決算に向けた会計１０項目をフォロー
ご興味のある講座のみ受講していただくこともできます！

太田達也の <企業決算の準備に向けて>
"ここが知りたい" 110分１０番勝負
東京開催 10月12日（木）
・10月24日（火）
・11月10日（金）
★幅広い知識と経験で人気の講師、
公認会計士 太田達也氏によるトータルな解説！
★企業決算の準備と基礎固めに、
重要項目の仕組みを整理しながら留意点を確認！
★講義後のビデオ視聴も可能な聴きどころ満載のセミナーです！
当セミナーは、新日本有限責任監査法人 公認会計士 太田達也氏が、３日間に渡り会計１０項目を解説
する集中講義です。決算を迎える企業の担当者の方が
「知りたい」
「確認したい」重要な項目を、
太田達也講
師ならではの幅広い知識と相応な水準でわかりやすく解説いたします。
平成２９年〔秋〕期
10月12日
（木）
税効果会計
（基礎編）
税効果会計
（応用編）
金融商品会計

太田達也の１１０分１０番勝負
10月24日
（火）
退職給付会計
減損会計
連結会計

※全１０講座からご希望の講座を選び１講座からご受講いただけます※

11月10日（金）
過年度遡及会計
資産除去債務会計
会社法の計算書類の作成
リース会計と税務

平成29年 10月12日
（木）10:00〜17:20（110分講義×３講座）
（質疑応答を含む）
10月24日
（火）10:00〜17:20（110分講義×３講座）
（質疑応答を含む）
11月10日
（金）10:00〜19:50（110分講義×４講座）
（質疑応答を含む）
全10講座受講 会員 96,000円 読者 120,000円 一般 145,000円（テキスト、消費税を含む）
各1日の全受講 会員 34,000円 読者 42,000円 一般 50,000円（テキスト、消費税を含む）
個別受講（1講座）会員 12,000円 読者 14,000円 一般 17,000円（テキスト、消費税を含む）
講座別の受講のお申し込みもできます。裏面をご覧ください。
クーポン券は１日の講座につき１枚、ご利用いただけます。
（昼食はご用意いたしません。）
※セミナー会場の講義録画を、後日、Web(オンデマンド）でご覧いただけます。視聴が可能になり次第、講座ごとにメールでお知らせ
いたします（各講座の終了後、およそ一週間以内にメールでご連絡いたします）。受講申し込みをされた方のみ配布されたIDでご視
聴いただけます。視聴期限は平成29年11月末日の予定です。

申込書に記入の上FAXして下さい。受講票と請求書をお送りいたします。
新日本有限責任監査法人

公認会計士

太田 達也 氏

慶応大学卒業後、第一勧業銀行を経て、太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所。平成4年公認会計士登録。
現在、新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言指導を行っている。
著書に、
「決算・税務申告対策の手引」、
「固定資産の税務・会計」完全解説、
「解散・清算の実務」完全解説、
「純資産の部」完
全解説、
「リース取引の会計と税務」完全解説（以上、税務研究会）など多数。

会

場

東京都千代田区丸の内1‒ 8‒2 鉄鋼ビルディング 4Fカンファレンスルーム

申 込 先

※10月2日㈪より TEL.03-6777-3459 に番号が変わります。

10月12日
（木）
10：00〜11：50

税効果会計
（基礎編）

13：00〜14：50

税効果会計
（応用編）
15：30〜17：20

金融商品
会計

主 な 内 容
税効果会計は、様々な会計基
準を適用するうえで、常に発生す
る問題です。この講義では、税
効果会計の意義と仕組み、税効
果会計の適用対象となる一時差
異の内容と具体例、また、法定
実効税率の算定方法、会計処理
や表示といった基礎的事項を全
般的に解説します。

1. 税効果会計の意義・仕組み（
「法人税等を適切に期間
配分する」
の意味）
(1) 具体例にみる税効果会計の仕組み
(2) 繰延法と資産負債法
(3) 一時差異等の意義
2. 税効果会計の会計処理
(1) 繰延税金資産と繰延税金負債の処理方法
(2) 繰越欠損金の取扱い
(3) 純資産の部に計上される評価差額の取扱い
3. 財務諸表の表示
(1) 貸借対照表の表示
(2) 損益計算書の表示
他

