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税務 【速報】平成24年度税制改正（M&A関連）セミナー 2011/12/28 税理士法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座（全８回） 2011/12/26 税理士法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座（全８回） 2011/12/26 税理士法人トーマツ 東京都

業種別 ビジネスプラン発表会聴講者募集 2011/12/22 有限責任監査法人トーマツ
しずおかベンチャーサポート/

独立行政法人情報通信研究機構
静岡県

業種別 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 2011/12/20 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 （金融）ヒューマンエラーの観点からの事務過誤改善施策セミナー 2011/12/20 有限責任監査法人トーマツ 東京都

内部統制 グローバル時代のリスク管理～海外事業の内部監査～ 2011/12/20 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 消費税改正セミナー(横浜) 2011/12/16 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

税務 法人税申告書作成セミナー（初級編） 2011/12/15 税理士法人トーマツ 鹿児島県

コンサルティング メキシコ投資セミナー 2011/12/14 税理士法人トーマツ 愛知県

株式上場 第51期　株式上場研究会 2011/12/14 有限責任監査法人トーマツ 東京都

株式上場 第51期　株式上場研究会 2011/12/14 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 公立病院経営改革セミナー 2011/12/14 有限責任監査法人トーマツ 長野県

コンサルティング メキシコ投資セミナー 2011/12/13 有限責任監査法人トーマツ 広島県

その他 BCP/BCM（事業継続計画）セミナーin仙台 2011/12/13 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

その他 （３時間でわかる）事業承継セミナー 2011/12/13 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 （学校法人）第５回学校法人向け経営セミナー 2011/12/13 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 協同組織金融機関内部監査部門向けセミナー 2011/12/12 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

内部統制 トーマツ神戸事務所セミナー 2011/12/12 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

コンサルティング 要員・人件費計画策定に関する勉強会 2011/12/9 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

コンサルティング 新公益法人制度改革対応セミナー 2011/12/8 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

税務 Dbriefs Webcast 「インドへの駐在員等の派遣とPEに関する税務上の留意点」 2011/12/7 税理士法人トーマツ Deloitte Asia Pacific 海外

税務 法人税申告書作成セミナー（初級編） 2011/12/7 税理士法人トーマツ 熊本県

税務 税務調査対応と経営管理体制の充実化のセミナー 2011/12/6 税理士法人トーマツ 愛知県

内部統制 第２回トーマツ大阪セミナー 2011/12/6 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 法人税申告書作成セミナー（初級編） 福岡 2011/12/5 税理士法人トーマツ 福岡県

税務 消費税改正セミナー（札幌） 2011/12/5 税理士法人トーマツ 北海道

会計 国際財務報告基準（IFRS）ベーシック講座 2011/12/1 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 ＣＳＲ・環境報告書トレンドセミナー 2011/11/30 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 改正消費税対応セミナー 2011/11/30 税理士法人トーマツ 東京都

コンサルティング ホテルマネジメントコンファレンス2011 2011/11/29 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社

東京都

その他 CSR・環境報告書トレンドセミナー 2011/11/29 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 消費税改正セミナー 2011/11/29 税理士法人トーマツ 石川県

株式上場 第22期　株式上場研究会 2011/11/25 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

株式上場 第22期　株式上場研究会 2011/11/25 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング 「グローバル経営時代のコーポレート・ガバナンス」フォローアップセミナーのご案内 2011/11/22 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社

デロイト・グローバル・コーポレートガバナンス

センター

東京都

会計 内部監査セミナー（秋） 2011/11/22 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 内部監査セミナー（秋） 2011/11/22 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/22 税理士法人トーマツ 栃木県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/22 税理士法人トーマツ 長野県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/22 税理士法人トーマツ 新潟県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/22 税理士法人トーマツ 宮城県

その他 海外子会社・非往査拠点の内部監査セミナー 2011/11/21 有限責任監査法人トーマツ 東京都
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税務 消費税改正セミナー　(浜松) 2011/11/21 税理士法人トーマツ 静岡県

業種別 （パブリックセクター）公立病院経営改革セミナー 2011/11/18 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 第5回 トーマツエグゼクティブセミナー 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全10テーマ） 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 税務調査対応と税務争訟制度の活用法セミナー 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全10テーマ） 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 税務調査対応と税務争訟制度の活用法セミナー 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 京都府

株式上場 第48期　株式上場研究会 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

株式上場 第48期　株式上場研究会 2011/11/17 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 消費税改正セミナー 2011/11/17 税理士法人トーマツ 群馬県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/17 税理士法人トーマツ 岩手県

コンサルティング 公立病院経営改革セミナー 2011/11/16 有限責任監査法人トーマツ 石川県

コンサルティング 事業計画作成セミナー 2011/11/16 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社

新潟県

会計 税務調査対応と税務争訟制度の活用法セミナー 2011/11/16 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/16 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 税務調査対応と税務争訟制度の活用法セミナー 2011/11/16 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/16 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 消費税改正セミナー 2011/11/16 税理士法人トーマツ 埼玉県

