講習会実施状況
（平成 ２９年 １１月 ２７日現在）
開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2017.11.23

富山県

富山県行政書士会

建設業許可と経営事項審査の基礎知識

2017.11.20

東京都

東京都行政書士会

工事請負契約に関する法的基礎知識

2017.11.08

東京都

東京都行政書士会

工事請負契約に関する法的基礎知識

2017.10.25

新潟県

新潟県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2017.10.18

東京都

東京都行政書士会

工事請負契約に関する法的基礎知識

2017.10.04

大阪府

大阪府行政書士会建設産廃研究会

建設業会計の基礎知識・経営状況分析８指標の解説
経営状況分析における「減価償却実施額」について

2017.09.30

滋賀県

滋賀県行政書士会

経営事項審査及び建設業法の改正について
経営状況分析指標について

2017.09.13

岩手県

岩手県行政書士会

建設業法に則した財務諸表の作成

2017.09.08

三重県

三重県庁

財務諸表に関する勉強会

2017.09.06

静岡県

静岡県行政書士会沼津支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2017.09.04･05

福岡県

九州地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.09.01

北海道

北海道開発局

財務諸表に関する勉強会

2017.08.28･29

山形県

東北地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.08.24

愛知県

中部地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.08.23

富山県

富山県行政書士会富山支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2017.07.28

香川県

四国地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.07.26

東京都

東京建設業協会

経営状況分析の申請手続きについて

2017.07.26

鳥取県

鳥取県行政書士会

建設業会計の基礎知識と財務諸表作成上の注意点

2017.07.25

愛知県

愛知県行政書士会東三支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2017.07.21

山梨県

山梨県建設業協会

建設業会計の基礎知識
経営状況分析８指標の解説

2017.07.11

広島県

中国地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.07.07

埼玉県

関東地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.07.03

大阪府

近畿地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2017.06.28

愛知県

愛知県行政書士会中央支部

建設業会計の基礎知識
経営状況分析８指標の解説

2017.06.23

静岡県

静岡県庁

財務諸表について

2017.05.19

静岡県

袋井建設業協会

経営状況分析（８指標の解説）と建設業における最近の話題について

2017.05.13

大阪府

女性行政書士大阪会

建設業会計の基礎知識

2017.04.29

大阪府

大阪府行政書士事業組合

経営状況分析について

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2017.04.24

熊本県

熊本県行政書士会

税務申告決算書から財務諸表作成時の注意点
経営状況分析８指標の説明

2017.04.19

富山県

富山県行政書士会

経営事項審査の基礎について

2017.03.30

北海道

北海道行政書士サポーターズ

経営状況分析書類作成上の注意点

2017.03.23

北海道

北海道行政書士会札幌支部

建設業財務諸表の注意点と経営事項審査の評点概要

2017.03.18

滋賀県

滋賀県行政書士会

経営事項審査と経営状況分析について

2017.03.17

和歌山県

和歌山県行政書士会

経営事項審査と経営状況分析

2017.02.24

大阪府

大阪府行政書士会

キャッシュフロー計算書の作り方と見方
建設業会計の基本構造と虚偽手口

2017.02.23

北海道

北海道行政書士サポーターズ

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2017.02.15

新潟県

新潟県行政書士会

合併などの特殊事例に係る経営状況分析

2017.02.12

福岡県

福岡県行政書士会

経営状況分析申請にあたっての留意点
経営状況分析８指標の解説

2017.02.10

東京都

東京都行政書士会

合併などの特殊経審にかかる経営状況分析

2017.02.08

東京都

東京都行政書士会中央支部

経営事項審査申請の実務上のポイント

2017.02.08

鳥取県

鳥取県行政書士会

財務諸表作成上の注意点ほか建設業会計の基礎知識

2017.02.03

岩手県

一関民主商工会

建設業許可・経審の基礎知識

2017.01.30･31

石川県

石川県建設業協会

経営分析にかかる電子申請について

2017.01.26

北海道

北海道行政書士サポーターズ

建設業会計の基礎知識

2017.01.25

岡山県

岡山県行政書士会

建設業会計の基礎知識
合併などの特殊事例にかかる経営状況分析

2017.01.24

新潟県

新潟県行政書士会

経営状況分析８指標の解説

2017.01.17

山形県

山形県行政書士会

建設業会計の基礎知識

2017.01.17

三重県

四日市民主商工会

経営事項審査の虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の注意点

