
IFRS導入の必要性と国際的動向

IFRS導入には、「日本の金融・資本市場の強化」「企
業のグローバル化」という大きく二つのメリットがある。
会計基準（ディスクロージャー制度）は、もっとも基本
的な市場インフラの一つであり、子会社各社の統一的・
理解可能な会計基準の整備は、グループ全体の連結決算
や経営管理を行う上で、日本企業のグローバル展開の基
盤整備にもつながるだろう。しかし、それらメリットよ
りももっと大きいのは、導入しないことのマイナス面で
はないかと思う。日本企業や日本国の持続的な成長を維
持するには、国内だけでは限界がある。BRICsや
VISTAなど新興国の成長をいかに取り入れるかが、成
長に不可欠な要素となる。そして、これらの国々は続々
とIFRS採用に向かっているのである。現在、世界で
100カ国以上がIFRSを採用、導入決定している。2005
年に欧州が採用、オーストラリア・ニュージーランドが
続き、2007年11月にはアメリカも外国の登録会社につ
いてはIFRSの財務諸表を使えば、調整表なしで資金調
達できることを決定した。2010～12年にかけては、ブ
ラジル・カナダ・韓国・中国・インドが採用の方向にある。
昨年来、IFRS導入について慎重な発言が注目されが
ちな米国だが、慎重な発言＝導入否定というわけではな
い。「SECはまもなくロードマップを再開する。国際的
に統一された高品質の会計基準が必要なことは誰もが同
意するところである。（中略）基本的な考え方はなにも
変わっていない」――昨年９月に開催されたＮＹ州の
公認会計士協会主催の会合での、SEC新チーフアカウ

ンタント・クローカー氏の
発言は、現在のSECの姿
勢を如実に示している。
SEC新委員長シャピロ氏も
「将来のスムーズな米国でのアドプションを考えると、
MOUで定めたコンバージェンス作業は予定通り進める
ことが必要」との認識を示している。実際、FASB（米
国の会計基準設定主体）とIASB（国際会計基準審議会）
は月１回のペースで打ち合わせを行っており、昨年11
月に行われたコンバージェンスの再確認では、2011年
６月までに単一で高品質な会計基準を目指して、MOU
に定めるコンバージェンスを進めることが双方で確認さ
れた。異なるベクトルに進むように見える局面もあろう
が、国際的に高品質な一つの会計基準をつくっていくと
いう志に違いはないだろう。
一方、欧州の強い要請によってリリースされた金融商
品会計基準（IFRS９号）について、ここにきて欧州から、
時価会計の領域を増やしている、という不満の声が聞こ
える。その背景には、政治的な動きがあるのではと懐疑
的にすらなる。きちんとしたデュープロセスを経て成立
した基準であって、そのデュープロセスは尊重すべきだ
と私は思う。IFRSは欧州で生まれたが、もはや欧州の
ためだけの基準ではない、ということをわが国もはっき
りと言っていく時期に来ていると思う。

アジアでのプレゼンスを高めるために

アジア・オセアニア地域はどうか。豪州とニュージー
ランドは2005年に IFRSを採用。今後、中国、韓国、
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シンガポールなど主要各国で強制適用、完全なコンバー
ジェンスが予定されている。そうしたアジア各国の先行
事例を日本の取組みに生かすと同時に関係強化すべく、
昨年９月に豪州ミッションを、今年２月には、インド・
シンガポールミッションを行った。インドでは2011年
度から段階的に強制適用が始まる予定であり、シンガ
ポールではIFRSの導入がほぼ終了している。また、昨
年11月には、クアラルンプールで第１回AOSSG会議
（アジア・オセアニアの会計基準設定主体の会議・メン
バー24カ国）が開かれた。アジア・オセアニアの国が
結束して域内の意見を伝え活動を支えていくことと、コ
ンバージェンス、アドプションを拡大するために、先行
国がサポートしていくことが、会議の目的である。今年
９月、第２回を東京で開催するが、わが国のリーダーシッ
プが改めて問われるところだ。
IASBのサテライトオフィスを、アメリカとアジア・
オセアニアに設けようという議論があり、東京の他、ア
ジアの数都市が手をあげている。東京招致を実現するに
は、アジア・オセアニアの中でいかにプレゼンスを高め、
アジア諸国から信頼されるか、につきる。アジア・オセ
アニア地域の経済的な関係をさらに強めるためには、市
場インフラである会計基準も共通なものを目指す必要が
ある。日本がリーダーシップを発揮するには、早急に導
入を決めて円滑に進めていくことであろう。

