
定額制eラーニング　講座一覧

ジャンル No. 視聴時間 講師名
*所属は撮影当時のものです 講座概要 主な対象者

簿記・会計ー０１ 簿記会計⼊⾨（全10回） 1:47:01 簿記会計が初めての⽅を対象に簿記会計の基礎の習得を⽬的とし
ます。

経理部⾨の新⼈、経理未経験者

簿記・会計ー０２ 簿記会計基礎 (全10回） 2:10:21 ⼊⾨編を前提に、会計の原則的な考え⽅と基本的な仕訳が理解で
きます。第10回は理解度が確認できる演習問題と解説です。

簿記・会計ー０３ 原価計算⼊⾨（全8回） 1:48:47 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 ⽇置 敏之

⼀般的な原価計算⼿法の基礎を⼀通り解説します。 経理部⾨の新⼈、経理未経験者、製造管理
未経験者、コスト管理業務に携わる⽅

簿記・会計ー０４ 連結財務諸表⼊⾨（全12回） 1:59:27 連結決算の基本的な仕組みの理解を⽬的とします。具体的な作成
⽅法を設例を⽤いながら紐解き、考え⽅を⾝につけていただきます。

経理部⾨の連結決算未経験者
初めて連結決算を⾏う会社の経理担当者

簿記・会計ー０５ 連結財務諸表基礎（全４回） 1:02:20 ⼊⾨講座の内容を前提に、連結第2期⽬より必要となる開始仕訳を
中⼼に解説します。

経理部⾨の連結決算未経験者
初めて連結決算を⾏う会社の経理担当者

簿記・会計ー０６ リース会計⼊⾨（全5回） 0:58:07 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 林 瞳

リース取引とはどのような取引か、その会計処理と基本的な仕組みを
解説します。

経理部⾨の新⼈、経理未経験者

簿記・会計ー０７ 外貨建会計⼊⾨（全5回） 1:09:39 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 林 瞳

外貨建取引とはなにか、輸出⼊取引の流れを確認した上で、会計処
理におけるポイント、基礎となる事項を確認します。

簿記・会計ー０８ 税効果会計 基礎（全9回） 1:54:32 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 林 瞳

演習を交え、税効果会計の基礎的な処理を解説します。

簿記・会計ー０９ デリバティブ会計⼊⾨  （全10回） 2:14:17 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　佐藤 ⼤輔

デリバティブ会計の基礎を分かりやすく解説します。

簿記・会計ー１０ キャッシュ・フロー計算書（全7回） 1:40:21 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 ⽇置 敏之

演習問題を解き、キャッシュフロー作成の基本を学びます。 上場会社やそのグループ会社の経理部⾨の新
⼈、経理未経験者、これから株式上場
（IPO）を⽬指す会社の経理担当者

簿記・会計ー１１ 退職給付会計（全2回） 0:32:22 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　中條 真宏

多くの経理初⼼者が悩まされる会計基準、決算処理を、図解を多く
⽤いて「ざっくり」解説します。株式上場（IPO）を⽬指して、税務会
計から上場会社並みの会計に転換しようとしている会社にもお勧めで
す。

上場会社やそのグループ会社の経理部⾨の新
⼈、経理未経験者
これから株式上場（IPO）を⽬指す会社の経
理担当者

簿記・会計ー１２ 減損会計のしくみ（全2回） 0:19:25 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　菊池 玲⼦

簿記・会計ー１３ キャッシュフロー計算書（全2回） 0:30:22 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　安部 貴之

簿記・会計ー１４ 税効果会計のしくみ（全2回） 0:37:43 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　新居 幹也

簿記・会計ー１５ ⾦融商品会計　（全3回） 0:33:19 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　吉⽥ 友⻫

簿記・会計ー１６ 連結会計の仕組み（全2回） 0:29:39 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　中川 政⼈