その他 CSR・環境報告書トレンドセミナー 2011/11/15 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 第58回　米国ビジネス実務セミナー 2011/11/15 有限責任監査法人トーマツ レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 東京都

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/15 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

会計 第58回　米国ビジネス実務セミナー 2011/11/15 有限責任監査法人トーマツ レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 東京都

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全5テーマ） 2011/11/15 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

税務 消費税改正セミナー 2011/11/15 税理士法人トーマツ 長野県

会計 今だから対応したいIFRS先行事例に学ぶ決算早期化の実務 2011/11/14 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 今だから対応したいIFRS先行事例に学ぶ決算早期化の実務 2011/11/14 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）土地開発公社経営健全化セミナー 2011/11/14 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （金融）保険会社のリスク管理高度化セミナー 2011/11/11 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 消費税改正セミナー　(静岡) 2011/11/11 税理士法人トーマツ 静岡県

その他 《シリーズ》事業承継セミナー 2011/11/10 有限責任監査法人トーマツ みずほ銀行 東京都

会計 経理ベーシックスキル養成講座アドバンスコース（全2テーマ） 2011/11/10 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アドバンスコース（全2テーマ） 2011/11/10 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 地方公会計改革セミナー 2011/11/10 有限責任監査法人トーマツ 高知県

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011/11/10 有限責任監査法人トーマツ 高知県

税務 【追加開催】連結納税の導入に向けて 2011/11/10 税理士法人トーマツ 東京都

その他 紛争鉱物（Conflict Minerals）に関するＳＥＣ規則案の解説及び日本企業に与える影響 2011/11/9 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 連結納税の導入に向けて 2011/11/9 税理士法人トーマツ 東京都

コンサルティング 病院会計実務者養成講座 2011/11/4 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティング 平成23年度　労務管理実践セミナー 2011/11/4 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

愛知県

業種別 (パブリックセクター）公共施設マネジメントセミナー 2011/11/2 有限責任監査法人トーマツ 一般財団法人　日本不動産研究所 福岡県

コンサルティング 公立病院経営改革セミナー 2011/11/1 有限責任監査法人トーマツ 広島県
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その他 紛争鉱物に関するSEC規則案の解説及び日本企業に与える影響 2011/11/1 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011/10/31 有限責任監査法人トーマツ 石川県

業種別 地方公会計改革セミナー 2011/10/31 有限責任監査法人トーマツ 石川県

コンサルティング 公立病院経営改革セミナー 2011/10/28 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

業種別 （パブリックセクター）地方議員による自治体財政チェックと行財政改革セミナー 2011/10/28 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 (金融）金融機関内部監査エグゼクティブセミナー 2011/10/28 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 リスクマネジメントの基礎知識セミナー 2011/10/27 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）公共施設マネジメントセミナー 2011/10/27 有限責任監査法人トーマツ 一般財団法人 日本不動産研究所 大阪府

コンサルティング As One： 戦略実行力向上/組織活性化セミナー 2011/10/26 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

会計 経理基礎力養成講座（全7テーマ） 2011/10/26 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

会計 経理基礎力養成講座（全7テーマ） 2011/10/26 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

業種別 （パブリックセクター）公共施設マネジメントセミナー 2011/10/26 有限責任監査法人トーマツ 一般財団法人日本不動産研究所 愛知県

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)セミ

ナー

2011/10/26 税理士法人トーマツ 福岡県

その他 紛争鉱物に関するSEC規制案のご案内 2011/10/25 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 公立病院経営改革セミナー 2011/10/25 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

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)セミ

ナー

2011/10/25 税理士法人トーマツ 大阪府

税務 消費税セミナー 2011/10/25 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 消費税セミナー 2011/10/25 税理士法人トーマツ 愛知県

業種別 （パブリックセクター）公共施設マネジメントセミナー 2011/10/21 有限責任監査法人トーマツ 一般財団法人日本不動産研究所 東京都

会計 経営者のための主要財務諸表の読み方(追加開催） 2011/10/20 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

その他 「変化」に強い経営管理の実現　GRC：ガバナンス・リスク・コンプライアンス　セミナー 2011/10/19 デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社／日本オラクル株式会

社／
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)セミ

ナー

2011/10/19 税理士法人トーマツ 愛知県

コンサルティング デロイトの海外導入事例にみるSAP Mobile導入の実際と日本ですぐに活用できる17のモバイルア

プリケーションのご紹介

2011/10/18 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

SAPジャパン株式会社 東京都

その他 ホテルビジネスの動向と今後の戦略 2011/10/18 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社

大阪府

会計 経営者のための主要財務諸表の読み方 2011/10/18 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

コンサルティング 公立病院経営改革セミナー 2011/10/17 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 グローバル経営時代のコーポレート・ガバナンスセミナー 2011/10/17 有限責任監査法人トーマツ 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)セミ

