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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1月15日発行）� 2021年1月15日発行 （毎月１回発行）

CPE研修会のご案内

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

本部研修会 1月29日（金） 税務 		立法の経緯・趣旨や近時の税務訴訟の判決から考え
る法人税法22条2項・132条や消費税法30条等の解釈

3 東京 無料 P.10

春季全国
 研修会※

2月3日（水）

不動産登記の実務（仮題） 2 全国 無料 P.5

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.5

監査 		農協監査の現状と今後の展望～会計監査人監査の導
入初年度を終えて～

2 全国 無料 P.5

2月4日（木）

税務 	令和3年度　税制改正大綱の解説（仮題） 2 全国 無料 P.6

監査 		監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改正
について（その1）

2 全国 無料 P.6

監査 		監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改正
について（その2）

2 全国 無料 P.6

2月5日（金）

倫理 		公認会計士業務における情報セキュリティ 2 全国 無料 P.7

不 正
事 例 	監査提言集の解説 2 全国 無料 P.7

監査 		監査の品質管理の実務（金融機関に係る改善勧告事項
事例の説明）

1 全国 無料 P.7

※	全国中継と同時に、	リモート研修実施予定。

（次頁に続く）

本部主催・集合研修会開催予定
2021年1月25日（月）～ 2月16日（火）

1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
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1月15日発行）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

D & I 研修会

1月25日（月） テレワーク成功の鍵を考える
（組織内会計士研修会）
※	リモート研修のみのため、公認会計士会館での受講はできません。

2 ― 無料 P.13

1月27日（水）
IPO	&	IR	地方証券取引所の取組みと市場構造について
（組織内会計士研修会）

2 東京 無料 P.14

1月28日（木）
コロナショックから学ぶ経理部門におけるテレワークの現
状と課題～財務経理スタッフの命と健康を守るために～
（組織内会計士研修会）
※	リモート研修のみのため、公認会計士会館での受講はできません。

2 ― 無料 P.15

1月29日（金）
中小型　上場企業の資金調達手法としてのライツオファリ
ング（組織内会計士研修会）

2 東京 無料 P.16

D & I 研修会

2月12日（金）
“会計士の可能性”と“自分らしいキャリア”の探究とは 2 東京 無料 P.18

国際委員会
主催研修会

2月15日（月）【世界に飛び出せ！】ユダヤ人とユダヤ教　～世界に広がる
ユダヤ教の生き方・考え方～
※	リモート研修のみのため、公認会計士会館での受講はできません。

2 ― 無料 P.19

D & I 研修会 2月16日（火）

組織内会計士のためのコーチング入門
（組織内会計士研修会）

2 東京 無料 P.16

監査 		企業の有事に直面する社外役員の心構えと具体的な
取組み（公認会計士社外役員ネットワーク研修会）

2 東京 無料 P.17

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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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1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2021年1月号（2021年1月15日発行）

