第 32 回 正会員、ＩＰＯ・内部統制実務士 資格更新講習会

開催案内

本年度最後の資格更新講習会は下記の内容で開催します。①．講習会場での受講者は＜先着 30
名：感染防止・三密の忌避対応＞とし、以降の受講者受付は、②Web 配信<Zoom ライブ配信>併用に
よる受講とします。受講申込時に＜①・②の希望＞を申し出ください。
１．開催日時、会場の御案内
■ 講習日時：2021 年 3 月 27 日（土）10 時～15 時 40 分
■ 講習会場：東京都豊島区北大塚 1-13-12 全経会館 3F 大会議室 ＜ＪＲ大塚駅＞
２． 講習会次第
（１）『ウィズコロナ時代に求められる不正リスク対策』
講師 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ フォレンジック部門 ディレクター 佐野智康 様
要旨 新型コロナウイルス感染症の影響により、世界経済は深刻なマイナス成長を記録し、リモー
トワークの普及や海外への渡航制限等の影響が生じている。これらの環境変化は、企業の不正
リスクを高め、不正発生力を低下させる要因になることから、重大な不正の見逃しに注意が必
要である。本講習では、コロナ禍による不正リスクへの影響およびウィズコロナ時代に求めら
れる不正リスク対策について解説する。
（２）
『収益認識会計基準の概要と内部統制への影響』
講師 株式会社日本橋アカウンティングサービス
代表取締役社長・公認会計士 山本 守 様
要旨 収益認識会計基準について、従来の会計処理との相違点や基準に設定された 5 つのス
テップに沿った説明を行い、そのうち特に論点となる事項や影響が大きい事項について、
業種や事例をもって説明。また、収益認識会計基準を導入することで、従来の収益認識
基準を導入するにあたって、従来の会計処理との相違から業務フローを見直し、場合に
よってシステムを見直す必要が生じる可能性が生じる可能性について概説。
（３）『IPO における労務監査実務と IPO 後の人事労務管理』
講師 アイ社会保険労務士法人 代表社員・特定社会保険労務士 土屋信彦 様
要旨 労務（書面）監査における主要帳簿とチェックポイント・労務監査におけるヒアリング
ポイント・労務監査報告、ＩＰＯ後の人事労務管理（コーポレートガバナンス・コードに
対する人事上の取組み）を学ぶ。
（４）『経理業務の「見える化」と効率化の着眼点』
講師 グローウィン・パートナーズ株式会社 Strategy & Operations 事業部
事業部長 公認会計士 舟山真登 様
要旨 コロナ禍を受けて高まる経理業務の「見える化」の重要性と業務改革ステップ、具体的な進
め方、ＩＴ投資を実施する際の課題と評価方法を学ぶ。
（５）事務局報告：経営労務管理、リスク管理、財務会計、内部監査実務に係る御報告等
３．受講申込要領
（１）資格様者は、協会ＨＰ https://www.keieichosa.gr.jp/formkousin/index.html から、氏名・
参加の御希望をメール送信いただければ結構です。
（メール不可の場合のみＦＡＸ申込み。
）
申込み時に、①来場参加希望、②Web 配信受講希望を（通信欄に）申し出ください。
（２）受講料（税込）
①．正会員＆ＩＰＯ･内部統制実務士／有資格者：受講料「9,000 円」
②．単位取得（20 単位取得済み「6,000 円」
、40 単位取得済み「4,000 円」
③．一般聴講（有資格者以外で特別聴講の希望者）：受講料「11,000 円」
＜注記＞受講配付資料は受講者様１部ですので増部希望の際は資料代を御負担ください。
◆申込先/照会先：一般社団法人日本経営調査士協会事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 全経会館 4ＦURL：https://www.keieichosa.gr.jp/
TEL：03-6903-4075 FAX：03-3940-9315 E‐Mail：jimukyoku@keieichosa.gr.jp
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＜資格更新講習会／御参考＞
◆講習会／御参考 今回御講演をいただく先生方の御経歴・主要著作等を御紹介します。
１．株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ フォレンジック部門 ディレクター 佐野智康 様
＜講師御経歴＞
慶應義塾大学大学院理工学研究科卒。投資会社を経て 2009 年 2 月に㈱KPMG FAS 入社。当社入
社後、不正調査ならびに再発防止策の立案・導入に多数従事。テーマは不正会計・横領・調達不正・
インサイダー・贈賄・カルテル・コンプライアンス違反など多岐にわたる。また、平時の企業に対
する不正リスク診断、コンプライアンス体制構築、グループガバナンス体制構築、データ活用監査、
不正検知の領域で豊富な経験を有する。現在、Forensic Data Analytics チームの責任者として、統
計・機械学習や BI ツール等を用いた不正検知・調査技術の研究開発に従事。
２．株式会社日本橋アカウンティングサービス
代表取締役社長・公認会計士 山本 守 様 様
＜講師御経歴＞
1981 年監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社、監査、IPO アドバイザリー
業務等に従事し、多数のクライアントの株式上場支援に関与。日本ﾍﾞﾝﾁｬｰ学会 理事・公認会計士。
2018 年株式会社日本橋アカウンティングサービスを設立・代表取締役社長に御就任され、総合的な
アドバイザリーを行っておられます。
＜主要著書等＞
「Ｑ＆Ａ新興企業の内部統制実務」
（編集、中央経済社）、「Ｑ＆Ａ株式公開実務ガイド」（編集、
中央経済社）
、上級ＩＰＯ実務士公式テキスト「これですべてがわかるＩＰＯの実務（第 1 版～第 3
版）
」
・
「これですべてがわかる内部統制の実務（第 1 版、第 2 版）」
（執筆・監修、中央経済社）、
「収
益認識基準の適用実務＜改訂版＞」
（執筆・監修、中央経済社）、ほか。