IFRS元年の船出に向けて

そのための動きはすでに始まっている。昨年12月に
金融庁が告示した改正内閣府令のなかで、「米国会計基
準ベースの連結財務諸表は2016年３月期まで認められ
る」とされた。つまり、これ以降は認められないという
ことであり、IFRSが日本の会計基準の一つとして認め
られた画期的な法改正である。
民間での活動については、日本からの意見発信の更な
る強化が重要との認識のもと、日本として守らなければ
ならないもの、譲歩できるものを、ハイレベルでスピー
ディにコンセンサスをつくっていくために、昨年７月
「IFRS対応会議」がスタートした。財務諸表の作成者（企
業）、使用者、会計監査人、会計基準設定者、規制当局
などが一堂に会して、IASBから提案されている基準案
を正しく理解し、共通の認識ベースを形成した上で意見
発信することを目的とし、最終的にオールジャパンとし
ての意見集約をするための共通認識形成を目指す。
IFRSは開発途上であり、進化している。新しい基準の
見直しは、ビジネスの実態を十分理解した上で論点を整

理して公開草案の公表、利害関係者からの意見聴取を経
て決定するというプロセスをとるが、この過程で基準が
どんどん変わっていく。これを十分頭に入れておいてい
ただきたい。IFRS９号では、配当金の取り扱いや、金
融機関が保有する債券の償却原価区分などについて、わ
が国からの要請が強く反映されている。今後、退職給付
会計や収益認識基準などについての公開草案が予定され
ているが、積極的かつ建設的な意見発信を行っていきた
い。ただし日本の特殊性が十分考慮されず基準の見直し
が進む事態も想定される。場合によっては基準に合わせ
るようなビジネスモデルの見直しが必要かもしれない。
また、J-SOX導入時の上場企業の混乱を教訓に、不必
要な導入コストの抑制に向けて官民あげた関係者によっ
て、「IFRS導入準備タスクフォース」も立ち上がった。
ここでは、たとえば、様々な問題が出てきている初度適
用（IFRS１号）について、場合によっては見直しを求
めるべく問題点の抽出を行っている。また、減価償却費
については、税法に基づいた減価償却がどの程度認めら
れるか。耐用年数、加速度償却、償却のグルーピングなど、
どの程度我々の会計慣行が認められるか。具体的な例を
もって、議論を持ち上げていきたいと思っている。
連結先行と連単分離の問題については、連結先行が果
たして現実的か、という問題もある。会社法（分配可能
額の計算）や法人税法（課税所得の計算）との関連を考
えれば、連単分離のほうが現実的ではないか。独、仏、
英など、すでにIFRSを導入している国でも個別会計基
準は各国独自規定だ。ただし、これらの国もコンバージェ
ンスは進めている。単体から連結への調整をできるだけ
少なくする必要があるためだ。
また、非上場企業への運用会計基準はどうするか。全
企業に適用した豪州では今、反省論が出ている。こうし
た教訓も踏まえ、非上場会社への影響を最小限に留める
必要性があり、会社の特性に基づいた会計基準のあり方
の検討が、日本の会計の国際化を進める上でも喫緊の課
題だ。
今年はわが国において、IFRS元年ともいうべき年と
なる。金融資本市場のボーダレス化が進むなかで、統一
的で高品質な会計基準がスタンダードとなって財務報告
される流れは加速されても、逆戻りすることはない。わ
が国においてもこうした環境を十分に認識した上で行動
していくべきだ。今後は、円滑な導入に向けたセミナー
などの教育活動も従来に増して重要になる。関係者すべ
てが協力して、安心してIFRSを受け入れられるような
体制を日本として構築していかなければならない。