　新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　CPE 制度は、 1998 年に任意参加方式で始まり、 22 年が経過しました。2002 年に自主規制により義務化し、 
そして、 2004 年に法律 （公認会計士法） により義務化され現在に至っています。我国の多くの専門職において、
このように法律によって研修が義務化されていることは極めてまれなことであり貴重なことと感じております。
　このため、 本会は、 CPE 制度を自主規制の重要な柱として位置付け、 CPE 制度運営に当たって CPE 協議会
及び CPE 推進センターを設置し、 集合研修会の企画、履修結果等の管理、 会員に対しての研修活動の支援を
行っております。
　毎年、会員等の研究成果を発表する等の目的をもって開催している研究大会について、2020 年度は札幌にて
開催する予定でしたが、 新型コロナウイルス感染症への予防に配慮し、 9 月 11 日 （金）に、 研究大会が始まって
以来初めて、会員が自宅等から参加できるオンライン形式により開催しました。「いま、挑戦の時　新技術を
駆使し、 多方面で活躍する公認会計士を目指して」 をメインテーマに、 IFAC 会長の来日に合わせたビデオメッ
セージ上映、矢野剛史氏（経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室長）にご登壇いただいた記念講演の他、
8 テーマの研究発表が行われ、1,603 名の参加者を得て、例年の大会を上回る会員の参加を得ました。一方で、
映像・音声の配信が思うようにいかない場面もあり、大人数におけるオンライン配信の難しさを感じたものの、
全国各地さらには海外にて業務を行っている会員が、どこにいても気軽に参加できるオンラインイベントの優
位性もあらためて認識した大会となりました。今後も工夫を重ね、より良い研究大会を実現して参る所存です。
　本年は、9 月 17 日（金）に「会計士が創る躍動の未来～持続可能な社会の構築に挑む～」をメインテーマに、
福岡県福岡市のヒルトン福岡シーホークで開催する予定です。本年の研究大会は、会員が、「オンライン参加」
と「現地参加」の 2 つの参加方法を選択できる初の大会となる予定です。現在、北部九州会と協力して準備を
進めているところですので、会員の皆様には是非ご参加いただきたくお願い申し上げます。
　最後に、CPE 制度について、ご留意いただきたいことをご案内いたします。会員の皆様には、必須単位数と
して「職業倫理」に関する研修科目 2 単位及び「税務」に関する研修科目 2 単位を履修申告いただいております。
また、法定監査業務に従事する会員は、「監査の品質及び不正リスク対応」に関する研修科目 6 単位及び監査
強化策の一環として、「監査の品質及び不正リスク対応」6 単位のうち 2 単位以上は不正事例研究（研修コード
3192）に該当する研修を履修申告することが義務付けられております。
　また、 「法定監査業務に従事する会員に該当するか否か」を CPE 協議会に報告していただくこととなっており、
その報告が無い場合は、法定監査業務に従事しているとみなされますのでご留意ください。
　新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） の影響を受け、 昨年に続き、 集合研修に関しては定員数を制限して
の開催となる予定ですが、自宅等において受講可能な「リモート研修」もできる限り実施して参りたいと思い
ますので、ご活用いただければ幸いです。
　会員の皆様には、 CPE 制度を十分にご理解いただき、 会員としての義務を達成されますようお願いいたします。
　新春を迎え、 会員の皆様の益々のご活躍を祈念し、 また、 CPE 制度のご理解、 ご支援をお願いして、 年頭の
ご挨拶とさせていただきます。

副会長　柳澤　義一

年頭所感
CPE制度運営について
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1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。

2月3日（水）［１限目］10：00〜 11：40
不動産登記の実務（仮題）

　不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳
簿（登記簿）に記載し、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全
と円滑をはかる役割をはたしています。
　本講義では、不動産登記制度の概要や不動産登記簿（登記事項証明書）の記載事項やその見方、不動産登記をめぐる
近時の動きなどについて説明します。

■ 講　師： 古田　辰美　（法務省民事局民事第二課　法務専門官兼法規係長）
■ eラーニング化予定：無し ■ 研修コード：6299 ■ 履修単位：2

2月3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）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

2月3日（水）［３限目］15：00〜 16：40

監査 	農協監査の現状と今後の展望～会計監査人監査の導入初年度を終えて～
　平成28年4月1日に施行された改正農協法において、貯金量200億円以上の農協及び負債200億円以上の農協連
合会は、平成31年度から会計監査人（公認会計士または監査法人）による監査を受けることとなり、全国で約570の農
協・農協連合会が会計監査人監査の対象となりました。関係者のご協力を持ちまして、全国の農協・農協連合会が会
計監査人監査契約を締結し、コロナ禍を乗り越え、円滑に初年度の監査業務を終えております。
　本講義では、農協組織の概要や監査制度の歴史的変遷、特徴的な会計処理や監査上の取り組みを紹介してまいりま
す。全国各地において公認会計士の活躍の場を広げる一助となるよう、監査現場での工夫など実体験を交えての解説
をしてまいります。

■ 講　師： 大森　一幸　（みのり監査法人　理事長） 
篠塚　仁彰　（同法人　パートナー） 
片岡　平太　（同法人　パートナー） 
柴原　啓司　（同法人　ディレクター） 
山本　康太　（同法人　マネジャー）

