
退職給付会計は難しい――そんな声をしばしば
耳にします。退職給付会計を難しくしている原
因の一つが、専門用語の多さです。イメージし
やすい言葉と図解を使ったわかりやすい解説で
毎年好評を博している、退職給付会計講座の導
入部分（初級編）のツボを特別公開します。

退職給付会計の中心は、「退職給付債務」と「年金資産」
の二つです。退職給付債務とは、ザックリ表現するなら、
「（従業員等に対する）退職給付の支払義務の現在価値」
であり、一方、年金資産とは、「退職給付の支払のため
に企業年金制度において積み立てられている資産」です。
退職給付会計には、たくさんの独特な専門用語が出て
きてややこしいのですが、基本的に「退職給付債務」と
「年金資産」の変動や関係を表すものとして理解すれば
怖くありません。
例えば、勤務費用や利息費用は退職給付債務の増加要
因ですし、期待運用収益は年金資産の増加予測値です。
様々な他の専門用語は退職給付債務と年金資産からの派
生物として整理でき、この関係を理解していると頭が混
乱しないのです。

退職給付会計のゴール数値は？

ゴールがイメージできないと、何事もぼやけてしまう

でしょう。単体決算の退職給
付会計においてゴールとなる
数値は退職給付引当金です。
退職給付引当金は、退職給
付債務から年金資産と未認識
項目を差し引いて算定され、
単体のB/S上負債として計
上されます。

退職給付引当金＝退職給付債
務－年金資産－未認識項目
（★①）

未認識項目とは、「既に発
生しているのに、未だ負債と
して認識していない債務（または資産）」のことをいい、
隠れ債務の一種とも言われます。
なぜ、「発生しているのに認識しない」などという、
とんでもないことが認められるのかと言うと、次のよう
な理由があるのです。

未認識項目は、なぜ未認識で良いのか？

未認識項目には、数理計算上の差異、過去勤務費用、
会計基準変更時差異という三つの種類があります。
まず、「数理計算上の差異」は、平たく言うと、予測
と実績の差です。退職給付債務という将来の予測に基づ
く数値について、当然期末に当期１年分の実績値を反映
させた退職給付債務が判明します。この実績値ベースの
退職給付債務と予測値ベースの退職給付債務の差額が数
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理計算上の差異です。
そして、将来の予測計算をする際の計算上の仮定の率

（基礎率）を適切に設定していれば、実績が予測を上回
る年も下回る年もあり、徐々にプラスマイナス相殺され
るはずなので、ジタバタせずに長い目でそれを待ちま
しょう。だから、予測と実績の差を即時に認識せず、少
しずつ遅れて延ばして認識（＝遅延認識）すればよいで
しょう、という考え方です。
次に、「過去勤務費用」とは、給付水準等の引き上げ（ま
たは引き下げ）に伴う退職給付債務の増加額（または減
少額）です。
給付水準を引き上げれば、その分従業員の勤労意欲が
上昇し、その分将来における収益も増加するはず。それ
なら、既に新たな債務及び費用が発生していたとしても、
将来に増加する収益が計上されるタイミングに合わせ、
将来の費用として徐々に計上すればいいでしょう、とい
う考え方です。いわゆる「費用収益対応の原則」が遅延
認識できる論拠なのです。
最後に、「会計基準変更時差異」とは、2000年に退職
給付会計が導入された時点における「本来の負債計上額
（＝退職給付債務－年金資産）」と、その直前の負債計上
額との差額です。
この会計基準変更時差異を、負債及び費用として全額
計上してしまうと、ほとんどの上場企業が赤字転落して
しまいとんでもないことになるので政策的な配慮により
遅延認識が認められたのです。

実は二つあった積立不足の定義

退職給付会計には、混乱を招くいろいろなワナがある
のですが、その最たるものが「積立不足」という言葉で
す。

この積立不足は、A「退職給付債務－年金資産」とB
「未認識項目」という二つの定義が、メディアや文献で
使われていたため、皆さんの頭をモヤモヤさせていたの
ではないでしょうか。幸いなことに、日本の退職給付会
計基準の改正やIFRS（IAS19）の影響もあり、基本的
にAの定義、つまり「積立不足＝退職給付債務－年金
資産」でほぼ落ち着きましたのでご安心ください。

