
 

 

札証自規  第３１号 

２０１９年 ３月 ４日 

 

 各      位 

 

 

 

証券会員制法人札幌証券取引所 

自 主 規 制 部 

 

 

 

『ワンストップ特別セミナー「IFRSの実務、移行経験の共有2019」』開催のご案内 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本所では、一般財団法人会計教育研修機構との共催で、別紙のとおり、標記のセミナーを開催

いたしますので、ご案内いたします。 

各位におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

 

敬具 

 

 

 

 

 



2019 年 3 月 

 

 

ワンストップ特別セミナー「IFRS の実務、移行経験の共有 2019」の開催について 

 

 

主催：一般財団法人 会計教育研修機構 

共催：証券会員制法人 札幌証券取引所 

 
 

会計教育研修機構では、2018 年 6 月 15 日に閣議決定された「未来投資戦略」を踏まえ、IFRS への移行を検

討している企業やその関係者を中心にワンストップ特別セミナー「IFRSの実務、移行経験の共有 2019」を開催

します。 

 

(1) 開催日時 2019年 3月 27日（水）10：00～17：50 

 

(2)プログラム 

テーマ等 時間 

・開会挨拶 関根愛子(JFAEL 理事長)  10:00～ 

【セッション１】基調講演 

① IFRS 任意適用拡大に向けた我が国の取組み [30 分] 

   古澤知之氏(金融庁 企画市場局 審議官) 10:05～12:35 

② IASB における会計基準開発の動向 [60 分] 鶯地隆継氏(IASB 理事)  

③ IFRS 解釈指針委員会の最新動向 [60 分] 熊谷五郎氏(IFRS 解釈指針委員会委員)  

（休憩 55 分）  

【セッション２】パネルディスカッション 

IFRS 第 16 号（リース）の実務 [90 分] 

●パネリスト 

・[財務諸表作成者] 最勝寺奈苗氏 (KDDI 株式会社 理事・コーポレート統括本部 経営管理本部長)  

・[財務諸表作成者] 福山徹氏(三菱 UFJ リース株式会社 執行役員) 

・[監査人] 小山智弘氏(EY 新日本有限責任監査法人 公認会計士) 

・[財務諸表利用者] 後藤潤氏(株式会社格付投資情報センター コーポレート 4 部 チーフアナリスト) 

・[基準設定者] 鶯地隆継氏(IASB 理事)  

●モデレータ 新井武広(JFAEL 専務理事・事務局長)  

13:30～15:00 

（休憩 20 分）  

【セッション３】IFRS 適用企業の経験談 

① 株式会社リクルートホールディングス [50 分]  

古野将志氏（ファイナンス本部 経理統括部 連結グループ） 

② 花王株式会社 [50 分] 今川康則氏（会計財務部門 管理部 制度会計 G マネジャー） 

③ 日本電信電話株式会社 [50 分] 安田哲也氏（財務部門 会計・税務担当 担当部長） 

15:20～17:50 

 

 

 

 



（3）開催地・会場 

札 幌 

札幌証券取引所（定員 50名）  

(北海道札幌市中央区南一条西 5-14-1) 

【共催】札幌証券取引所 

【後援】日本公認会計士協会北海道会 

東 京 

東京金融ビレッジ（定員 150名） 

(東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5 階) 

【後援】日本公認会計士協会東京会 

名古屋 

プライムセントラルタワー名古屋駅前店（定員 50名） 

(愛知県名古屋市西区名駅 2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー13 階) 

【後援】名古屋証券取引所、日本公認会計士協会東海会 

大 阪 
大阪国際交流センター（定員 80名） 

 (大阪府大阪市天王寺区上本町 8-2-6) 

神 戸 

日本公認会計士協会兵庫会（定員 50名） 

 (兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1 日本生命三宮駅前ビル 8 階) 

【共催】日本公認会計士協会兵庫会 

福 岡 

日本公認会計士協会北部九州会（定員 50名） 

 (福岡県福岡市中央区天神 4-2-20 天神幸ビル 5 階) 

【共催】日本公認会計士協会北部九州会 

【後援】福岡証券取引所 

※札幌、名古屋、大阪、神戸、福岡地区は、東京地区からライブ配信します。 

 

（4）参加料 無料 

 

（5）主 催 一般財団法人 会計教育研修機構 

 

（6）共 催 証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

（7）後 援 金融庁、日本公認会計士協会、日本経済団体連合会、日本取引所グループ、東京証券取引所、 

財務会計基準機構、IFRS 財団アジア・オセアニアオフィス 

 

（8）申込方法 ウェブサイト又は別添のお申込書よりお申込みください。 

http://www.jfael.or.jp/seminar/ifrs2019.pdf 

 

【お申込み期限】2019 年 3月 18日（月） 

※お申し込み者多数の場合は抽選となります。 

※受講者には、ご登録いただいたメールアドレスに受講票をお送りいたしますので、当日は受講票を印刷の 

うえお持ちください。受講票は、2019 年 3 月 19 日（火）から順次お送りいたします。 

 

（9）問い合わせ 

一般財団法人 会計教育研修機構 事務局（担当：田中） 

Tel：03-3510-7860 ／ Email: seminar@jfael.or.jp ／ URL：http://www.jfael.or.jp/ 

 



（札幌証券取引所） 

2019年  月  日 

 

ワンストップ特別セミナー「IFRSの実務、移行経験の共有 2019」お申込書 

 
本申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mailに添付又は FAXにてお申込みください。 

なお、お申込書は 1 名様につき 1枚ご記入ください。※1企業、1団体から受講できるのは、2名までとさせていただきます。 

 

【お申込先】 E-mail: seminar@jfael.or.jp ／ FAX: 03-3510-7866 
 

（1）参加者情報 

①参加者氏名  

②会社名・法人名  

③所属部署・役職  

④連絡先 eメールアドレス  

⑤証券コード※  

⑥JICPA研修登録番号 

（公認会計士の方はご記入ください。） 
 

※証券コードが付されている場合はご記入ください。 

 
（2）参加希望会場・セッション ※参加を希望する会場・セッションの申込欄に○を付けてください。 

開催日：2019年 3月 27日（水）10:00～17:50 

ｾｯｼ 

ｮﾝ 
テーマ 

会場 

札幌 東京 名古屋 大阪 神戸 福岡 

1 

［10:00～12:35］基調講演 

・IFRS任意適用拡大に向けた我が国の取組み 

・IASBにおける会計基準開発の動向 

・IFRS解釈指針委員会の最新動向  

      

2 
［13:30～15:00］パネルディスカッション 

「IFRS第 16号(リース)の実務」 

      

3 
［15:20～17:50］IFRS適用企業の経験談 

[㈱リクルートホールディングス、花王㈱、NTT㈱] 

      

●公認会計士の方は各セッションについて、CPE 単位を取得できます。 

 

【お申込み期限】2019 年 3月 18日（月） 
 

※お申し込み者多数の場合は抽選となります。 

※受講者には、ご登録いただいたメールアドレスに受講票をお送りいたしますので、当日は受講票を印刷のうえ 

お持ちください。受講票は、2019 年 3 月 19 日（火）から順次お送りいたします。 

※ご記入いただいた個人情報は、本セミナー及び関連するその他のセミナーのご案内に使用いたします。 

 

≪問い合わせ≫  一般財団法人 会計教育研修機構 事務局（担当：田中） 
Tel：03-3510-7860 ／ Email: seminar@jfael.or.jp ／ URL：http://www.jfael.or.jp/practical/ 