簿記・会計ー１８ 平成31年3⽉期の会計・開⽰の留意事項
（全6回）

2:13:09 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　村⽥ 貴広

平成31年3⽉期決算における会計上および開⽰上の留意事項をわ
かりやすく解説します。

簿記・会計ー１９ 収益認識基準の基礎（全7回）（2019年
に再収録）

1:57:45 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　今井春夫

新しい収益認識の会計基準の基本となる部分をわかりやすく簡単に
説明します。(2019年に再収録しています）

簿記・会計ー２０
決算

0:12:52 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　⼤⾓ 博章

この講座では、決算の意義を説明するとともに、⽇本における開⽰
ルールと決算スケジュール上の留意点を解説します。また、決算⽇を
決める上での考慮事項についても解説します。

スタートアップ会社の経営者
管理・経営企画部⾨の管理職や担当者

簿記・会計ー２１

BS, PL, CF（全2回）

0:22:52 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　⼤⾓ 博章

この講座では財務3表と⾔われる、BS, PL, CFの概況及び⾃⼰資
本⽐率、ROE、EBITDAといった財務3表関連する指標について、決
算書の具体例を使って説明するとともに、それらの関係性について解
説します。

簿記・会計ー２２ 2020年3⽉期会計・開⽰の留意事項（全
10回）

1:58:02 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　吉⽥ 剛

2020年3⽉期の年度決算において、論点となる会計上及び開⽰上
の留意事項を解説します。

上場会社の経理部⾨の管理職や担当者

講座名

EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 ⽇置 敏之

EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　 甲⾕ 良太郎
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税務ー０１ 法⼈税申告書（全11回） 3:11:12 EY税理⼠法⼈
税理⼠　齋藤 祐希

法⼈税申告書作成に必要な法⼈税の基本的な仕組みや考え⽅、
主要な個別論点を実務上重要となるポイントを中⼼に解説します。
約３時間１０分の講座で、法⼈税の基本を⼀通り学べます。

経理・税務部⾨の新⼈、未経験者

税務ー０２ 事業承継(総論）（全3回） 0:44:07 EY税理⼠法⼈
税理⼠　村本 政彦

事業承継は、早期の検討着⼿で、選択肢もチャンスも多くなります。
本講座では、事業承継対策の必要性と⽅法、進め⽅、相続税対策
の基礎（⾃社株評価の仕組み）などを解説します。

オーナー企業の経営者
オーナー企業の総務部⾨、経営企画部⾨の担
当者

税務ー０３ 事業承継(各論）（全4回） 0:45:06 EY税理⼠法⼈
税理⼠　萩⽥ 聡

相続・事業承継対策のうち特に知っておいていただきたい制度、取り
扱いである、相続税・贈与税の納税猶予制度、⾃⼰株式、資産管
理会社、組織再編のポイントを解説します。

税務ー０４ 相続税・贈与税　（全3回） 0:47:44 EY税理⼠法⼈
税理⼠　齋藤 祐希

相続税、贈与税は平成27年1⽉より増税されます。本講座では、今
まで以上に⾝近になる相続税、贈与税の仕組みと、相続される財産
のうち、上位を占める⼟地や有価証券の評価がどのように⾏われてい
るかを解説します。

税務ー０５ 移転価格税制⼊⾨（全6回） 1:33:08 EY税理⼠法⼈
税理⼠　佐藤 佳⼦

⼊⾨者向けに移転価格税制の基礎を理解し、移転価格の問題点
に気づくことができるように解説します。⽇本の移転価格税制の概要、
企業側の移転価格管理の実務状況、 移転価格税制の執⾏状況
を主に解説します。

経理・税務、経営企画部⾨の担当者

税務ー０６ 国際税務プランニング （全3回） 0:49:05 EY税理⼠法⼈
税理⼠　⻄⽥ 宏之

タックススキームは会社の状況により異なる為、会社のことを最も理解
する会社⾃⾝が、基本事項を理解した上で、専⾨家に任せる事が重
要となります。本講座では、国際的なタックスプランニングの基本的⼿
法を解説します。