退職給付債務計算ロジックの勘どころ

退職給付債務とは、「（従業員等に対する）退職給付の
支払義務の現在価値」でした。計算するときは、「過去
分の退職給付見込額の現在価値」として計算します。過
去分とは、将来退職した時の退職給付見込額のうち、入
社日から当期末までの期間（＝過去勤務期間）に相当す
る部分のことです。
例えば、20歳で入社した人が当期末現在30歳、予想
退職時点が60歳だとします。過去分は、退職給付見込
額のうち、20歳から30歳までの過去勤務期間に相当す
る部分です。
この部分が例えば、1800であり、60歳時点から30
歳時点まで30年間、割引率2.0％を使って割引現在価
値計算をすると約1000という現在価値（＝退職給付債
務）が算定されるのです。
ちなみに、この割引率は、国債利回りなどをもとに設
定するため、マイナス金利下では、割引率がマイナスに
なってしまう可能性があり、そうすると1800が 1000
へと割り引かれるどころか1800より大きな金額に割り
増されてしまうことになるのです。

「退職給付費用」は六つの要素の積み上げで算定

P/Lの売上原価及び販管費として計上される「退職

退職給付会計の全体像（単体）図表
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給付費用」は、六つの要素の積み上げにより算定されま
す。

退職給付費用＝勤務費用+利息費用＋三つの未認識項
目の償却額－期待運用収益（★②）

この六つの構成要素のうち、コアとなるのは「勤務費
用」と「利息費用」です。
これもザックリ言うと、「勤務費用」とは、退職給付
債務の１年分であり、「利息費用」とは、退職給付債務
の利息です。
そして、勤務費用と利息費用を累積したものが退職給
付債務となります。

退職給付債務＝勤務費用と利息費用の累積

この関係式を覚えておくと、仕訳を理解するとき非常
に役に立ちます。
どういうことかと言いますと、勤務費用100と利息
費用15を計上する場合、「退職給付債務＝勤務費用と
利息費用の累積」という関係式から、退職給付債務が
115増加することが導かれます。そして、退職給付債務
が115増加するのであれば、「退職給付引当金＝退職給
付債務－年金資産－未認識項目」という退職給付引当金
算定式から、自動的に退職給付引当金が115増加する
という結論になります。よって仕訳は以下のようになり
ます。

退職給付費用115　/　退職給付引当金　115

全体像・仕訳・ワークシートをセットで理解

退職給付会計の全体像を大づかみするために重要なの

が、前ページの図表です。本講座におけるベースキャン
プでもあります。
図表のうち、「①退職給付B/S」は★①の数式そのも
ので、会社本体のB/Sに負債として計上される「退職
給付引当金」が算定されます。「②退職給付P/L」は★
②の数式と一致します。会社本体のP/Lにおいて費用
として計上される「退職給付費用」が算定されます。「③
B/S退職給付引当金勘定」は①と②をつなげるもので、
退職給付引当金の期中における増減推移（フロー）をあ
らわしています。
つねにこの図表をイメージしておくと、会計処理がわ
かりやすくなります。例えば、退職一時金制度からの支
払20によって、退職給付の支払義務は減少しますので、
支払義務の現在価値である退職給付債務も20減少し、
退職給付引当金を20減らす以下の仕訳が導かれます。

退職給付引当金　20　　/　　現金預金　　20

仕訳は丸暗記するのではなく、仕組みを理解すること
で記憶も定着しますし、応用力も高まります。また、仕
組みの理解に加え、全体像をもとに各概念の関係を理解
すれば、芋づる式に全ての仕訳が導き出せるようになり
ます。
さらに、実務では、各数値を効率的に算定する退職給
付会計ワークシートのマスターが必須です。本講座では、
全体像と仕訳とワークシートを３点セットで、共通の数
値を使って解説します。
これにより、退職給付会計を立体的に理解することが
でき、退職給付会計を好きになっていただけるのではな
いかと思います。