ナー

2011/10/17 税理士法人トーマツ 東京都

コンサルティング 公立病院経営改革セミナー 2011/10/14 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 ブラジルビジネスセミナー　「何が、ブラジルビジネスの成否を分けるのか？」 2011/10/14 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 大阪府

その他 ブラジルビジネスセミナー　「何が、ブラジルビジネスの成否を分けるのか？」 2011/10/12 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 東京都

会計 第11期　国際財務報告基準（IFRS)基礎講座 2011/10/11 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 2011年秋季 会計・税務セミナー 2011/10/5 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 目指せ、情報通信ベンチャー日本一! 2011/10/5 有限責任監査法人トーマツ
しずおかベンチャーサポート/

独立行政法人情報通信研究機構
静岡県

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜連結4表

実践講座（第2期）＞

2011/10/5 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜連結4表

実践講座＞

2011/10/5 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 2011年秋季 会計・税務セミナー 2011/10/4 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

業種別 トーマツ京滋セミナー 2011/10/4 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 2011年秋季　会計セミナー 2011/10/3 有限責任監査法人トーマツ 千葉県

会計 2011年秋季　会計セミナー 2011/10/3 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 2011年秋季 会計・税務セミナー 2011/10/3 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜普通4表

実践講座（第2期）＞

2011/10/3 有限責任監査法人トーマツ 大阪府



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

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）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜普通4表

実践講座＞

2011/10/3 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 2011年　秋季会計セミナー 2011/9/30 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

会計 金融機関のためのIFRS最新連続セミナー（第３回） 2011/9/30 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/30 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/30 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/30 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

税務 日系企業のための欧州税務セミナー 2011 2011/9/30 税理士法人トーマツ JBTE 東京都

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 栃木県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 熊本県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 2011年秋季　会計セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 北海道

会計 平成23年秋季・決算業務のための会計・税務セミナー 2011/9/29 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/28 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/28 有限責任監査法人トーマツ 長野県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/28 有限責任監査法人トーマツ 埼玉県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/28 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 2011年秋季　会計・税務セミナー 2011/9/26 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 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 2011/9/26 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 ホテルビジネスの動向と今後の戦略 2011/9/26 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 日系企業のための欧州税務セミナー 2011 2011/9/26 税理士法人トーマツ JBTE 大阪府

業種別 （金融）住宅ローンのリスク管理高度化セミナー 2011/9/22 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 企業年金セミナー2011 2011/9/21 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 メガベンチャーを目指すスタートアップのためのファイナンス＆シリコンバレー進出セミナー 2011/9/20 トーマツ ベンチャーサポート株式会社（東

京）

東京都

税務 平成23年度　税制改正セミナー 2011/9/20 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

その他 ポスト３・１１　より重要性が増すリスクへの対応 2011/9/16 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 知的財産デューデリジェンス 2011/9/15 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2011/9/15 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング グローバル/グループで人材を最適に配置・活用・育成するマネジメント 2011/9/13 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2011/9/13 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 オーストラリア税務セミナー 2011/9/13 税理士法人トーマツ Deloitte Touche Tohmatsu 東京都

税務 法人税申告書作成セミナー 2011/9/13 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 平成23年度　税制改正セミナー 2011/9/12 税理士法人トーマツ 東京都

コンサルティング JAのための金融庁検査に向けた準備に関するセミナー 2011/9/9 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2011/9/9 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 中国実務ポイントセミナー 2011/9/7 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 原料購買管理担当者向けヘッジ会計セミナー 2011/9/7 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座 2011/9/7 税理士法人トーマツ 新潟県

株式上場 資本政策 2011/9/6 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）平成22年度決算に対応する　公会計財務書類　作成・分析実践講座＜連結

4表実践講座＞

2011/8/31 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2011/8/30 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 国際財務報告基準(IFRS)アップデート講座 2011/8/29 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 中国実務ポイントセミナー 2011/8/29 有限責任監査法人トーマツ 福岡県



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

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）平成22年度決算に対応する　公会計財務書類　作成・分析実践講座＜普通

4表実践講座＞

2011/8/29 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

税務 税関の事後調査対応セミナー 2011/8/29 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経営基礎力養成講座 2011/8/25 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

業種別 学校法人会計実務者スキル養成セミナー 2011/8/24 有限責任監査法人トーマツ 京都府

内部統制 不正事例から学ぶ内部統制 2011/8/24 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

コンサルティング グローバル時代のＩＴ戦略セミナー 2011/8/23 有限責任監査法人トーマツ 広島県

業種別 （不動産）ホテルの事業特性（経営構造、経営指標、および競争ルールの変化） 2011/8/23
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社
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 2011/8/12 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （金融）バーゼルIIIのインパクトとリスク管理高度化の方向性 2011/8/11 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 法人税務　実践講座 2011/8/9 税理士法人トーマツ 愛知県