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3111 ■ 履修単位：2

●春季全国研修会
2月3日、 4日、 5日全国にL

ライ ブ

IVE中継します！
●春季全国研修会は、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＋15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、	鹿児島）
●会場は、8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。
●リモート研修開催予定：会場にお越しになれない方も、ご自宅等からご参加いただけます。CPE
ONLINEからお申し込みください。
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1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。

2月4日（木）［１限目］10：00〜 11：40
税務 	令和3年度　税制改正大綱の解説（仮題）

　財務省から担当企画官を講師としてお迎えし、令和3年度税制改正大綱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）
■ eラーニング化予定：無し ■ 研修コード：4002 ■ 履修単位：2

2月4日（木）［２限目］13：00〜 14：40
監査 	監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改正について（その1）

　2020年11月6日付けで企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する
意見書」が公表されております。
　監査基準委員会では、当該改訂に対応して、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類に
おけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」等の改正を
行っております。また、内部監査人による監査人の直接補助（ダイレクトアシスタンス）について明確化を図るため、監
査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等の改正を行っております。
　本研修会では、上記の監査基準委員会報告書等の改正を担当した監査基準委員会関係者により、主要な改正点につ
いて解説を行います。

■ 講　師： 御園生　豪洋　（監査基準委員会　OI （Other Information） 起草委員会　起草委員長） 
清水　健太郎　（監査基準委員会　会計上の見積り起草委員会　起草委員長）

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3103 ■ 履修単位：2

2月4日（木）［３限目］15：00〜 16：40

監査 	監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の改正について（その2）
　2020年11月6日付けで企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する
意見書」が公表されております。
　監査基準委員会では、当該改訂に対応して、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚
偽表示リスクの識別と評価」等の見直しを行っております。
　本研修会では、監査基準委員会報告書等の改正を担当している監査基準委員会関係者により、主要な改正点につい
て解説を行います。

■ 講　師： 山中　彰子（監査基準委員会　リスク評価等起草委員会　起草委員長）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3102 ■ 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。

2月5日（金）［１限目］10：00〜 11：40
倫理 	 	公認会計士業務における情報セキュリティ

　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、2020年10月に改正された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」を基に、本改正の変更点も踏まえて解説を行う予定です。

■ 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）
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

2月5日（金）［２限目］13：00〜 14：40
不 正
事 例  	監査提言集の解説

　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。
　今回の春季研修では、期末日近くの取引事例等の掲載事例の解説を行います。

■ 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）

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2

2月5日（金）［３限目］15：00〜 16：00

監査 	監査の品質管理の実務（金融機関に係る改善勧告事項事例の説明）
　事例解説集を基に金融機関に係る改善勧告事項事例を説明し、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： 檜垣　　寛　（品質管理委員会　レビューアー） 
金谷　朋侑　（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：1
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1月15日発行）

春季全国研修会

受講会場 会場名 2月3日（水） 2月4日（木） 2月5（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 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

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。

本部主催全国研修会会場一覧
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茨城会場

会場：茨城県会事務所
住所：水戸市笠原町978-25茨城県開発公社ビル 1階
電話番号 ： 029-297-8270

茨城県会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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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1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。

●本部研修会／東京
1月29日（金） 13：30 ～ 16：30
税務 	 	立法の経緯・趣旨や近時の税務訴訟の判決から考える法人税法22条2項・

132条や消費税法30条等の解釈
　法人税法22条2項・消費税法30条の解釈を巡る判決や法人税法132条の解釈を巡る判決を取り上げ、立法の経緯
や創設の趣旨、改正の趣旨などを踏まえて、これらの規定の解釈について、解説を行います。

■ 講　師：朝長　英樹　（税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ eラーニング化予定：無し ■ 研修コード：4091 ■ 履修単位：3
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1月15日発行）

FAX 参加申込書
春季全国研修会

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、8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

2/3
（水）

10：00～11：40 不動産登記の実務（仮題） 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 		農協監査の現状と今後の展望～会計監査人監査
の導入初年度を終えて～ 無料

2/4
（木）

10：00～11：40 税務 	令和3年度　税制改正大綱の解説（仮題） 無料

13：00～14：40 監査 		監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の
改正について（その1） 無料