2016.12.21

新潟県

新潟県行政書士会

経営状況分析申請と電子申請
経営事項審査とシミュレーションの方法

2016.12.07

滋賀県

近畿税理士会草津支部

経営事項審査について
建設業法様式の財務諸表の作成上の注意点他

2016.11.27

熊本県

熊本県行政書士会

経審業務について

2016.11.22

新潟県

新潟県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化
未払法人税等の計上と仮払法人税等の振替処理

2016.11.17

愛知県

愛知県行政書士会知多支部

財務諸表作成上の注意点ほか建設業会計の基礎知識

2016.11.10

兵庫県

大砂行政事務所研究会

建設業会計の基礎知識
経営状況分析８指標の解説

2016.10.17

新潟県

新潟県行政書士会

建設業会計の基礎知識
財務諸表作成上の注意点

2016.10.17

富山県

富山県庁

経営事項審査事務（合併など特殊事例に係る経営状況分析等の注意点）
について

2016.10.14

島根県

島根県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策
財務諸表作成上の注意点

2016.09.26

広島県

広島県行政書士会

解体業追加に伴う許可・経営事項審査申請の改正点
経営状況分析申請書類の作成上の注意点と電子申請

開催年月日

開催地

2016.09.13

神奈川県

2016.09.09

開 催 団 体

講 習 内 容

神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

福島県

東北地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.09.05

香川県

四国地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.09.02

静岡県

静岡県行政書士会

建設業会計の基礎知識
経営状況分析８指標の解説

2016.09.01･02

福岡県

九州地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.08.29

愛知県

中部地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.08.26

高知県

高知県行政書士会

ＸＹＺＷの変遷について
合併時の経営状況分析について

2016.08.24

愛知県

豊川造園建設協同組合

建設業会計の基礎知識
経営状況分析８指標の解説

2016.08.10

広島県

中国地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.08.04･05

新潟県

北陸地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.07.27

北海道

北海道開発局

財務諸表に関する勉強会

2016.07.15

埼玉県

関東地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.07.07

大阪府

近畿地方整備局

財務諸表に関する勉強会

2016.06.30

鹿児島県

鹿児島県庁

建設業会計の基礎知識
財務諸表の基本的な見方と審査の留意点および虚偽申請防止対策

2016.06.24

静岡県

静岡県庁

財務諸表について

2016.06.20

宮城県

宮城県行政書士会

建設業会計の基礎知識
解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について

2016.06.08

大阪府

大阪府中小建設業協会

抑えておきたい２８年度税制改正のポイント等

2016.06.04

大阪府

大阪行政書士事業協同組合

経営状況分析について

2016.05.21

北海道

北海道行政書士会室蘭支部

解体工事業新設に伴う建設業法の改正点の解説
経営事項審査の虚偽申請防止対策

2016.05.20

東京都

東京都建設業協会

建設業許可及び経営事項審査の申請手続きについて

2016.03.15

東京都

東京都行政書士会 千代田支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2016.02.25

岐阜県

岐阜県行政書士会 建設業業務研修会

建設業会計の基礎知識
解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について

2016.02.10

静岡県

静岡県行政書士会 静岡支部

建設業会計の基礎知識
解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について

2016.02.05

岩手県

一関民主商工会

建設業許可および経営事項審査について

2016.02.03

香川県

香川県行政書士会

経営事項審査と経営状況分析の流れ、建設業会計の基礎知識
経営状況分析申請の留意点、電子申請について

2016.01.20

広島県

広島県行政書士会

解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について
経営状況分析及び財務諸表作成上の注意点

2016.01.15

岩手県

岩手県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.11.25

青森県

青森県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.11.25

群馬県

群馬県行政書士会 高崎支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.11.19

東京都

全国中小建設業協会

講習会事業について

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2015.11.18

福島県

白河地区電気工事協同組合

建設業会計の基本(決算書の見方と日々の管理)