（本稿は 2010 年２月 17 日に行われた IFRS CONSORTIUM 2010 の講演内容を編集部にてまとめたものです。）





ムービングターゲットの概要

脇　「IFRSはまだ固まっていない」と、よく言われま
すが、まず、本日のテーマであるムービングターゲット
の概要について、手塚さんお願いします。
手塚　IFRSと日本基準、双方ともに激しく動いていま
す。企業の対応としては、今IFRSで何がほぼ固まって
いるか、今後大きな改定予定がないか、それに日本のコ
ンバージェンスがどう追いつくか、いつ追いつくかをカ
テゴリーに分けて対象を考えていく必要があると思いま
す。IFRSのムービングターゲットを改定予定時期に合
わせてグルーピングすれば、たとえば、①現行基準（小
幅改定にとどまるものを含む）、②金融危機関連プロジェ
クト領域、③その他の基準改定領域、の三つに大別でき
ます。
①については、今の時点で日本基準と差があるかどう
かを見ていくことで、将来あまりはずすことはないで
しょう。ASBJでは企業結合・無形固定資産を今年基準
化予定しており、企業結合についてのれんの非償却とい
う問題とあわせて改定されると思われます。また、過年
度遡及修正・財務諸表表示の包括利益などの対応は日本
基準が早期にキャッチアップする見込みです。こうした
点については、現時点から変更を見越して対応可能で
しょう。②で問題となるのは連結の範囲です。ASBJは
2011年に金融商品プロジェクトを基準化予定です。こ
の部分は、2010年度中に段階的に対応を始め、2011年
度中には軌道に乗せていくことになっています。最後の
③は財務諸表表示や法人所得税・リース・収益認識・退
職給付・負債と資本の区分・負債・ヘッジ会計などで、
プロジェクトが長期にわたります。こうした領域は、日

本基準のコンバージェンスについて2011年後も追い続
ける必要が生じるかもしれません。
会計処理の変更は皆さんの中にも経験された方がい
らっしゃると思いますし、会計基準の変更は会計ビッグ
バン以後毎年のようにあったのですが、今回は、移行年
度の開始財政状態計算書をつくるときに、一気に変更し
なければなりません。そのことは心してかかるべきで
しょう。

プロジェクト対応は実態重視で

脇　藤田さん、プロジェクトとしてはどう対応していけ
ばよいでしょうか。
藤田　ムービングターゲットという言葉は非常によく使
われますが、そこには「まだ決まっていない、生煮えだ
から、少し対応を見合わせよう」というニュアンスが漂
います。大きく変わるものとそうでないものの見極めは、
基準だけでなく、個社に当てはめて考えることが重要で
す。業務や組織、システムにどのような影響が出るか、
変更すべきはなにかというところまで落としこんでい
く。まずは、そこから始めていただきたいと思います。
ビジネスは待ってはくれませんから、基準が固まるま
でに時間を要する部分に、業務やシステムの改変を加え
る場合は、IFRSがビジネスの足枷になりかねず、社内
での展開が非常に難しくなります。そうしたときは、た
とえば戦略的に早期適用を選んでしまうという手もあり
ます。できるだけシステムに手を加えずに乗り切って、
まずレポーティングそのものを早めに経験して、同時並
行的にシステムの構想をつくりながら、早期適用が終わっ
た時点で展開できるよう準備していく。チャレンジング
な試みではありますが、ビジネスのスピードを毀損する
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日本企業の対応を考える」と題されたイベント“IFRS CONSORTIUM 2010”が開催された。
ここでは、IFRSコンソーシアムのメンバーによるパネルディスカッションを紹介する。
企業の実務家の方々からはIFRSへの取り組み方等と、
専門家の方々からはそれぞれの専門分野のお話を伺った。
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ことなく、IFRSに対応する一つの選択肢と言えます。
社内で展開していく場合、IFRSとは何かについてま
だまだなじみが薄い、ということも頭に入れておく必要
があります。今後は、各部門への影響を咀嚼して広めて
いかなければなりません。現場のことがわからなければ
IFRSの影響もよくわかりませんから、支持者・理解者
を広げていくことが必要だと思います。これは回り道の
ように見えますが、実は近道だと思っています。できる、
できないという話を先行させず、まずは実態をつかむこ
とから始めていただきたい。するとできないと思ってい
たことができてしまうことがけっこうあります。前提を
置かずにやることが大事でしょう。