初級編（１回）は、初めて退職給付会計に携わる方、
これまで担当していたけれども内容が理解できていな
いという方向けに、各退職給付制度の概要と分類を解
説した上で、本稿のような内容をもう少し深く広く、
丁寧に学習します。
中級編（２回）では、退職給付会計の全体像を踏まえ、

退職給付債務計算の実務から連結や税効果、制度変更、
退職給付信託、複数事業主制度など幅広い論点を取り
扱います。連結でつまずきがちなリサイクルや包括利
益など、関連する論点もコンパクトに解説します。実

務担当者の他、実務を検証する立場の方にも最適です。
上級編（２回）は IFRS における退職給付会計を徹
底的に学びます。IFRS（IAS19）を知らない方から会
計プロフェショナルの方まで幅広く受講していただけ
る内容となっています。日本基準との違いをクリアに
示し、アセットシーリング、有給休暇引当金や最近の
改正論点にも触れる予定です。
なお、計５回の講座ですが、１回のみの受講も可能
となっています。

こんな方におススメ!!
「IFRS対応退職給付会計講座」──新しい退職給付会計の基本から実務対応まで



企業の不祥事が増えている。不正会計事件はコー
ポレートガバナンスコードの新設もあいまって、
大きな議論を呼んでいる。本セミナーでは東芝を
含む四つの不正会計事例の公開情報をもとに原因
を探求し、これからの日本企業が求めるべきガバ
ナンス運用体制を探った。セミナーでは、コーポ
レートガバナンスコードの基本原則と対応例もき
め細かに紹介された。ここでは、セミナーのアウ
トラインを紹介する。

企業はなぜ不正に手を染めるのか

東芝（電気機器）、アイレックス（情報通信）、紅技（鉄
鋼）、イチケン（建設）の四つの不正会計（粉飾決算）
事例について、「第三者委員会調査報告書」、ならびに「改
善報告書」「改善状況報告書」（以下、総称して「報告書」）
を読み込むと、類似性が見られる。
東芝の事例では、７年間にわたって2248億円の会計
不正が行われていた。主な手口は、①パソコン事業で、
委託生産先に部品を有償支給。製品として買い戻す取引
について原価の数倍以上の価格で部品を供給、かつ四半
期ごとに押し込み販売をして多額の収益の前倒し計上を
行った。②映像事業やパソコン事業において損益目標を
達成するための対策としてキャリーオーバーと称する、
損失先送り計上リストをつくりそれを管理して不正会計
を行う手口。具体的には請求書の発行を遅らせてもらう。
仕入れ先から一旦値引いて購入し、翌期に価格調整を行
う、といった露骨な不正を行った。③電力事業、社会イ
ンフラ事業において、工事損失引当金の計上を行わない
などの手法がとられた。の三つである。動機は、コーポ
レートからの四半期末の損益改善要求（チャレンジ）に
応えるなど、当期利益の不正な嵩上げにあった。
アレックスでは、いわゆる「外部公表数値至達主義」
の社長のプレッシャーにより、①締め後売上の架空計上、
②工事進行基準における売上や売上粗利益の前倒し計
上、③開発費の資産計上、④仕掛品の過大計上という四
つの手法を用いて、取締役執行役員が５年間にわたって