その他 リスク対応力強化セミナー（体験版） 2011/8/5 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング JAのための金融庁検査に向けた準備に関するセミナー 2011/8/4 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング JAのための金融庁検査に向けた準備に関するセミナー 2011/8/4 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 「経営に使える」診療科別・部門別損益計算ベンチマークセミナー 2011/8/3 有限責任監査法人トーマツ 京都府

コンサルティング 「経営に使える」診療科別・部門別損益計算ベンチマークセミナー 2011/8/3 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 ベトナム投資セミナー 2011/8/3 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）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜連結4表

実践講座（第1期）＞

2011/8/3 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜連結4表

実践講座＞

2011/8/3 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 ベトナムビジネスセミナー　「ベトナムの将来性に賭ける。」 2011/8/2 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 大阪府

その他 ベトナムビジネスセミナー　「ベトナムの将来性に賭ける。」 2011/8/1 有限責任監査法人トーマツ 三井住友銀行 東京都

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜普通4表

実践講座（第1期）＞

2011/8/1 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 （パブリックセクター）平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜普通4表

実践講座＞

2011/8/1 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 ベトナム実務ポイントセミナー 2011/7/29 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

コンサルティング リスク対応力強化セミナー（体験版） 2011/7/28 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング 東日本大震災における損害求償と法的リスク軽減 2011/7/28
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバ

イザリー株式会社
ORRICK〃 HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP 東京都

株式上場 第47期　株式上場研究会 2011/7/28 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティング 経営課題に応えるITマネジメントとは 2011/7/27 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング トーマツ・ビジネス・アカデミー 2011/7/27 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

コンサルティング トーマツ・ビジネス・アカデミー 2011/7/27 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

その他 グローバル人材マネジメントセミナー 2011/7/27 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

SAPジャパン株式会社 大阪府

会計 経理基礎力養成講座 2011/7/27 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

業種別 平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜連結4表実践講座＞ 2011/7/27 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング 営業スタイル革新セミナー 2011/7/26 有限責任監査法人トーマツ 広島県

会計 データを活用した不正対応力の強化セミナー 2011/7/26 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 平成22年度決算に対応する公会計財務書類 作成・分析実践講座＜普通4表実践講座＞ 2011/7/25 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 平成２３年度税制改正のフォローアップセミナー 2011/7/25 税理士法人トーマツ 石川県

その他 インド投資セミナー 2011/7/22 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 インド投資セミナー（名古屋会場） 2011/7/21 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 経理基礎力養成講座 2011/7/21 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 2011/7/21 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 （金融）金融機関のクラウド利用に関する課題解決セミナー 2011/7/21 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 インド投資セミナー 2011/7/20 有限責任監査法人トーマツ 東京都



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

主催法人名 共催外部法人名 開催地

業種別 消費不況に打ち勝つマネジメントスタイル革新セミナー 2011/7/20 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

福岡県

業種別 大学におけるソフトウェア資産管理と情報管理 2011/7/20 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 トーマツ神戸事務所セミナー 2011/7/19 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

コンサルティング 人材マネジメント革新セミナー 2011/7/14 有限責任監査法人トーマツ 広島県

その他 第8回 中国ビジネス実務セミナー 2011/7/14 有限責任監査法人トーマツ 東京都

株式上場 第30期　株式上場研究会 2011/7/14 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

その他 メンタルヘルスの基礎知識 2011/7/13 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

税務 平成23年度税制改正のフォローアップセミナー 2011/7/13 税理士法人トーマツ 愛知県

税務 平成23年度税制改正のフォローアップセミナー 2011/7/13 税理士法人トーマツ 愛知県

その他 後継者育成講座（初級編） 2011/7/12 有限責任監査法人トーマツ 京都府

株式上場 北海道IPOセミナー 2011/7/12 有限責任監査法人トーマツ 札幌証券取引所 北海道

内部統制 トーマツ大阪セミナー 2011/7/12 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 今後の海外展開における移転価格税制対応 2011/7/11 有限責任監査法人トーマツ 宝印刷株式会社 神奈川県

内部統制 データを活用した不正対応力の強化セミナー 2011/7/11 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 ＳＡＳ７０からＳＳＡＥ１６へ　ＳＡＳ７０基準改訂の概要と実務上の対応セミナー 2011/7/8 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 ＳＡＳ７０からＳＳＡＥ１６へ　ＳＡＳ７０基準改訂の概要と実務上の対応セミナー 2011/7/8 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 総合計画策定セミナー 2011/7/8 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング アカウンティング革新セミナー 2011/7/7 有限責任監査法人トーマツ 広島県

コンサルティング 公立病院経営セミナー 2011/7/6 有限責任監査法人トーマツ 石川県

コンサルティング 東日本大震災から学ぶ実践的な事業継続計画の策定法 2011/7/5 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 クラウド×ITリーダーシップセミナー 2011/7/5 デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 アマゾンジャパン株式会社 東京都

