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CPE研修会のご案内2020年12月号（2020年12月15日発行）� 2020年12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

新春全国 
研修会

1月18日（月）

倫理 		「CPE	（継続的専門研修制度）：持続可能な公認会計士
制度のために」及び	 不 正

事 例（テーマ調整中）で調整中※
2 全国 無料 P.4

2 全国 無料 P.4

税務 	令和2年分　所得税の確定申告（仮題） 2 全国 無料 P.4

※	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。
　全国中継と同時に、	リモート研修実施予定。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

公会計協議会
セミナー

1月21日（木）
公会計協議会主催セミナー	
「行政・議会で活躍する公認会計士」

3 東京 無料 P.7

公認会計士会館での開催と同時に、リモート研修実施予定。

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）

12月号

本部主催・集合研修会開催予定
2021年1月18日（月）～ 1月21日（木）
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CPE研修会のご案内2020年12月号（2020年12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。

集合研修	CD-ROM/e ラーニングのご案内
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CPE研修会のご案内2020年12月号（2020年12月15日発行）

■年末年始の CPE 関係業務について
　年末年始 CPE 関係業務は次のとおりです。
　ご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

＜事務局の業務＞
　・年末　12月28日（月）午後 5 時まで
　・年始　１月 5 日（火）午前 9 時から

＜ FAX申告の「CPE随時申告書受信のお知らせ」の送信＞
　・ 12月23日（水）までの受信：12月28日（月）までに送信
　・ 12月24日（木）以降の受信：1 月12日（火）以降に順次送信

＜電子申告の利用開始登録について＞
　電子申告システムは毎日24時間稼働しております。ただし、新規に電子申告利用を開始される場合は、
本登録（利用開始登録）が完了するまで次の期間を要します。
　・ 12月25日（金）正午までに利用開始登録をした場合 ：12月25日（金）中に本登録完了
　・ 12月25日（金）正午以降に利用開始登録をした場合：1 月12日（火）に本登録完了

＜集合研修CD-ROMの発送について＞
　・ 12月22日（火）正午までのご注文 ：12月23日（水）に発送
　・ 12月22日（火）正午以降のご注文：1 月13日（水）より順次発送
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CPE研修会のご案内2020年12月号（2020年12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。

●新春全国研修会
1月18日全国にL

ラ イ ブ

IVE中継します！
●新春全国研修会は、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、 茨城、 三多摩、 山梨、 松本、 岡山、 

米子、 松山、 徳島、 長崎）
●会場は、5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。

1月18日（月）	10：00〜 11：40	又は	13：00〜 14：40
倫理   CPE（継続的専門研修制度）：持続可能な公認会計士制度のために

　CPEの制度は、公認会計士個人の資質の維持・向上を促すだけでなく、社会に資質を担保し、公認会計士資格への信
頼性を高め、公認会計士を持続可能な職業資格にするために不可欠な制度です。法で求められているからではなく、あ
なた自身と公認会計士業界を守るために、CPEの重要性を、今一度、見直してください。

■ 講　師： 山浦　久司　（日本公認会計士協会理事）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

1月18日（月）	10：00〜 11：40	又は	13：00〜 14：40
不 正
事 例   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：確認中 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2

1月18日（月）［３限目］15：00〜 16：40

税務 	令和２年分　所得税の確定申告（仮題）
　本研修では、平成30年、令和元年及び令和2年の税制改正で令和２年から適用されるもののうち、特に確定申告時に
留意すべき事項について解説します。

■ 講　師： 伊倉　博　（租税相談員）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：4201 ■ 履修単位：2

1限目・2限目に
ついては調整中

１限目、２限目について、	調整次第、	CPE	ONLINEにてご案内いたします。
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CPE研修会のご案内2020年12月号（2020年12月15日発行）

本部主催全国研修会会場一覧

新春全国研修会

受講会場 会場名 1月18日（月）

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 ○

茨城 茨城県会事務所
TEL：029-297-8270 ○

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 ○

名古屋、	静岡及び鹿児島会場では中継いたしません。
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FAX 参加申込書
新春全国研修会

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、5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

1/18
（月）

10：00～11：40 倫理 	 	「CPE（継続的専門研修制度）：持続可能な公認
会計士制度のために」及び	 不 正

事 例（テーマ調整中）で
調整中※

無料
視聴会場名

13：00～14：40 無料

15：00～16：40 税務 	 	令和２年分　所得税の確定申告（仮題） 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。
　全国中継と同時に、	リモート研修実施予定。
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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