不正会計を行った。
紅技の事例では、子会社
の取締役を兼務し将来を嘱
望されている製造グループ
のリーダーが、不良品の発
生や工程の遅れを隠蔽する
ために４年間にわたり、仕
掛や製品の不正計上を行
い、２億7000万円を不正
計上。
イチケンの事例では、支
店の複数の部長が執行役員
副支店長の暗黙の了解を得
て５年間にわたり支店の業
績を良く見せかけるために、合計８億円超の工事の原価
の付け替え、先送りを行ったものである。
東芝、アレックスは経営者不正であり、虹技、イチケ
ンは従業員不正という違いはあるが、不正の発生原因を
見てみると、役職員のコンプライアンス意識の欠如、内
部通報制度の形骸化、利益至上主義、モノが言えない企
業風土、取締役会や監査役会の形骸化、管理部門の機能
の軽視、Ｊ－SOXや社内規程の形骸化、監査法人の機
能の限界などに集約され類似性が高い。
そしてほとんどのケースに共通するのが、俗に「ムラ
社会」「サラリーマン共同体」と言われる従来型日本企
業の特徴であるところの「共同体的一体感」である。内
部昇格で役員となるのが日本企業における出世の王道で
ある。従業員については、会社の成功＝自分の利益とい
う環境が、経営者不正への関与や経営者からのプレッ
シャーによる忖度不正や従業員不正のリスクを高め、コ
ンプライアンスリスクを高めているのではなかろうか。
また、役員については、サラリーマンの上りとしての立
場で、頭の切り替えができず、心情的には過去の「従業
員としての自分との連続性」の中で考えがちである。競
争に勝ち抜いて上り詰めた自分が、いまさら監視を受け
るとか、経営がわからない株主に規律づけられる立場に
なったという意識を持ちにくい。役員は一部を除いて内
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部昇格者なので選んでくれた社長にモノを言える役員は
少ない。共同体的一体感の中で仕事をしているので、足
を引っ張る議論を取締役会で行うのは難しく、取締役会
のガバナンスが本質的に効きにくいのである。
こうした背景を踏まえて、事例から学ぶ今後の論点を
考えていきたい。

経営者の意識改革

報告書で原因として挙げられている「経営者のコンプ
ライアンス意識の欠如」は、深掘りすれば「経営者のプ
ライド・体裁重視姿勢」に置き換えられよう。実質的な
改善策は、「経営者としての役割と責任の再認識」、経営
者による修己治人の実践、関連するコーポレートガバナ
ンスコードのコンプライにあると考える。守りのガバナ
ンス部分をコンプライすることでかなり防げる部分があ
る。
具体策に関する論点は、①役員昇格者としての自覚、
②株主が恐れる三つの経営者リスクと規律付け、③攻め
のガバナンスと不正会計の関係、④「規律付け」に対す
る経営者の前向きな覚悟、⑤情報開示のインセンティブ
（ネガティブ情報）、⑥役員研修の意義、の六つ。
コーポレートガバナンスコードの原則４－14①では、
取締役・監査役に求められる役割と責務を理解するため
の機会の提供が強調されている。取締役になった途端に
変わる立場を理解する機会を会社は提供しなければなら
ない。役員としての役割と責務の理解を促す研修は日本
において急務になっている。
三つの経営者リスク（「お手盛りで自分たちの報酬を
増やしてしまう」「株主の利益にそぐわない経営者の続
投と後継者選出、業績を上げるための無理な投資の強行・
数字の改竄による見せかけの成功」「必要なリスクをと
らないという経営者の逃走リスク」）の要素すべてに呼
応する形で設定されているコーポレートガバナンスコー
ドを活用して、ガバナンスを再設計することがポイント
となる。
攻めのガバナンスの目的は、稼ぐ力の向上である。課
題は経営者による「逃走」の阻止だ。攻めのガバナンス
と守りのガバナンスは表裏一体であり、攻めのガバナン
ス強化による稼ぐ力の増強は不正の未然防止につなが
る。最強の防止策は稼ぐことにあり、稼ぐ力の増強が不
正の防止につながるということである。