税効果会計の実務で最も重要
な繰延税金資産の回収可能性の
判 断については、
ＡＳＢＪの「繰
延税金資産の回収可能性に関す
る適用指針」の内容に準拠して
詳細に解説します。具体例を挙
げながら、実務のポイントと留意
点を詳説します。

1. 繰延税金資産の回収可能性の判断
(1) 繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順
(2) スケジューリングが不能な一時差異に係る繰延税
金資産の回収可能性
2. 最近の税制改正と税効果会計への影響
(1) 法人住民税・地方法人税に係る改正
(2) 地方法人特別税の廃止の延期
(3) 法定実効税率の算定
3. 申告調整
(1) 別表四の調整 (2) 別表五
（一）
の調整 他

有価証券、デリバティブ取引
をはじめとする金融商品は、資
金運用および資金調達の両面で
企業活動においてきわめて重要
な位置を占めています。本講座で
は、最新の会計基準、実務指針
および税法等の内容に基づき、
金融商品の会計処理・税務処理
を詳しく総合的に解説します。

1. 金融商品の定義および範囲
2. 金融資産の発生の認識
（有価証券の売買契約等）
3. 金融資産の消滅の認識
4. 金融資産・金融負債の評価と会計・税務
(1) 金融資産の時価評価
(2) 有価証券の保有目的区分
(3) 有価証券の時価
(4) 有価証券の減損
5. デリバティブ取引
(1) 各種金融資産・負債の会計・税務
(2) 有価証券の貸借取引および現先取引の会計・税務

10月24日
（火）
10：00〜11：50

退職給付
会計
13：00〜14：50

減損会計

主 な 内 容

退職給付会計の趣旨・考え方、
仕組みを説明したうえで、退職
給付債務等の計算方法について
具体例を交えながら詳しく解説し
ます。また、未認識数理計算上
の差異等の即時認識、期間配分
の方法等についても取り上げま
す。

1. 退職給付会計の趣旨・仕組み
2. 退職給付債務の算定方法
(1) 勤務費用、
利息費用の算定 (2) 割引率
(3) 昇給率 (4) 退職確率、
死亡確率
(5) 期待運用損益率
3. 期間配分の方法
（期間定額基準と給付算定式基準）
4. 未認識項目と遅延認識
5. 年金資産の範囲と評価
6. 退職給付信託
7. 小規模企業等における簡便法 他

減損の兆候の判定、将来キャッ
シュ・フローの見積りに基づく減
損損失の認識、減損損失の測定、
減損処理後の会計処理など、減
損会計を適用するうえでの具体
的な実務処理を詳説します。

1. 減損会計の処理手続の流れと適用にあたっての
体制の整備
2. 資産のグルーピングの手順
3. 減損の兆候の判定
（4 つの判定例のポイントと留意点）
4. 減損損失認識の要否の調査
5. 減損損失の測定
6. 減損処理後の会計処理・開示の取扱い
7. 税務上の取扱いと税効果会計 他

10月24日
（火）
15：30〜17：20

連結会計

連結会計の実務は基礎的な事
項からしっかりと知識を積み上げ
るとともに、最近の改正内容につ
いても、十分な理解・整理が必
要です。本講座では、連結会計
の実務について、会計処理の取
扱いを中心に、設例を交えなが
ら、基礎的事項から実務処理ま
で総合的に解説します。

11月10日
（金）
10：00〜11：50

過年度遡及
会計

13：00〜14：50

資産除去
債務会計
15：30〜17：20

会社法の
計算書類の作成
18：00〜19：50

リース会計と
税務

主 な 内 容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

連結財務諸表の目的
連結財務諸表の体系
連結決算日の取扱い
親子会社の会計処理の統一
連結範囲の決定と留意点
支配獲得時の資本連結
（投資と資本の消去）
支配獲得後の持分変動の処理
債権・債務および取引高の相殺消去
未実現利益の消去
(1) 棚卸資産に含まれる未実現利益の消去
(2) 有価証券に含まれる未実現利益の消去
(3) 固定資産に含まれる未実現利益の消去 他

主 な 内 容
過年度遡及会計基準について、
会計方針の変更を行ったときの
遡及処理およびその場合の税務
申告との関係、過去の誤謬の訂
正を行ったときの会計処理と税
務申告との関係など、会計処理
と税務申告の関係についても詳し
く解説します。