15：00～16：40 監査 		監査基準の改訂に伴う監査基準委員会報告書の
改正について（その2） 無料

2/5
（金）

10：00～11：40 倫理 		公認会計士業務における情報セキュリティ 無料

13：00～14：40 不 正
事 例 		監査提言集の解説 無料

15：00～16：00 監査 		監査の品質管理の実務（金融機関に係る改善勧告
事項事例の説明） 無料

※	全国中継と同時に、	リモート研修実施予定。

電子申告会員の方は、CPE	ONLINEからお申込みください。
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1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

1/29
（金） 13：30～16：30 税務 	 	立法の経緯・趣旨や近時の税務訴訟の判決から考える

法人税法22条２項・132条や消費税法30条等の解釈 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

※  参加料のお支払い方法には、 クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、 当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、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。
郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。

※  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。

【お電話でのお問合せ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

電子申告会員の方は、CPE	ONLINEからお申込みください。
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CPE研修会のご案内2021年1月号（2021年1月15日発行）

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。

1月25日（月） 18：30 ～ 20：30
テレワーク成功の鍵を考える

　「テレワークスタイルのつくりかた」https://creativeshift.co.jp/product/2883/　は、すでにテレワークを導
入し、成果を挙げている企業の事例から抽出したより良いテレワークをデザイン・実現していくための考え方のヒン
ト集としてまとめられたものです。
　この調査・編集を手掛けた株式会社クリエイティブ・シフトのご担当者を講師に迎え、テレワークの既導入企業へ
のインタビューや調査を通して導き出された成功の鍵となるポイント、実際に現場で直面した課題や企業がどのよう
に課題に対応してきたか、など、先行事例を共有頂きながら解説して頂きます。事例の共有に加え、参加者の皆様の自
社でのテレワークの事例に照らしながら新しい働き方について考えていける講義を予定しています。
　なお、当日の資料となる「テレワークスタイルのつくりかた」は以下サイトにて無料でダウンロードできます。事前
に印刷し、お手元にご準備いただくことをお勧めいたします。（必須ではありません）
https://creativeshift.co.jp/product/2883/

【内　容】　〈スキル領域：テクニカルスキル〉
（前半）
・クリエイティブシフトの紹介、パターンラングエッジとは
・�テレワークスタイルのつくり方で紹介している27のヒントについて事例となった企業の例なども触れながら解説
・いくつかのトピックについて参加者の自社の事例などについて共有
（後半）
・自社のテレワークの課題確認、改善するための「テレワークスタイルのつくりかた」の活用のしかた
・Q�&�A

　「リモート研修会」に関するご案内は、CPE�ONLINEにてご案内しております。

■ 講　師： 正井　美穂　（株式会社クリエイティブシフト） 
阿部　有里　（株式会社クリエイティブシフト）

■ 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：5116 ■ 履修単位：2

  ※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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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

1月27日（水） 19：00 ～ 21：00
IPO	&	IR	地方証券取引所の取組みと市場構造について

　我が国では、1949年から各地域において証券取引法による証券会員制法人証券取引所が設立され、1951年よ
り証券取引法に基づく公認会計士による上場企業の監査が開始され、2000年から広島証券取引所、新潟証券取引所、
京都証券取引所の再編が始まり、2013年に大阪証券取引所が東京証券取引所グループと統合したことにより、現在
では、「株式会社」として、日本取引所、名古屋証券取引所、「証券会員制法人」として札幌証券取引所、福岡証券取引所の
大きく4つのグループ取引所が存在します。
　ベンチャーキャピタルの台頭により、スタートアップ企業へのリスクマネー供給の裾野は広がり、中長期ではIPO社
数の増加が見込まれますが、監査法人や主幹事証券会社等のステークホルダーは働き方改革も相まってリソースが限
られているとも言われている一方、地方証券取引所のIPOは減少傾向にあります。また、スタートアップ企業数の増加
に伴い、CFO人材の不足も現実味を帯びつつあり、CGコードを中心とした社外役員への期待も資本コスト開示や機
関投資家との対話など新しい形が求められ始めています。
　IPO後の環境として、従来の「成長戦略」ではSS・CGコードを通じた機関投資家と上場企業間の「中長期的な視点に
立った建設的な対話」が期待されてきた一方、機関投資家が投資しづらい時価総額・出来高の中小型銘柄も存在し、限
られたリソースでIRを実施している上場企業も存在します。
　そのような中、資本市場の入り口としてのIPO市場及び上場後IRを振り返る機会として、地方取引所における①IPO
準備企業への支援、②単独上場、ステップアップ～重複上場、各市場の上場要件などの比較、③上場後IR支援、④市場構
造につき解説頂く機会を設けました。
　IPOやIRに関わるCFO・社外役員の会員に限らず、投資家保護を使命とする会員の皆様に証券取引所制度を理解頂
く契機となれば幸いです。

