
全社員から頼りにされ、社長の右腕となる経理リーダーをめざす方へ

～経理の重要業務の確認、法・税務知識の修得、経営改善への提言方法まで～～経理の重要業務の確認、法・税務知識の修得、経営改善への提言方法まで～

みずほセミナーのご案内

経理・財務部門担当者、経営幹部対象

12月17日（木）・２月17日（水）・３月16日（火）
10：00～17：00

2020年 2021年

講　師

本セミナーは、経理に必要なあらゆる実力を兼ね備えた「無敵の経理リーダー」を目指す経理担当者、管理職の
方々のために、ワンランク上の経理知識や経理業務のマスターと、経営参謀として経営改善への提言といった技術
が身につくよう、経理の重要実務の確認、会社法・税法の基礎知識の修得、決算書分析と経営改善への活かし方
までを、わかりやすく解説いたします。経理業務の基本を一通り覚え、次なるステップをめざす経理経験３～５年程
度の方や、現在リーダーとして後輩指導にあたられている方の指導力の養成に最適の講座です。

税理士・米国税理士・CFP®

高下　淳子氏

経理の重要業務と会計・税務の実務処理
☆経理リーダーとして再確認しておきたい「経理の重要業務の確認と会社法・税法知識」を解説します
☆日次及び月次の経理業務において誤りやすい処理を再確認することができます
☆消費税実務の再確認及び年次決算の流れについて演習を通して確認します

最新法人税実務と申告書の記載方法、決算書とのつながり
☆経理リーダーとして知っておきたい法人税知識と実務について、改正点を中心に解説します
☆主要別表のしくみと記載方法を、演習を中心に確認します
☆それぞれの別表の関連性だけでなく、決算書とのつながりについても解説します

決算書を読みこなして経営改善に活かす講座
☆本当に儲かっているのか、効率の良い経営をしているのか等、決算書を読みこなすコツを修得できます
☆よりよい経営を行う上で欠かせない重要な経営分析指標と、経営改善への活かし方をマスターできます
☆会社の実態を正しく把握し、経営者へ上手に提言できる能力を養うのに最適の講座です

第１講

第２講

第３講

2020年

12月17日（木）

2021年

２月17日（水）

2021年

３月16日（火）

外資系コンサルティング会社（監査法人）に勤務ののち独立
開業。現在、税務会計顧問、経営コンサルティング業の他、
全国の金融機関、商工会議所、各種同業者団体、官公庁等の
講演・セミナー講師としても、経理担当者を始め、新入社員・
後継者経営者・経営幹部・営業担当者等を対象に活躍中で、
きめ細かい指導と明快かつ実践的な講義には定評がある。

【主著】「１枚の図形「５つの箱」がすべての謎を解くカギ！「経
理のしごと」がわかる本」「とにかくみんなで考えよう！日本の
借金 わが家の税金 わたしの年金」「やさしい法人税申告入門」

（以上　中央経済社）、「別表四と五」完全攻略本（中央経済社）、
「今までで一番やさしい法人税申告書のしくみとポイントがわ
かる本」「法人税と経理処理のしくみがわかる本」（日本実業出
版社）、「決算書を読みこなして経営分析ができる本」（日本実業
出版社）など多数



 

№●●･●●●●「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」( 

経理リーダー養成講座＜第1講＞ 

経理の重要業務と会計・税務の実務処理 
～誤 りやすい会 計 処 理 ・決 算 整 理 仕 訳 の理 解 と、会 社 法 ・消 費 税 ・法 人 税 の実 務 ～ 

  
本講座では、経理リーダーとして再確認しておきたい「経理の重要業務の確認と会社法・税法知識」を解説致します。日次及び 

月次の経理業務において誤りやすい処理を再確認することができます。消費税実務の再確認及び年次決算の流れについて演習を 

通して確認致します。 

 

 

◆開催日時 

  12月17日(木)  

10:00～17:00 
 

◆講師 
   税理士・米国税理士・ＣＦＰ® 

高下 淳子 氏 

◆会場 

当社セミナールーム 
(東京都千代田区内幸町1-2-1) 

 

◆参加費 
(消費税･テキスト代込み) 

ゴールド会員 27,610円 
シルバー会員 29,810円 
上記会員以外 34,210円 

 

 
 

 