企業風土の改善

事例で挙げられた不正の原因として、「モノが言えな

い企業風土」「公表値至上達成主義・利益至上主義・実
現不可能な至達目標の付与」がある。これらの要因の深
層には、「『経営陣の気風』の重要性に関する認識の欠如」
「企業価値向上への経営倫理の欠如」「（企業によっては）
体育会系企業風土」があり、これらはすべて経営者の倫
理観や気風の改善からスタートすると考えている。報告
書の中にある、「組織の倫理観は、組織のトップの倫理
観を超えることはない」という指摘は至言である。
論点は、①「健全な価値観の共有」、②「予算統制の
在り方」、③「業績評価制度（従業員）」、④「業績評価
制度（経営陣）」、⑤「内部通報制度」の五つ。
日本企業の持つ「共同体的一体感」が、良好な情報の
流れを生み、新たな知恵を生み出す土壌をつくるという
よい方向性に働くか、個を犠牲にして忠誠心を示し指示
通りに仕事をこなし自ら考える力を喪失させる方向性に
向かうかを決するのは、経営者の考え方次第である。
予算統制については、現実的・実施可能な事業計画（予
算）を事業部の同意のもとに策定する。また、三つの事
例で見られた「工事進行基準」で原価管理を行う場合は、
少なくとも月に１度は総原価見積の見直しを行うという
予実管理が求められる。
業績評価（従業員）では、インセンティブ（賞与）が
実質給与の一部となっている、という指摘がなされた。
生活給である賞与を一切出さないというプレッシャーは
不正を誘発する。ポイントは、従業員賞与が生活給であ
るならば必ず支給すべきという点だ。昇進等に係る人事
評価は、「経営者の価値観を役職員に与える手段」であり、
倫理的な行動や部下への教育・指導を評価項目へ含める
などの方策が考えられる。
経営陣の業績評価について、報告書では、東芝業績評
価制度は日本の平均や米英と比較すると業績連動賞与に
相当する比率が高く、そのインセンティブが不正発生に
影響した可能性は拭えないとされた。ガバナンスコード
では、欧米型の報酬体系を推奨しているように見受けら
れるが、欧米（特に米国）では、逆に過度な業績連動が
問題になっていることから、不正会計防止の観点からは、
慎重な対応が必要であろう。
内部通報制度について、事例では「周知されていない」
ことが報告されている。根本原因は、「会社による通報
事実の守秘と通報者保護の確実性に不安があるから内部
通報制度が活用されない」の一点にあろう。会社は必ず
通報事実を秘密にするとともに、「公益通報者保護法」
についてしっかりと説明し実行するなど、そのような通
報者の懸念を払拭する制度とすることが大切である。



取締役会、監査役、社外取締役の各機能の有効化

取締役会、監査役、社外取締役の各機能について、報
告書では、「あるべき姿と機能についての意識と理解が
欠如し各機能が形骸化している」と言及している。ここ
での論点は二つ。①取締役会・監査役会の実効性確保と
社外取締役の役割、②後継者の選出、である。
問題の本質は、取締役に十分な能力があるとしても、

「問う力」が十分に発揮されて本質的な議論がなされて
いないことにある。現状では、社内の取締役は自分が任
された領域以外には口は出さず、事業や部門の代表のよ
うにふるまうことで精一杯であり、そこに社外取締役の
出番がある。取締役会の実効性確保のために社外取締役
の役割は極めて大きい。社外取締役の実効性は、[社外
取締役の実効性＝社外取締役の独立性と胆力×社外取締
役の専門的知見と情報収集力×経営者の社外取締役への
受容度 ]であらわされる。この掛け算は、社内外にかか
わらず個々の取締役に共通して言える。取締役会の実効
性は、個々の取締役についての掛け算の総和となる。監
査役について、報告書では「社長は、監査役へは、取締
役会と経営会議だけに参加すればよい旨伝えており、監
査役が自由に活動できない状況があった」という記述も
ある。こうした事態になると不正がおきやすい。
後継者の選出については、コーポレートガバナンス
コードの実務対応として、社外の人材を後継者候補の一
人とする考え方もあろうが、企業外の経営者人材プール
が少なく共同体的一体感の中にある日本企業において
は、むしろ透明性のある選出基準のもと内部昇格者を中
心とした後継者の計画的な育成に尽力すべきではない
か。

会計監査人の機能と限界

報告書では、「会社が監査法人を騙した」「監査法人が
監査手続き等に甘さがあって不正を見抜けなかった」「決
算数字を会社と監査法人とで交渉した」等が示された。
なぜ監査法人は不正を見逃してしまうのか。主な理由は
三つ考えられる。①「ビジネスそのものの知識の格差（企
業のベテラン経理担当者＞監査法人の若手担当者）」、②
「将来情報の監査（工事進行基準や繰延税金資産回収可
能性の妥当性、減損会計、退職給付会計など）」の大幅
な増加、そして従来から指摘されている③「インセンティ
ブのねじれ」である。今後、不正会計がさらに続くよう
であるならば、監査役が監査法人の報酬についても決定
するなど、監査法人の選定に取締役会が関与しない、あ

