
月 日 曜 時間 分類・ｺｰﾄﾞ 科　　　　　　　　　　目 講　師 会場 月 日 曜 時間 分類・ｺｰﾄﾞ 科　　　　　　　　　　目 講　師 会場

10 木 18:00 特講106

12 土 9:30

16 水 18:00 経営202 財務情報分析（事例分析） 倉島　　進 近畿

18 金 18:00 経営203 財務情報分析（監査等における利用） 倉島　　進 近畿

19 土 9:30

22 火 18:00

23 水 18:00 経営401 ＩＴの基礎知識 細谷　明宏 近畿

24 木 18:00 経営401 ＩＴの基礎知識 細谷　明宏 近畿

25 金 18:00 経営404 業務処理統制 細谷　明宏 近畿

9:30 監査307 税金・税効果会計① 西口　卓 商④ 9:30 経営202 財務情報分析（事例分析） 中村　智佐 近畿

13:30 監査307 税金・税効果会計② 西口　卓 商④ 13:30 経営203 財務情報分析（監査等における利用） 中村　智佐 近畿

30 水 18:00 経営404 業務処理統制 細谷　明宏 近畿

31 木

1 金

1 金

9:30 税務501 消費税法概論① 巻淵  友宏 近畿 9:30 税務501 消費税法概論① 伊藤　誠一 商地

13:30 税務501 消費税法概論② 巻淵  友宏 近畿 13:30 税務501 消費税法概論② 伊藤　誠一 商地

5 火 18:00 監査307 税金・税効果会計① 髙島　康徳 近畿

6 水 18:00 監査307 税金・税効果会計② 髙島　康徳 近畿

9:30 税務301 所得税法概論① 樫本　尚彦 商地 9:30 税務301 所得税法概論① 植田　康治 近畿

13:30 税務301 所得税法概論② 樫本　尚彦 商地 13:30 税務301 所得税法概論② 植田　康治 近畿

14 木 18:30 税務401 相続税法概論 植田　康治 近畿

15 金 18:00 税務502 資産税概論（譲渡所得及び財産評価）① 井村　　登 近畿

20 水 18:30 税務401 相続税法概論 植田　康治 近畿

21 木 18:00 税務502 資産税概論（譲渡所得及び財産評価）① 井村　　登 近畿

25 月 18:00 税務502 資産税概論（譲渡所得及び財産評価）② 井村　　登 近畿

27 水

28 木

29 金 18:00 税務502 資産税概論（譲渡所得及び財産評価）② 井村　　登 近畿

30 土 9:30

8 日

9 月 18:00 特講106

21 土 9:30

考査は着席時刻を過ぎると考査会場に入室できません。（受験不可）

　　　　【着席時刻　９：５０】　考査　税務グループ第1回　（旧第5回相当）　　　Ａ・Ｂクラスどちらも　会場：新梅田研修センター

　　「利益相反取引とガバナンス」　　　Ａ・Ｂクラス合同　　　　　安原　　徹　近畿会副会長　　会場：近畿

6

土

6

　　　　ディスカッション　Ⅳ　　１班～４班：9時30分～　　　　　５班～８班：13時30分～　（会場：天満）

土 2 土

土

　　　　会計201　連結財務諸表作成実務（宿泊研修）　（演習：12単位）　　　１班～８班　　　　ホテルフクラシア大阪ベイ　（旧ホテルコスモスクエア国際交流センター）

その他106　工場見学（宿泊研修）　《　講義・見学：６単位　》　　ＪＦＥスチール　西日本製鐵所／㈱新来島どっく　

2

　 2017年期  ｅラーニング実施科目（予定）は別紙参照

　　第３回課題研究　テーマ発表　（近畿実務補習所Webページに詳細を掲載します）

近畿＝近畿会研修室　　商④＝商工会議所 ４階　　商地＝商工会議所 地下　　　商６＝商工会議所６階　　　天満＝天満研修センター　　　　　　

　　　　ディスカッション　Ⅴ　　５班～８班：9時30分～　　　　　１班～４班：13時30分～　（会場：天満）

◇ 講義＆実地演習　７８単位（２６コマ／宿泊研修を含む）　　　◇ 考査３回　　

9 土 9 土

　　　　【着席時刻　　９：５０】　考査　監査総合グループ第５回　（旧第7回相当）　　経営関連・税効果会計　（　Ａクラス：近畿　　Ｂクラス：商地　）

　　　　【着席時刻　１３：２０】　考査　監査総合グループ第６回　（旧第6回相当）　　ＩＴ全般 　　（　Ａクラス：近畿　　Ｂクラス：商地　）
16

7

※ 受験会場を間違えた場合も受験不可となります。　　　　　　　　　　　　　