３．講師 アイ社会保険労務士法人 代表社員・特定社会保険労務士 土屋信彦 様
＜講師御経歴＞
1989 年より都内社労士事務所に勤務し、1996 年土屋社会保険労務士事務所を開業、2013
年事務所を法人化し現在に至る。
埼玉県社会保険労務士会理事、同川口支部副支部長等を歴任。
日本でも数少ない IPO に強い社労士として、オービックビジネスコンサルタント IPO セミナ
ーを始め労働局、商工会、税理士会、金融機関等セミナー講演多数。TVK コメンテーター出演
あり。
＜主要著書等＞
『IPO の労務監査と企業実務』『経営者のための IPO バイブル』（共著、中央経済社）『労働
時間を適正に削減し休日・休暇を正しく運用する法』
、『御社の潜在労務リスクをあぶり出すチ
ェックシート』
、
『人事・労務のしごと いちばん最初に読む本』『会社を辞めるときの手続きマ
ル得ガイド』
（アニモ出版 共著含）ほか多数。
４．グローウィン・パートナーズ株式会社 事業部長 公認会計士 舟山真登 様
＜講師御経歴＞
2005 年 有限責任監査法人トーマツ入所。東証一部上場企業をはじめ、幅広い業種・規模の企業
に対する法定監査業務、内部統制監査制度の導入支援業務、IFRS 導入支援業務に従事。
2015 年 当社入社。上場企業グループの経理 BPR、経理業務アウトソーシング体制の構築、経理
業務の RPA による自動化等の各種プロジェクトのプロジェクトマネージャーを多数担当。
2017 年より部長職。Accounting Tech®Solution 事業を推進し、上場企業向けに、財務経理部門
の働き方改革の支援、PMI(Post Merger Integration)プロジェクトの支援、経理 BPO サービスな
ど、多くの案件を手がけるほか、専門誌の執筆やセミナー講師を多数実施。
2020 年より事業部長職。Strategy & Operations 事業において、会計をコアにした「IT・人事・
業務」の最適化を実現するためのプロジェクトを多数支援。
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正会員、ＩＰＯ・内部統制実務士 資格更新 講習会 申込書
・・・原則、弊会のＨＰ（Ｗｅｂ）からの申込みでお願いします・・・
１．受講の申込み
申込みは、
協会ＨＰhttps://www.keieichosa.gr.jp/formkousin/index.html からお願いします。
会員資格番号・氏名・参加希望など連絡事項を送信いただければ結構です。
□ 資格更新講習会＜来場参加、Web 配信参加＞を申込む
注記１・・・常時ご連絡が可能なメールアドレスから、協会へ受講の申込みをお願いします。
注記２・・・通信欄に＜来場参加（先着 30 名）＞または＜Web 配信参加＞を明記ください。
今回の開催も、会場参加は先着順で締め切り、定員に達した以降の受講者の受付は、②Web 配信
<ZOOM 視聴・ライブ配信>による受講といたします。
２．申込者記入欄・・・原則、弊会のＨＰ（Ｗｅｂ）からの申込みでお願いします・・・
資格更新講習会受講 申込記入欄
郵便番号
自宅住所
ふ り が な
資格
氏
名
No.
電話番号
－
－
FAX 番号
－
－
事業所名
TEL
－
－
（自営・勤務先）
FAX
－
－
郵便番号
事業所住所
３．受講票の送付先 （□にチェック）
□ 御自宅
□ 事務所・勤務先
□（
）
４．受講料の納付先（□にチェック）
□みずほ銀行