るいは欧州で行われているような監査法人の強制的な
ローテーション、監査報告書の開示内容の拡大化などの
改革に進展することも考えられる。

内部統制へのコーポレートガバナンスの息の吹き込み

「経営トップや幹部職員の関与により、財務報告に係る
内部統制機能を逸脱、無効化して、その枠外からの指示
等により不適切な会計処理が行われていた。そしてまた、
これらの者の関与により不適切な会計処理が行われるこ
とを想定した内部統制（リスク管理）体制が構築されて
いなかった」――報告書は、東芝の内部統制についてこ
う指摘している。
従来の日本企業の経営者の意識ではコーポレートガバ
ナンスコードと内部統制は別物という意識がある。しか
し、実際のあるべき姿はCOSOモデルでもそうなって
いるように、コーポレートガバナンスが内部統制を包ん
でいる。ここでは、①「ガバナンスへの全社的な内部統
制の組み込み」、②「内部監査部門および管理部門の機
能強化」、③「ガバナンスへの会社法内部統制の組み込
み（規程・マニュアルの有効化）」という三つの論点が
浮かび上がる。
金商法内部統制報告制度（J-SOX）で言う全社的な内
部統制は、多くの会社で劣化しているのではないかと私
は危惧している。導入時不正会計防止の観点からガバナ
ンスの効いた内容になっていないケースがあり、その後
見直しを行っている企業、全社的な内部統制の統制目標
の設定について取締役が関与している企業は少なく、形
骸化が進んでいる企業も多い。
非収益部門であるモニタリング部門・管理部門の軽視
を改めるには、内部監査部門や管理部門の役割と責務の
再構築が不可欠であり、モニタリングスキル向上のため
の教育訓練、ガバナンスコード対応の機会をとらえてモ
ニタリング部門の役割と責任の再構築を図ることがポイ
ントになる。
会社法内部統制は、具体的には取締役会による基本方
針や規程の承認という形で行われる。取締役会による関
与度が高いもの、ガバナンス関連の規定のうち情報開示
規程等はコーポレートガバナンスコード導入によって見
直しが必要になるものもある。これらの見直しを早急に
行うことで、内部統制へのコーポレートガバナンスに息
を吹き込むことが大切になる。

（本稿は2016年２月17日に行われたガバナンスマネジメントセ

ミナーでの講演内容を編集部にてまとめたものです。）



IFRS 財務会計基礎講座
「会計の基礎を日本基準ではなくIFRSベースで学びたい」会計初学者や、「すでに日本基準ベースで会計を学ん
でいるが、本格的な IFRS 学習に入る前の準備として IFRSベースで会計を学び直したい」といったニーズに応え
るため、アビタスが独自に開発した講座です。
IFRSの特徴である資産負債アプローチによる会計の基本的な仕組みを理解したうえで、会計処理の基礎を学ぶ
ことができます。

株式会社アビタス 法人営業グループ 担当：筒井

E-mail: training@abitus.co.jp
Tel: 03-3299-3130　　Fax:03-3299-3777 問合せ先

IFRS 財務会計基礎講座カリキュラム

資産負債アプローチを学ぶ IFRS 導入講座

・ 会計の基本概念と財務諸表
・ 財政状態計算書の基礎
・ 財政状態計算書とその変化
・ 利益剰余金と収益・費用
・ 会計の記録方法
・ 発生主義会計を理解する
・ 売買取引と棚卸資産の会計処理
・ 有形固定資産と無形資産の会計処理
・ 負債と資本の会計処理

