経理リーダー、経営幹部、実務経験２年以上の経理担当者の皆さま向け
新企画

会場受講【東京】

誤りやすい会計処理と決算整理仕訳、消費税・法人税の実務を総点検

2022

6 13

演習で学ぶ！経理リーダーのための実力養成セミナー【全3回】

第1回 経理リーダーが押さえておくべき
「経理の重要業務と決算手続き」
10:00～17:00
月

講師

こうげ

税理士・米国税理士・CFP®

じゅんこ

高下 淳子氏

【略歴】

税務会計顧問業、経営コンサルティング業の他、金融機関、シンクタンク等の講演・セミナー講師、企業内研修の企画実施などで活躍中。講
演テーマは広く、新入社員、後継経営者、経営幹部、営業担当者などを対象とした、明快かつ、わかりやすい実践的講義には定評がある。
＜著書＞決算書を読みこなして経営分析ができる本 等

【会場】

りそな総合研究所 東京本社セミナールーム

特色
・
・
・
・

本セミナーでは、経理リーダー、経理責任者として知っておきたい「経理の重要業務と会社法、税務の基本知識」について解説いたします。
日頃の誤りやすい税務と会計処理、月次の定例業務と月次決算での留意点、年次決算作業の流れについて、演習をとおして確認していただきます。
経理実務に必須である法人税、消費税、源泉所得税の知識も習得していただきます。
日次、月次、年次の重要な経理業務を総点検する機会として、ぜひ、ご参加ください。

※簡単な演習を解いていただきますので電卓をお持ちください

カリキュラム

※録音・録画はご遠慮下さい。

1. 経理業務の年間スケジュールを確認

3. 月次の会計業務での留意点

(1)会社のなかでの「経理」のしごと
(2)日次、月次、年次の経理業務
(3)会社法での「計算書類」
(4)計算書類の作成と確定

(1)「減価償却費」の計算方法
(2)「繰延資産」に関する会計処理
(3)給料・報酬の支払と源泉徴収
(4)請求業務と売上債権の回収
(5)購買業務と仕入債務の支払
(6)売上原価の確定と売上総利益

2. 毎日の会計業務での留意点
(1)「現金出納業務」と内部統制
(2)「棚卸資産」に関する会計処理
(3)「有価証券」に関する会計処理
有価証券の取得と配当金 演習
(4)「固定資産」に関する会計処理
(5)誤りやすい費用科目の会計処理
費用科目の仕訳演習 演習

受講方法

4. 未払消費税等の計算と引当仕訳
(1)知っておきたい消費税の基本
(2)消費税の課税売上と課税仕入
(3)「課税売上割合」の計算
「課税売上割合」を計算してみよう 他

演習

本セミナーは、『会場受講』東京（木場）開催です。

「セミナー（会場受講）のご案内」をご持参の上、セミナー当日、開催時間までに「りそな総合研究所 東京本社セミナールーム」にお越しください。
東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーＳ棟14階（東京メトロ東西線「木場駅」）
※昼食ならびに無料駐車場のご用意はございません。

受講料

※「入会特典」・「継続特典」をご使用の際は、ホームページのセミナーお申込みフォームの通信欄に
「〇〇年度入会（または継続）特典利用希望」 とご入力ください。

一 般 81,840円
全3回一括受講会員 63,360円
お2人目以降は複数割引 会員:21,120円
会 員 26,400円
一般

34,100円

＊参加者1名様、消費税等、テキスト・資料代を含む
＊「入会特典」・「継続特典」・「優待サービス」をご利用いただけます。
ただし、一括受講は対象外です。

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のいずれかのお支払い方法になります。
一般の方：振込先について事務局よりご連絡いたします。セミナー開催4営業日前までにお振込みください。
＊キャンセルはセミナー開催2営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料の全額をいただきます。
なお、参加申込みが催行可能人数に満たない場合や講師の病気、天災等により、開催を中止させていただく場合がございます。

お申込みは、当社HPよりお願いいたします。
お問合せ先

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

りそな総合研究所 研修セミナー部（東京）

03-5653-3951

りそな総研セミナー

edu-tky@rri.co.jp

検索

経理リーダー、経営幹部、実務経験２年以上の経理担当者の皆さま向け
新企画
2022
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会場受講【東京】

