
Fundamentals of finance

Date: September 16 (Wed) 2020
Language: Japanese

Training company

Profile of the facilitator

Kazushige IGUCHI

Kazushige Iguchi is a certified public accountant , a tax consultant

and co-founder of IAL. He used to teach accounting at TAC

(Accounting school) before joining the French desk at KPMG Japan.

Kazushige Iguchi specializes in auditing public companies and their

world branches, (accounting / internal control) auditing・reporting,

IPO support, IFRS conversion…

Founded Iguchi Accounting / Tax Office in July 2011.

Program details

What are financial statements?

How to read “Profit and Loss Statement (P/L)”, “Balance Sheet

(B/S)” and “Cash Flow Statement (C/S)”

How to analyse those documents

Case Studies

Strong points

Lecture by a certified public accountant who has

many international/French companies as clients.

A seminar designed for people from other departments than

Accounting/Finance, easy to understand even with no prior

knowledge.

Learn the basics of finance efficiently through a good mixture of

lectures and practical exercises.

Target participants

September 16, 2020 (Wed)

10:00-17:00

CCI France Japon (Tokyo)

Japanese

55,000 JPY (tax excluded)

Any professional who wishes to understand

the fundamentals of finance and accounting.

Anyone who would like to overcome

difficulties in understanding financial and

accounting documents.
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Iguchi Accounting Tax Office
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Methodology

Lecture

Practical exercises using case studies

Objectives

Understand what “Financial statements” are and why they are

necessary for a company.

Learn the basics of 3 principal documents in finance:  “Profit and

Loss Statement (P/L)”, “Balance Sheet (B/S)” and “Cash Flow

Statement (C/S)”.

Lead a strong strategy in your department by understanding

finance and accounting statements.



ファイナンスの基礎セミナー（財務・会計）

日程：2020年9月16日（水）
言語：日本語

研修会社

講師紹介
井口 一成
公認会計士、税理士
公認会計士２次試験合格後、TAC株式会社にて、公認会計士講座の
専任講師を務める。
同社退社後、あずさ監査法人（KPMG）の国際部に入所。上場企業
や子会社の監査（会計・内部統制）業務、フランス企業の任意監
査・レポーティング業務、IPO支援、大手電機メーカーIFRS導入支
援等、多数従事。
2011年7月に井口会計事務所を開業。主にフランス企業の会計・財
務・税務のコンサルティング業務に従事。

プログラム詳細
財務諸表とは
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の見方
一般的な分析手法
ケーススタディ

セミナーのメリット
フランス系企業を多く担当する公認会計士による講義。
経理・財務部門以外の方を対象としたセミナーで、基本から丁寧
に解説。
講義と演習をバランスよく組み合わせた構成で、効率よく基礎を
マスター。

対象者

2020年9月16日（水）

10:00-17:00

在日フランス商工会議所

日本語

55,000 円 (税別)

財務・会計の基本を理解したい全てのビジ
ネスパーソン。
財務・会計に苦手意識があるが、理解を深
めたいと考えている方。
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研修方法
講義
ケーススタディーを用いた実践演習

セミナーの目的
財務諸表とは何か、なぜ必要なのかを理解する。
損益計算書（Ｐ／Ｌ）、貸借対照表（Ｂ／Ｓ）、キャッシュフロ
ー計算書（Ｃ／Ｓ）の財務３表の基本を学ぶ。
財務・会計の基礎を理解することで、自分の部門や経営への改善
に繋げる。


