
 

 
 

 
トーマツスクール 2017 

税務基礎力養成講座 （全 9回） 

 

主催：デロイト トーマツ税理士法人 

 

このたび、各地で毎年ご好評をいただいております「税務基礎力養成講座」を、以下日程にて開催する運びとなりました。 

本講座は、会計と税務に精通した人材を育成するためのお手伝いの一環として提供しており、税金に関わる重要テーマ

を網羅的に習得する全 9回のプログラムです。 

法人税・地方税・消費税などの知識は、経理担当者にとって必要不可欠です。本講座では、税法の規定や申告書・別表

の内容を知った上で日常の会計処理を行うことができるよう、具体的な例題を織り込みながら解説致します。実務で取り

扱う機会の多い消費税や地方税についても、その考え方や具体的な取り扱いを体系的に理解していただける内容となっ

ています。 

ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

回 日程 

①  10月 23日 （月） 

13:30～17:00 

②  10月 26日 （木） 

③  10月 30日 （月） 

④  11月 2日 （木） 

⑤  11月 6日 （月） 

⑥  11月 9日 （木） 

⑦  11月 16日 （木） 

⑧  11月 20日 （月） 

⑨  11月 27日 （月） 

 
【有限責任監査法人トーマツ 広島事務所 セミナールーム】 

広島市中区八丁堀3-33 広島ビジネスタワー16階 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/footerlinks/office-locator/chugoku/hiroshima.html  

 

 

 

各回 30名（※定員に達し次第、受付終了とさせていただきます） 

【一括申込（割引パック）】 

全 9 回一括申込： お一人様 78,000 円 （税込・資料代込） 

第 9 回「中小法人の税務」以外の 8 回一括申込：お一人様 70,000 円 （税込・資料代込） 

【個別申込】 

第 7回「消費税の基礎」のみ： お一人様 11,000円 （税込・資料代込） 

第 7回以外： お一人様 9,500円／回 （税込・資料代込） 

定員 

スケジュール 

会場 

受講料 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/footerlinks/office-locator/chugoku/hiroshima.html


 

 

Ⅰ. 概要（講座の内容） 

 

経理担当者のスキルアップを目指し、税金の基礎を網羅的なカリキュラムのもとで、各テーマごと重要ポイントについて 

説明いたします。 

テーマ ／ 概要 日 時 

① 法人税の基礎（1）   別表 4 、5（1） 

10月 23日 （月） 

13：30～17：00 

1. 法人の税務と概要 

2. 企業会計と税務の関係 

3. 別表 4 

4. 別表 5（1） 

② 法人税の基礎（2）   別表 5（2）、6（1）、7欠損金 

10月 26日 （木） 

13：30～17：00 

1. 租税公課、税金の調整、税効果 

2. 別表 6（1）控除所得税等 

3. 欠損金の繰越控除、繰戻し還付 

③ 個別論点（1） 役員給与、寄附金、交際費 

10月 30日 （月） 

13：30～17：00 

1. 役員給与 

2. 別表 14（2） 寄附金 

3. 別表 15 交際費 

④ 個別論点（2） グループ法人税制・外貨建取引の基礎 
11月 2日 （木） 

13：30～17：00 
1. グループ法人税制 

2. 外貨建取引の基礎知識 

⑤ 個別論点（3） 固定資産、リース資産の取扱い 

11月 6日 （月） 
13：30～17：00 

1. 別表 16（1）、（2）、（6）、（8） 

減価償却・一括償却資産・繰延資産 

2. 資本的支出および修繕費 

3. リース資産（借手） 

⑥ 個別論点（4） 配当、有価証券、貸倒損失の取扱い 

11月 9日 （木） 
13：30～17：00 

1. 別表 8（1）受取配当等の益金不算入 

2. 有価証券（取得価額、評価損） 

3. 貸倒損失 

⑦   消費税の基礎 

11月 16日 （木） 
13：30～17：00 

1. 消費税の概念 

2. 納税義務者 

3. 消費税の税区分の種類 

4. 消費税の計算手順 

5. 課税売上割合 

6. 95%ルールの適用制限に伴う個別対応方式・一括比例配分方式の選択 

7. 個別対応方式の計算 

8. 誤りやすい事例 

9. 基本的な計算手順のまとめ 

10. 内外判定・リバースチャージ方式 

11. その他  ※今回の講座では、軽減税率についての解説は予定しておりません。 

⑧ 地方税の基礎 

11月 20日 （月） 
13：30～17：00 

1. 地方税の基礎知識 

2. 分割基準 

3. 事業税の外形標準課税の基礎知識 

4. 事業所税の基礎知識 

⑨   個別論点（5） 中小法人の税務（繰越欠損金・貸倒引当金・少額固定資産等） 

11月 27日 （月） 
13：30～17：00 

1. 軽減税率 

2. 繰越欠損金・繰戻し還付 

3. 貸倒引当金（別表 11（1）、11（1 の 2）） 

4. 交際費 

5. 少額固定資産（別表 16（7）） 

6. 固定資産税の軽減措置 



 