2015.10.29

京都府

京都府税理士協同組合

経営事項審査の改正点、建設業会計の留意点
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.10.22

鳥取県

鳥取県行政書士会

経営状況分析にあたっての注意点
電子申請について

2015.10.13

宮城県

宮城県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.10.09

福島県

福島県行政書士会 郡山支部

建設業会計の基礎知識
経営事項審査・経営状況分析の変更点

2015.10.02

神奈川県

建設業情報管理センター（当財団主催）

消費税再増税にあたり留意すべき点
財務諸表の見方と経営サポートにおける改善ポイント

2015.09.18

愛知県

愛知県行政書士会 豊田支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.09.15

島根県

島根県行政書士会

経営状況分析にあたっての注意点
電子申請について

2015.09.14

広島県

国土交通省 中国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.09.11

埼玉県

埼玉県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.09.03･04

新潟県

国土交通省 北陸地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.08.25

奈良県

奈良県行政書士会

建設業会計の基礎知識、経営状況分析８指標の解説
電子申請について

2015.08.21

愛媛県

愛媛県行政書士会

「建設業許可取得から経審の流れ」「経営状況分析申請の留意点」
「電子申請」「分析の評点」について

2015.08.20

佐賀県

佐賀県行政書士会

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点
経営状況分析８指標の解説

2015.08.19

愛知県

愛知県行政書士会 中央支部

財務諸表作成上の注意点
大切な会計処理のポイント

2015.08.07

愛知県

国土交通省 中部地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.08.06

静岡県

静岡県行政書士会 沼津支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.07.31

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.07.29

東京都

東京都行政書士会 八王子支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.07.15

鹿児島県

鹿児島県行政書士会

「経営状況分析申請にあたっての留意点」及び「電子申請」について

2015.07.14

北海道

国土交通省 北海道開発局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.07.09

埼玉県

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.07.01

東京都

東京建設業協会

経営事項審査および建設業許可の申請手続きについて

2015.06.29

大阪府

大阪建設業協会

建設業者のマイナンバー制度

2015.06.18

北海道

釧路市建設事業協会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.06.16

香川県

国土交通省 四国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2015.05.14

岩手県

一関民主商工会

建設業会計・実務および建設業許可について

2015.03.06

兵庫県

兵庫県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.02.27

秋田県

秋田県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2015.02.19

神奈川県

神奈川県行政書士会 中央支部

建設業会計の基礎知識・建設業法様式の財務諸表作成上の注意点
顧客（建設企業）へのコンサルタントに役立つ知識

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2015.02.12

岩手県

一関民主商工会

「建設業会計の基礎知識」と許可制度について

2015.01.27

北海道

函館建設業協会

建設業会計の基礎知識、建設業法様式の財務諸表作成上の注意点
経営状況分析８指標の解説

2015.01.08

千葉県

千葉土建一般労働組合

入札制度と経営事項審査ならびに建設業会計の基礎知識

2014.11.28

静岡県

静岡県行政書士会 沼津支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.11.26

北海道

中標津町商工会

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.11.19

静岡県

静岡県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.11.18

東京都

全国中小建設業協会

講習会事業について

2014.11.06

兵庫県

兵庫県建設業協会

総合評価方式の最新動向とその対策（CPDS対象講習）

2014.11.06

岩手県

一関民主商工会

「建設業会計の基礎知識」と許可制度について

2014.10.30

宮城県

宮城県行政書士会

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.10.28

千葉県

千葉土建一般労働組合

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.10.21

愛知県

愛知県行政書士会 豊田支部・豊橋支部

建設業会計の基礎知識
建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2014.10.06

山口県

山口県行政書士会

建設業会計の基礎知識
経営状況分析に当たっての注意点

2014.09.30

東京都

建設業情報管理センター（当財団主催）

人口急減・超高齢化社会を超えて
建設業法等改正の説明