１．経理の年間業務スケジュールを確認する 

（１）経理と会計、税務と財務（２）日次、月次、年次の業務 

（３）会社が作成する財務諸表（４）計算書類の作成と確定 

２．毎日の会計業務での留意点 

 （１）現金出納業務と内部統制（２）有価証券に関する仕訳＜演習＞有価証券に関する仕訳 

（３）固定資産に関する会計処理（４）誤りやすい費用科目の会計記録＜費用勘定の仕訳演習＞ 

３．月次の会計業務での留意点  

（１）まずは月次決算の早期化から（２）「減価償却費」の計算方法 

（３）給料・報酬の支払いと源泉徴収  ＜演習＞報酬に関する源泉徴収 

（４）請求業務と売上債権の回収 （５）仕入と仕入債務の支払業務 

                                     ＜演習＞買掛金支払いに関する仕訳 

４．消費税等の基本知識と経理処理 

（１）知らないと損する！消費税の基礎知識 

（２）仕入税額控除の具体的な計算 ＜演習＞「課税売上割合」の計算 

（３）消費税処理を誤りやすい貸借対照表科目 

（４）消費税処理を誤りやすい損益計算書科目 

（５）消費税等に係る会計処理 ＜演習＞消費税等の仕訳 

５．年次決算作業での具体的な流れ  

（１）会社の決算スケジュール （２）収益および費用に関する決算整理仕訳 

（３）利益の計算方法と売上原価の理解 ＜演習＞商品に関する決算整理仕訳 

（４）帳端と経過勘定の整理 ＜演習＞経過勘定に関する決算整理仕訳 

（５）資産の実在性の確認 （６）「貸倒引当金」で焦げ付きに備える 

                                  ＜演習＞貸倒引当金に関する決算整理仕訳 

（７）負債の網羅性の確認 

（８）法人税等の計算と引当計算 ＜演習＞法人税等に関する決算整理仕訳 

６．会計および税務の重要な改正点 

No.20-11226「経理の重要業務と会計・税務の実務処理」（2020.12.17） 

※本講座は、経理リーダー養成講座<全3講>の

第1講ですが、本講座のみのご受講も承って

おります。 

HP

 

ただいま、郵便・FAXでのお申込み受付を中止させていただいております。 

（Web用）



 

№●●･●●●●「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」( 

経理リーダー養成講座＜第2講＞ 

最新法人税実務と申告書の記載方法、決算書とのつながり 
～法 人 税 の重 要 な改 正 点 、申 告 書 の記 載 方 法 、決 算 書 と申 告 書 のつながりをマスター～ 

  
本講座では、経理リーダーとして知っておきたい法人税知識と実務について解説します。また、主要別表のしくみと記載方法を、

演習を中心に確認し、それぞれの別表の関連性だけでなく、決算書とのつながりについても解説します。 

 

 

 

◆開催日時 

  2月17日(水)  

10:00～17:00 
 

◆講師 
   税理士・米国税理士・ＣＦＰ® 

高下 淳子 氏 

◆会場 

当社セミナールーム 
(東京都千代田区内幸町1-2-1) 

 

◆参加費 
(消費税･テキスト代込み) 

ゴールド会員 27,610円 
シルバー会員 29,810円 
上記会員以外 34,210円 

 

 
 