FAX 参加申込書
新春全国研修会

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、5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

1/18
（月）

10：00～11：40 倫理 	 	「CPE（継続的専門研修制度）：持続可能な公認
会計士制度のために」及び	 不 正

事 例（テーマ調整中）で
調整中※

無料
視聴会場名

13：00～14：40 無料

15：00～16：40 税務 	 	令和２年分　所得税の確定申告（仮題） 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。
　全国中継と同時に、	リモート研修実施予定。

●公会計協議会研修会について●
1月21日（木）14：00～ 17：00
公会計協議会主催セミナー

「行政・議会で活躍する公認会計士」
　社会保障費の増大や公共施設・インフラ資産の老朽化等、難題に直面する国・地方公共団体の現場において、公認
会計士が現場の当事者として活躍するケースが増えています。
　今年度の公会計協議会セミナーでは、省庁、国会、地方公共団体、地方議会で活躍する公認会計士の方々をパネリス
トにお迎えし、公認会計士という資格の特性が持つ公的機関における業務への役立ちや課題、今後の展望などについ
て、各パネリストの貴重なご経験を交えながらご議論いただきます。

■ 講　師：
　 パネリスト（予定）：
　　 園田　雅宏（財務省主計局法規課公会計室長／公認会計士）
　　 竹谷とし子（参議院議員／公認会計士）
　　 森　　智広（四日市市長／公認会計士）
　　 吉田みきと（前・いわき市議会議員／公認会計士）
　 コーディネーター：
　　 川口　雅也（日本公認会計士協会公会計担当研究員／公認会計士）

■ 会場： 公認会計士会館又は各自
のパソコン環境でご視聴
ください。 

■ eラーニング化予定：無し ■ 研修コード：5402 ■ 履修単位：3

【公認会計士会館での受講を希望されている方へのお願い】
　今後開催日までに、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、国又は地方公共団体からイベントの自粛要請等が発令された場
合には、オンライン視聴への切り替えをお願いする可能性がございます。

【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出来ます。
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）。

・受講者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。
・資料は後日お送りをさせていただきますので、事前にダウンロードを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あら

かじめご了承ください）
2. 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。
　当日はZoomウェビナーの使用を予定しており、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。
　また、技術的な都合により、配信方法がYouTubeに変更になる場合がございます。その場合は、別途お知らせさせていただきます。
⑴　Zoom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://zoom.us/download
⑵　Webブラウザから参加
　　推奨ブラウザは以下のとおりです（その他のブラウザでは機能が制限される場合があります。） 
　　・Google Chrome
　　・Microsoft Edge
　　・Mozilla Firefox

【ご案内】
リモート研修に関する定員：500名（公認会計士会館での参加は100名）
受付締切：1/15（金）（ただし、申込みが定員に達し次第受付締切）
　リモート研修受講者へは1/19（火）を目途に、視聴用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。

公会計協議会に関するお問合せ
業務本部　非営利グループ
TEL ： 03-3515-1129　E-mail ：hieirikaikei@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 ●

【G023900】　	【夏季全国研修会】 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	 （2020年	8月18日開催）

講　師：波多野　伸治　（収益認識課題検討専門委員会　専門委員長）
	 川西　昌博　（収益認識対応専門委員会　専門委員長）
　2020年3月27日開催の第428回企業会計基準委員会において、改正企業会計
基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第30
号「収益認識に関する会計基準の適用指針」（以下合わせて「本会計基準等」と
いう。）が公表議決され、31日に公表されました。
・ 本会計基準等は2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期

首から適用されます。適用時期が近付いていることから、当研修では改めて
会計処理に関する一般的な論点に関し、基準の概要と適用に当たっての留
意事項について解説を行います。

・ 2020年3月に改正された内容は本会計基準等が適用される場合の表示や注
記事項を定めたものです。当研修では改正内容の概要と適用に当たっての
留意事項について解説を行います。

