
近畿実務補習所　2022年期 後期日程表 2023年3月7日現在　　　　　

日程 曜日 開始時間 終了時間 時期 学年 班、エントリー 科目 コード 科目名 講師 会場

2023/5/13 土 9:30 12:30 後期J1 講義 監査 332-4 販売【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/13 土 13:30 16:30 後期J1 講義 経営 201-2 経営分析総論【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/20 土 9:30 12:30 後期J2 講義 税務 212-4 法人税法【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/20 土 13:30 16:30 後期J3 講義 特別 205-2 管理会計総論【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/25 木 18:00 21:00 後期J1 講義 税務 501-2 消費税法の実務　 川喜多由博 大阪府立国際会議場

2023/5/27 土 9:30 12:30 後期J1 講義 特別 201-2 監査規範【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/27 土 13:30 16:30 後期J1 講義 特別 202-2 連結会計【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/5/31 水 18:00 21:00 後期J2 講義 経営 406-1 情報処理統制及びIT全般統制の実務演習　 細谷明宏 大阪府立国際会議場

2023/6/1 木 18:00 21:00 後期J1 講義 税務 412-1 贈与税、譲渡所得課税概論　 井村　奨 大阪府立国際会議場

2023/6/2 金 18:00 21:00 後期J1 講義 経営 202-1 財務情報分析（事例分析） 中村智佐 大阪府立国際会議場

2023/6/5 月 18:00 21:00 後期J2 講義 税務 209-1 法人税法（総合演習）【その１】 清水 奈津 大阪府立国際会議場

2023/6/6 火 18:00 21:00 後期J2 講義 税務 209-2 法人税法（総合演習）【その２】 清水 奈津 大阪府立国際会議場

2023/6/13 火 18:00 21:00 後期J2 講義 税務 211-1法人税法（グループ法人税制・グループ通算制度）【その１】 荻窪　輝明 大阪府立国際会議場

2023/6/17 土 9:30 12:30 後期J3 講義 経営 107-1 持続的企業価値向上の経営実務　
武内徹 氏

（前 日東電工株式会社CFO）
近畿会研修室

2023/6/17 土 13:30 16:30 後期J3 講義 特別 107-1 経営者が語る経営哲学の授業　
出雲充　氏（株式会社ユーグレナ

代表取締役社長）
近畿会研修室

2023/6/22 木 18:00 21:00 後期J1 講義 税務 401-1 相続税法　 植田康治 大阪府立国際会議場

2023/7/2 日 10:00 12:00 後期J1 対象学年は申込不要 考査 監査総合グループ第５回 - 新梅田研修センター

2023/7/2 日 13:30 15:30 後期J1 対象学年は申込不要 考査 監査総合グループ第６回 - 新梅田研修センター

2023/7/8 土 9:30 12:30 後期J2 講義 特別 204-2 財務報告の概念フレームワーク【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/7/8 土 13:30 16:30 後期J3 講義 特別 108－1 会計不正事例演習【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/7/16 日 10:00 12:00 後期J1 対象学年は申込不要 考査 税務グループ第１回 - 天満研修センター

2023/7/16 日 13:30 15:30 後期J2 対象学年は申込不要 考査 税務グループ第２回 - 天満研修センター

2023/7/18 火 - - 後期J1 講義 経営

2023/7/19 水 - - 後期J1 講義 経営

2023/7/22 土 9:30 12:30 後期J3 講義 税務 103-1 公認会計士にとっての税務総論（実務編）
佐藤敏郎

（JICPA租税担当常務理事）
近畿会研修室

2023/7/29 土 9:30 12:30 後期J1 講義 特別 203-2 会計倫理【ゼミナール】 運営委員 天満研修センター

2023/8/1 火 - - 後期J1 講義 会計 ホテルフラクシア大阪ベイ

2023/8/2 水 - - 後期J1 講義 会計 ホテルフラクシア大阪ベイ

2023/8/20 日 10:00 12:00 後期J2 追試験 監査総合グループ第７回 - 近畿研修室

2023/8/20 日 13:30 15:30 後期J3 追試験 監査総合グループ第８回 - 近畿研修室

2023/8/26 土 10:00 12:00 後期J1 追試験 監査総合グループ第１回 - 近畿研修室

2023/8/26 土 13:30 15:30 後期J1 追試験 監査総合グループ第２回 - 近畿研修室

2023/8/27 日 10:00 12:00 後期J1 追試験 監査総合グループ第３回 - 近畿研修室

2023/8/27 日 13:30 15:30 後期J1 追試験 監査総合グループ第４回 - 近畿研修室

2023/9/2 土 10:00 12:00 後期J1 追試験 監査総合グループ第５回 - 近畿研修室

2023/9/2 土 13:30 15:30 後期J1 追試験 監査総合グループ第６回 - 近畿研修室

2023/9/3 日 10:00 12:00 後期J1 追試験 税務グループ第１回 - 天満研修センター

2023/9/3 日 13:30 15:30 後期J2 追試験 税務グループ第２回 - 天満研修センター

考対象学年の考査は事前の申込不要です。また、他の講義、ゼミについても経営戦略（ビジネスゲーム）、連結財務諸表作成実務以外は、事前の申込は不要です。

日程、講師及び会場が変更される可能性がありますので、都度ウェブサイトを各自で確認してください。

ホテルフラクシア大阪ベイ

事前エントリー 201-1～4 連結財務諸表作成実務【その１】～【その４】 運営委員

事前エントリー 102-1～4 経営戦略（ビジネスゲーム）【その1】～【その4】 運営委員