システムへの影響

脇　システムへの影響については、桜本さんいかがで
しょうか。
桜本　IT活用については、レベルに応じて三つの対応策
があります。ここでは、金・銀・銅としておきましょう。
まず一番簡単な方法は、既存のシステムはそのままで、

「連結システム」を導入して、最低限必要なレポーティ
ングのみを対応するパターン。これが銅メダルです。こ
のパターンでは、求められる粒度や項目が変化した場合、
収集するデータが毎年変わります。
そこで、システムを使って、帳簿管理の仕組みを自動
化していくのが銀メダルです。GLシステム＝総勘定元
帳をグループで一元管理しますから、複数帳簿（日本基
準の帳簿とIFRSベースの帳簿など）を、一つのGLシ
ステムの中で保持できます。GLシステムの中でIFRS
ベースの帳簿連結は自動的にできますから、経理・財務
の負荷は大きく減ります。
ムービングターゲットを考えると、業務処理そのもの
が大きく変化する可能性もあります。業務処理を支えて
いる業務システムの大きな変化、あるい
は設定の変更、最悪の場合はシステムの
つくり直しが発生します。そこで、上流
のシステムまでも、一つの共通システム
としてグループで取り込んでしまう。た
とえば販売管理の仕組みが出荷基準から
検収基準になっても、一つの設定の変更
ですべての関連子会社が明日から検収基
準に変化できるというメリットがありま
す。この仕組みを構築するには経理・財
務部門だけではなく、すべての部門をま
たいだ取り組みが求められ、努力とコス

トと時間がかかりますが、ここまでできれば金メダルで
す。グローバル競争に勝つためのグループ経営管理基盤
ができあがります。
オラクルコーポレーションは、アメリカに本社を持つ
グローバル企業ですが、2000年まではプロセスも IT
もすべて各国個別最適の中で運用してきていました。
SOXという大きなトリガーもあり、経営上の要請から
2004年に、共通の ITインフラをアメリカのオースチ
ンに置きました。一つのデータセンターにある、一つの
ERPシステムを全社で使うという仕組みに変えたので
す。シェアード・サービスセンターをインドのバンガロー
ルに置き、発注・購買・会計業務等々は、すべてここで
行われています。日本オラクル、中国オラクル、オース
トラリアオラクル等各国のオラクルは物理的なITとし
てのシステムは持っていません。すべてこのデータセン
ターにアクセスしにいく仕組みを構築しています。この
仕組み（プライベート・クラウド型）が今、非常に注目
を浴びており、日本でも大手通信業・金融機関等が、バッ
クオフィス業務をこのかたちで構築しつつあります。
脇　IFRSを先行導入しているEUでは、金・銀・銅の
どのパターンが多いでしょうか。
桜本　準備期間が短かったので「銅」つまり、連結パッ
ケージを使ったケースが非常に多かったです。いったん、
銅のパターンでしのいでおいて、今まさに銀に行くべき
か、金に行くべきかという議論を行って、実際にプロジェ
クトを走らせているお客様が非常に多くなっています。
逆にアジアでは、韓国のLG電子のように最初から「金」
で行く、という企業が比較的多いのが実状です。

