
主催：有限責任 あずさ監査法人 

国立大学法人 
実務担当者向け財務会計研修 

ごあいさつ 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高

配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
このたび、あずさ監査法人では、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関

法人等の皆様を対象に「国立大学法人 実務担当者向け財務会計研修」を、1月14
日（火）から1月16日（木）の3日間にわたり開催することとなりましたので、ご案内申
し上げます。 

国立大学法人会計基準は、平成15年3月の制定以降、数次にわたり改正が行われ、
最新の企業会計基準の考え方が取り入れられています。特に近年においては固定

資産の減損や資産除去債務に関する会計基準の適用といった新しい会計上の論点

が追加され、会計基準を適切に理解する必要性はますます高まっています。 
そこで私どもあずさ監査法人 パブリックセクター本部では、初めて決算実務を担当
される方や、改めて国立大学法人会計基準を体系的に理解したいとお考えの方を

対象に、会計実務について、数多くの演習問題をまじえて、平易に解説いたします。 
講師は、国立大学法人等の会計監査、アドバイザリー業務を担当している専門家が

務めます。本研修を通じて、国立大学法人会計基準に対する知識を深め、より効果

的・効率的な決算業務を実施されるための一助となりましたら幸いです。 

ご多忙中のことと存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
敬具 

プログラム 

1日目 

1月14日（火） 

（1） 一般原則 
（2） 各論（一般的な処理） 
   ・たな卸資産 
   ・有価証券 
   ・債権 
   ・固定資産 

 
・引当金 
・リース会計 
・退職給付会計 
・減損会計 
・資産除去債務 等 

2日目 

1月15日（水） 

（3） 各論（国立大学法人固有の会計処理） 
   ・政府出資の会計処理 
   ・運営費交付金の会計処理 
   ・学生納付金の会計処理 
   ・施設費の会計処理 

 
・補助金等の会計処理 
・寄附金の会計処理 
・目的積立金の会計処理 
・未収財源措置予定額 等 

3日目 

1月16日（木） 

（4） 国立大学法人会計基準の設定背景とその意義 
（5） 国立大学法人会計基準の全体像 
（6） 財務諸表の概要 
   ・貸借対照表 
   ・損益計算書 
   ・キャッシュ・フロー計算書 
   ・利益の処分又は損失の処理に関する書類 

 
 
 
・国立大学法人等業務実施コスト計算書 
・附属明細書及び決算報告書 
・注記 
・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 

※都合によりプログラムの内容や日程が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※講師は、あずさ監査法人の国立大学法人の会計・監査、アドバイザリー業務を担当している専門家が務めます。 
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止する場合がございます。 
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開催概要 

開催日時 

2014年1月14日（火）～1月16日（木） 
各日とも9：30～17：00（9：00から受付開始） 

会場 

銀泉備後町ビル 6階612会議室 
 
〒541-0048 
大阪市中央区瓦町3-6-5 
 
交 通 

 

対象 

国立大学法人等の決算実務ご担当者様 

定員 

30名 
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

受講料 

お一人様15,750円（税込、3日分一括） 

お申込方法 

同封の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。後日、受講
票をe-Mailにてお送りします。 
※開催日の10日ほど前にご請求書（郵送）を、開催日の1週間前頃に受講票（e-Mail）をお
申込者様宛にお送りいたしますので、内容をお確かめのうえ、受講料をお振込みくださいま
すようお願い申し上げます。 
※代理出席は承りますが、お振込後のご返金には応じかねますので、あらかじめご了承く
ださい。 

ご用意いただくもの 

電卓をお持ちください。 

ご案内 

東京におきましても2013年11月26日から11月28日の日程で、同内容でのセ
ミナー開催を予定しております。 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.azsa.or.jp/privacy.html）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提
供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレター配送、セミナー・イベントのご案内や参加
のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくこ
とがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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カリキュラムに関するお問合せ先 

有限責任 あずさ監査法人  
大阪パブリックセクター部 
担当：上森・奥田 
TEL : 06-7731-1105 / FAX: 06-7731-1211 

 

www.azsa.or.jp 

地下鉄 
御堂筋線「本町」駅下車 1番出口より北へ徒歩2分 
御堂筋線「淀屋橋」駅下車 11番出口より南へ徒歩
5分 
京阪電車 
「淀屋橋」駅下車 11番出口より南へ徒歩5分 



FAX：（06）7731-1211                           
あずさ監査法人 大阪パブリックセクター部 宛                                                 
※番号をお間違えのないよう、送信前にいま一度FAX番号のご確認をお願いいたします。 

 

国立大学法人 

 実務担当者向け財務会計研修 
第1日目 2014年1月14日（火）、第2日目 1月15日（水）、第3日目 1月16日（木） 

お問合せ先 

有限責任 あずさ監査法人  
大阪パブリックセクター部 
担当：上森・奥田 
TEL : 06-7731-1105 / FAX: 06-7731-1211 

 
www.azsa.or.jp 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.azsa.or.jp/privacy.html）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提
供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参
加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただく
ことがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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フ リ ガ ナ 

貴 社 名 

御 住 所 
〒   - 

部署・役職 
フ リ ガ ナ 

御 名 前 

T E L ・ F A X 

e-Mailアドレス 

 
【お申込方法等】 

全ての事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。後日、e-Mailにより受講票をお送りいたします。 
また、お申込み後、キャンセルされる場合は、事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 
なお、定員に達した場合は、締切とさせていただきますので予めご了承ください。 

≪ セ ミ ナ ー 申 込 書 ≫ 