業種別 トーマツ京滋セミナー 2011/7/5 有限責任監査法人トーマツ 京都府

業種別 不動産事業に係るIFRSシステム対応セミナー 2011/7/4 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 IFRS韓国セミナー 2011/7/1 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 IFRS韓国セミナー 2011/7/1 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 IFRS韓国セミナー 2011/7/1 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 IFRS韓国セミナー 2011/7/1 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 （金融）融資先に対するコンサルティング機能強化セミナー（第2回） 2011年6月28日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 “経営者のためのITガバナンスの実務”セミナー 2011年6月27日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 特別セミナー　四半期決算セミナー 2011年6月23日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 （金融）融資先に対するコンサルティング機能強化セミナー（第1回） 2011年6月23日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 四半期決算セミナー 2011年6月22日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 四半期決算セミナー 2011年6月22日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 金融機関のためのIFRS最新連続セミナー（第２回） 2011年6月20日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

株式上場 北海道IPOセミナー 2011年6月20日 有限責任監査法人トーマツ 札幌証券取引所 北海道

コンサルティング アジア新興国への進出・拡販へのアプローチ 2011年6月20日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

その他 中国進出セミナー 2011年6月17日

有限責任監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会

東京都

会計 国際財務報告基準（IFRS）ベーシック講座 2011/6/16 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 国際財務報告基準（IFRS）ベーシック講座 2011年6月16日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 内部監査セミナー 2011年6月14日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 内部監査セミナー 2011年6月14日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 「国際財務報告基準（IFRS)導入メソッド」のご案内 2011年6月14日 有限責任監査法人トーマツ 東京都
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業種別 道内金融機関のための内部監査高度化セミナー 2011年6月10日 有限責任監査法人トーマツ 北海道

コンサルティング BCP（事業継続計画）緊急セミナー 2011年6月9日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 社長のすごいしかけ～社員のパワーアップ編～ 2011年6月8日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 第10期　国際財務報告基準（IFRS)基礎講座 2011/6/7 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 第10期　国際財務報告基準（IFRS)基礎講座 2011年6月7日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 事業計画作成セミナー 2011年6月3日
有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ FAS株式会社
石川県

業種別 （金融）金融機関の事業継続計画（ＢＣＰ）セミナー 2011年6月3日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

内部統制 内部監査セミナー 2011年5月31日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティング 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 2011年5月31日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

税務 税務基礎力養成講座(全10回/午後の部) 2011/5/30 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座(全10回/午前の部) 2011/5/30 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座(全10回/午後の部) 2011年5月30日
監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
東京都

税務 税務基礎力養成講座(全10回/午前の部) 2011年5月30日
監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
東京都

業種別 金融機関内部監査部門エグゼクティブセミナー 2011年5月27日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 税務基礎力養成講座（全10回） 2011/5/26 税理士法人トーマツ 静岡県

税務 税務基礎力養成講座（全10回） 2011年5月26日 税理士法人トーマツ 静岡県

コンサルティング M&Aプロジェクトリーダー養成講座 2011/5/25 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

株式上場 株式上場研究会 2011/5/25 有限責任監査法人トーマツ 東京都

株式上場 株式上場研究会 2011年5月25日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング M&Aプロジェクトリーダー養成講座 2011年5月25日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

税務 Dbriefs Webcast 「インド企業との合弁に伴う税務上の留意点」 2011年5月25日 税理士法人トーマツ Deloitte Asia Pacific 海外

会計 国際財務報告基準（IFRS）ベーシック講座 2011/5/24 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）ベーシック講座 2011年5月24日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

内部統制 【金融機関向け】内部監査セミナー 2011年5月20日 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

コンサルティング 企業経営に貢献するIT 2011年5月20日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 Dbriefs Webcast 「東日本大震災に関する税制特例等」 2011年5月20日 税理士法人トーマツ Deloitte Asia Pacific 海外

その他 経営者向け情報システム構築・更新セミナー 2011年5月20日 有限責任監査法人トーマツ 長野県

その他 Ｍ＆Ａクロスボーダーセミナー 2011年5月18日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

株式上場 北海道IPOセミナー 2011年5月17日 有限責任監査法人トーマツ 札幌証券取引所 北海道

業種別 学校法人・大学法人の経営基盤強化セミナー 2011年5月13日 有限責任監査法人トーマツ デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 愛知県

その他 内部監査セミナー 2011年5月12日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

業種別 地方公会計改革セミナー 2011年4月25日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 学校法人の経営基盤強化に向けた人事セミナー 2011年4月22日 有限責任監査法人トーマツ デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 大阪府

コンサルティング 世界で稼ぐ人、中国に使われる人、日本でくすぶる人 2011年4月21日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

業種別 地方公会計改革セミナー 2011年4月21日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 有価証券報告書作成セミナー 2011年4月15日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

業種別 地方公会計改革セミナー 2011年4月15日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 経営者ニーズに応えるリスクインテリジェンスな内部監査セミナー 2011年4月14日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 不動産会社営業責任者向けIFRS対応セミナー 2011年4月11日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月8日 有限責任監査法人トーマツ 広島県

コンサルティング グローバルマーケットで勝ち続ける本社マネジメントの勘所 2011年4月8日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