企業における取り組み

脇　次に企業側からのご意見を伺います。NECの関沢
さんいかがでしょうか。



関沢　導入時期は決定していませんが、2012年度をター
ゲットとしています。背景には、国内マーケットの鈍化
もあり、海外展開の重要性の高まりがあります。経営基
盤の統一の必要性があり、早期にやっていこうとしてい
ます。体制としては、昨年10月に10名ほどで専任チー
ムを立ち上げています。また、各BUでも窓口を設定
しています。アドバイザーとして、監査法人に別チーム
をつくってもらいアドバイスをいただいています。検討
状況は、フェーズ1から4に区分し、フェーズ1（基準
差と影響の分析）が終了したところです。数字では数十
の対応が、開示の部分では数百の対応が必要という結果
が出ており、開示が一つのポイントであろうと思ってい
ます。会計方針の策定は4月をめどにしていますが、ムー
ビングターゲットが影響するところです。ムービング
ターゲットについては、こうすればうまくいうという解
はないと思いますが、つねに基準の変化はあり対応して
いくべきものと認識しています。基準が確定してから対
応したのでは間に合わないので、動いているものについ
ては現行基準をベースに検討を始めています。おそらく
現行基準をスタディしていかなければ、次が出たとき対
応が難しい。結果としては、これが一番の近道ではない
かと、個人的には認識しています。
脇　KDDIの西田さんはいかがでしょうか。
西田　適用の時期は検討中ですが、プロジェクトは1年
数カ月前にスタートしています。体制としては、（弊社
を監査していない）監査法人とコンサル契約をして、プ
ロジェクト導入当時から一緒にチームを組んで議論して
きました。会計のプロジェクトとはいえ、全社を巻き込
むものだと直感しましたから、まず経営トップに対して
弊社にとってのインパクトを具体的な数字を入れて報告
することにしました。最初の半年は、そのための作業を
中心に行いました。当社は装置産業の側面をもつため、
固定資産規模は約2兆円、登録件数は360万件程度の
データがあります。ITシステムへの影響も考慮しつつ、
最大限のインパクトを考えた数字を経営層には伝えてあ
ります。固定資産システムに関しては、二重管理と並行
管理が必要になってきますから、基幹システムに先行し
て、検討に着手したところです。ムービングターゲット
への対応については、経理部内に3名の専任者をおいて
いますが、情報収集を行いつつ、一方で、実務としては
後ろの壁を意識しながら前を見て進んでいくことが重要
だと思います。とくにアドプションばかりに気を取られ
ていると、コンバージェンスへの対応が後手に回ること
を痛感しています。ターゲットとしては2011年度内に

8合目まで登っていこうということで進めています。
脇　旭化成の佐藤さんはいかがでしょうか。
佐藤　弊社は、持株会社と8つの事業会社を持っていま
すが、海外展開はあまり進んでおりませんので、いわゆ
る一般的な日本企業の代表という気持ちでお話ししたい
と思います。個人の見解になりますが、弊社では今のと
ころおそらく任意適用、早期適用は全く考えていないと
いうことになると思います。海外での大規模な資金調達
も予定しておらず、海外事業の比率もそれほど高くあり
ませんから、適用を急ぐ理由がないというのが正直なと
ころです。体制としては、専任を1名経理において、監
査法人と1年間ほど勉強会（ワークショップ）を行って
います。ここには、8事業会社の経理部のメンバーも加
えて、認識の共有と経理要員のIFRS教育も兼ねていま
す。ムービングターゲットということで、方針が出しづ
らい状況です。中でも、コンバージェンスのスケジュー
ルがはっきりしないこと、すなわちIASBとFASBは
2011年 6月までにコンバージェンスするそうですが、
日本ではアドプションの前に来るのか、来ないのかが読
み切れません。また、何といっても、連結と会社法、単
体と税法については、対応の方向性すらわからないので
基本対応方針が立てづらい状況です。我々は事業会社制
ですから、事業会社は、非上場の大会社として会社法対
応を行う必要があります。現在は連結との差異はそれほ
どありませんから基本的に事業会社の単体決算数値を連
結用に組み替える必要はありませんが、IFRSになって
連単分離されると、事業会社の記帳をどちらの基準でや
るのか等面倒な問題が出てきます。このように、いまだ
不確定、不透明な状況の中で今、我々が注力すべきは、
IFRSの研究継続と自社の現状の会計処理や事業実態の
精査だと考えております。現在、おおむね問題になりそ
うな項目は把握できた状況です。今後は、IFRSのアッ
プデートと、メーカーですから固定資産と収益基準の深
掘りが必要かと思っています。もう一つ、12月決算の
海外会社の報告期間を3月に合わせていくという方針は
決まっています。脆弱な海外の会社の経理インフラを、
IFRS導入を機会に基礎的な部分からつくり上げていく
には、人材を含めて今から対応しておくべきと認識して
います。
脇　今ある基準、今後変わっていくものをどうとらえ、
どう対応していくか。そのもととなるのは、やはり人材
ですね。本日はどうもありがとうございました。