 

Ⅱ. 本講座のねらいと対象者 

 

年々多くの税制改正が行われることに伴い、経理に必要な税務知識もより一層複雑なものとなっています。 

本講座では、経理担当者その他の方々に対して、税金の基礎を網羅的に理解し、日常の実務において役立てていただ

くため、税金に関わる重要ポイントを各テーマごとに解説致します。 

今回の重要テーマを受講することを通じて、税金の基礎的知識を習得することが目標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ. 受講者は講座ごとに変更可能 

 

一括申込（割引パック）の受講がお得です。 

各講座の受講者は、社内の方であればどなたでも構いません。 

一括受講で申し込み、各回交替で出席するという受講の仕方もできます。 

 

各講座の講義時間は、原則各 3.5時間となります（休憩時間含む）。 

セミナーの終了時間につきましては、講義の内容に応じて若干延長する可能性があります。 

 

 

Ⅳ. 他地区でも開催予定 
 

本セミナーは、8～12月に広島会場以外でも開催を予定しています。 

受講を希望される方は、http://www.deloitte.com/jp/tax/ts2017 をご覧ください。 

 

税金知識の基礎力アップ！ 

本講座のねらい 

 

本講座の対象者 

 
税金の基礎的知識の習得 

 

① 法人税の基礎、申告書の構造の理解 

② 法人税の個別論点の理解 

③ 地方税の理解  

④ 消費税の理解 

 基礎的な税金知識はあるものの実務

経験が浅い経理担当者の方 

 経理内のジョブローテーションにより新

たな科目担当者となった方、またはそ

の可能性がある方 

 法人税等にふれたことはあるが網羅的

な学習をしたことがない方 

 基礎から復習したい方 

http://www.deloitte.com/jp/tax/ts2017


 

 

 

① Web サイトより受付致します。下記 URLよりお申込ください。 

URL： https://www2.deloitte.com/jp/semi3909  

お申込が完了しましたら、システムより自動配信にて「申込完了」メールをお送り致します。 

開催 1週間前までに、マイページのご案内メールを送信致します。マイページ URLより、システ

ムにログインし、「受講票」をダウンロードして、プリントアウトしたものを会場にお持ちください。 

 

※お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要になります。 

 

※上記 URLの本セミナー申し込みに際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただ

く内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 

※過去に当グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在デロイト トーマツのメールマガジ

ンをご購読いただいている方は、ご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

※まだ ID・パスワードをお持ちでない方は、上記Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をクリックし、

ID・パスワードを設定してユーザー登録をしていただきます。その後、設定した ID・パスワードでログインし

てセミナーにお申し込みください。 

 

お申し込み後にご参加いただけなくなった場合には、代理の方によるご出席をお願い致します。 

それも難しい場合には、資料の郵送をもってご出席扱いとさせていただきますのであらかじめご

了承ください。 

 

② ご請求について 

「参加確定」メール送信後、請求書を郵送致します。 

銀行による振込金受領証をもって領収書に替えさせていただきます。 

なお、キャンセルの期限は、受講初日の 2日前までとさせていただいております。期限を過ぎて

からのキャンセルはお受けできない場合がございます。 

 

電卓*、筆記用具、受講票、お名刺  ⋆計算演習の際に使用いたします。 

 

 

• 講演の録音はご遠慮ください。 

• 本セミナーは一般の方が対象ですので、同業の方はご遠慮いただいております。 

• お申込は各回の 2営業日前までにお申込ください。なお、定員に達した場合には、お申し込みを

お断りすることがございます。何卒ご了承ください。 

• お申込み後の、キャンセルや追加をご希望の方は事務局までご連絡下さい。 

 

デロイト トーマツ税理士法人 広島事務所 セミナー運営事務局 （山本／門見） 

Tel： 082-222-7066（代表） 

email： namiko.kadomi@tohmatsu.co.jp 

お申込方法 

ご注意 

連絡先 

当日ご持参

いただくもの 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームである

デロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ 

ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同

会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの

適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、

国内約 40 都市に約 11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web

サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネット

ワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
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