2014.09.12

広島県

広島県行政書士建設業協議会

経営状況分析申請書や財務諸表等作成上の注意点

2014.09.11

大阪府

建設業情報管理センター（当財団主催）

人口急減・超高齢化社会を超えて
建設業法等改正の説明

2014.09.04

鳥取県

鳥取県行政書士会

建設業会計の基礎知識
経営状況分析に当たっての注意点

2014.09.01

兵庫県

兵庫県庁

財務諸表について

2014.08.27

長崎県

長崎県建設工業協同組合

災害ゼロを目指して
（ＣＰＤＳ・ＣＰＤ対象予定）

2014.08.25･26

宮城県

国土交通省 東北地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.08.18

埼玉県

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.08.06･07

新潟県

国土交通省 北陸地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.07.31

福岡県

国土交通省 九州地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.07.30

東京都

東京都建設業協会

経営状況分析の申請手続きについて

2014.07.24

愛知県

国土交通省 中部地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.07.18

兵庫県

システム経理研究会

経営状況分析の留意点

2014.07.17

香川県

国土交通省 四国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.07.04

広島県

国土交通省 中国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.07.02

北海道

国土交通省 北海道開発局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2014.06.27

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

開催年月日

開催地

2014.06.06

鹿児島県

2014.05.22

開 催 団 体

講 習 内 容

全国建行協 中国・四国・九州部会

昨今の税制改正と事業継承
改正消費税及び経過措置・実務の留意点－建設業を中心に－

大阪府

大阪府行政書士会

建設業消費税関連セミナー

2014.05.22

大阪府

ＮＴＴグループ

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点と例題演習

2014.04.24

北海道

幕別建設業協会

建設業会計の基礎知識
財務諸表作成上の注意点

2014.03.31

東京都

東京都行政書士会

建設業消費税関連セミナー

2014.03.24

福島県

福島県行政書士会いわき支部

業法様式の財務諸表作成上の注意点、経営状況分析８指標の解説
経営状況分析申請書類作成上の注意点等

2014.03.19

長野県

長野県行政書士会上田支部

建設業会計の基礎知識
建設業に関連する消費税率変更に伴う経過措置等

2014.03.17

北海道

清水町建設業協会

建設業会計の基礎知識
財務諸表作成上の注意点

2014.03.05

大阪府

大阪府土木建築協同組合

改正消費税及び経過措置の留意点他

2014.02.24

大阪府

大阪建設業協会

消費税に関する対応策他

2014.02.10

熊本県

熊本県行政書士会

業法様式の財務諸表作成上の注意点、経営状況分析８指標の解説
経営状況分析申請書類作成上の注意点等

2014.01.16

岩手県

一関民主商工会

経営事項審査の基礎知識

2014.01.10

兵庫県

兵庫県行政書士会

粉飾の手口及び事例研究

2013.12.13

東京都

東京都行政書士会 建設業法実務研究会

経営状況分析８指標の解説、キャッシュフロー計算書の作り方･見方
勘定科目の相関関係（虚偽申請防止対策として）

2013.11.26

東京都

東京都行政書士会

入札制度と経営事項審査制度について
建設業会計の基礎知識と財務諸表作成上の注意点

2013.11.22

兵庫県

兵庫県行政書士会

建設企業の資金繰り改善に向けて、社会保険未加入問題

2013.11.21

愛知県

全国中小建設業協会

講習会支援について

2013.11.14

宮城県

宮城県行政書士会

知っておきたい建設業会計の基礎知識と財務諸表作成上の注意点

2013.10.30

鳥取県

鳥取県行政書士会

経営状況分析申請における留意点

2013.10.30

愛知県

愛知県行政書士会 豊田支部

建設業会計の基礎知識
合併などの特殊事例に関わる経営状況分析

2013.10.28

宮城県

宮城県行政書士会

知っておきたい入札制度と経営事項審査の知識

2013.10.18

兵庫県

阪神土建労働組合

個人事業者の経営状況分析申請について

2013.10.18

長野県

長野県庁

建設業会計の基礎知識

2013.10.15

福島県

福島県行政書士会

経営状況分析申請の留意点（経審の虚偽申請防止対策強化の観点から）
経営状況分析申請８指標の解説

2013.10.09

広島県

国土交通省 中国地方整備局

原価管理セミナー

2013.10.08

秋田県

秋田県行政書士会

知っておきたい入札制度と経営事項審査、建設業会計の基礎知識
企業再生と税務、企業再編時の経営状況分析

2013.10.03

岩手県

一関民主商工会

知っておきたい入札制度と経営事項審査、建設業会計の基礎知識

2013.09.19

大阪府

大阪空気調和衛生工業協会

改正消費税と経過措置

2013.09.12

兵庫県

建設経営経理システム研究会

経営状況分析申請書類作成上の注意点

2013.09.11･12

新潟県

国土交通省 北陸地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2013.09.03

山口県

山口県行政書士会

財務諸表作成上の注意点・８比率

2013.08.27

兵庫県

阪神土建労働組合

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点と例題演習

2013.08.03

島根県

島根県行政書士会

財務諸表の作成について

2013.08.01

大分県

大分県庁

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.08.01

