
カテゴリー セミナー名 開催日時 主催法人名 共催外部法人名 開催地

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/30 有限責任監査法人トーマツ 北海道

会計 平成24年3月決算のための会計セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

会計 平成２４年３月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 石川県

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 熊本県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 群馬県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 香川県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 広島県

会計 2012年春季　会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 栃木県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 平成２４年３月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

内部統制 第3回トーマツ大阪セミナー 2012/3/29 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティン 緊急セミナー：年金資産運用の不正リスク低減のための第三者による監査・検証・内部管理態勢 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 平成24年3月決算のための会計セミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 平成24年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

会計 中小企業向け事業計画の作成と予算統制のポイントセミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 長野県

会計 2012年春季　会計・税務セミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ 埼玉県

株式上場 トーマツベンチャーサミット2012 2012/3/28 トーマツ ベンチャーサポート株式会社（東 東京都

業種別 ASEAN進出セミナー 2012/3/28 有限責任監査法人トーマツ
財団法人デジタルコンテンツ協会/

一般社団法人日本オンラインゲーム協会
東京都

税務 （金融）外国口座税務コンプライアンス法（Foreign Account Tax Compliance Act:FATCA)セ 2012/3/27 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2012/3/26 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 今こそ取り組みたい決算早期化の実務 2012/3/26 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 中小企業会計と税制改正セミナー 2012/3/26 有限責任監査法人トーマツ 滋賀県

会計 平成24年3月決算のための会計・税務セミナー 2012/3/26 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 コンシューマービジネス業界向けグローバル化対応セミナー 2012/3/26 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 インドビジネスセミナー 2012/3/23 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 不正対策内部統制セミナー 2012/3/23 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

会計 トーマツ岡山事務所　春季セミナー 2012/3/23 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

その他 インドビジネスセミナー 2012/3/22 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2012/3/22 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 補助金の会計処理及び税務セミナー 2012/3/22 有限責任監査法人トーマツ 石巻商工会議所 宮城県

業種別 （学校法人）平成23年度学校法人決算セミナー 2012/3/22 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

その他 インドビジネスセミナー 2012/3/21 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2012/3/21 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 中小企業会計と税制改正セミナー 2012/3/21 有限責任監査法人トーマツ 和歌山県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/21 税理士法人トーマツ 広島県

税務 近年における移転価格税制と移転価格税務調査対応セミナー 2012/3/21 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/21 税理士法人トーマツ 愛媛県

税務 速報版_平成24年度税制改正セミナー 2012/3/21 税理士法人トーマツ 東京都

その他 インドビジネスセミナー 2012/3/19 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 自動車部品業界・自動車関連業界向けグローバル化対応セミナー 2012/3/19 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 中小企業会計と税制改正セミナー 2012/3/19 有限責任監査法人トーマツ 奈良県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/19 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

税務 平成24年度　税制改正セミナー 2012/3/19 税理士法人トーマツ 鹿児島県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/19 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/19 税理士法人トーマツ 香川県

コンサルティン BCP/BCM(事業継続マネジメント)とサプライチェーンのリスクマネジメントセミナー 2012/3/16 有限責任監査法人トーマツ 石川県

会計 平成23年度学校法人決算セミナー 2012/3/16 有限責任監査法人トーマツ 静岡県



カテゴリー セミナー名 開催日時 主催法人名 共催外部法人名 開催地

業種別 (パブリックセクター）下水道事業会計の法適化セミナー（福岡） 2012/3/16 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 平成24年度　税制改正セミナー 2012/3/16 税理士法人トーマツ 熊本県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/16 税理士法人トーマツ 埼玉県

コンサルティン BCP/BCM(事業継続計画)セミナー in高崎 2012/3/15 有限責任監査法人トーマツ 群馬県

その他 財経遊友塾 2012/3/15 有限責任監査法人トーマツ 東北起業家元気プロジェクト 宮城県

税務 平成24年度　税制改正セミナー 2012/3/15 税理士法人トーマツ 大分県

税務 平成24年度　税制改正セミナー 2012/3/15 税理士法人トーマツ 福岡県

税務 平成２３年度学校法人決算セミナー 2012/3/15 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

内部統制 トーマツ京滋セミナー 2012/3/15 有限責任監査法人トーマツ 京都府

コンサルティン 経営計画セミナー 2012/3/13 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

コンサルティン ソーシャルメディア時代のリスクマネジメントセミナー 2012/3/13 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 (パブリックセクター）九州地区国立大学法人決算担当者情報交換会 2012/3/13 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 平成24年度　税制改正セミナー 2012/3/13 税理士法人トーマツ 京都府