税務ー０７ 消費税のしくみ－⼊⾨編２０１９ 0:20:15 EY新⽇本有限責任監査法⼈
税理⼠　左近司涼⼦

消費税は商品を販売する時やサービスを提供する時の売上に対して
かかる税⾦です。その税⾦は消費者が⽀払い、事業者はその消費税
を預かりまとめて税務署に申告・納付します。
今回は「消費税のしくみ」として、消費税の計算⽅法や確定申告の仕
⽅等といった基礎的な知識につきまして、図解を使って分かりやすく解
説します。

経理部に配属された⽅
スタートアップ会社の経営者・管理担当者

⼈事・労務ー０１ ⼈事マネジメントの基礎
 - 評価制度の構築と活⽤ （全2回）

1:01:11 EYアドバイザリー・アンド・コンサル
ティング株式会社
寺崎 ⽂勝

付加価値増⼤につながる⼈事評価制度を解説します。 経営者
⼈事部⾨の管理職

⼈事・労務ー０２ ⼈事マネジメントの基礎
- 報酬マネジメントと賃⾦制度  （全2回）

1:02:42 EYアドバイザリー・アンド・コンサル
ティング株式会社
寺崎 ⽂勝

モチベーション強化につながる報酬制度を解説します。

⼈事・労務ー０３ 労務管理の基本的考え⽅ 0:11:28

⼈事・労務ー０４ 社会保険・労働保険の必要性(全2回） 0:26:05

⼈事・労務ー０５ 社会保険　適⽤編　（全2回） 0:27:59

⼈事・労務ー０６ 労働保険　適⽤編　(全2回） 0:26:37

⼈事・労務ー０７ 社会保険　⼿続編 〜⼈を雇ったらするべきこ
と〜

0:10:15

⼈事・労務ー０８ 就業規則の作成基本とポイント（全7回） 1:37:40

⼈事・労務ー０９ 未払残業代問題と諸対策(全2回） 0:28:18

⼈事・労務ー１０ ５ Stepで実践︕ ⼈材「採⽤」成功の秘訣
（全5回）

1:22:21 株式会社働きかた研究所
所⻑ 　平⽥ 未緒

「成功する採⽤法則」を５つのステップで解説します。 経営者
⼈事部⾨の管理職
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総務・⼈事部⾨の新⼈、未経験者労

務
管
理
の
基
礎
シ
リー

ズ

EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠/社会保険労務⼠
⼭⼝ 淳代

労務管理に必須となる基本的事項を分かりやすく解説します。
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⼈事・労務ー１１ ⼈材「定着」の５ポイント（全5回） 1:08:55 株式会社働きかた研究所
所⻑ 　平⽥ 未緒

「定着のセオリー」と「⼈が辞めない」職場づくりの実務ポイントを解説し
ます。

⼈事・労務ー１２ ⼀歩先ゆくメンタルヘルスガイダンス - ラインケア
編（全4回）

0:37:06 医師・医学博⼠
⽇本医師会認定産業医
征⽮ 敦⾄

メンタルヘルス対策の核となる管理監督者側の対処法を解説します。 経営者
⼈事部⾨その他の管理職

⼈事・労務ー１３ ⼀歩先ゆくメンタルヘルスガイダンス - セルフケ
ア編（全3回）

0:32:56 医師・医学博⼠
⽇本医師会認定産業医
征⽮ 敦⾄

ストレスに対する基本的なセルフケアの⽅法を解説します。 ⾮管理職、管理職全般

⼈事・労務ー１４ ビジネスマナー（全9回） 1:46:00 スマイルパートナーズ
代表　⽯⽥ 智⼦ この講座では、⾝だしなみ、⽴ち居振舞い、来客応対、訪問マナー、

電話応対、冠婚葬祭マナーなど、ビジネスの場で必要なマナーの基本
を学びます。解説に加え、分かりやすい実演シーンも含まれていますの
で、初めて学ぶ⽅でも習得しやすい内容となっています。

