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テーマ 講師

法令基礎研修
内部監査人向け法律条文の探し方

～法令の背景と監査テーマとの関連～

マネジメント・パワー・
エクスチェンジ㈱

専務執行役員 濱中 賢司
常務執行役員 粟 谷 肇

内部監査を実施する上で基本となる法令関係。

法令を見過ごしたまま、内部監査を実施していませんか？

内部統制監査(J-SOX)も一段落し、今後業務監査をより効果的に実施していくことは、経営者のニーズとし

て高まっています。業務監査を実施するにあたり、監査テーマに関連した法令を無視することはできませんが、

法令は多岐にわたっており、探し出すことは容易ではありません。しかし、関連する法令を認識していなければ、

効果的な監査計画の立案が阻害されるのみならず、監査の実施に際して法令違反を看過することにもなりか

ねません。内部監査に関連したどのような法令があるのか、その法令をどの様に検索したら良いかを知ること

は監査の実施において非常に重要です。また、被監査部門への適切な指導にもなります。今回は、内部監査

に関連すると思われる法令を大きく5つに区分し、条文等の探し方やその法令の根拠や関連する監査テーマ

をご説明致します。5回連続企画ですが、それぞれが独立していますのでご興味のある回に参加が可能です。

MPXパワーアップトレーニングのご案内

カテゴリー 開催日時 研修内容

第１回

基本的な法律/

個人情報保護法

2010年7月15日(木)

13：30～17：00

（受付開始13：15）

民法 会社法 小切手法 手形法 商業登記法 不動産登記法
外国為替及び外国貿易法（外為法） 金融商品取引法 個人情
報の保護に関する法律 など

第２回

労働関連

2010年7月22日(木)

13：30～17：00

（受付開始13：15）

労働基準法 労働組合法 労働関係調整法 労働安全衛生法
労働契約法 労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣
労働者の就業条件の整備等に関する法律（派遣法） 雇用機会
均等法 最低賃金法 障害者の雇用の促進等に関する法律 な
ど

第３回

公正取引関連

2010年7月29日(木)

13：30～17：00

（受付開始13：15）

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止
法） 下請代金支払遅延等防止法（下請法） 不当景品類及び不
当表示防止法（景品表示法） 入札談合等関与行為の排除及び
防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に
関する法律（入札談合等関与行為防止法）など

第４回

環境安全

2010年8月5日(木)

13：30～17：00

（受付開始13：15）

環境基本法 水質汚濁防止法 騒音規制法 大気汚染防止法
地球温暖化対策の推進に関する法律 土壌汚染対策法 廃棄
物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） など

第５回

産業財産権/

消費者保護

2010年8月26日(木)

13：30～17：00

（受付開始13：15）

特許法 実用新案法 意匠法 商標法 著作権法 不正競争防
止法 製造物責任法（PL法） 消費者基本法 消費者契約法 特
定商取引法 など

上記法令内容は、一部変更することもございますので、ご了承ください。
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参 加 費 ： 15,000円（税込）/回 5回を一括してお申し込みの場合は、計50,000円に割引致します。
また、１社2人目以降は10,000円(税込)/回、一括申し込みを計40,000円と致します。

定 員 ： 先着15名様限定（事前登録制）

会 場 ： 航空会館 セミナールーム（会場は1階エレベータ横の掲示板をご確認ください）

所在地：東京都港区新橋１－１８－１ 航空会館
アクセス：都営三田線「内幸町」駅 A2出口 徒歩１分、 JR「新橋」駅 日比谷口 徒歩５分

弊社代表紹介

公認会計士
公認内部監査人

宇佐美 豊

【略 歴】
１９８４年１０月監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）国際部 入所。監査実務経験後、米国、ドイツ、ベルギーに7年駐
在し、日本企業の海外進出を支援。帰国後、国際的な企業の会計監査を担当した後、リスク管理・内部監査・内部統制構築の支援を主と
するビジネス・リスク・サービス部を創設し、部長として各種のプロジェクトを支援。外務省の在外公館の管理状況のモニタリング業務や道
路公団の特別財務諸表の調査等も行った。２００６年１０月末、新日本監査法人代表社員を辞職し、１１月にマネジメント・パワー・エクス
チェンジ株式会社(MPX)を設立（代表取締役社長）。リスクマネジメント、内部統制構築、内部監査等の支援を行っている。私立大学のリス
ク管理・業務改善の支援や教育産業の内部統制の構築等も支援している。

マネジメント・パワー・エクスチェンジ株式会社（MPX）は、公認会計士として25年の経験を持つ代表を中心に、大手監査法人で10数年以上、
会計監査とコンサルティングの両方の経験を積んだ公認会計士で構成し、活動しているコンサルティング会社です。
「大手監査法人の品質を適正な価格で提供する」をモットーに、皆様のビジネスのパワーアップをサポートしております。

【住所】〒１０５－０００４ 東京都港区新橋1-１８-２ 明宏ビル本館４階
【TEL&FAX】０３－６２６８－８５００ 【E-mail】info-mpx@mpx-group.com 【URL】 http://www.mpx-group.com