愛知県

国土交通省 中部地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.07.31

東京都

東京都建設業協会

経営状況分析の申請手続きについて

2013.07.26

岩手県

一関民主商工会

入札参加資格と経営事項審査について

2013.07.23･24

岩手県

国土交通省 東北地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.07.23

兵庫県

阪神土建労働組合

経営状況分析申請書類作成上の注意点について

2013.07.19

鳥取県

鳥取県行政書士会

建設業会計の基礎知識並びに経営状況分析の要点について

2013.07.19

福岡県

国土交通省 九州地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.07.17

東京都

全国管工事業協同組合連合会

改正消費税と経過措置について

2013.07.16

香川県

国土交通省 四国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.07.05

広島県

国土交通省 中国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.06.24

兵庫県

阪神土建労働組合

建設業会計の基礎知識

2013.06.20

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.06.18

埼玉県

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2013.03.28

東京都

東京都行政書士会

入札制度と経営事項審査、建設業会計の基礎知識

2013.03.23

滋賀県

滋賀県行政書士会

建設業会計の基礎知識と大切な会計処理のポイント

2013.03.15

神奈川県

神奈川県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2013.03.12

広島県

広島県行政書士会

建設業会計の基礎知識

2013.03.06

東京都

東京都行政書士会建設業法実務研究会 社会保険の基礎知識、工事進行基準等について

2013.02.15

宮城県

宮城県庁（大河原）

経営事項審査について

2013.02.14

宮城県

宮城県庁（石巻）

経営事項審査について

2013.01.25

兵庫県

関西電気工事工業協同組合

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点他

2012.12.26

宮城県

宮城県庁（大崎）

経営事項審査について

2012.12.25

宮城県

宮城県庁（仙台）

経営事項審査について

2012.12.19

大阪府

大阪府行政書士会

決算書の見方、財務諸表作成上の注意点

2012.12.07

岩手県

一関民主商工会

建設業会計の基礎知識

2012.12.01

北海道

北海道建設関係行政書士協議会

社会保険の基礎知識、工事進行基準等について

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2012.11.30

東京都

全国中小建設業協会

講習会支援について

2012.11.26

福井県

福井県行政書士会

経営状況分析８指標の解説他

2012.11.17

岩手県

岩手県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2012.11.01

兵庫県

兵庫県行政書士会

経営状況分析申請及び建設業の経営分析の解説

2012.10.31

宮城県

宮城県行政書士会

建設業会計について

2012.10.26

京都府

京都税理士協同組合

建設業会計及び工事進行基準等

2012.09.29

山口県

山口県行政書士会

建設業会計について

2012.09.26

千葉県

千葉県行政書士会

入札制度と経営事項審査、財務諸表作成上の注意点

2012.09.25

秋田県

秋田県行政書士会

社会保険の基礎知識、工事進行基準等について

2012.09.14

岩手県

一関民主商工会

建設業会計の基礎知識

2012.08.30

愛知県

愛知県行政書士会 豊田・岡崎支部

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2012.08.17

栃木県

栃木県管工事業協同組合連合会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2012.08.09

大分県

大分県庁

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.08.07

島根県

島根県行政書士会

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

2012.08.02

岐阜県

岐阜県管設備工業協同組合

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2012.07.27

和歌山県

和歌山県行政書士会

建設業の経営分析

2012.07.24･25

新潟県

国土交通省 北陸地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.07.23

愛知県

国土交通省 中部地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.07.18

東京都

東京建設業協会

経営状況分析申請手続きについて

2012.07.13

香川県

国土交通省 四国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.07.06

広島県

国土交通省 中国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.06.28･29

青森県

国土交通省 東北地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.06.26

鹿児島県

鹿児島県行政書士会

経営状況分析８指標の解説他

2012.06.25

埼玉県

埼玉県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2012.06.21

福岡県

