
５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 

東京 05月 11日(木) 10:00-17:00 
給与計算の進め方と労基法・社会保険の基

礎知識 

特定社会保険労務士  

渡辺葉子 

東京 05月 12日(金) 10:00-13:00 ３時間でわかる 決算書入門の入門講座 税理士 齊藤幸司 

東京 05月 12日(金) 14:00-17:00 
平成２９年度税制改正対応 法人税入門の

入門講座 
税理士 齊藤幸司 

東京 05月 16日(火) 10:00-17:00 
ケーススタディで学ぶ 会社の経理の基礎

知識 
税理士 石井幸子 

東京 05月 17日(水) 10:00-17:00 「別表」から学ぶ法人税実務入門 税理士 齋藤雅俊 

東京 
05月 17日(水)～

07月 05日(水) 
18:30-20:30 簿記会計初級速成コース 税理士 宇治利徳 

東京 05月 18日(木) 13:00-14:20 経理入門８０分プレスクール 公認会計士 中尾篤史 

東京 05月 18日(木) 15:00-17:00 法人税申告書の見方・読み方 公認会計士 中尾篤史 

東京 05月 19日(金) 10:00-17:00 
「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 
税理士 山下雄次 

東京 05月 23日(火) 10:00-17:00 消費税の基本と実務 公認会計士 太田達也 

東京 05月 24日(水) 10:00-17:00 
平成 29 年度税制改正を踏まえた組織再編

税制の完全解説 
税理士 佐々木浩 

東京 05月 25日(木) 10:00-17:00 詳細解説 交際費等の税務 税理士 西巻茂 

東京 05月 26日(金) 10:00-17:00 
預金を中心に確認する 贈与事実の認定と

みなし贈与 
税理士 笹岡宏保 

東京 05月 30日(火) 10:00-17:00 管理会計実践術 公認会計士 梅澤真由美 

北海道支局 

札幌 05月 17日(水) 10:00-16:30 基礎から学ぶ経理の実務 税理士 田口良一 

札幌 05月 23日(火) 10:00-16:30 最新の減価償却重要項目の実務ポイント 税理士 小池敏範 

東北支局 

仙台 05月 11日(木) 10:00-16:30 評価通達の論点と改正項目の確認 税理士 笹岡宏保 

郡山 05月 12日(金) 10:00-16:30 贈与事実の認定とみなし贈与 税理士 笹岡宏保 
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仙台 05月 19日(金) 10:00-16:30 会社税務の基礎知識 税理士 田口良一 

仙台 05月 23日(火) 10:00-16:30 減価償却の税務入門の入門 税理士 石井幸子 

関東信越支局 

大宮 05月 18日(木) 10:00-16:30 会社税務の基礎知識 税理士 田口良一 

大宮 05月 23日(火) 10:00-16:30 事例から学ぶ源泉所得税の実務ポイント 税理士 伊東博之 

神奈川支局 

横浜 
05月 19日(金)・ 

05月 20日(土) 
10:00-16:30 

【悩み深い項目を検証する!!】 土地の路線価

評価によらない評価［時価認識］ 
税理士 笹岡宏保 

横浜 05月 26日(金) 10:00-16:30 実践！月次決算書の見方・説明の仕方 公認会計士 和田正次 

中部支局 

名古屋 05月 11日(木) 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 

名古屋 05月 19日(金) 10:00-16:30 人事・労務のルールと実務 
特定社会保険労務士  

吉田正敏 

名古屋 05月 23日(火) 10:00-16:30 会社税務の基礎知識 税理士 田口良一 

関西総局 

大阪 05月 10日(水) 10:00-16:30 会社税務の基礎知識 税理士 田口良一 

大阪 05月 16日(火) 10:30-17:00 評価通達の論点と改正項目の確認 税理士 笹岡宏保 

大阪 
05月 16日(火)・ 

05月 17日(水) 

13:30-16:30, 

10:00-16:30 
基礎から学ぶ 消費税の実務 税理士 森下治 

大阪 05月 24日(水) 10:00-16:30 
基礎から学ぶ原価計算・原価管理の実務ポ

イント 
税理士 桐生大輔 

大阪 05月 26日(金) 11:00-12:20 経理入門８０分プレスクール 公認会計士 中尾篤史 

大阪 05月 26日(金) 13:30-16:00 法人税申告書の見方・読み方 公認会計士 中尾篤史 

中国支局 

岡山 05月 11日(木) 10:00-16:30 簿記と決算書の基礎知識 税理士 田口良一 

広島 05月 12日(金) 10:00-16:30 簿記と決算書の基礎知識 税理士 田口良一 
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岡山 
05月 22日(月)～

05月 23日(火) 
10:00-16:30 取引相場のない株式の譲渡時価 税理士 笹岡宏保 

九州支局 

福岡 
05月 17日(水)・ 

05月 18日(木) 
10:00-16:30 わかりやすい 経理の基礎講座 税理士 田中哲 

福岡 05月 23日(火) 10:00-16:30 
「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 
税理士 袖山喜久造 

（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。 

作成日：2017年 3月 30日    
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