MPXパワーアップトレーニングのご案内

お問い合せ先

講師紹介

公認会計士
公認内部監査人

濱中 賢司

【略 歴】
１９９０年１０月監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）に入所し、連結財務諸表監査、外資系企業監査、買収監査等に従事し
た後、外資系一般事業会社において、管理本部長として、経理、人事、総務を担当。その後、PwCコンサルティング（現IBMビジネスコンサ
ルティングサービス）にて、連結財務諸表システム構築支援、会計システム導入支援に従事。新日本有限責任監査法人入所後は、大手企
業への内部統制構築支援に従事。その間、Ernst & Young London事務所へ出向。監査法人を退所後はMPXに参画し、企業や大学の業務
改善/内部統制構築支援等に従事してる。

公認会計士

粟谷 肇

【略 歴】
１９９７年１０月太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）に入所。主査として国内上場企業等の会計監査及びIPO準備企業の経
理業務構築等を経験後、ビジネス・リスク・サービス部に異動。国内上場企業及び外資系企業の内部監査支援、内部統制構築支援等に
従事。プロジェクトマネージャーとしてJ-SOXの海外子会社への展開支援も実施。その後MPXに参画し、内部統制構築支援や業務改善等
に従事している。

MPX内部監査パワーアップメニュー

『企業レーシック』のMPXグループでは、目のレーザー治療により視力上げるように、企業経営に改革を加えて、持続的
な成長を遂げる企業を支援しています。

・ 内部監査-リスク評価支援 ・ 内部監査における分析力強化支援 ・ 内部監査担当者向け研修
・ 内部監査体制構築/実施支援 ・ 内部監査電子管理化ツール導入/運用支援 など

お申込方法
■ お申し込みは、弊社ホームページから、またはＥメールにてお願い致します。

■ 弊社ホームページのセミナーページ（URL: http://www.mpx-group.com/seminar/index.html ）より当研修を
お選びいただき、 「入力フォーム」からお申し込みいただくか、添付ＰＤＦ「参加申込書」をFAXで送信してください。

■ Eメールにてお申込いただく際は、info-mpx@mpx-group.comへ、セミナー名、ご希望の日時、御社名、所属部署・お役職、お名前
及びお電話番号をお送りください。

■ お申し込みされた方には、弊社より受付確認のご連絡を差し上げます。

お支払方法
■ お申し込み確認のご連絡後、御請求書を送付致しますので、以下のいずれかの方法によりお支払いをお願い致します。
■ お振込の場合、お申込み確認のご連絡を差し上げる際にお振込口座についてお知らせ致します。

振込手数料はご参加者様に負担いただきますようお願い申し上げます。
■ 当日現金にてお支払いの場合、受付時に現金でお支払いください。お支払と引き換えに領収証をお渡し致します。

キャンセルについて
■ お申込後のキャンセルは、ご遠慮いただいております。

参加費の返金は致しかねますので、代理の方にご出席いただくようお願い申し上げます。



会 場 航空会館 セミナールーム（会場は1階エレベータ横の掲示板をご確認ください）

所在地：東京都港区新橋１－１８－１ 航空会館
アクセス：都営三田線「内幸町」駅 A2出口 徒歩１分

東京メトロ銀座線・都営浅草線 「新橋」駅 7番出口 徒歩４分
JR「新橋」駅 日比谷口 徒歩５分

参 加 費 15,000円（税込）/回 5回を一括してお申し込みの場合は、計50,000円に割引致します。

また、１社2人目以降は10,000円(税込)/回、一括申し込みを計40,000円と致します。

◆お申込み頂きましたのち、弊社より受付確認のご連絡を差し上げます。

お申込方法
■お申し込みは、ＦＡＸまたはＥメールにてお願い致します。お申し込みされた方には、弊社より受付確認のご連絡を差し上げます。
■ＦＡＸにてお申込みいただく際は、上記申込欄に必要事項をご記入いただき、03-6268-8500までFAXをお送りください。
■Eメールにてお申込いただく際は、info-mpx@mpx-group.comへ、セミナー名、ご希望の日時、御社名、所属部署・お役職、お名前
及びお電話番号をお送りください。

当日のご参加について
■当日は、ご参加の確認のためお名刺を頂戴いたしたくご準備をお願致します。

キャンセルについて
■お申込後のキャンセルは、ご遠慮いただいております。
代理の方にご出席いただくようお願い申し上げます。

【個人情報の取り扱いについて】
ご登録頂いたご住所やメールアドレスは当セミナーの事務連絡の他、各種サービスのご案内の為にのみ使用し厳重に保管・管理及び廃棄致します。

参 加 申 込 書

御社名(必須)

ご参加日時
（参加日をチェック）

所属部署・お役職 フリガナ

お名前（必須）

メールアドレス（必須）

お電話番号（必須）

□ 2010年7月15日(木)
□ 2010年7月22日(木)
□ 2010年7月29日(木)
□ 2010年8月 5日(木)
□ 2010年8月26日(木)

□ 2010年7月15日(木)
□ 2010年7月22日(木)
□ 2010年7月29日(木)
□ 2010年8月 5日(木)
□ 2010年8月26日(木)

MPXパワーアップセミナー
法令基礎研修

内部監査人向け法律条文の探し方
～法令の背景と監査テーマとの関連～

FAX．03（6268）8500
E-mail: info-mpx@mpx-group.com マネジメント･パワー･エクスチェンジ株式会社

担当：澤田

送
信
方
向
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