
 

６月 の実 務 セミナー開 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 06 月 05 日(月) 15:00-17:00 
29 年度税制改正 企業税制のポイント集中

解説 
税理士 柏木修一 

東京 06 月 06 日(火) 10:00-17:00 リース取引の税務・会計実務ポイント 公認会計士 井上雅彦 

東京 06 月 07 日(水) 10:00-17:00 組織再編成税制入門 
公認会計士・税理士 

佐藤信祐 

東京 06 月 08 日(木) 10:00-17:20 法人税等を取り巻く重要ポイント 公認会計士 太田達也 

東京 06 月 09 日(金) 10:00-17:00 経理の仕事入門 税理士 柴田知央 

東京 06 月 09 日(金) 10:00-12:00 
国際課税の税務調査対応ノウハウ(国税局

による法人税調査) 
税理士 遠藤克博 

東京 06 月 09 日(金) 13:00-15:00 
国際課税の税務調査対応ノウハウ(税務署

による法人税調査) 
税理士 小林 明夫 

東京 06 月 09 日(金) 15:30-17:30 
国際課税の税務調査対応ノウハウ(個人富

裕層に対する調査) 
税理士 阿部行輝 

東京 06 月 12 日(月) 10:00-17:00 連結決算書の作成実務 公認会計士 清松敏雄 

東京 06 月 13 日(火) 10:00-17:00 最新の消費税実務講座 税理士 小池敏範 

東京 06 月 14 日(水) 10:00-17:00 
平成 29 年度税制改正を踏まえた タックス

ヘイブン対策税制の完全解説 

税理士 佐々木浩 

税理士 浅川和仁 

東京 06 月 15 日(木) 10:00-17:20 『純資産の部』に係る法務・会計・税務 公認会計士 太田達也 

東京 06 月 16 日(金) 10:00-17:00 今こそ確認！マイナンバーの実務 
特定社会保険労務士  

渡辺葉子 

東京 06 月 19 日(月) 10:00-17:00 
ベーシック 社会福祉法人制度と社会福祉

法人の会計・税務 

公認会計士・税理士 

岩波一泰 

東京 06 月 20 日(火) 10:00-17:00 会社に必要な税金の基礎知識 税理士 石井幸子 

東京 06 月 21 日(水) 10:00-17:00 
成功事例から学ぶ！ 管理会計入門セミナ

ー 
公認会計士 眞山徳人 

東京 06 月 22 日(木) 10:00-17:00 経理部門担当者のための関税実務セミナー 税理士 岡田力 

東京 06 月 23 日(金) 10:00-19:50 合併・分割・解散をめぐる実務〔4 講座〕 公認会計士 太田達也 

東京 06 月 26 日(月) 13:00-16:00 「監査対応」における７つの実践ポイント 公認会計士 梅澤真由美 

東京 06 月 27 日(火) 13:00-15:00 
いまさらきけない会計基準と実務のポイント 

資産除去債務に関する会計基準 
公認会計士 安福健也 

東京 06 月 27 日(火) 15:30-17:30 
いまさらきけない会計基準と実務のポイント 

金融商品に関する会計基準 
公認会計士 安福健也 

東京 06 月 28 日(水) 10:00-12:00 会社税務ガイダンス講座 税理士 佐々木みちよ 
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東京 06 月 28 日(水) 13:00-15:00 トピックで学ぶ法人税の実務Ⅰ 税理士 佐々木みちよ 

東京 06 月 28 日(水) 15:30-17:30 トピックで学ぶ法人税の実務Ⅱ 税理士 佐々木みちよ 

北海道支局 

札幌 06 月 07 日(水) 10:00-16:30 社会保険事務の基本実務 
特定社会保険労務士 

渡辺葉子 

札幌 06 月 15 日(木) 14:00-16:00 
２９年度税制改正・企業税制のポイント集中

解説 

公認会計士・税理士 

池脇竜太 

札幌 06 月 21 日(水) 10:00-16:30 会社税務の基礎知識 税理士 田口良一 

札幌 06 月 26 日(月) 10:00-13:00 
「土地（宅地）の評価単位」基本通達の内容

を習得 
税理士 笹岡宏保 

札幌 06 月 26 日(月) 14:00-17:00 
「土地（宅地）の評価単位」裁決事例を通じ

てステップＵＰ 
税理士 笹岡宏保 

札幌 06 月 27 日(火) 9:30-16:00 贈与事実の認定とみなし贈与 税理士 笹岡宏保 

東北支局 

仙台 06 月 02 日(金) 10:00-16:30 
中小企業経営強化税制等 中小企業のため

の特例税制の活用と実務 
公認会計士 太田達也 

仙台 06 月 07 日(水) 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 

仙台 06 月 19 日(月) 10:00-12:00 
29 年度税制改正・企業税制のポイント集中

解説 
税理士 平秀一 

仙台 
06 月 20 日(火)～ 

06 月 21 日(水) 
10:00-16:30 わかりやすい経理の基礎講座 

公認会計士・税理士 

車田正光 

仙台 06 月 23 日(金) 10:00-16:30 
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 

