３月 の 研 修 会 開 催 の ご 案 内
開催地

日

時

タ イ ト ル

講

師

実務研修センター
連結財務諸表作成をスムーズに行うため

東京

03 月 06 日(月)

13:00-16:00

の子会社への説明ポイントとデータ収集の

公認会計士 飯塚幸子

ポイント
外形標準課税の留意点と申告書の作成実

東京

03 月 07 日(火)

10:00-17:00

東京

03 月 08 日(水)

10:00-17:00

平成 28 年度決算実務の直前対策

東京

03 月 09 日(木)

10:00-17:00

社会保険実務の徹底対策

東京

03 月 10 日(金)

10:00-17:00

THE 税務調査対処法

東京

03 月 14 日(火)

10:00-17:00

東京

03 月 15 日(水)

10:00-17:00

東京

03 月 16 日(木)

10:00-17:00

東京

03 月 17 日(金)

10:00-17:00

東京

03 月 21 日(火)

10:00-17:00

東京

03 月 22 日(水)

10:00-17:00

東京

03 月 23 日(木)・
03 月 24 日(金)

10:00-17:00

務

総務・経理・営業部門のための法律基礎
知識
平成 29 年度税制改正の解説
新様式の「消費税申告書・付表」、「内訳
書」の作成の仕方
文書事例で学ぶ 印紙税実務の重要ポイ
ント
ビジュアル解説 連結納税申告書の書き
方講座
入門国際税務
別表四、五（一）、五（二）を中心とした法人
税地方税申告書作成実務

公認会計士 平山昇
公認会計士 太田達也
特定社会保険労務士
渡辺葉子
税理士 岸田光正
弁護士 北山昇
税理士 佐々木浩
税理士 小池敏範
税理士 小林幸夫
税理士 佐々木みちよ
PwC 税理士法人 品川克己
税理士 小池敏範

グループ内法人の整理 「清算か合併か」

東京

03 月 27 日(月)

10:00-17:00

選択に関わる税務の取扱いと実務ポイン

税理士 齋藤雅俊

ト

東京

03 月 28 日(火)

10:00-17:00

平成 28 年度決算実務の直前対策

東京

03 月 29 日(水)

10:00-17:00

源泉所得税の実務ポイント

東京

03 月 30 日(木)

10:00-17:00

実践！月次決算書の見方・説明の仕方

公認会計士 和田正次

東京

03 月 10 日(金)

10:00-13:00

図解で学ぶ!! 税効果会計

公認会計士 福田武彦

東京

03 月 10 日(金)

14:00-17:00

演習で学ぶ!! 税効果会計

公認会計士 福田武彦

公認会計士 太田達也
税理士 伊東博之

東京総局

東京

03 月 16 日(木)

10:00-12:00

【Ｍ＆Ａ基礎講座】Ⅰ 組織再編税制

税理士 三浦誠

【Ｍ＆Ａ基礎講座】Ⅱ M&A における税務

東京

03 月 16 日(木)

13:00-15:00

デューデリジェンスと税務ストラクチャリン

税理士 三浦誠

グ
【Ｍ＆Ａ基礎講座】Ⅲ クロスボーダーM&A

東京

03 月 16 日(木)

15:30-17:30

における税務デューデリジェンスと国際税

税理士 三浦誠

務プランニング等

北海道支局
特定社会保険労務士

札幌

03 月 16 日(木)

10:00-13:00

事例から学ぶ「社会保険」の実務入門

札幌

03 月 16 日(木)

14:00-17:00

事例から学ぶ「労基法等」の実務入門

札幌

03 月 17 日(金)

10:00-16:30

札幌

03 月 22 日(水)

10:00-16:30

会社に必要な会計の基礎知識

公認会計士 花木大悟

札幌

03 月 23 日(木)

10:00-16:30

別表から学ぶ法人税実務入門

税理士 齋藤雅俊

03 月 17 日(金)

10:00-16:30

平成 28 年度決算実務の直前対策

03 月 21 日(火)・

13:00-17:00

別表四､五(一)､五(二)を中心とした法人

03 月 22 日(水)