新⼈向け

法務ー０１ スタートアップが気をつけるべき法律のポイント
（チーム、シード、アーリーステージの留意点）
（全3回）

1:03:35 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　菅原 稔

起業スタートアップ段階で陥りがちな法的問題について解説します。 スタートアップ会社の経営者
管理部⾨の管理職や担当者

法務ー０２ ビジネスモデルの適法性チェック（全4回） 0:54:53 AZX総合法律事務所
弁護⼠　⻑尾 卓

代表的なビジネスモデルにおける適法性の留意点を中⼼に解説しま
す。

法務ー０３ 企業不祥事と取締役の責任（全3回） 0:42:37 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　⾨倉 洋平

取締役は会社法上どのような責任を問われ得るのか、また業務遂⾏
上どのようなことに気をつければ良いのか（どのような義務を負うのか）
という点について、過去の不祥事事例を交えて、基本的な考え⽅を
解説します。

法務ー０４ シード・アーリースタートアップのためのストックオ
プション（全3回）

1:03:37 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　増渕 勇⼀郎

ストックオプションを効果的に活⽤するためのポイントを解説します。

法務ー０５ 種類株式（全4回） 1:10:45 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　⾬宮 美季

シード・アーリー段階での⼤規模な資⾦調達も多くなった昨今において
は、種類株式（優先株式）での資⾦調達は、⼀般的なものとなりつ
つあります。本講座では、種類株式について、基本的事項に加え、種
類株式で資⾦調達を⾏う際の交渉ポイント、投資契約の規定とどう
使いわけるかなどの実務的な観点を交えて説明します。

法務ー０６ 投資契約（全4回） 1:07:04 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　⾬宮 美季

投資契約は、適切な投資を⾏い、会社をサポート、コントロールすると
ともに、投資撤退時等におけるリスクをヘッジすることを⽬的として締結
されるもので、投資にあたって極めて重要な契約となります。本講座で
は、投資契約において定められる⼀般的な条項について、実務におけ
る運⽤実態を踏まえて解説します。

法務ー０７ 知的財産とは何か（全5回） 1:22:36 EY弁護⼠法⼈
弁護⼠ ⼿塚 崇史

技術⽴国といわれる⽇本の技術を法的に⽀えるのは、特許法や不正
競争防⽌法などです。技術を持つ企業が、その技術を活⽤する際
に、法的な保護が得られる⽅法、万⼀、侵害を受けた場合の対処法
等を、特許権、商標権、著作権、営業上の秘密やノウハウ等を中⼼
に、基礎的な事項からわかりやすく解説します。

法務ー０８ 労働法の重要事項(全7回） 1:35:06 EY弁護⼠法⼈
弁護⼠　久保⽥ 淳哉

幅が広い労働法の中で、実務上重要と思われるいくつかのポイント
（解雇、不利益変更、有期雇⽤、残業代、労働組合）を取り上げ
て簡単な解説を⾏います。

法務ー０９ 個⼈情報保護法について(全4回） 0:54:46 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　濱本 健⼀

ビジネスにおいて個⼈情報を適切に管理するために、個⼈情報保護
法の知識は不可⽋です。本講座では、個⼈情報保護法の基本と留
意点を解説します。

スタートアップ会社の経営者
管理部⾨の管理職や担当者

⼈
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法務ー１０ M&A戦略と留意点(全2回） 0:43:17 AZX 総合法律事務所
弁護⼠　池⽥ 宣⼤

株式譲渡、新株発⾏、事業譲渡、合併、株式交換・株式移転、会
社分割などのM&Aの各⽅式における、買収側とExit側双⽅から⾒た
メリット、デメリット、留意点について解説します。

法務ー１１ M&A取引における法的リスクの把握とその限
定化（全4回）

1:33:13 EY弁護⼠法⼈
弁護⼠　辻畑 泰伸

M&Aを⾏うにあたり、①買収する会社にどのような法的リスクがある
か、②そのリスクをどのように限定化するかを、国内⾮上場会社の
100％株式譲渡案件を例に解説します。
法務デューディリジェンス（DD）と株式譲渡契約書の基礎を中⼼
に、（i）株式譲渡以外のM&Aの契約に共通の基本的仕組み、
（ii）外部専⾨家の法務DDを実施しない場合に留意すべき事項、
（iii）DD発⾒事項をいかに契約書に反映してゆくかについても解説
します。