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/12 税理士法人トーマツ 兵庫県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/12 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

その他 事業承継セミナー 2012/3/9 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

株式上場 事業法人特別セミナー2012 2012/3/9 有限責任監査法人トーマツ 野村證券株式会社 愛知県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/9 税理士法人トーマツ 宮城県

税務 外国子会社配当金益金不算入制度等の解説セミナー 2012/3/9 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 平成24年度 税制改正セミナー 2012/3/9 税理士法人トーマツ 大阪府

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/9 税理士法人トーマツ 長野県

その他 事業承継セミナー 2012/3/8 有限責任監査法人トーマツ 岩手県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/8 税理士法人トーマツ 岩手県

税務 平成24年度 税制改正セミナー 2012/3/8 税理士法人トーマツ 大阪府

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/8 税理士法人トーマツ 北海道

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/8 税理士法人トーマツ 栃木県

税務 平成24年度 税制改正セミナー 2012/3/8 税理士法人トーマツ 大阪府

その他 金融機関向け連続セミナー 2012/3/7 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/7 税理士法人トーマツ 長野県

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/7 税理士法人トーマツ 新潟県

その他 （3時間でわかる）事業承継セミナー 2012/3/6 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

業種別 （学校法人）平成23年度学校法人決算セミナー 2012/3/6 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 2時間でわかる!!　不動産流動化のしくみ 2012/3/6 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 平成24年度税制改正セミナー 2012/3/6 税理士法人トーマツ 群馬県

コンサルティン クロスボーダーPMI 推進能力向上セミナー 2012/3/5 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

業種別 （パブリックセクター）社会福祉法人新会計基準の実務対応セミナー 2012/3/5 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 平成24年度税制改正セミナー(浜松) 2012/3/5 税理士法人トーマツ 静岡県

コンサルティン BCP/BCM(事業継続計画)セミナー in松本 2012/3/2 有限責任監査法人トーマツ 長野県

その他 ロシアビジネスセミナー（名古屋会場） 2012/3/2 有限責任監査法人トーマツ
株式会社　経済特区

（ロシア連邦経済発展省管轄）
愛知県

業種別 （金融）資本的劣後ローンの戦略的活用セミナー 2012/3/2 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 平成24年度税制改正セミナー(静岡) 2012/3/2 税理士法人トーマツ 静岡県

内部統制 データを活用した不正対策内部統制セミナー 2012/3/2 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 ロシアビジネスセミナー 2012/3/1 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

その他 医療法人の事業承継／事業計画策定と管理手法セミナー 2012/2/29 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティン （3時間でわかる）事業承継セミナー 2012/2/28 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

その他 【ロシアビジネスセミナー】さらなる可能性を見せ始めたロシア 2012/2/28 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 大阪府

その他 ≪シリーズ≫事業承継セミナー 2012/2/28 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 金融機関のためのIFRS最新連続セミナ（第4回） 2012/2/28 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 【ロシアビジネスセミナー】さらなる可能性を見せ始めたロシア 2012/2/27 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 東京都

コンサルティン

グ
ビッグデータ時代のマーケティングセミナー 2012/2/24 有限責任監査法人トーマツ

株式会社マッキャンエリクソン／

日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都

コンサルティン 事業計画作成セミナー 2012/2/24 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ 岡山県



カテゴリー セミナー名 開催日時 主催法人名 共催外部法人名 開催地

業種別 資本的劣後ローンの戦略的活用セミナー（愛知県） 2012/2/24 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

内部統制 データを活用した不正対策内部統制セミナー 2012/2/24 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティン 事業計画作成セミナー 2012/2/23 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ 広島県

その他 金融機関向け連続セミナー 2012/2/22 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 「BCP/BCM（事業継続計画）セミナー」 2012/2/22 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

業種別 『資本的劣後ローンの戦略的活用』セミナー 2012/2/21 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティン クロスボーダーPMI 推進能力向上セミナー 2012/2/20 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

コンサルティン 事業計画策定セミナー 2012/2/16 有限責任監査法人トーマツ 福井県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2012/2/16 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 資本的劣後ローンの戦略的活用 2012/2/15 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2012/2/15 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 事業承継セミナー 2012/2/14 有限責任監査法人トーマツ 福島県

その他 中小企業のための情報セキュリティ対策セミナー 2012/2/14 有限責任監査法人トーマツ 広島県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全12テーマ） 2012/2/14 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2012/2/14 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（第3回） 2012/2/13 有限責任監査法人トーマツ 熊本県