愛知県



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

主催法人名 共催外部法人名 開催地

コンサルティング 改定保険検査マニュアルに関するセミナー 2011年4月8日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 緊急セミナー　紛争鉱物に関するＳＥＣ規制案 2011年4月8日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 Ｍ＆Ａクロスボーダーセミナー 2011年4月8日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

株式上場 トーマツベンチャーサミット2011 2011年4月7日
トーマツ ベンチャーサポート株式会社（東

京）
東京都

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月6日 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月6日 有限責任監査法人トーマツ 鹿児島県

コンサルティング 人材マネジメント革新セミナー 2011年4月6日 有限責任監査法人トーマツ 熊本県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月5日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティング 人材マネジメント革新セミナー 2011年4月5日 有限責任監査法人トーマツ 鹿児島県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ 千葉県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

石川県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ 愛媛県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

宮城県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のため会計・税務セミナー 2011年4月4日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

札幌証券取引所 北海道

会計 金融機関向けIFRSセミナー 2011年4月1日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 金融機関向けIFRSセミナー 2011年4月1日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月1日 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年4月1日 有限責任監査法人トーマツ 大分県

会計 2011年春季　会計セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 栃木県

会計 2011年春季　会計セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 群馬県

会計 2011年春季　会計セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 埼玉県

会計 包括利益に関する会計マネジメント 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 静岡県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

長野県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

岡山県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 香川県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

新潟県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ　税理士法人トー

マツ

熊本県

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月30日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 第二回ＩＰＯ実務勉強会 2011年3月29日 有限責任監査法人トーマツ 住友信託銀行　岡三証券 東京都

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月29日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 キャッシュフロー経営と税制改正セミナー 2011年3月29日 有限責任監査法人トーマツ 滋賀県

コンサルティング 営業スタイル革新セミナー 2011年3月29日 有限責任監査法人トーマツ 熊本県

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2011年3月28日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 平成23年3月決算及び新会計基準のための会計・税務セミナー 2011年3月28日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 営業スタイル革新セミナー 2011年3月28日 有限責任監査法人トーマツ 鹿児島県

会計 国際財務報告基準（IFRS）アップデート講座 2011年3月25日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング アカウンティング革新セミナー 2011年3月25日 有限責任監査法人トーマツ 熊本県
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税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月25日 税理士法人トーマツ 愛知県

その他 インド投資セミナー 2011年3月25日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 キャッシュフロー経営と税制改正セミナー 2011年3月24日 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

コンサルティング アカウンティング革新セミナー 2011年3月24日 有限責任監査法人トーマツ 鹿児島県

業種別 トーマツ京滋セミナー 2011年3月24日 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 基礎から学ぶ国際財務報告基準（IFRS）セミナー 2011年3月23日 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

税務 【追加開催】 平成23年度 税制改正セミナー 2011年3月23日 税理士法人トーマツ 大阪府

会計 包括利益に関する会計マネジメント 2011年3月22日 有限責任監査法人トーマツ 岩手県

税務 平成23年度税制改正セミナー(浜松・追加開催) 2011年3月22日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
静岡県

その他 インド投資セミナー 2011年3月22日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 社長のすごいしかけ ～社員のパワーアップ編～ 2011年3月22日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 包括利益に関する会計マネジメント 2011年3月18日 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

コンサルティング 病院事業承継セミナー 2011年3月18日
有限責任監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
大阪府

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月18日 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

税務 【追加開催】速報版　平成23年度　税制改正セミナー 2011年3月18日
有限責任監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
神奈川県

税務 平成２３年度税制改正セミナー 2011年3月18日
有限責任監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
千葉県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月18日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
愛媛県

会計 臨時開催「金融円滑化法対応セミナー(DVD放映)」 2011年3月17日 有限責任監査法人トーマツ 愛媛県

会計 「会社経営から考える国際財務報告基準（IFRS）」セミナー 2011年3月17日
有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

愛知県

会計 キャッシュフロー経営と税制改正セミナー 2011年3月17日 有限責任監査法人トーマツ 和歌山県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月17日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
香川県

その他 緊急セミナー　紛争鉱物に関するＳＥＣ規制案 2011年3月17日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011/3/16 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） 2011年3月16日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

税務 平成23年度　税制改正セミナー 2011年3月16日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
神奈川県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月16日
有限責任監査法人トーマツ

税理士法人トーマツ
兵庫県

会計 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2011年3月15日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 キャッシュフロー経営と税制改正セミナー 2011年3月15日 有限責任監査法人トーマツ 奈良県

税務 速報版_平成23年度_税制改正セミナー 2011年3月15日 税理士法人トーマツ 東京都

株式上場 ＩＰＯ特別セミナー 2011年3月14日 有限責任監査法人トーマツ 野村證券株式会社／名古屋中小企業投資育成株式会社 愛知県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月14日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
兵庫県