経営者の関心事である「儲け」と「資金繰り」の両方をマスター

演習で学ぶ！経理リーダーのための実力養成セミナー【全3回】

第2回 〝会社を伸ばす″採算管理と
〝会社を守る″資産管理
10:00～17:00
金

講師

こうげ

税理士・米国税理士・CFP®

じゅんこ

高下 淳子氏

【略歴】

税務会計顧問業、経営コンサルティング業の他、金融機関、シンクタンク等の講演・セミナー講師、企業内研修の企画実施などで活躍中。講
演テーマは広く、新入社員、後継経営者、経営幹部、営業担当者などを対象とした、明快かつ、わかりやすい実践的講義には定評がある。
＜著書＞決算書を読みこなして経営分析ができる本 等

【会場】

りそな総合研究所 東京本社セミナールーム

特色
・経営者の関心事である「儲け」と「資金繰り」、その両方をマスターしていただくための経理リーダー養成講座です。
・次のような課題を抱えておられる経理リーダーに最適の講座となっています。
「会社経営のカナメである資金計画の立て方と資金繰り表の作成方法は？」
「リーダーが知っておくべき損益分岐点と利益計画に活かす採算計算とは？」
「固定資金の調達と返済計画、設備投資の採算計算の考え方の基本は？」
・ 経営管理者、経理実務のご担当者と責任者の方々のご参加をお待ちしております。
※簡単な演習を解いていただきますので電卓をお持ちください

カリキュラム

※録音・録画はご遠慮下さい。

1. 経理リーダーに求められる役割

4. 「固定資金」の正しいつかみ方

(1)経営者を助け、会社を支える「経理部」とは
(2)経営者を助け、会社を支える「経理リーダー」とは

2. 資金繰りの基礎をマスターするコツ
(1)資金繰り状況をつかむための経営指標
(2)資金の範囲を明確にしておきましょう
(3)「３→５→３」の動きで資金繰りを理解する
(4)損益計算と資金繰りの違いを理解する
「経常収支」で実力を見る 演習

5. 採算管理と損益分岐点分析

3. 「運転資金」を理解して資金繰りを楽にする
(1)資金繰りの悩みのタネ ･･･運転資金の計算方法
(2)運転資金を縮小させる３つの方策
(3)業績アップで運転資金も増加する
演習
運転資金を計算してみよう

受講方法

(1)固定資金の調達と返済
(2)設備投資の採算計算の基本
(3)「正味現在価値法」による採算計算
(4)「内部収益率」による採算計算
設備投資の採算計算 事例

(1)リーダーが知っておきたい採算とは
(2)損益計算書では採算がつかめない
(3)「固定費」と「変動費」に区分する
(4)損益分岐点図表を読みこなそう
(5)利益計画に活かす採算計算
「採算計算書」で利益を予測する 他

演習

本セミナーは、『会場受講』東京（木場）開催です。

「セミナー（会場受講）のご案内」をご持参の上、セミナー当日、開催時間までに「りそな総合研究所 東京本社セミナールーム」にお越しください。
東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーＳ棟14階（東京メトロ東西線「木場駅」）
※昼食ならびに無料駐車場のご用意はございません。

受講料

※「入会特典」・「継続特典」をご使用の際は、ホームページのセミナーお申込みフォームの通信欄に
「〇〇年度入会（または継続）特典利用希望」 とご入力ください。

一 般 81,840円
全3回一括受講会員 63,360円
お2人目以降は複数割引 会員:21,120円
会 員 26,400円
一般

34,100円

＊参加者1名様、消費税等、テキスト・資料代を含む
＊「入会特典」・「継続特典」・「優待サービス」をご利用いただけます。
ただし、一括受講は対象外です。

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のいずれかのお支払い方法になります。
一般の方：振込先について事務局よりご連絡いたします。セミナー開催4営業日前までにお振込みください。
＊キャンセルはセミナー開催2営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料の全額をいただきます。
なお、参加申込みが催行可能人数に満たない場合や講師の病気、天災等により、開催を中止させていただく場合がございます。