〈注・発言はすべて私見に基づくものです。〉



IFRS導入と内部統制

――IFRS 導入と内部統制の関連はどのように理解して

おけばよいでしょうか？

廣渡　まず、今までの日本基準でつくっていた連結財務
諸表をつくる業務プロセスを、IFRSベースでつくる業
務プロセスに変更しなければなりません。内部統制活動
は、業務プロセスが整った上で、どのような統制を効か
せるかということになります。内部統制について企業の
方からご質問を受ける時、みなさん“RCM（リスク・
コントロール・マトリクス）”に関心を示されますが、
RCMは業務ごとのリスクを洗い出して統制をまとめる
表ですから、業務の変更なくしてRCMを論じることは
できません。IFRS導入による業務変更をどう考えるか。
まずは、そこが第一歩です。
――具体的にはどのような対応が必要でしょうか？

廣渡　対応にはいくつかのレベルがあると思いますが、
基本的にはIFRSベースと税法ベース、両方の情報が必
要になります。業務プロセスの構築という観点から考え
ると、アウトプットの修正だけで対応するのか、会計シ
ステムを変更して仕訳を２本入れるのか、それとも業務
システムそのものを変更するのか、会社として方針を決
める必要があります。それには、当然基準差を知る必要
があります。コアメンバーは、IFRSを学習して情報シ
ステムとの連携をどうとっていくか。まずは、その方針
を決めなければなりません。そこからプロセスを考え、
情報収集のルールを決めていくことになります。そこか
ら統制を敷いていくことになるでしょう。
最初から「統制」を考えても宙に浮いた議論になりま
す。おそらく決算財務報告プロセスがとくに重要になる
と思いますが、必要最小限の組み替えで対応しようとす
れば、組み替えのプロセスが重要になります。そこの統
制をいかに敷くか。かつ必要な情報を、きちんと子会社
から集めるように親会社がイニシアティブをとって指揮
できるか。たとえば、規準差について、改訂があったと
き、情報を子会社に流せるようにする。親会社で上がっ
てきた情報をきちんとチェックできる人材の教育を統制
環境としてもっておく。これは非常に重要ですね。統制

環境のなかで一番重要なのは
「人」なのです。

勉強は決してムダにならない

――いちばんのポイントは？

廣渡　まずは IFRSそのもの
を知ることが必要です。知ら
なければルールがあっても形
骸化するし、知っていればルー
ル化されていなくても統制が
効きます。だから人材育成が
重要なのです。我々の導入支援プロジェクトでは、
IFRSを知るところから始めます。その上で一緒に差異
について詰めていこうというスタンスです。またIFRS
の財務諸表を自社内でつくれるようにならなければ、内
部統制報告書に「重要な欠陥なし」とは書けません。そ
のためにも、IFRSを知ることが先決です。教育手法と
しては、セミナーなどへの参加に加えて、社内に円卓会
議を設けて知識・情報を共有していくのが有効だと思い
ます。
加えて経営者の意識が大きなポイントになります。具
体的なインパクトの報告を経営トップにきちんと上げる
ことで、プロジェクトの最初の段階で経営トップにしっ
かりした問題意識を持ってもらわなければ、全社的な協
力体制をつくることができませんから。IFRS導入は、
非効率な内部統制の失敗をただす、よい機会ともなりま
す。それにはコスト（時間）が必要ですから、トップの
理解は不可欠です。
――これから求められる人材力とは？