□三井住友銀行

□三菱 UFJ 銀行

□郵貯銀行

＜銀 行／振込先口座＞みずほ銀行赤坂支店：普通預金 2081722
／

三菱ＵＦＪ銀行赤坂支店

／

りそな銀行大塚出張所

普通預金 0027137
普通預金 1441873

□住信 SBI ﾈｯﾄ銀行

□りそな銀行

／ 三井住友銀行赤坂支店：普通預金 8748525
／ ゆうちょ銀行：通常貯金 10100-89013721

／

住信 SBI ﾈｯﾄ銀行 法人第一支店

普通預金 1117957

＜口座名義／照会先＞一般社団法人日本経営調査士協会【シヤ）ニホンケイエイチヨウサシキヨウカイ】

５．注意事項
（１）第 32 回ＩＰＯ・内部統制実務士資格更新講習会の申込期限は、2021 年 3 月 12 日（金）です。
（２）

〃

受講料は、2021 年 3 月 16 日（火）までに振込ください。

＜注記＞受講料の納入期日を厳守願います。御納入が確認できない場合は単位証明が交付できなくなります。
（３）
「会場参加」の募集定員（上限）を先着 30 名程度とし、以降、
「Web 配信」受講にて、受付けします。
当協会：参考ＨＰ「ＩＰＯ・内部統制実務士／ https://www.keieichosa.gr.jp/katsudo/sic.html 」
「上場・内部統制／ https://www.keieichosa.gr.jp/jyojyo_naibutousei/jyojyo_naibutousei.html 」
＜注記＞受講受付け後の「来場受講」
・「Web 配信受講」の区分変更は原則出来ませんので御留意ください。
（４）Web 配信受講の参加者には、上記の募集締め切り後、Web 配信受講の「ＵＲＬ受講通知」「講習資料」、
「受講料領収書」「単位証明」をレターパック便で、3 月 19 日（金）迄にお送りします。
＜注記＞事前の接続テスト希望者は、前記 3/19 迄着の送付便を参照し、事前の連絡をいただき、3/25（木）13 時に
試行するテスト URL で、接続をご確認ください。（希望者のみです。）

◆照会先：一般社団法人日本経営調査士協会事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 全経会館 4Ｆ URL：https://www.keieichosa.gr.jp/
ＴＥＬ：03-6903-4075 ＦＡＸ：03-3940-9315 E‐Mail：jimukyoku@keieichosa.gr.jp
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