お申込みは、当社HPよりお願いいたします。
お問合せ先

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

りそな総合研究所 研修セミナー部（東京）

03-5653-3951

りそな総研セミナー

edu-tky@rri.co.jp

検索

経理リーダー、経営幹部、実務経験２年以上の経理担当者の皆さま向け
新企画

会場受講【東京】

企業体質を強化するための決算手続きと税金対策を分かりやすく解説

2022

8 18

演習で学ぶ！経理リーダーのための実力養成セミナー【全3回】
木

第3回

10:00～17:00

講師

法人税の重要項目と健全な税金対策
こうげ

税理士・米国税理士・CFP®

じゅんこ

高下 淳子氏

【略歴】

税務会計顧問業、経営コンサルティング業の他、金融機関、シンクタンク等の講演・セミナー講師、企業内研修の企画実施などで活躍中。講
演テーマは広く、新入社員、後継経営者、経営幹部、営業担当者などを対象とした、明快かつ、わかりやすい実践的講義には定評がある。
＜著書＞決算書を読みこなして経営分析ができる本 等

【会場】

りそな総合研究所 東京本社セミナールーム

特色
・会社の発展と体質強化のためには、正しい決算対策と健全な節税知識が不可欠です。
・本セミナーでは法人税の重要事項と税金対策についてポイントを絞って解説します。
・節税につながる項目をひと通り確認し、税額控除等の税務の恩典についても紹介します。
・短期的視点だけでなく長期的視野で会社を伸ばす税金対策を再確認する講座として、経理担当者、財務担当者、経理リーダー、経営幹部の方々の
ご参加をお勧めします。
※簡単な演習を解いていただきますので電卓をお持ちください

カリキュラム

※録音・録画はご遠慮下さい。

1. 法人税の基本知識

4. 交際費等の隣接費用を活用した税金対策

(1)法人税は「所得」に課税される
(2)益金と収益の違いと損金と費用の違い
(3)「決算整理」と「申告調整」

(1)交際費等の税務上の取扱い
(2)誤りやすい交際費の会計処理
(3)交際費と内容が類似する費用

2. 役員に対する給与と税金対策

5. 売上債権と健全な税金対策

(1)定期同額給与の損金算入
(2)事前確定届出給与の損金算入
(3)役員退職給与に関する留意点

(1) 回収不能に備える「貸倒引当金」
(2)個別評価すべき金銭債権とは
(3)一括評価債権に対する貸倒引当金
(4)回収不能の債権に対する「貸倒損失」

3. 福利厚生制度の充実と節税策

6. 決算作業と節税対策の総まとめ

(1)福利厚生制度と源泉所得税の課税
(2)所得税が課税されない経済的利益
(3) 生命保険金に対する課税
(4)従業員への決算賞与の通知

受講方法

(1)会社の節税には5つのタイプ
(2)貸借対照表から考える税金対策
(3)損益計算書から考える税金対策 他

本セミナーは、『会場受講』東京（木場）開催です。

「セミナー（会場受講）のご案内」をご持参の上、セミナー当日、開催時間までに「りそな総合研究所 東京本社セミナールーム」にお越しください。
東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーＳ棟14階（東京メトロ東西線「木場駅」）
※昼食ならびに無料駐車場のご用意はございません。

受講料

※「入会特典」・「継続特典」をご使用の際は、ホームページのセミナーお申込みフォームの通信欄に
「〇〇年度入会（または継続）特典利用希望」 とご入力ください。

一 般 81,840円
全3回一括受講会員 63,360円
お2人目以降は複数割引 会員:21,120円
会 員 26,400円
一般

34,100円

＊参加者1名様、消費税等、テキスト・資料代を含む
＊「入会特典」・「継続特典」・「優待サービス」をご利用いただけます。
ただし、一括受講は対象外です。

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のいずれかのお支払い方法になります。
一般の方：振込先について事務局よりご連絡いたします。セミナー開催4営業日前までにお振込みください。
＊キャンセルはセミナー開催2営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料の全額をいただきます。
なお、参加申込みが催行可能人数に満たない場合や講師の病気、天災等により、開催を中止させていただく場合がございます。

お申込みは、当社HPよりお願いいたします。
お問合せ先

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

りそな総合研究所 研修セミナー部（東京）

03-5653-3951

りそな総研セミナー

edu-tky@rri.co.jp

検索