廣渡　原則主義の世界では、根本に立ち返って考える力
が求められます。だからこそ、“IFRSを知る”ことが
大事なのです。ロジカルな会計的思考で監査法人と対話
できるようになるためには、今から勉強して知識を蓄え
ておくことです。2012年に決定してから、勉強を始め
たのでは難しい。どのような方向に動こうとも、勉強自
体は決してムダになることはありません。会社にとって
も個人にとっても大きな財産になると思います。
――本日はありがとうございました。

career

IFRSが内部統制に与える影響
「統制の前にプロセスありきです。
まずは、IFRSの勉強から始めることが大事」

株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング
代表取締役社

廣渡嘉秀氏
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I n f o r m a t i o n

CIA合格者対象オンライン講座

講
座
の
特
長

インターネット講座のため、ご自宅の PC で時間を問わず受講していただけます。便利に

廉価で １CPE 単位あたり2,000 円を目安に算出した、お得な価格体系となっております。

豊富な
単位を

CIA・CISA®合格者として体系的に理解を深めたい方、あるいはテーマごとに実践的な知識を得たい方、
様々なご要望にお応えできる講座をご用意しております。

アビタスでは、廉価で充実した内容の講義により、
CIA・CISA®合格者の皆様の継続教育（CPE）を支援しています。

のべ600名様が受講した高度専門職スキル養成プログラム
eラーニング販売中!！

千葉商科大学会計専門職大学院との提携により、大学院の講義を継続教育として受講していただくことが可能となりました。
先端的・実践的な講義により、知識を深めるチャンスです。

CAATを具体的にイメージできますか？
〈CAAT・IT監査〉
「CAAT 中級：監査ツールの活用」　中村哲也 客員講師

CIAで学んだ知識に奥行きを与えてみませんか？
〈内部統制・内部監査〉
「コーポレートガバナンス：誰がために鐘は鳴るのか？」　武見浩充 教授
「会社法における内部統制」　矢田誠 教授
「 J-SOX、内部統制監査の今後」　松下芳男 教授

IFRS導入への動きは
もう始まっています。
〈国際会計・ファイナンス〉
「国際財務報告基準の導入に向けた我が国の課題」　島田眞一 教授
「国際金融と資金調達（IFRS 時代の資金調達）」　泉正治 客員教授
「減損会計」　菊原栄三 客員教授

まずは CIA 合格者対象オンライン講座にアクセスしてください。

https://member.abitus.co.jp/cpe/0907
会員登録がお済でない方は、「新規会員登録」にお進みください。

IFRS対応・グローバル化に向けた会計プロフェッショナル人材の採用支援

監査法人・会計コンサルティング会社出身者／上場企業経理財務・国際税務経験者など、
会計プロフェッショナル人材の登録多数。正社員・派遣社員の紹介に加え、プロジェクトベースの人材供給も可能です！
採用セミナーも無料で開催いたします。

株式会社アビタスCPE担当
TEL：03-3299-3222　E-mail：cpe-faq@abitus.co.jp

〈受付時間：平日 11：00 〜 20：00・土日祭 10：00 〜 20：00〉
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-1-1 新宿マインズタワー 15 Ｆ

お問合せ先 毎週木曜日定休
〈年末年始休業有〉

▪採用に関するご相談・お問い合わせは下記 URL、もしくはお電話、E-mail でも受け付けております。

株式会社アビタス
採用支援担当：熊谷・佐々木

http://www.abitus.co.jp/career/partner/index.php
TEL : 03-3299-3666       E-mail : career@abitus.co.jp