国土交通省 九州地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.06.15

埼玉県

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2012.06.15

滋賀県

近畿税理士会水口支部

建設業法様式の財務諸表作成上の注意点他

2012.06.13

宮城県

宮城県行政書士会

経営事項審査と財務諸表について

2012.06.06

兵庫県

兵庫県行政書士会

建設業の経営分析の解説

2012.05.22

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2012.05.16

宮城県

宮城県行政書士会

入札制度と経営事項審査について

2012.05.12

大阪府

大阪府行政書士会

財務諸表作成上の注意点・経営状況分析８指標の解説

2012.03.30

京都府

京都府行政書士会

大切な会計処理のポイント、経営状況分析８指標の解説

2012.03.06

鹿児島県

鹿児島県行政書士会

虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点等

2012.03.02

香川県

全国建行協 中国・四国・九州部会

財務諸表作成上の注意点

2012.03.02

東京都

東京都行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化から

2012.01.13

岩手県

岩手県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化から

2011.12.21

兵庫県

兵庫県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.12.16

岩手県

一関民主商工会

入札参加資格と経営事項審査について

2011.12.02

静岡県

静岡市水道局指定工事店協同組合

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点・経営状況分析８指標の解説

2011.11.29

秋田県

秋田県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化から

2011.11.19

北海道

北海道建設関係行政書士協議会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化から

2011.11.18

大阪府

大阪府行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化・財務諸表作成上の注意点

2011.11.09

京都府

京都府行政書士会

建設業簿記の原理から仕訳・試算表等について

2011.10.26

和歌山県

和歌山県行政書士会

経営事項審査の審査基準の改正等について

2011.09.30

兵庫県

兵庫県行政書士会

経営状況分析申請（法人成り、個人承継）

2011.09.29

滋賀県

滋賀県行政書士会

経営事項審査の審査基準の改正等について

2011.09.27

東京都

東京都行政書士会 中央支部

経営状況分析８指標と財務諸表作成上の注意点

2011.09.25

鳥取県

鳥取県行政書士会

財務諸表と経営状況分析について

2011.09.16

大阪府

大阪空気調和衛生工業協会

経営事項審査の審査基準の改正等について

2011.08.26

北海道

国土交通省 北海道開発局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.08.11

香川県

国土交通省 四国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.08.04

大分県

大分県庁

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.08.03

福岡県

国土交通省 九州地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.28･29

新潟県

国土交通省 北陸地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.27

広島県

国土交通省 中国地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.27

岐阜県

高井会計事務所研究会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化と建設業の経
営分析

2011.07.26

兵庫県

兵庫県行政書士会

経営状況分析のあらまし

2011.07.20

東京都

東京建設業協会

経営状況分析申請手続きについて

2011.07.15

鹿児島県

全国管工事業協同組合連合会

経営状況分析・財務諸表作成上の注意点

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2011.07.14･15

秋田県

国土交通省 東北地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.13

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.08

愛知県

国土交通省 中部地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.07.06

新潟県

新潟県建設業協会（長岡会場）

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.07.06

新潟県

新潟県建設業協会（新潟会場）

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.06.23

東京都

ＮＴＴグループ建設業担当者意見交換会 経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.06.21

埼玉県

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.06.17

長崎県

全国菅工事業協同組合連合会・長崎県
管工事業協同組合連合会

経営状況分析申請書・財務諸表作成上の注意点と電子申請

2011.06.08

岩手県

岩手県建設産業団体連合会・岩手県建
設業協会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.06.07