6/5第27回 （日）
2016年

申込受付：4/1　  ～ 5/30（金） （月）

2009 年 12 月、IFRS コンソーシアムが ICAEW*より日本での試験運営
を委託され、日本語でのIFRS 検定 (国際会計基準検定 )が実現しました。
IFRS（国際会計基準）に関する知識を証明する日本語の検定試験として、国
内唯一の試験です。
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I F R S 対 応 退 職 給 付 会 計 講 座
新しい退職給付会計の基本から実務対応まで

八重洲校

大阪校
新宿本校

新宿本校 八重洲校 大阪校

1/20（水）13:00～16:50 無料セミナー 社内教育・研修コンテンツ見本市セミナー〈大阪開催〉

■会　場：アビタス大阪校
■定　員：20名
■参加費：無料
■講座詳細、お申込み： https://www.abitus.co.jp/partner/p_special/teaching-skill_20160120.php
■お問い合わせ：筒井　03-3299-3130 ／ training@abitus.co.jp

2/17（水）13:30～15:40 無料セミナー 不正会計事例分析とその対応

■会　場：アビタス八重洲校
■参加費：無料
■講　師：渡辺樹一氏（ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱　シニアマネジャー）
■お問い合わせ：筒井　03-3299-3130 ／ training@abitus.co.jp

2月 セミナー テクノロジーに関するリスク管理　～特許、訴訟、リスク管理からの視点～

■会　場：アビタス八重洲校
■定　員：70名
■対象者： 法務部、知財部、リスク管理部、コンプライアンス部等
 （法律事務所、会計事務所の方のお申込みはご遠慮いただいております）
■参加費：3,000 円
■講　師：小林英二氏（Norton Rose Fulbright　パートナー　コーポレート部　日本代表）他
■お問い合わせ：筒井　03-3299-3130 ／ training@abitus.co.jp

3/17（木） セミナー 財務諸表の読み方

■会　場：アビタス八重洲校
■参加費：10,000 円
■講　師：川口宏之氏（ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱　シニアマネジャー）
■お問い合わせ：筒井　03-3299-3130 ／ training@abitus.co.jp

3/25（金） 無料セミナー 効率的なIFRS適用セミナー

■会　場：アビタス八重洲校
■参加費：無料
■講　師：加藤厚氏（ASBJ（企業会計基準委員会）前副委員長）
■お問い合わせ：筒井　03-3299-3130 ／ info@ifrs.ne.jp

■会場：アビタス八重洲校
■講師： 中村　淳一郎氏（ＩＩＣパートナーズ代表／公認会計士・DCアドバイザー・日本アクチュアリー

会研究会員）

［講師略歴］
1996 年早大商学部卒。（現）有限責任監査法人トーマツを経て現職。 退職給付会計関連コンサルティン
グ実務と監査実務の経験に基づいた「本質をつく解説」と「体系的に整理した資料」に定評。都銀向け退
職給付会計講座など講演実績 170回超。「週刊経営財務」、「CFO FORUM」等で執筆。

［ＩＩＣパートナーズ（年金業務政令指定法人）］
公認会計士と年金数理人が共同で設立した我が国で初めての中立系年金コンサルティングファーム。年金
数理人、アクチュアリー、公認会計士、証券アナリスト等、計 35 名の陣容で、退職給付債務計算、制度
設計コンサル、年金ALM、年金運用コンサル等のサービスを提供。受託社数は 600 社超。世界有数の年
金コンサルティンググループ（アベリカグローバル）のメンバーファーム。

■受講料： 一般価格　各回 20,000 円／全５回セット 84,000 円
 アビタス受講生価格　各回 18,000 円／全５回セット 76,000 円
 IFRS コンソーシアム会員価格　各回 15,000 円／全５回セット 63,000 円
■申込み締め切り： 各コース開催日２日前まで
■お問い合わせ： 片岡　training@abitus.co.jp ／ 03-3299-3130

■ 5/25（水） 14：30～18：00 初級編

■ 6 / 8（水） 15：00～18：00 中級編　Part１

■ 6/15（水） 15：00～18：00 中級編　Part２

■ 6/22（水） 15：00～18：00 上級編　Part１

■ 6/29（水） 15：00～18：00 上級編　Part２


