金融庁担当官
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：2399 ■ 履修単位：2

12月4日（金）［３限目］15：00〜 16：40
倫理  最近の職業倫理の動向について

　本研修会では、最近の職業倫理の動向として、2019年7月に改正された倫理規則等の内容について改めて周知を
するとともに、IESBA（国際会計士倫理基準審議会）における非保証業務の同時提供や報酬に関する規定等の検討状
況について解説します。
　また、「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。

■ 講　師：西田　俊之　（倫理担当常務理事）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2
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本部主催全国研修会会場一覧

冬季全国研修会

受講会場 会場名 12月2日（水） 12月3日（木） 12月4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 サン・ピーチOKAYAMA2階「サニーホール」
TEL：086-225-0631 ○ ○ ○

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。
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FAX 参加申込書
冬季全国研修会

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、6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

12/2
（水）

10：00～11：40 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

視聴会場名

13：00～14：40 調整中※ 無料

15：00～16：40 退職給付会計の会計方針選択行動（第48回日本公認会計士協会学術賞） 無料

12/3
（木）

10：00～11：40 認定経営革新等支援機関向け研修　中小企業支援策の概要 無料

13：00～14：40 中小企業支援者向け研修―初めてのIT支援 無料

15：00～16：40 会計の世界史 無料

12/4
（金）

10：00～11：40 事例から学ぶ「ビジネス視点の不正対策」	～事業会社の永続的価値創造を支える不正対策を考える～ 無料

13：00～14：40 企業情報開示の充実に向けた最近の動向について 無料

15：00～16：40 倫理 	 	最近の職業倫理の動向について 無料

※調整次第、CPE	ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）において確定情報を掲載予定です。
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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●国際委員会主催研修会
【世界に飛び出せ！】 世界の宗教と日本の宗教の特徴　～現代
宗教が政治や社会に与える影響～●
11月26日（木）18：30～ 20：30

【世界に飛び出せ！】 世界の宗教と日本の宗教の特徴　 
～現代宗教が政治や社会に与える影響～

　多様な価値観や歴史観を持つ人たちと文化の違いを超えて、信頼関係を築き、ビジネスを円滑に進めることのでき
る人材の育成は日本全体の課題です。そのような人材を目指すためには、専門技術やビジネススキルだけではなく、歴
史、哲学、宗教、文化を学ぶリベラルアーツをベースとして、物事の本質を見極め、判断ができる能力が必要とされてお
り、例えば、世界の宗教と日本の宗教の違いを学ぶことは、グローバルビジネスの場の異文化理解力を高めます。本研
修では、世界の宗教と日本の宗教の特徴や現状、宗教が政治や社会に与える影響について、ご講義いただきます。

※ 本研修は国際委員会が主催するリベラルアーツ研修で、本年度より【世界に飛び出せ！】というシリーズで開催して
おります。

※ 昨年、リベラルアーツ研修として、2つの研修をしております。2020年度中は、2件をeラーニングで受講できま
すので、是非受講ください。

■ 講　師： 島薗　進　（東京大学名誉教授）

【講師経歴】
　島薗　進　 上智大学大学院実践宗教学研究科委員長、 同グリーフケア研究所所長 

東京大学名誉教授
[専門]
　宗教学
[経歴]
　1948年、東京都生まれ。
　東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。
[著書]
　『国家神道と日本人』（岩波書店）
　『いのちを“つくって”もいいですか』（NHK出版）など多数。

■ 会場： 各自のパソコン環境
でご視聴ください。

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：6999 ■ 履修単位：2

定員：会員・準会員　※100名（先着順）
受付締切：11/20（金）（ただし、申込みが定員に達し次第、締切）
開催方法：Zoomを使用して開催いたしますので、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。
研修のご案内： 受講者へは11/24(火）までに、ZoomURL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Zoomの会議チャットへ出席アンケートページのURLを記載いたしますので、当日の受付

時間内にご回答をいただくことで確認をさせていただきます。（※事前に申込みをいただいていない方への
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。

この他、「リモート研修会の受講に当たっての注意事項」を、CPE ONLINEにてご案内しております。

本研修会に関するお問合せ
国際渉外グループ
TEL ： 03-3515-1130　FAX ： 03-5226-3355
E-mail：international@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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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



12

CPE研修会のご案内2020年11月号（2020年11月15日発行）

＜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～