09:30-16:30

税･地方税申告書作成実務

仙台

03 月 23 日(木)

13:30-16:30

仙台

03 月 28 日(火)

10:00-16:30

相続税申告書作成の基礎知識

10:00-16:30

平成 28 年度決算実務の直前対策

「資本的支出と修繕費」の区分判定を中心
とした減価償却の税実務

吉田正敏
特定社会保険労務士
吉田正敏
税理士 山下雄次

東北支局
仙台
仙台

図解でわかる！ 平成 29 年度税制改正の
ポイント

公認会計士 太田達也
税理士 小池敏範
税理士 宮間祐介
税理士 福田浩彦

関東信越支局
大宮

03 月 16 日(木)

公認会計士 太田達也

１日でわかる 法人税申告書の作成ポイン

松本

03 月 17 日(金)

10:00-16:30

ト～別表 1，別表 4，別表 5（一）（二）を中心

公認会計士 伊原健人

に～

大宮

03 月 22 日(水)

10:00-16:30

取引相場のない株式の移転と譲渡価額等
の判定

税理士 土橋令

１日でわかる 法人税申告書の作成ポイン

新潟

03 月 24 日(金)

10:00-16:30

ト～別表 1，別表 4，別表 5（一）（二）を中心

公認会計士 伊原健人

に～

神奈川支局
横浜

03 月 13 日(月)

10:00-16:30

平成２８年度決算実務の直前対策

公認会計士 太田達也

横浜

03 月 21 日(火)

10:00-16:30

横浜

03 月 28 日(火)

13:30-16:30

03 月 09 日(木)

10:00-16:30

【預金を中心に確認する】 贈与事実の認
定とみなし贈与
図解でわかる！ 平成２９年度税制改正の
ポイント

税理士 笹岡宏保
税理士 中島恵子

中部支局
名古屋
名古屋
名古屋
名古屋

03 月 23 日(木)・
03 月 24 日(金)
03 月 28 日(火)・
03 月 29 日(水)

10:00-16:30
10:00-16:30

03 月 30 日(木)

10:00-16:30

03 月 08 日(水)

10:00-16:30

平成２８年度決算実務の直前対策
【非公開裁決事例に学ぶ】土地評価の重
要個別ポイント
法人税申告書の作成実務
100％グループ内「合併・分割」成功のポイ
ント

公認会計士 太田達也
税理士 笹岡宏保
公認会計士 小島興一
税理士 佐々木みちよ

関西総局
大阪
大阪
大阪
大阪

03 月 16 日(木)・
03 月 17 日(金)
03 月 22 日(水)
03 月 28 日(火)・
03 月 29 日(水)

申告書の作成実務を通じた 連結納税制
度のしくみと実務

公認会計士 平山昇

10:00-16:30

法人税申告書の作成実務

公認会計士 小島興一

10:00-16:30

平成２８年度決算実務の直前対策

公認会計士 太田達也

10:30-17:00

土地評価の個別重要５大項目の検証

税理士 笹岡宏保

グループ会社のための会計実務入門

公認会計士 和田裕貴

中国支局
広島

03 月 17 日(金)

10:00-16:30

広島

03 月 22 日(水)

10:00-16:30

岡山

03 月 23 日(木)

10:00-16:30

広島

03 月 24 日(金)

10:00-16:30

広島

03 月 29 日(水)

10:00-16:30

税効果会計と税務申告書の実務

公認会計士 平山昇

福岡

03 月 17 日(金)

10:00-16:30

税効果会計と税務申告書の実務

公認会計士 平山昇

福岡

03 月 24 日(金)

10:00-16:30

平成２８年度 決算実務の直前対策

「国税関係帳簿書類のスキャナ保存･デー
タ保存」導入の完全ガイド
平成 28 年度決算実務の直前対策
オーナーとそのオーナー会社を巡る税務
上の留意点＆処方箋

税理士 袖山喜久造
公認会計士 太田達也
税理士 山下雄次

九州支局

（注）上記の内容は予告なく変更になる場合がございます。
さらに詳しい内容については実務研修会 HP の研修会情報をご覧ください。

公認会計士 太田達也
作成日：2017 年 2 月 1 日