1. 会計方針の変更
(1) 遡及適用の方法
(2) 開示期間よりも前の期間に関する会計方針の変更
の累積的影響額の処理
(3) 税務申告書上の取扱い
（別表調整）
2. 表示方法の変更
3. 会計上の見積りの変更
4. 過去の誤謬の訂正
(1) 修正再表示の方法
(2) 重要でない誤謬の取扱い
(3) 税務申告書上の取扱い
（別表調整）
5. 会社法の計算書類の取扱い 他

資産除去債務会計では、賃借
建物に係る原状回復義務、定期
借地権に係る原状回復義務など、
固定資産の除去に関して法律上の
義務があるときに資産除去債務を
負債に計上することが必要になり
ます。本講座では様々な設例を交
えながらわかりやすく解説します。

1. 資産除去債務の定義
2. 資産除去債務の計上が必要になる具体例
3. 資産除去債務を合理的に見積もることができない場合
4. 資産除去債務の算定方法
5. 会計処理の方法
（資産・負債両建て方式）
6. 建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合の簡便的処理
7. 開示の方法
(1) 貸借対照表の表示 (2) 損益計算書の表示
8. 注記例
9. 税務上の取扱いと税効果会計 他

会社法の決算について、最新
の規則、会計基準等を踏まえて、
その基本的な考え方や取扱いを
中心に、記載例に基づき総合的
にわかりやすく解説します。

1. 会社法における開示制度
2. 計算書類等の作成から定時株主総会まで
3. 貸借対照表の実務ポイント
4. 損益計算書の実務ポイント
5. 株主資本等変動計算書の作成
6. 注記表のポイントと留意点 他

所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引については、原則として売
買処理が適用されます。売買処
理について、具体的な設例に基づ
き会計処理を詳説します。また、
法人税法との関係や消費税の取
扱いなど、多面的な角度から実務
上の論点について総合的に解説し
ます。

1. ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース
取引の判定
2. 所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外
ファイナンス・リース取引の判定
3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計
処理
4. 設例による具体的な会計処理と仕訳
5. 所有権移転ファイナンス・リースの借手の会計処理
6. 所有権移転外ファイナンス・リースの貸手の会計処理
7. 所有権移転ファイナンス・リースの貸手の会計処理
8. 開示の取扱い
9. 税務上の取扱い

■ セミナー受講料（1講座よりご受講いただけます。）
会 員
96,000 円
34,000 円
12,000 円

全 10 講座受講
各１日の全受講
個別受講（1 講座）

ご希望のセミナーに

読 者
120,000 円
42,000 円
14,000 円

一 般
145,000 円
50,000 円
17,000 円

をつけて下さい。

全10講座受講

10月12日
（木）
全受講

10月24日
（火）
全受講

11月10日
（金）
全受講

（119988）

10月12日
（木） 3講座

（119192）

10：00〜11：50

税効果会計
（基礎編）

（119989）

13：00〜14：50

税効果会計
（応用編）

（119990）

15：30〜17：20

金融商品会計

（119991）

10月24日
（火） 3講座

（119193）

10：00〜11：50

退職給付会計

（119992）

13：00〜14：50

減損会計

（119993）

15：30〜17：20

連結会計

（119994）

11月10日
（金） 4講座

（119194）

10：00〜11：50

過年度遡及会計

（119995）

13：00〜14：50

資産除去債務会計

（119996）

15：30〜17：20

会社法の計算書類の作成

（119997）

18：00〜19：50

リース会計と税務

（119998）

No 119988 太田達也のここが知りたい110分10番勝負（10/12,10/24,11/10） 有料セミナーFAX申込書 H P 用
お客様コード
郵便番号

※複数の方が申し込まれる際は、この用紙をコピーしてご利用ください。

所在地

〒

フリガナ

TEL

会社名

FAX

参加者

部課名
氏

名

フリガナ

e-mail
支払い方法

＠
□銀行振込（手数料はお客様負担）

（お選びください） □郵便振替

（お手数ですが、丁寧にご記入ください。）

申込担当者
部署・氏名

通信欄
個人情報保護方針について：ご記入頂きました個人（法人）情報につきましては、当社商品の案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外の目的
では利用いたしません。又、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

税研・実務研修センター 行

https://www.zeiken.co.jp/seminar/

FAX 0120-67-2209

