
 

8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 08 月 01 日(火) 10:00-13:00 民事信託の知識 
司法書士 河合保弘・ 

特定行政書士 松尾陽子 

東京 08 月 01 日(火) 14:00-17:00 民事信託の実務 
司法書士 河合保弘・ 

特定行政書士 松尾陽子 

東京 08 月 04 日(金) 10:00-17:00 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 

東京 
08 月 07 日(月)・ 
08 月 23 日(水) 

18:15-20:30 消費税の基礎と実務 税理士 佐々木宏 

東京 08 月 07 日(月) 14:00-17:00 過年度遡及会計と税務処理の実務 
公認会計士 飯塚幸子・ 

税理士 柏木修一 

東京 08 月 08 日(火) 13:00-15:00 固定資産 税理士 藤田益浩 

東京 08 月 08 日(火) 15:30-17:30 資本的支出と修繕費 税理士 藤田益浩 

東京 08 月 09 日(水) 10:00-17:00 税法（法人税法）の読み方 税理士 中塚秀聡 

東京 08 月 10 日(木) 10:00-17:00 
消費税 入力担当者の基礎力レベルアッ

プ講座 
税理士 島添浩 

東京 08 月 21 日(月) 13:00-16:00 経理と予算管理担当者向けのExcel活用術 公認会計士 梅澤真由美 

東京 
08 月 22 日(火)・ 
08 月 23 日(水) 

10:00-17:00 
決算・申告調整と法人税・地方税申告書の

ポイント 
公認会計士 平山昇 

東京 08 月 22 日(火) 13:00-15:00 連結財務諸表会計 公認会計士 奥澤望 

東京 08 月 22 日(火) 15:30-17:30 決算開示(ディスクロージャー) 公認会計士 奥澤望 

東京 08 月 23 日(水) 14:00-17:00 相続税の税務調査の実態と対応策 税理士 服部誠 

東京 08 月 24 日(木) 10:00-17:00 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 

東京 08 月 24 日(木) 13:00-15:00 会社と源泉徴収［基礎編］ 税理士 杉山茂 

東京 08 月 24 日(木) 15:30-17:30 会社と源泉徴収［実務編］ 税理士 上野登 

東京 08 月 25 日(金) 10:00-17:00 税効果会計と税務申告書の実務 公認会計士 平山昇 

東京 08 月 28 日(月) 10:00-17:00 外形標準課税の留意点と申告書の作成実務 公認会計士 平山昇 

東京 08 月 29 日(火) 10:00-17:00 
会計誤処理発見の方法＋その先の会計不

正発見の方法 
公認会計士 大原達朗 

東京 08 月 29 日(火) 13:00-15:00 トピックで学ぶ消費税の実務Ⅰ 税理士 佐々木みちよ 

東京 08 月 29 日(火) 15:30-17:30 トピックで学ぶ消費税の実務Ⅱ 税理士 佐々木みちよ 

東京 08 月 30 日(水) 10:00-17:00 会計知識のレベルアップＩＦＲＳ編 公認会計士 赤塚安弘 
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東京 08 月 30 日(水) 14:30-17:00 資産除去債務の調査実態と会計・税務の基礎 

アヴァンセコンサルティング

株式会社 大野崇・ 
株式会社オオスミ 高羽泰久 

東京 
08 月 31 日(木)・ 
09 月 04 日(月) 

10:00-17:00 
実例から学ぶ「民事信託の活用の仕方」と

「コンサルティング手法」 

司法書士 河合保弘・ 
特定行政書士 松尾陽子 

北海道支局 

札幌 08 月 07 日(月) 10:00-16:30 法人税・重要項目のチェックポイント総点検 
公認会計士・税理士 

小島浩司 

札幌 08 月 25 日(金) 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 

札幌 08 月 29 日(火) 13:00-16:00 基礎から学ぶ海外財産・海外居住者の資産税 税理士 早河英太 

東北支局 

仙台 08 月 08 日(火) 10:00-16:30 社会福祉法人の会計と税務 税理士 菊地喜久 

仙台 08 月 23 日(水) 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 

仙台 
08 月 24 日(木)・ 
08 月 25 日(金) 

10:00-16:30・ 
10:00-16:00 

法人税レベルアップ３０ポイント 
公認会計士・税理士 

車田正光 

仙台 08 月 30 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 

関東信越支局 

大宮 08 月 22 日(火) 10:00-16:30 会計知識のレベルアップと総合力アップ 公認会計士 赤塚安弘 

大宮 08 月 29 日(火) 10:00-16:30 決算説明と経営改善のための管理会計入門 公認会計士 和田正次 

神奈川支局 

横浜 08 月 23 日(水) 10:00-16:30 税務調査の事前準備と対策 税理士 菅原英雄 

横浜 08 月 30 日(水) 13:30-16:30 家族信託の基礎知識と取組み方 司法書士 斎籐竜 

中部支局 

金沢 08 月 08 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 

名古屋 08 月 23 日(水) 10:00-16:30 消費税入門 税理士 森下治 

名古屋 
08 月 24 日(木)・ 
08 月 25 日(金) 

10:00-16:30 法人税申告書の作成実務 
公認会計士・税理士 

小島浩司 

名古屋 08 月 29 日(火) 9:30-12:30 ソフトウェアの会計と税務 
公認会計士・税理士 

野村昌弘 

名古屋 08 月 29 日(火) 13:30-16:30 試験研究費の会計と税務 
公認会計士・税理士 

野村昌弘 

静岡 08 月 30 日(水) 10:00-16:30 消費税入門 税理士 森下治 

名古屋 08 月 31 日(木) 10:00-16:30 「収益認識に関する会計基準」への実務対応 公認会計士 太田達也 
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関西総局 

大阪 08 月 22 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 

大阪 08 月 23 日(水) 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 

大阪 08 月 24 日(木) 10:00-16:30 路線価方式と倍率方式の基本と実務対策 不動産鑑定士 鎌倉靖二 

大阪 08 月 29 日(火) 10:00-16:30 法人税・重要項目のチェックポイント総点検 
公認会計士・税理士 

小島浩司 

中国支局 

広島 08 月 04 日(金) 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 

広島 
08 月 08 日(火)・ 
08 月 09 日(水) 

10:00-16:30 法人税申告書作成の基礎実務 税理士 森下治 

広島 08 月 29 日(火) 10:00-16:30 初心者のための 決算業務と決算書入門 税理士 田口良一 

広島 08 月 30 日(水) 10:00-16:30 消費税法基礎講座 税理士 熊王征秀 

広島 08 月 31 日(木) 10:00-13:00 特例選択届出書の再確認 税理士 熊王征秀 

九州支局 

福岡 08 月 04 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 

福岡 08 月 08 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 

福岡 08 月 09 日(水) 10:00-16:30 法人税・重要項目のチェックポイント総点検 
公認会計士・税理士 

小島浩司 

福岡 08 月 22 日(火) 10:00-16:30 
グループ内法人の整理（清算と合併）選択

の実務ポイント 
税理士 齋藤雅俊 

福岡 08 月 25 日(金) 10:00-16:30 税効果会計基礎講座 
公認会計士・税理士 

福田武彦 
（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 7月 21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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