業種別 建設業におけるIFRS対応セミナー 2012/2/13 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティン 適正要員・適正人件費計画策定に向けた勉強会 2012/2/10 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

業種別 （パブリックセクター）下水道事業会計の法適化セミナー 2012/2/10 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 第2回 学校法人会計実務者スキル養成セミナー 2012/2/10 有限責任監査法人トーマツ 京都府

その他 後継者育成講座（中級編） 2012/2/9 有限責任監査法人トーマツ 京都府

業種別 （パブリックセクター）下水道事業会計の法適化セミナー 2012/2/9 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 Dbriefs Webcast 「平成24年度税制改正大綱」 2012/2/8 税理士法人トーマツ Deloitte Touche Tohmatsu Asia Pacific 海外

コンサルティン 事業計画作成セミナー 2012/2/7 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 後継者育成講座（初級編） 2012/2/7 有限責任監査法人トーマツ 京都府

その他 CSR・環境報告書トレンドセミナー 2012/2/6 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 中国事業強化に向けた統括会社の活用 2012/2/3 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 （パブリックセクター）自治体経営・監査セミナー 2012/2/2 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 緊急解説　平成23年度・平成24年度税制改正大綱 2012/1/30 税理士法人トーマツ 岐阜県

税務 緊急解説　平成23年度・平成24年度税制改正大綱 2012/1/27 税理士法人トーマツ 石川県

コンサルティン 中国実務ポイントセミナー2012 2012/1/26 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

コンサルティン 要員・人件費計画策定に向けた“経営者・役員様向け”セミナー 2012/1/26 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

コンサルティン 要員・人件費計画策定に関する勉強会 2012/1/26 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

コンサルティン 要員・人件費計画策定に関する勉強会 2012/1/26 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

業種別 新地方公営企業会計制度セミナー 2012/1/26 有限責任監査法人トーマツ 株式会社　ぎょうせい 大阪府

コンサルティン これからの不動産業界を勝ち抜く組織・人事戦略セミナー 2012/1/25 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

その他 金融機関向け連続セミナー 2012/1/25 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 金融機関向け連続セミナー 2012/1/25 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 税務基礎力養成講座(全8回) 2012/1/25 税理士法人トーマツ 静岡県

税務 税務基礎力養成講座(全8回) 2012/1/25 税理士法人トーマツ 静岡県

コンサルティン 「グローバル人材マネジメント」に関する勉強会 2012/1/24 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

コンサルティン 「グローバル人材マネジメント」に関する勉強会 2012/1/24 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

業種別 （金融）資本的劣後ローンの戦略的活用セミナー 2012/1/24 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 学校法人会計セミナー 2012/1/23 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 ホテルの不動産評価手法　初級編 2012/1/23 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ 東京都

コンサルティン 第2期・M&Aプロジェクトリーダー養成講座（全4回） 2012/1/20 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

コンサルティン 第2期・M&Aプロジェクトリーダー養成講座（全4回） 2012/1/20 デロイト トーマツ コンサルティング株式会 東京都

その他 多店舗展開企業における人事マネジメントセミナー 2012/1/20 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

税務 Inbound Tax Seminar 2012/1/20 税理士法人トーマツ 東京都

税務 緊急解説　平成23年度・平成24年度税制改正大綱 2012/1/20 税理士法人トーマツ 三重県

会計 第12期　国際財務報告基準（IFRS)基礎講座 2012/1/19 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 緊急解説　平成23年度・平成24年度税制改正大綱 2012/1/19 税理士法人トーマツ 愛知県

業種別 新公益法人制度の理解と対応・実務編 2012/1/18 有限責任監査法人トーマツ 株式会社静岡銀行 静岡県



カテゴリー セミナー名 開催日時 主催法人名 共催外部法人名 開催地

コンサルティン トーマツ京滋セミナー 2012/1/17 有限責任監査法人トーマツ 京都府

税務 移転価格税制セミナー　(浜松) 2012/1/17 税理士法人トーマツ 静岡県

業種別 住宅ローンのリスク管理高度化セミナー 2012/1/13 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

税務 緊急解説　平成23年度・平成24年度税制改正大綱 2012/1/13 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 消費税改正セミナー（札幌） 2012/1/12 税理士法人トーマツ 北海道

税務 移転価格税制セミナー　(静岡) 2012/1/12 税理士法人トーマツ 静岡県

コンサルティン 年金実務担当者養成講座 2012/1/11 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティン 年金実務担当者養成講座 2012/1/11 有限責任監査法人トーマツ 東京都