【内　容】　〈スキル領域：テクニカルスキル〉
第一部：札幌証券取引所の取組み
第二部：名古屋証券取引所の取組み
第三部：福岡証券取引所の取組み

■ 講　師： 湯浅　祐一郎　（証券会員制法人　札幌証券取引所　上場推進部長） 
伊藤　和仁　（株式会社　名古屋証券取引所　営業推進グループ長　部長） 
 福本　達　（証券会員制法人　福岡証券取引所　営業部長）

■ 会場：公認会計士会館

■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：6402 ■ 履修単位：2
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お申込みはCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

1月28日（木） 18：30 ～ 20：30
コロナショックから学ぶ経理部門におけるテレワークの現状	
と課題～財務経理スタッフの命と健康を守るために～

　新型コロナウイルスの感染拡大で、4月には緊急事態宣言が発令され、経理業務も少なからず影響を受けました。特
に4月は、3月期決算企業の決算作業の真っ最中という、最悪のタイミングだったと言えるでしょう。
　一般社団法人日本CFO協会の調査でも、出社自粛の要請の中、身の危険と恐怖を感じながら、出社して作業をせざる
を得ない実態が浮き彫りになりました。他の部署がほとんど出社しない状況で、財務経理部門だけが出社して決算作
業をしなければならない原因は何だったのか。原因は一つではなく、また一つひとつがやっかいなものばかりです。し
たがって、単純な対応では、円滑なテレワークの導入はできないことがわかります。
　本セミナーでは、財務経理部門でテレワークが円滑にはできない、様々な原因を整理して、その原因ごとに対応方
法や考え方を解説します。最新のIT知識を生かす、組織と業務フローの変革など、財務経理部門に“円滑で快適な”テレ
ワークが根付くためのヒントになるでしょう。

【内　容】　〈スキル領域：テクニカルスキル〉
　1．CFO協会の調査でわかった満足なテレワークができない原因
　2．紙文化：「紙」の種類と電子化の手段
　　（1）　「紙」の種類と電子化の手段：「紙」を「電子データの写真」に変えていく
　　（2）　「電子データの写真」から「文字データ」への変換
　　（3）　電子化を阻む「配達物」：その種類と対策
　3．ハンコ文化：押印（ハンコ）が必要な文書の種類と対策
　4．対面を要する業務と対応方法
　　（1）　社員への小口現金供与
　　（2）　銀行や役所での業務
　　（3）　会社への来客対応など
　5．システム関連の課題と対応
　　（1）　システムの保有形態（自社保有かクラウドか）
　　（2）　システムの利用環境
　　（3）　テレワークでのRPA（ロボティクス）利用上のコワザ
　6．その他
　　自宅での発生コスト、作業場所の確保、就業規則、業務人事評価、社員教育、属人化

　「リモート研修会」に関するご案内は、CPE�ONLINEにてご案内しております。

■ 講　師：中田　清穂　
　　　　　 （・ 日本公認会計士協会組織内会計士協議会「研修企画専門委員会」　専門委員
  ・日本公認会計士協会IT委員会「未来の監査専門委員会」　専門委員
  ・一般社団法人日本CFO協会　主任研究委員
  ・有限会社ナレッジネットワーク　代表取締役社長）

■ 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：5116 ■ 履修単位：2

  ※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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1月29日（金） 19：00 ～ 21：00
中小型　上場企業の資金調達手法としてのライツオファリング