税務 【追加開催】速報版 平成23年度 税制改正セミナー 2011年3月14日 税理士法人トーマツ 東京都

業種別 社会福祉法人経営セミナー 2011年3月14日 有限責任監査法人トーマツ デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 愛知県

その他 リスク対応力強化セミナー（体験版） 2011年3月14日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 「グローバル人材マネジメント」セミナー 2011年3月11日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

愛知県



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

主催法人名 共催外部法人名 開催地

税務 平成23年度税制改正セミナー(浜松) 2011年3月11日 税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

静岡県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月11日 税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

栃木県

税務 平成23年度　税制改正セミナー 2011年3月11日 税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

札幌証券取引所 北海道

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月11日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
長野県

税務 平成23年度　税制改正セミナー 2011年3月11日 税理士法人トーマツ 京都府

税務 移転価格セミナー 2011年3月11日 税理士法人トーマツ Deloitte Touche Tohmatsu Limited 大阪府

その他 組織再編セミナー 2011年3月11日

有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

愛知県

会計 金融機関向けIFRSセミナー 2011年3月10日 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）に向けてのロードマップ作成セミナー 2011年3月10日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 アセアン主要国（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）の会計・税務・決算管理体制セミナー2011年3月10日 有限責任監査法人トーマツ Deloitte　&　Touche　LLP　（シンガポール） 大阪府

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月10日 税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

長野県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月10日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
群馬県

税務 国際税務セミナー 2011年3月10日 税理士法人トーマツ 石川県

会計 アセアン主要国（シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピン）の会計・税務・決算管理体制セミナー2011年3月9日 有限責任監査法人トーマツ Deloitte ＆Touche LLP （シンガポール） 東京都

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月9日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
埼玉県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月8日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
宮城県

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月8日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
新潟県

税務 平成23年度 税制改正セミナー 2011年3月8日 税理士法人トーマツ 大阪府

税務 移転価格セミナー 2011年3月8日 税理士法人トーマツ Deloitte Touche Tohmatsu Limited 東京都

コンサルティング アジア上場4カ国セミナー 2011年3月7日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング IFRS時代の退職給付マネジメント 2011年3月7日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 平成23年度税制改正セミナー 2011年3月7日
税理士法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
岩手県

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011年3月4日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 経営者向け情報システム構築・更新セミナー 2011年3月4日 有限責任監査法人トーマツ 埼玉県

業種別 平成22年度学校法人決算セミナー 2011年3月3日 有限責任監査法人トーマツ 税理士法人トーマツ 東京都

会計 トーマツ年次IFRSセミナー　～国際財務報告基準（IFRS）の現在と将来～ 2011年3月2日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

会計 トーマツ年次IFRSセミナー 2011年3月2日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 トーマツ年次IFRSセミナー 2011年3月2日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

会計 トーマツ年次IFRSセミナー 2011年3月2日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 平成23年度税制改正セミナー(静岡) 2011年3月2日
税理士法人トーマツ

監査法人トーマツ
静岡県

コンサルティング 経営戦略革新セミナー 2011年2月25日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

その他 経営者向け情報システム構築・更新セミナー 2011年2月25日 有限責任監査法人トーマツ 新潟県

その他 協同組織金融機関内部監査部門向けセミナー 2011年2月25日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 東南アジア　ビジネスリスク管理セミナー 2011年2月25日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 リース営業担当向けＩＦＲＳセミナー 2011年2月24日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 台湾資本市場（IPO・TDR）、M&Aセミナー 2011年2月24日 デロイト トーマツ FAS株式会社 みずほフィナンシャルグループ／凱基證券　（KGI

Securities）／

東京都

コンサルティング 東南アジア　ビジネスリスク管理セミナー 2011年2月24日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府



カテゴリー セミナー名 開催日時

/初日

主催法人名 共催外部法人名 開催地

業種別 大学の科学研究費補助金等＆情報セキュリティに係るリスク管理セミナー 2011年2月24日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

その他 第48回　遊友塾 2011年2月24日 有限責任監査法人トーマツ 岩手県

その他 『「スコープ３」のカーボンマネジメント』　出版記念セミナー 2011年2月23日 株式会社トーマツ審査評価機構 東京都

その他 第４回　財経遊友塾 2011年2月23日 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

コンサルティング 中国リスク管理セミナー 2011年2月22日 有限責任監査法人トーマツ 愛知県

コンサルティング 海外進出実務セミナー 2011年2月22日 有限責任監査法人トーマツ 和歌山県

株式上場 北海道IPOセミナー 2011年2月21日 有限責任監査法人トーマツ 札幌証券取引所 北海道

コンサルティング 新興国におけるM&Aクロスボーダーセミナー 2011年2月18日
デロイト トーマツ FAS株式会社

デロイト トーマツ コンサルティング株式会
弁護士法人大江橋法律事務所 東京都

業種別 臨時開催「金融円滑化法対応セミナー」 2011年2月18日 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011/2/17 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011年2月17日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 【ロシアビジネスセミナー】回復に向かうロシア市場。進出の準備はできているか？ 2011年2月17日