経営管理ー０１ 管理の基本（全3回）
経営管理ー０２ 出納の管理（全3回）
経営管理ー０３ 販売活動の管理（全3回）
経営管理ー０４ 購買活動の管理（全3回）
経営管理ー０５ 在庫の管理（全2回）
経営管理ー０６ 固定資産の管理（全2回）
経営管理ー０９ ビジネス環境の変化に対応した管理会計と

は︖（全5回）
1:02:14 EY新⽇本有限責任監査法⼈

公認会計⼠/公認情報システム監
査⼈
⻑尾 ⼤輔

管理機能強化とシステム活⽤の⽅法をトレンドとともに説明します。 IT投資の担当役員、管理職、担当者
管理部⾨の担当役員、管理職、担当者

経営管理ー１０ 企業価値評価の実務 (全4回） 1:05:56 EYトランザクション・アドバイザリー・
サービス株式会社
鈴⽊ 紘

最近の価値評価の傾向を知るとともに、各評価⼿法における算定上
の留意点、実務上の算定テクニックを解説します。

M&Aに積極的な会社の経理部⾨や経営企画
部⾨の担当者
これから株式上場（IPO）を⽬指す会社の経
理担当者

経営管理ー１１ 無形資産価値評価（全3回） 0:41:58 EYトランザクション・アドバイザリー・
サービス株式会社
落合 健⽂

M&Aにおいて⼀般的に使⽤される無形資産価値評価の概要を説
明します。

研究開発型企業の経営企画部⾨の担当者
M&Aに積極的な会社の経理部⾨や経営企画
部⾨の担当者

経営管理ー１２ 不動産価値評価（全4回） 1:06:11 EYトランザクション・アドバイザリー・
サービス株式会社
松原 ⼆郎

不動産価値評価について基礎から解説します。 上場会社やそのグループ会社、これから株式上
場（IPO）を⽬指す会社の経理担当者
不動産関連業の会社の経理部⾨や経営企画
部⾨の担当者

経営管理ー１３ 監査役監査の基本（全5回） 1:14:19 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　⽮治 博之

監査役に就任された⽅にとり、これまでに経験のない監査役の業務は
どこから⼿を付けたらいいのか、相談する相⼿も少なく、お困りのことと
でしょう。この講座では、監査役監査の⽬的や監査役監査の1年間
の業務を簡潔に解説します。監査役としての知識の習得⽅法や会計
監査⼈との連携など、監査役にとって必要な内容も解説しています。
ぜひ今後の監査役の業務にお役⽴て下さい。

初めて監査役に就任した⽅
監査役経験の浅い⽅

経営管理ー１４ 会計的視点からの監査役監査（全7回） 1:49:56 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　⽮治 博之

監査役監査について会計的視点を中⼼に概要を解説します。 初めて監査役に就任した⽅
会計知識を向上させたい監査役

経営管理ー１５ 監査役のための 全社的リスクマネジメント
（ERM） の概要（全9回）

2:15:25 EY新⽇本有限責任監査法⼈
宮原 潤

会社法改正以降、⼤⼿企業を中⼼に取組みが進められている全社
的リスクマネジメント(ERM)について、「リスク管理と経営管理との⼀体
化」と「スモールスタートで始めるERM」をキーワードに、概要並びに監
査役として認識しておくべきポイントについて解説します。

監査役、経営者、経営企画部⾨、内部監査
部⾨

法
務

経
営
管
理

会
社
の
管
理

シ
リー

ズ

4:14:22 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠/不動産鑑定⼠
松尾 信吉

管理は効果的・効率的な業務の遂⾏や会社の実態の「⾒える化」に
役⽴つものであり、会社が永続するために不可⽋のものです。本講座
では、会社の管理に関する基本的な考え⽅や資⾦、販売、購買など
の業務ごとの内部統制の整備のポイントを、実務の現場でみられる管
理の失敗事例も紹介しながら解説します。