１．「法人税申告書」をやさしく理解するコツ  

（１）法人税申告書を作成するために必要となる実務知識 

（２）法人税等の表面税率と「実効税率」 （３）法人税申告書別表の全体像 

（４）「法人税申告書」を難しく感じる３つのカベを突破しよう 

２．ここがポイント！ 別表一、四、五（一）、五（二） 

 （１）別表四で「課税所得」を計算する  ①別表四は「税務の損益計算書」 

②別表四の「留保」欄に記載する項目  ③別表四の「社外流出」欄に記載する項目 

（２）別表一で「法人税額」と「地方法人税額」を計算する  

①別表一への記載内容   ②別表一での税額計算の流れ ③別表一と決算書のつながり 

（３）別表五（一）で「税務の純資産」を計算する  

①別表五（一）の役割    ②「純資産の部」と別表五（一） 

③別表五（一）の「増減」欄への記載 

（４）「株主資本等変動計算書」と別表五（一） 

（５）別表五（二）は税金納付の明細書 

    ①「納税充当金」と「未払法人税等」  ②「納税充当金」の別表への記載 

③損金にならない租税公課 ④損金算入される租税公課 

⑤別表五（二）と別表四のつながり 

３．主要な別表と別表四、別表五（一）のつながり  

（１）交際費等の税務での取扱い 別表十五 

（２）減価償却費の損金算入 別表十六（一）、別表十六（二） 

（３）金銭債権と貸倒引当金 別表十一（一）、別表十一（一の二） 

（４）受取配当金が課税されない特例 別表八（一） 

４．「法人税等」の経理処理と別表四と別表五（一）  

（１）別表四と別表五（一）のつながり （２）前期確定分の法人税等の納付 

（３）損金経理による法人税等の中間納付 （４）当期確定分の未払計上 

（５）源泉徴収された所得税を取り戻す 別表六（一） 

５．申告書別表と決算書のつながりを理解しよう  

（１）決算書と申告書のつながり （２）別表四と損益計算書のつながり 

（３）別表五（一）と貸借対照表のつながり （４）別表五（二）と決算書のつながり 

（５）別表四と別表五（一）のつながり 等 

参考資料 (1) 中間分の法人税等を未払計上する場合の別表記載 (2) 中間納付額が還付される場合の別表記載 

(3)「税効果会計」と法人税申告書    (4) 重要な税制改正の内容と法人税申告書 

HP

No.20-10201  「最新法人税実務と申告書の記載方法、決算書とのつながり」 （2021.2.17） 

※本講座は、経理リーダー養成講座<全3講>の

第2講ですが、本講座のみのご受講も承って 

おります。 

 

ただいま、郵便・FAXでのお申込み受付を中止させていただいております。 

（Web用）



 

№●●･●●●●「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」( 

経理リーダー養成講座＜第3講＞ 

決算書を読みこなして経営改善に活かす講座 
～自 社 及 び取 引 先 の実 力 を見 抜 く経 理 リーダーを養 成 ～ 

  
本講座では、会社が本当に儲かっているのか、効率の良い経営をしているのか等、決算書を読みこなすコツを修得できます。また、

よりよい経営を行う上で欠かせない重要な経営分析指標と経営改善への活かし方をマスターできます。会社の実態を正しく把握し、

経営者へ上手に提言できる能力を養うのに最適の講座です。 

 

 

◆開催日時 

  3月16日(火)  

10:00～17:00 
 

◆講師 
   税理士・米国税理士・ＣＦＰ® 

高下 淳子 氏 

◆会場 

当社セミナールーム 
(東京都千代田区内幸町1-2-1) 

 

◆参加費 
(消費税･テキスト代込み) 

ゴールド会員 27,610円 
シルバー会員 29,810円 
上記会員以外 34,210円 

 

 
 

１．決算書を読みこなすためのコツ  

(1)会社が作成する財務諸表とは  (2)決算書作成の流れは「５つの箱」で理解する 

２．貸借対照表を読みこなすポイント  

(1)貸借対照表を読みこなすステップ  (2)貸借対照表が示す短期的な資金繰り 

(3)貸借対照表が示す長期的な支払能力(4)貸借対照表から財務の健全性を把握する視点 

(5)「運転資金」を管理して資金繰りを楽にする (6)貸借対照表を分析してみよう【演習】 

３．株主資本変動計算書と注記表の役割  

(1)株主資本等変動計算書の役割と内容  (2)すべての会社に求められる注記とは 

４．損益計算書を読みこなすポイント 

(1)損益計算書を読みこなすステップ  (2)損益計算書を経営改善に活かす急所 

(3)総合的な収益力を判断する視点  (4)利益を左右する５つの要素を確認しよう 

(5)金利負担が利益を圧迫していないかチェック 

(6)損益計算書を分析してみよう【演習】 

①売上総利益率で商品力をみる～売上総利益＝商品力を高めるには～ 

②営業利益率で本業の収益力をみる～営業利益を高めるには～ 

③経常利益で通常の事業活動での収益力をみる～会社の実力＝経常利益を高めるには 

④当期純利益で企業の最終的な利益をみる～当期純利益を見るときの留意点 

⑤ＲＯＡ（総資産経常利益率）で収益力を評価する～ＲＯＡを高める２つの方策 

⑥総資産回転率で効率経営の度合いを見る 

５．知っておきたいキャッシュフロー経営の基礎知識  

(1)キャッシュフロー計算書の様式  (2)「勘定合って銭足らず」の原因を知る 

(3)キャッシュフロー計算書から読取る情報 (4)3 種類のキャッシュフローと企業体質 

(5)キャッシュフロー経営で要求される能力とは (6)キャッシュフロー改善の鉄則とは 

(7)キャッシュフロー計算書の作成【演習】 

６．生産性の高い会社であり続けるために 

(1)会社が生み出す付加価値額とは  (2)付加価値から判断する優良企業の条件 

(3)少数精鋭といわれる会社とは  (4)付加価値額を高めるために考えること 

(5)付加価値額の高さと給料の関係 

           

No.20-10301   「決算書を読みこなして経営改善に活かす講座」  （2021.3.16） 

※本講座は、経理リーダー養成講座<全3講>の

第3講ですが、本講座のみのご受講も承って

おります 

HP

 

ただいま、郵便・FAXでのお申込み受付を中止させていただいております。 

（Web用）