有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

三井住友銀行 大阪府

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011/2/16 有限責任監査法人トーマツ 京都府

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011年2月16日 有限責任監査法人トーマツ 京都府

業種別 平成21年度決算に対応する　公会計財務書類　作成・分析実践講座＜連結4表実践講座＞ 2011年2月16日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

その他 労務管理セミナー　～セクハラ・パワハラの基礎知識編～ 2011年2月16日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

会計 経理ベーシックスキル養成講座（全11テーマ） 2011/2/15 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（全11テーマ） 2011年2月15日 有限責任監査法人トーマツ 兵庫県

業種別 会計コンバージェンスに伴う企業不動産（CRE)戦略の必要性 2011年2月15日 デロイト トーマツ FAS株式会社 三菱地所株式会社 東京都

その他 【ロシアビジネスセミナー】回復に向かうロシア市場。進出の準備はできているか？ 2011年2月15日
有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会
三井住友銀行 東京都

コンサルティング 海外進出実務セミナー 2011年2月14日 有限責任監査法人トーマツ 奈良県

税務 国際税務セミナー 2011年2月14日 税理士法人トーマツ 静岡県

業種別 平成21年度決算に対応する　公会計財務書類　作成・分析実践講座＜普通4表実践講座＞ 2011年2月14日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 海外への進出と展開を成功させるために“まずやるべき”勘所 2011年2月10日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

デロイト トーマツ FAS株式会社 大阪府

コンサルティング 海外進出実務セミナー 2011年2月9日 有限責任監査法人トーマツ 岡山県

業種別 地方空港緊急セミナー 2011年2月9日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 海外進出実務セミナー 2011年2月7日 有限責任監査法人トーマツ 滋賀県

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011年2月4日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県

コンサルティング 先進韓国企業のグローバルSCM戦略とマネジメント事例 2011年2月3日 デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

東京都

コンサルティング 公立病院経営セミナー 2011年2月1日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 大学の情報セキュリティ＆科学研究費補助金等に係るリスク管理セミナー 2011年1月28日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

税務 緊急解説　平成23年度税制改正大綱 2011年1月27日 税理士法人トーマツ 岐阜県

業種別 臨時開催「金融円滑化法対応セミナー」 2011年1月27日 有限責任監査法人トーマツ 宮城県

税務 Dbriefs Webcast 「平成23年度税制改正大綱」 2011年1月25日 税理士法人トーマツ Deloitte Touche Tohmatsu Asia Pacific 海外

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011年1月25日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 緊急解説　平成23年度税制改正大綱 2011年1月24日 税理士法人トーマツ 三重県

業種別 緊急 介護保険事業計画セミナー 2011年1月24日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

コンサルティング 製造現場からの経営革新 2011年1月21日 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8テーマ） 2011年1月20日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 人材マネジメント革新セミナー 2011年1月20日 有限責任監査法人トーマツ 福岡県
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税務 緊急解説　平成23年度税制改正大綱 2011年1月20日 税理士法人トーマツ 愛知県

その他 経営者ニーズに応えるリスクインテリジェンスな内部監査セミナー 2011年1月20日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 経理基礎力養成講座（全6回） 2011年1月19日 有限責任監査法人トーマツ 沖縄県

コンサルティング 年金実務担当者養成講座～IFRS 時代の年金マネジメントに向けて～ 2011/1/18 有限責任監査法人トーマツ 東京都

会計 インドビジネスセミナー　in　福岡 2011年1月18日

有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング株式会

社

税理士法人トーマツ

大阪・神戸インド総領事館 福岡県

会計 第9期　国際財務報告基準（IFRS)基礎講座 2011年1月18日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

コンサルティング 年金実務担当者養成講座～IFRS 時代の年金マネジメントに向けて～ 2011年1月18日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

税務 緊急解説　平成23年度税制改正大綱 2011年1月18日 税理士法人トーマツ 石川県

その他 CSR・環境報告書トレンドセミナー 2011年1月18日 有限責任監査法人トーマツ 東京都

その他 トーマツ京滋セミナー 2011年1月18日 有限責任監査法人トーマツ 京都府

業種別 地方公営企業経営改革セミナー 2011年1月17日 有限責任監査法人トーマツ 大阪府

業種別 学校法人のための経営基盤強化に向けた人事制度セミナー 2011年1月17日 有限責任監査法人トーマツ デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 東京都

業種別 自治体出資法人等としての公益法人制度改革対応セミナー 2011年1月14日 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10回) 2011年1月13日 税理士法人トーマツ 静岡県

会計 不正発見とコンピュータフォレンジック 2011年1月12日 有限責任監査法人トーマツ 神奈川県

税務 緊急解説　平成23年度税制改正大綱 2011年1月12日 税理士法人トーマツ 愛知県

会計 国際財務報告基準（IFRS)に向けてのロードマップ作成セミナー 2011年1月7日 有限責任監査法人トーマツ 東京都