　我が国では現在、全上場会社約3,800社のうち、時価総額1,000億以下の小型株の社数が6-7割を占め、中型株を
含めると8割近くを占めている一方、出来高や流動性の乏しさ等から資金調達量やコストに一定のハードルがあると
言われています。
　そのようなハードルに対し、ライツオファリング（新株予約権無償割当）の潜在可能性を著書等で提唱し、自ら取締
役CFOとして調達経験がある細谷氏をお招きし、研修会を企画しました。上場企業の取締役CFOから資金調達の実例
と共に解説頂く研修機会は少なく、一般的な公募増資や第三者割当ではない、ライツオファリングという調達手法を
中心に解説頂きます。
　著書「資金調達の“壁"を打ち破るライツ・オファリングメソッド」（日経BP刊）を中心に、中小型銘柄の限られた環境
や背景と共に解説頂くことで、会員の資金調達や時価総額への見識を深める機会となれば幸いです。

■ 講　師：細谷　佳津年　（株式会社ADワークスグループ　常務取締役CFO） ■ 会場：公認会計士会館
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：5105 ■ 履修単位：2

2月16日（火） 18：30 ～ 20：30
組織内会計士のためのコーチング入門

　コーチングは企業を取り巻く環境変化が著しい昨今、自律型の人材育成に有用な手法として注目を浴びています。
コロナ禍でのリモートワーク、働き方改革、ダイバーシティ等、現場の人材マネジメントに悩みを抱える組織内会計士
にとって、コーチングスキルを身に着けることは解決の一歩になるのではないでしょうか。
　そこで本講義では、組織内会計士の皆さまがコーチングの主なスキルやステップを知るだけでなく、明日からの実
践に役立てられることをゴールとして、生講義とともにデモ、ペアワークも取り入れます。短い2時間ですが、コーチン
グのエッセンスを盛り込んだ内容となっています。
　講師には、商社、生命保険会社、銀行にてセールス、セールスマネージャー、役員など歴任され、現在はビジネスコー
チのプロとして、企業のエグゼクティブ、ミドルマネージャーを中心にコーチングや組織開発コンサルティング等、幅
広くご活躍でいらっしゃる株式会社リバース・フロウ�代表取締役�清原豪士氏にお越しいただきます。ぜひ奮ってご
参加ください。

【内　容】　〈スキル領域：ピープルスキル〉
　組織内会計士が自身の所属する組織のパフォーマンスを上げるためには、メンバー一人ひとりが能力を最大限に発
揮できるように、その能力を引き出すコーチングが有用です。
　基本的なコーチングマインドとスキルセットを修得するための講義を企画します。
　1．リーダーとコーチングの関係性
　2．コーチングを理解する
　3．コーチングスキルを学ぶ
　4．コーチングを実践する

■ 講　師：清原　豪士　（ 株式会社リバース・フロウ　代表取締役、 
エグゼクティブコーチ　組織開発コンサルタント）

■ 会場：公認会計士会館

■ eラーニング化予定：有り ■ 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
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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。

2月16日（火） 13：00 ～ 15：00
監査 	企業の有事に直面する社外役員の心構えと具体的な取組み

　公認会計士社外役員ネットワーク研修会では、社外役員に就任している会員に限らず、今後就任予定の会員の方に、
公認会計士社外役員に必要と考えられる知識を習得してもらうことを目的とした研修会を開催しています。
　新型コロナウイルス対応を端緒とした企業活動の新常態、さらに官民が推進する企業統治改革の深化が進む中で、
従来とは比較にならないほど上場会社の社外役員（社外取締役、社外監査役）は「有事」に直面する機会が増えていま
す。
　過去の裁判例をみると、社外役員の法的責任が追及され、その結果として責任が認められるのは「有事」の不適切な
職務活動です。のみならず、たとえ敗訴とならずとも、提訴されるリスクが高まることも事実です。
　では、社外役員にはどういった「有事」があり、その「有事」にはどのような心構えで臨むべきなのか、具体的な事例を
ご紹介しながら解説をしたいと思います。

■ 講　師：山口　利昭　（弁護士） ■ 会場：公認会計士会館
■ eラーニング化予定：有り ■ 研修コード：3102 ■ 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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●D & I 研修会●
2月12日（金） 13：30 ～ 15：10
“会計士の可能性”と“自分らしいキャリア”の探究とは