オーナー企業の経営者
管理部⾨の管理職や担当者
上場準備プロジェクトの担当者
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経
営
管
理

経営管理ー１６ 内部監査の基礎（全20回） 4:19:01 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠　秋元 宏樹

内部監査の基礎について、国際的なスタンダードやプラクティスを⼟台
に、初⼼者がゼロから内部監査を理解できるよう説明します。
理論的体系（フレームワーク）の理解を深めることで、より実効的で
価値のある内部監査の⼀助となれば幸いです。

初めて内部監査を担当する⽅

資⾦調達・IPOー０２ 基礎から学ぶ資本政策 （全2回） 0:34:31 EY新⽇本有限責任監査法⼈
税理⼠　左近司 涼⼦

資本政策の概要についてわかりやすく簡単に説明します。 ⾮上場会社の経営者、オーナー企業の総務部
⾨、経営企画部⾨の担当者

資⾦調達・IPOー０３ 経営者が知っておきたい 資本政策の5つのポイ
ント（全6回）

1:37:44 EY新⽇本有限責任監査法⼈
⼤野 ⼤

資本政策の策定にあたり経営者が決める５つの項⽬を解説します。 ⾮上場会社の経営者、オーナー企業の総務部
⾨、経営企画部⾨の担当者

資⾦調達・IPOー０４ IPO準備のための新株予約権活⽤法（全6
回）

1:40:03 株式会社プルータス・コンサルティン
グ
代表取締役社⻑　野⼝ 真⼈
ダイレクター　⼭⽥ 昌史

本講座では、⻑年、該当分野の実務に取り組んできた専⾨家が、
IPO準備のための新株予約権活⽤法を解説します。

⾮上場会社の経営者
上場準備プロジェクトの担当者

資⾦調達・IPOー０５ 上場とは（全3回）

資⾦調達・IPOー０６ 上場審査（全3回）

資⾦調達・IPOー０７ 上場準備の進め⽅（全5回）

ITー０１ 情報セキュリティの基礎 （全4回） 0:58:58 EY新⽇本有限責任監査法⼈
システム監査技術者/公認情報シ
ステム監査⼈
松ヶ⾕ 正志

情報セキュリティの定義から、情報セキュリティを維持・向上するために
は何をすれば良いとされているかを知るための各種基準の紹介、最近
の情報セキュリティ動向などを解説します。

セキュリテイ、IT、管理部⾨の担当役員、管理
職、担当者

ITー０２ IT投資の費⽤対効果測定（全3回） 0:31:46 EYアドバイザリー・アンド・コンサル
ティング株式会社
システム監査技術者/公認情報シ
ステム監査⼈
⽇向野 奈津⼦

IT投資の判断ポイントを費⽤対効果の視点で解説します。 IT投資の担当役員、管理職、担当者
経営企画部⾨の担当役員、管理職、担当者

ITー０３ ＢＹＯＤ導⼊における法的課題(全4回） 0:54:33 EYアドバイザリー・アンド・コンサル
ティング株式会社
システム監査技術者/公認不正検
査⼠
國重 靖⼦

IT、⼈事、総務部⾨の管理者向けにBYOD導⼊により在宅勤務や
社外勤務を⾏う場合の法的な課題、社内規程をどう制定するかを解
説します。

情報セキュリティの担当役員、管理職、担当者
管理部⾨の担当役員、管理職、担当者

上場を⽬指す会社の役職員3:33:49 EY新⽇本有限責任監査法⼈
公認会計⼠/不動産鑑定⼠
松尾 信吉

上場の意義から上場準備作業の進め⽅まで、株式上場について⼀
通りを学ぶことができる実践的な講座です。実務でつまずきやすい点を
わかりやすく解説します。
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