４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
経理知識ゼロベースから学ぶ 経理にか

東京

04 月 11 日(火)

10:00-17:00

東京

04 月 11 日(火)

13:00-15:00

東京

04 月 11 日(火)

15:30-17:30

公益法人等の消費税

東京

04 月 12 日(水)

13:30-17:00

事業承継の基礎

税理士 青木治雄

東京

04 月 13 日(木)

10:00-17:00

資産税の国際化対応実務

税理士 早河英太

04 月 13 日(木)～

14:45-17:00,

07 月 27 日(木)

18:15-20:30

東京

04 月 14 日(金)

10:00-17:00

会社解散・清算と税務手続

東京

04 月 17 日(月)

10:00-17:00

消費税の初歩

東京

04 月 18 日(火)

10:00-17:00

簿記と決算書の基礎知識

東京

04 月 19 日(水)

10:00-17:00

会計と税務の乖離問題と実務対応

東京

04 月 20 日(木)

10:00-17:00

会社税務の基礎知識

東京

04 月 21 日(金)

14:00-17:00

東京

04 月 25 日(火)

10:00-17:00

04 月 07 日(金)

10:00-16:30

東京

かわる必須の周辺知識
普通法人との相違点で理解する非営利団
体の有利な選択と税務（法人税）・会計

法人税基礎講座

図解でわかる 「平成 29 年度税制改正の
ポイント」
タックスヘイブン対策税制の改正ポイントと
実務対応ポイント

公認会計士 田中秀雄
公認会計士 都井清史
公認会計士 都井清史

税理士 森下治
公認会計士 平山昇
税理士 渡辺章
税理士 田口良一
公認会計士 太田達也
税理士 田口良一
税理士 佐々木みちよ
ＰｗＣ税理士法人 品川克己

東京総局
東京

【平成 29 年以降 大きく変わる】評価通達
の論点と改正項目の確認

税理士 笹岡宏保

北海道支局
札幌

04 月 20 日(木)

13:00-16:00

札幌

04 月 21 日(金)

10:00-16:30

04 月 03 日(月)

10:00-16:30

【３時間で学ぶ!!】平成 29 年度税制改正の
ポイント
税法の知識だけではうまくいかない
相続・事業承継における事前対策

税理士 島添浩
税理士 島添浩

東北支局
青森

平成 28 年度決算実務のチェックと役員給
与・役員退職金の実務ポイント

公認会計士 太田達也

中堅企業と税理士のための国際税務の基

仙台

04 月 12 日(水)

13:30-16:30

仙台

04 月 14 日(金)

10:00-16:30

基礎から学ぶ経理の実務

税理士 田口良一

仙台

04 月 18 日(火)

10:00-16:30

会社に必要な消費税の基礎知識

税理士 石井幸子

礎知識

税理士 牧野好孝

関東信越支局
大宮

04 月 18 日(火)

10:00-16:30

大宮

04 月 19 日(水)

10:00-16:30

平成 29 年度改正後の相続税・贈与税の実
務と対策
簿記と決算書の基礎知識

税理士 与良秀雄
税理士 田口良一

神奈川支局
横浜

【平成 29 年以降 大きく変わる】 評価通達

04 月 10 日(月)

10:00-16:30

名古屋

04 月 05 日(水)

13:00-16:30

名古屋

04 月 06 日(木)

10:00-16:30

名古屋

04 月 14 日(金)

10:00-16:30

名古屋

04 月 25 日(火)

10:00-16:30

基礎から学ぶ経理の実務

名古屋

04 月 26 日(水)

13:30-16:30

平成 29 年度税制改正の実務ポイント

大阪

04 月 07 日(金)

13:00-16:30

テーマ別事例検討会“国際税務編”

大阪

04 月 13 日(木)

13:30-16:30

大阪

04 月 19 日(水)

10:00-13:00

３時間でわかる「社会保険」の基礎知識

大阪

04 月 19 日(水)

14:00-17:00

３時間でわかる「労基法等」の基礎知識

大阪

04 月 21 日(金)

10:00-16:30

の論点と改正項目の確認

税理士 笹岡宏保

中部支局
テーマ別事例検討会“国際税務編”
グループ内法人の整理(清算と合併)選択
の実務ポイント
【平成 29 年以降 大きく変わる】評価通達
の論点と改正項目の確認

税理士 牧野好孝
税理士 前田謙二
税理士 齋藤雅俊
税理士 笹岡宏保
税理士 田口良一
公認会計士 長谷川敏也

関西総局

大阪
大阪

04 月 24 日(月),
04 月 25 日(火)
04 月 26 日(水)

10:30-17:00
10:00-16:30

図解でわかる！平成 29 年度税制改正の
ポイント

増資・減資・自己株式等の資本取引の実
務
【非公開裁決事例に学ぶ】土地評価の重
要個別ポイント
簿記と決算書の基礎知識

税理士 牧野 好孝
税理士 前田 謙二
税理士 佐々木みちよ
特定社会保険労務士
吉田正敏
特定社会保険労務士
吉田正敏
公認会計士 太田達也
税理士 笹岡宏保
税理士 田口良一

中国支局
広島

04 月 14 日(金)

10:00-13:00

広島

04 月 20 日(木)

10:00-16:30

岡山

04 月 21 日(金)

10:00-16:30

04 月 07 日(金)

10:00-16:30

図解でわかる！平成 29 年度税制改正の
ポイント
第７次医療法改正後の医療法人の設立･
運営･承継と税務対策
第７次医療法改正後の医療法人の設立･
運営･承継と税務対策

税理士 佐々木みちよ
税理士 青木惠一
税理士 青木惠一

九州支局
福岡

相続・事業承継における事前対策

（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。

税理士 島添浩
作成日：2017 年 3 月 2 日