　真に充実した人生を送りたいと願いつつ、自分の強みが何か、やりたいことは何か、多くの人はぼんやりとしか理解
できていません。やりたいこと・できること・求められることを近づけるために、果たしてどんなアプローチがある
のか。
　私の様々なセクターでの七転八倒経験をシェアすることで、自身の軸の作り方、会計士の強みや弱み、活躍のフィー
ルドや可能性をご提示したいと思います。ロールモデルではなく、あくまでも１つのサンプルとして、キャリアの探究
にお役立ていただけたら嬉しい限りです。

■ 講　師：米田　惠美　（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：5499 ■ 履修単位：2

【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、会場での受講に制限を設けさせていただく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、あらかじめご了承ください。
・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
とをあらかじめご了承ください）

 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いただくためには、インターネット接続が可能で以下の要件を満たすが必要です。

・推奨のWebブラウザから参加いただくこと
  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）
  　・Internet Explorer （Microsoft Teams未対応につき、ご参加いただけません。）

【ご案内】
受付締切：2/8（月） （ただし、定員に達し次第受付終了）
※ 参加者にのみアクセス情報及び操作方法などをCPE ONLINEへご登録のメールアドレス宛に2/10（水）を目途にご案内
します。

上記研修会に関するお問合せ
中小・ネットワーキンググループ
E-mail：dikenshu-info@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！】 ユダヤ人とユダヤ教　～世界に広がる 
ユダヤ教の生き方・考え方～
2月15日（月） 18：30 ～ 20：30
【世界に飛び出せ！】 ユダヤ人とユダヤ教　
～世界に広がるユダヤ教の生き方・考え方～

　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ある。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た物事の本質を見極め、判断ができる能力が必要とされて
いる。本研修では、金融業界（会計士含む）で信仰者の多いユダヤ教について、歴史的背景や他宗教との比較、ユダヤ人
の生き方・考え方をご講義いただきます。

※�国際委員会では、リベラルアーツ研修を定期的に開催しております。過去に実施した研修もeラーニングで是非ご受
講ください。
　（2021/3/31まで受講可能）
●�『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～』（教材コード：
E090430）
●�『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～』（教材コード：E090440）
　（2022/3/31まで受講可能）
●『【世界に飛び出せ！】 なるほど！ザ・日本文化』（教材コード：E090490）
●�『【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～』（教材コード：�
E060820）

■ 講　師： 市川　裕　（東京大学名誉教授）
【講師経歴】
　市川 裕　東京大学名誉教授
[専門]
　宗教史学・ユダヤ教
[経歴]
1976年東京大学法学部卒業。1986年東京大学大学院人文科学研究科宗教学・宗
教史学専門課程博士課程単位取得退学。1986年筑波大学哲学・思想学系文部技官、
同講師を経て1991年東京大学文学部助教授。2004年東京大学大学院人文社会系
研究科教授。2019年定年退職し、現在、東京大学名誉教授。
[著書］
　『ユダヤ教の歴史』山川出版社、2009年
　『ユダヤ人とユダヤ教』岩波書店、2019年

■ 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　※200名（先着順）
受付締切：2/9（火）（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2/10（水）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
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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～
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CPE 研修カード再発行等手数料の取扱い

CPE研修カード再発行等の手数料の取扱いについて

継続的専門研修制度協議会

　会員・準会員から研修カード、期中履修状況、事業年度ごとの履修結果の通知文書再発
行の申請があった場合は下記のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。

記

１．CPE研修カード再発行の手数料
　　継続的専門研修制度に関する細則（以下「CPE細則」という。）第46条第４項の規定
に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円（税込）を徴収します。

２．期中履修状況に係る連絡文書再発行の手数料
　　CPE細則第27条第３項の規定に基づき、 再発行の手数料として１通当たり1,000円
（税込）を徴収します。

３．履修結果の通知文書再発行の手数料
　　CPE細則第29条第４項の規定に基づき、 再発行の手数料として１通当たり1,000円
（税込）を徴収します。

 以　上