近畿実務補習所　2017年期生　第1学年後期日程表　(平成30年5月～平成30年7月）　

Ａ　ク　ラ　ス Ｂ　ク　ラ　ス

　　　　ディスカッション　Ⅱ　　１班～４班：9時30分～　　　　　５班～８班：13時30分～　（会場：天満）

　　　　ディスカッション　Ⅲ　　５班～８班：9時30分～　　　　　１班～４班：13時30分～　（会場：天満）

　特別講義　　　講師：監査審査会前会長・経営学博士　千代田邦夫　　　Ａ・Ｂクラス合同　会場：近畿

5

Ａ・Ｂ　クラス合同　　 会場：近畿監査202－財務諸表監査における不正 　　講師：山添　清昭

5

26 土 26

【2018.3.26　変更版】



　実務補習所　2017年期　ｅラーニング実施科目（予定）

教科 必修 科　　目 付与単位 教科 必修 科　　目 付与単位 教科 必修 科　　目 付与単位
監査101 ● 監査制度総論 ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その１ ２単位 会計411 IFRS概念フレームワークに基づく会計処理　 ３単位

監査201 監査全般にわたる基本的事項と責任 ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その２ ２単位 会計603 倒産の実務　（更生・民事再生・破産・特別清算）　その１ ２単位

監査204 監査証拠及び他者の作業の利用 ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その３ ２単位 会計603 倒産の実務　（更生・民事再生・破産・特別清算）　その２ ２単位

監査206 四半期レビュー ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その４ ２単位 経営204 管理会計の実務 ３単位

監査207 財務報告に係る内部統制の監査 ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その５ ２単位

監査305 金融商品【その３】 ３単位 会計402 国際財務報告基準（各論）　その６ ２単位

監査308 純資産の部・包括利益・過年度遡及 ３単位 税務210 法人税法（組織再編税制）　その１ ３単位

監査309 連結財務諸表（範囲・会計処理・税効果）および組織再編　その１ ３単位 税務210 法人税法（組織再編税制）　その２ ３単位

監査309 連結財務諸表（範囲・会計処理・税効果）および組織再編　その２ ３単位 経営103 経営管理と内部統制　 ３単位

監査310 セグメント情報・関連当事者 ３単位 経営402 企業におけるＩＴ環境とＩＴに関する保証業務 ３単位

監査401 国際監査基準 ２単位 経営405 全般統制 ３単位

監査502 保証業務 ２単位 法規402 商業登記・不動産登記 ２単位

監査504 学校法人会計と監査 ３単位 法規403 民法 ３単位

監査505 非営利法人会計と監査 ３単位 特講105 企業のガバナンスと監査役 ３単位

監査506 地方自治体の会計と監査 ２単位

監査507 独立行政法人の会計と監査 ２単位

会計301 会社の設立実務、業務と組織・諸規程 ３単位

会計303 貿易実務 ２単位 【注意】

会計410 ● IFRSの概要及びフレームワークに基づく会計処理の基礎 ３単位 ① H29.11月時点の予定です。変更になる場合がありますので、必ず会計教育研修機構ＨＰを確認して下さい。

会計601 英文財務諸表 ３単位 ② 考査対象となっている科目が含まれています。

税務101 ● 税法総論 ３単位 ③ 必修欄に●印があるものは、必修科目です。必ず受講完了して下さい。

税務102 ● 租税制度総論 ３単位

税務201 法人税法総論 ３単位

税務503 地方税法概論 ３単位

経営101 ● 経営管理総論 ３単位

経営201 ● 経営分析総論 ３単位

経営403 ● ITのリスク評価の概論 ３単位

法規201 ● 公認会計士法 ３単位

法規301 ● 職業倫理 ３単位

法規・その他406 統計的サンプリング　その１ ２単位

法規・その他406 統計的サンプリング　その２ ２単位

法規・その他407 ファイナンスの基礎 ３単位

法規・その他408 経済学（マクロ経済学） ３単位

Ｊ３Ｊ１ Ｊ２

　　　J3も受講可能