関東信越支局 

新潟 06 月 13 日(火) 13:30-16:30 
中堅企業と税理士のための国際税務の 

基礎知識 
税理士 牧野好孝 

大宮 06 月 14 日(水) 10:00-16:30 贈与税・民法の基礎知識 税理士 福田浩彦 

大宮 06 月 16 日(金) 10:00-16:30 消費税の基本と実務 公認会計士 太田達也 

大宮 06 月 27 日(火) 9:30-12:30 図解で学ぶ!!税効果会計 
公認会計士・税理士 

福田武彦 

大宮 06 月 27 日(火) 13:30-16:30 演習で学ぶ!!税効果会計 
公認会計士・税理士 

福田武彦 

神奈川支局 

横浜 06 月 07 日(水) 10:00-16:30 中小企業経営強化税制等の活用と実務 公認会計士 太田達也 

横浜 06 月 10 日(土) 10:00-13:00 
土地（宅地）の評価単位  

【第１部】『基本通達の内容を習得』 
税理士 笹岡宏保 

横浜 06 月 10 日(土) 14:00-17:00 
土地（宅地）の評価単位  

【第２部】『裁決事例を通じてステップ UP』 
税理士 笹岡宏保 
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横浜 06 月 26 日(月) 13:30-16:30 土地評価に係る現地調査の重要ポイント 税理士 吉野広之進 

中部支局 

名古屋 06 月 08 日(木) 10:00-16:30 
総務・経理・営業部門のための法律基礎知

識 
弁護士 田中浩之 

名古屋 06 月 09 日(金) 10:00-16:30 中小企業のための特例税制の活用と実務 公認会計士 太田達也 

名古屋 06 月 14 日(水) 10:00-16:30 贈与事実の認定とみなし贈与 税理士 笹岡宏保 

名古屋 06 月 15 日(木) 10:00-16:30 
成功事例から学ぶ！ 

管理会計入門セミナー 
公認会計士 眞山徳人 

名古屋 06 月 19 日(月) 10:00-16:30 
【ステップⅠ】法人税・入門から実務への対

応 

公認会計士・税理士 

小島浩司 

名古屋 06 月 20 日(火) 14:00-16:00 
29 年度税制改正・企業税制のポイント集中

解説 

公認会計士・税理士 

長谷川敏也 

名古屋 06 月 23 日(金) 10:00-16:30 
文書事例で学ぶ  

印紙税実務の重要ポイント 
税理士 小林幸夫 

名古屋 06 月 29 日(木) 10:00-16:30 
ベーシック 医療法人制度と医療法人の税

務 
税理士 新矢健治 

関西総局 

大阪 06 月 06 日(火) 14:00-16:00 
29 年度税制改正・企業税制のポイント集中

解説 
税理士 武智寛幸 

大阪 
06 月 07 日(水)・ 

06 月 14 日(水) 
10:00-16:30 ２日間で学ぶ 経理実務基礎講座 

公認会計士・税理士 

小島浩司 

大阪 06 月 20 日(火) 10:00-16:30 
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 青木惠一 

大阪 06 月 22 日(木) 13:30-16:00 
平成 28 年度改正で導入された新移転価格

文書の実務 
弁護士 大沢拓 

大阪 06 月 23 日(金) 10:00-16:30 実践！新 月次決算書の見方･説明の仕方 公認会計士 和田正次 

大阪 06 月 27 日(火) 10:00-16:30 「固定資産の税務・会計」完全解説 公認会計士 太田達也 

中国支局 

広島 06 月 13 日(火) 10:00-16:30 
初心者のための税務基礎講座 

「会社税務の基礎知識」 
税理士 田口良一 

岡山 06 月 14 日(水) 10:00-16:30 
初心者のための税務基礎講座 

「会社税務の基礎知識」 
税理士 田口良一 

広島 06 月 19 日(月) 10:00-16:30 法人税実務の入門 税理士 森下治 

岡山 06 月 20 日(火) 10:00-16:30 法人税実務の入門 税理士 森下治 

広島 06 月 28 日(水) 10:00-16:30 「固定資産の税務･会計」完全解説 公認会計士 太田達也 

九州支局 

福岡 06 月 07 日(水) 10:00-16:30 
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 青木惠一 
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福岡 06 月 08 日(木) 10:00-16:30 給与計算の実務入門 
特定社会保険労務士 

吉田正敏 

福岡 
06 月 15 日(木)～ 

06 月 16 日(金) 
10:00-16:30 わかりやすい 会計と税務の基礎講座 

税理士・中小企業診断士 

田中哲 

福岡 06 月 22 日(木) 10:00-16:30 原価計算・原価管理の実務ポイント 公認会計士 桐生大輔 

（注）上記の内容は予告なく変更になる場合がございます。             作成日：2017 年 5月 17日 

    さらに詳しい内容については税研実務セミナーをご覧ください。 
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