広島県

全国管工事業協同組合連合会

改正経営事項審査と経営状況分析・財務諸表作成上の注意点

2011.05.23

神奈川県

神奈川県建設業協会・神奈川県建設産
業団体連絡協議会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2011.03.28

東京都

東京都行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化と財務諸表作成上の注意点

2011.03.18

香川県

香川県建設業協会

改正経営事項審査と財務諸表作成上の留意点

2011.03.18

兵庫県

建設経営経理システム研究会

改正経営事項審査・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.03.16

滋賀県

滋賀県建設業協会 彦根会場

改正経営事項審査について

2011.03.16

滋賀県

滋賀県建設業協会 大津会場

改正経営事項審査について

2011.03.11

沖縄県

沖縄県建設業協会 宮古会場

虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の注意点

2011.03.10

沖縄県

沖縄県建設業協会 八重山会場

虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の注意点

2011.03.09

沖縄県

沖縄県建設業協会 本島会場

虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の注意点

2011.03.07

大阪府

大阪府土木建築協同組合

改正経営事項審査について

2011.03.07

長野県

長野県建設業協会 中野会場

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.03.05

山口県

山口県行政書士会

改正経営事項審査と財務諸表作成上の留意点

2011.03.04

東京都

東京建設業協会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.03.03

山梨県

山梨県建設業協会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.02.28

長野県

長野県建設業協会 飯田会場

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.02.25

東京都

東京都行政書士会 世田谷支部

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.02.25

兵庫県

兵庫県建設業協会 豊岡会場

改正経営事項審査、虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.02.25

長崎県

長崎県建設業協会 佐世保会場

虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.02.24

兵庫県

兵庫県建設業協会 姫路会場

改正経営事項審査、虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2011.02.24

長崎県

長崎県建設業協会 長崎会場

虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.02.23

愛媛県

愛媛県建設業協会 松山支部

経営事項審査の審査基準の改正と財務諸表作成上の留意点

2011.02.18

東京都

東日本電信電話株式会社ほか

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.02.18

長野県

長野県建設業協会 松本会場

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.02.18

三重県

三重県建設業協会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の
注意点

2011.02.17

長野県

長野県建設業協会 佐久会場

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.02.17

広島県

広島県行政書士会

改正経営事項審査と財務諸表作成上の留意点

2011.02.16

東京都

建通新聞社、建設業法実務研究会

財務諸表作成上の注意点

2011.02.16

岡山県

岡山県建設業協会

虚偽申請防止と経営状況分析８指標

2011.02.15

東京都

東京都管工事工業協同組合

経審の虚偽申請防止対策、経営状況分析８指標の解説、財務諸表作成上
の注意点

2011.02.14

栃木県

栃木県建設業協会

経営事項審査の審査基準の改正・虚偽申請防止対策の強化

2011.02.14

兵庫県

兵庫県行政書士会

虚偽申請防止対策の強化について

2011.02.12

北海道

北海道建設関係行政書士協議会

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.02.08

鳥取県

鳥取県行政書士会