研修コード：2101
履修単位：2
販売価格：1,500

【G023910】　【夏季全国研修会】 地方公会計に関する現状と課題について	 （2020年8月18日開催）

講　師：鳥居　祐輔　（総務省自治財政局財務調査課課長補佐）
　地方公会計に関しては、2014年に公表された総務省の「今後の新地方公会
計の推進に関する研究会報告書」において、固定資産台帳と複式簿記の導入を
前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示され、全ての地方公共
団体が同じ基準によって財務書類を作成し、予算編成などに積極的に活用す
るように求められています。
　地方公会計の活用の方法については、総務省において累次にわたり研究会
が開催され、検討が進められています。
　本研修では地方公会計を所管する総務省の担当官をお招きし、「地方公会計
の推進に関する研究会（令和元年度）報告書」の内容を中心に、地方公会計の現
状及び課題について、解説いただきます。

研修コード：2109
履修単位：2
販売価格：1,500
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【G060740】　	【夏季全国研修会】 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～	 （2020年8月18日開催）

講　師：岩田　宜子　（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社　代表取締役）
　経理部門に所属している事業会社勤務の会計士にとって、IRの部署は近い
存在ではありますが、実際のIR業務に携わる機会がこれまでなかった会計士
も多くいると思われます。 
　数値を作る経理部門の会計士であっても、その先にいる投資家、特に機関投
資家の視点を十分に理解しておくことは非常に意味があり、IR活動と財務数
値の関係性、投資家目線で意識すべき数値は何か、今後の開示はどのようにあ
るべきかを考える機会としていただきたいと思います。 
　本講義前半では、機関投資家の昨今の動向、機関投資家との対話の実際、
コーポレートガバナンスコードによる影響、中期経営計画に対する投資家の
期待とギャップ等につきご講義いただきます。 
　本講義後半では、決算説明会の実務として、事前準備や本番の進行のポイン
ト、最近の動向（フェアディスクロージャールールの影響等）、証券会社やアナ
リストとの対話の実務、海外企業と日本企業の決算説明会の違い等につきご
講義いただきます。 

研修コード：6999
履修単位：2
販売価格：1,500

【G034680】　	【夏季全国研修会】 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	 （2020年8月19日開催）

講　師：松田　玲子　（品質管理委員会　主席レビューアー）
　2019年度の品質管理レビューの結果及び2020年度の品質管理レビューの方
針を説明します。
　協会の自主規制としての品質管理レビュー制度について、 2020年度の改正
を中心に説明を行った後、 2020年度の品質管理レビューの方針及び品質管理
レビュー実務の変更点を中心に説明し、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、運用すべきかについての参考に供します。

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

研修コード：3101
履修単位：2
販売価格：1,500

【G034690】　	【夏季全国研修会】 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）
	 （2020年8月19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。

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

【G034700】　【夏季全国研修会】 監査提言集の解説	 （2020年8月19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。
　今回の夏季研修では、新たに掲載した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、不正事例研究

研修コード：3192
履修単位：2
販売価格：1,500
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【G034710】　監査人のためのIT研修会　ITリスク評価に関するアップデート研修
	 （2020年8月24日開催）

講　師：奥田　達久　（公認会計士）
　本研修においては、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」に関連して、アップデートすべきIT関連の実務指針や研
究報告、ITに関連する品質管理レビュー結果などの指摘事項、IT環境の動向
を説明する予定です。

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

【G034720】　監査人のためのIT研修会　外部委託先の監査における留意事項及び評価方法
	 （2020年8月24日開催）

講　師：齋藤　貴祐
1. 外部委託に関する状況

・外部委託先の監査の現状
・外部委託の動向
・ITアウトソーシングの形態

2. 外部委託先の監査に係る制度概要
・監査基準委員会報告書402 「業務を委託している企業の監査上の考慮事

項」
・保証報告書の利用スキーム
・監査・保証実務委員会 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」
3. 保証実3402 報告書利用時の検討事項

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

【G034730】　監査人のためのIT研修会　不正リスク対応	 （2020年8月24日開催）

講　師：小池　聖一・パウロ　	（公認会計士、公認情報システム監査人、公認
不正検査士、公認内部監査人）

　昨今のデジタル化、情報システム化が進む監査環境において、ITのリスク
を識別することが重要となっています。
　監査・保証実務委員会研究報告第32号「内部統制報告制度の運用の実効性
の確保について」を参考にしつつ、実際の不正事例を交え、IT統制を含む内部
等絵師報告制度の運用状況に関する留意点を学習します。 

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：3193
履修単位：2
販売価格：1,500
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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。
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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～