経営事項審査の審査基準の改正について

2011.02.04

兵庫県

兵庫県建設業協会 淡路会場

改正経営事項審査、虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.02.04

宮崎県

宮崎県管工事協同組合連合会

経営状況分析８指標の解説、財務諸表作成の留意点及び電子申請

2011.02.03

兵庫県

兵庫県建設業協会 神戸会場

改正経営事項審査、虚偽申請防止対策と財務諸表作成上の留意点

2011.02.01

広島県

広島県建設工業協会

改正経営事項審査と財務諸表作成上の留意点

2011.01.28

東京都

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2011.01.19

大阪府

国土交通省 近畿地方整備局

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2010.12.22

山形県

山形県

経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化

2010.12.07

秋田県

秋田県行政書士会

財務諸表作成上の留意点、経審の審査基準改正及び虚偽申請防止対策

2010.12.04

山口県

山口県行政書士会

大切な会計処理のポイントについて

2010.11.25

島根県

島根県建設業協会 出雲支部

経営事項審査の虚偽申請防止対策と建設業法様式の財務諸表

2010.11.19

福井県

福井県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策と財務諸表

2010.11.10

東京都

東京建設業協会

経営状況分析の申請手続きについて

2010.10.28

大阪府

財団法人建設業情報管理センター

入札契約制度の更なる改善について

2010.10.25

東京都

財団法人建設業情報管理センター

入札契約制度の更なる改善について

2010.10.23

和歌山県

広域商工会大辺路協議会

財務諸表作成上の注意点

開催年月日

開催地

開 催 団 体

講 習 内 容

2010.10.23

福岡県

福岡県行政書士会 筑豊地区協議会

申請財務諸表の作成と注意点

2010.10.20

青森県

青森県行政書士会

経営状況分析の電子申請と財務諸表作成上の注意点

2010.10.14

三重県

中部地区建設産業再生支援協議会

建設業法施行規則の一部改正と財務諸表作成の留意点

2010.10.06

富山県

富山県建設業協会 高岡・氷見支部

経営事項審査と建設業法施行規則等の改正

2010.10.06

富山県

富山県建設業協会 砺波・小矢部支部

経営事項審査と建設業法施行規則等の改正

2010.10.05

富山県

富山県建設業協会 入善・魚津支部

経営事項審査と建設業法施行規則等の改正

2010.10.05

富山県

富山県建設業協会 立山・富山支部

経営事項審査と建設業法施行規則等の改正

2010.09.28

愛知県

中部地区建設産業再生支援協議会

経営状況分析８指標の解説

2010.09.27

兵庫県

兵庫県行政書士会 加古川支部

経営状況分析申請について

2010.09.18

滋賀県

滋賀県行政書士会

経営事項審査の虚偽申請防止対策について

2010.09.17

宮城県

宮城県行政書士会 塩竃支部

建設業法施行規則等の一部改正について（財務諸表作成上の注意点、虚
偽申請防止対策含む）

2010.09.17

福島県

福島県行政書士会 いわき支部

入札契約制度と虚偽申請防止対策、財務諸表作成上の注意点

2010.09.14

富山県

北陸税理士会 富山支部

経審改正を含めた財務諸表作成上の注意点について

2010.09.05

京都府

京都府行政書士会

リース会計について

2010.08.31

兵庫県

兵庫県行政書士会

経営状況分析のあらまし

2010.08.28

鳥取県

鳥取県行政書士会

経営状況分析・財務諸表作成等

2010.08.12

愛媛県

愛媛県管工事協同組合連合会

分析申請書及び財務諸表作成上の注意点と電子申請

2010.08.05

岐阜県

岐阜県管設備工業協同組合

経審の虚偽申請防止対策と経営状況分析８指標の解説

2010.07.21

島根県

島根県庁

財務諸表の留意点

2010.07.02

三重県

三重県行政書士会 建設研究会

建設業の財務諸表について

2010.06.29

富山県

富山県管工事業協同組合連合会

入札契約制度と虚偽申請防止対策、財務諸表作成上の注意点、経営状況
分析８指標

2010.05.07.

千葉県

千葉県行政書士会

経営状況分析申請について（建設業法施行規則等の改正を中心に）

2010.04.28

兵庫県

兵庫県行政書士会 姫路支部

業法改正のポイントと財務諸表の作成について

2010.04.21

兵庫県

兵庫県行政書士事業団

業法改正のポイントと財務諸表の作成について

2010.04.17

北海道

北海道建設関係行政書士協議会

建設業法施行規則等改正に伴う財務諸表の改正について

2010.04.07

宮城県

宮城県行政書士会

建設業法施行規則等の一部改正について（財務諸表作成上の注意点含む）

