
対象 カテゴリ 時間数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

会計仕組み はじめての会計 2H ★ ★ ★

仕訳 仕訳を学ぶ（全2回） 4H ★ ★

税務 税金 2H ★ ★

税務 消費税 2H ★ ★

税務 法人税（全2回） 4H ★ ★

ガイダンス 1H ★ ★

26H ★
☆

試験

26H
★6月受験

土曜コース

月次決算 決算を知って会計全体を理解する（全3回） 6H ★ ★

財務諸表 財務諸表分析の基礎（全2回） 4H ★ ★

キャッシュ

フロー
キャッシュフローと資金繰り表の作成 2H ★ ★

ガイダンス 1H ★ ★

★ ☆

★6月受験

土曜コース

税務 消費税 6H ★ ★

税務 法人税 6H ★ ★

税務 法人税別表解説 6H ★ ★

税務 固定資産の会計と税務 6H ★ ★

税務・

年末調整
所得税の基礎と年末調整 6H ★

英文経理 初心者のための英文経理 2H ★

英文経理 英語で決算業務のポイントを学ぶ 4H ★

＊★印は講座開催を表しています

＊☆印は検定試験の受験日を表しています

＊スケジュールは変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認くださいませ

資格対策 日商簿記3級

日商簿記2級

　【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE年間スケジュール

STEP1

をめざす方

初心者のための経理講座

基礎講義+直前対策

英文経理

をめざす方
英文経理

商業簿記＋工業簿記＋直前対策 60H

STEP3

をめざす方
経理プロ養成講座

STEP2

をめざす方

実務力アップ経理講座

資格対策

11月受験･土曜コース(全7回)

11月受験･土曜コース(全15回)

経理知識を活かした

キャリアステップ

経理・東京

https://www.pasona.co.jp/careerup/keiri/


対象 主な講座内容 こんな人におすすめ 料金 時間数

会計仕組み

・そもそも会社とは？

　会社という制度の歴史

　財務会計と管理会計そのそれぞれの役割

　経理業務の全体像の理解

・会社が儲ける仕組みについて

・経理業務に興味のある方

・これから経理の仕事を目指す方

・簿記の基本を学びなおしたい方

※営業事務や一般事務など経理未経験の方もご受講可能です

会員料金：2,500円

一般料金：3,500円
平日19:00-21:00(2時間)

仕訳

・簿記一巡の流れ

・仕訳とは、勘定科目を覚えよう

・仕訳のルールとコツ、仕訳演習

・給与支給時の仕訳、預り金処理と納入時処理

・社会保険に関する基本的知識

・仕訳に必要な知識を身につけたい方

・簿記の基本を学びなおしたい方

・簿記の知識をつけて経理の仕事にチャレンジしてみたい方

会員料金：5,000円

一般料金：7,000円

平日19:00-21:00

全2回(計4時間)

税務

・身近な税金を考えてみる

・税金の法律的意味合い

・税と国家財政

・税金の対象～キーワードは「担税力」～

・税金を払わないとどうなるのか～税務調査とは？～

・税金を学ぶきっかけが今までなかった方

・税金の基本的な考え方が知りたい方

・世の中のしくみを知りたい方

会員料金：2,500円

一般料金：3,500円
平日19:00-21:00(2時間)

税務

・消費税の基本的な仕組み

・消費税がかかる取引、かからない取引（課税取引、非課税取引、不課税取引）

・納付税額の計算方法

・免税事業者とは－消費税の計算、納税しない事業者

・輸出と輸入と消費税

・消費税の肝　各種届出

・諸外国の消費税

・税務の知識をつけて経理の仕事にチャレンジしてみたい方

・経理の経験がある方

会員料金：2,500円

一般料金：3,500円
平日19:00-21:00(2時間)

税務

・法人税とは

・税金用語の理解（課税所得、益金、損金とは）

・所得金額の計算方法、税務調整とは

・中小企業の税金（中小企業は税金が安い？）

・同族会社の取り扱い

・税額控除について（税金が安くなる税額控除とは）

・申告書、中間申告、納付方法

・税務の知識をつけて経理の仕事にチャレンジしてみたい方

・経理の経験がある方

会員料金：5,000円

一般料金：7,000円

平日19:00-21:00

全2回(計4時間)

1.簿記の目的、損益計算書と貸借対照表、取引と仕訳

2.勘定口座への記入方法、主要簿と補助簿、試算表、決算

3.商品売買の記帳方法

4.商品有高長、現金の記帳方法、当座預金の記帳方法

5.小口現金出納帳、手形の記帳方法

6.有価証券、有形固定資産、その他債券及び債務、資本金

7.訂正仕訳、試算表の作成、伝票

8.決算、売上原価の計算、精算表、貸倒引当金

9.減価償却、売買目的有価証券の決算整理、繰延べ・見越し

10.消耗品および消耗品費、現金過不足、損益計算書の作成、貸借対照表の作成

・簿記3級の受験を目指している方

・経理の勉強をこれから始めようと考えている方

・独学での勉強に限界を感じている方

会員料金：25,000円

一般料金：35,000円

土曜12:30-16:45　全5回

(計20時間)

または

平日19:00-21:00　全10回

(計20時間)

1.総まとめ1（解法テクニック＆演習）

2.総まとめ2（解法テクニック＆演習）

・日商簿記3級を勉強している方、過去に勉強したことがある方

・日商簿記3級の受験経験があり、再度受験を目指している方

・本番を想定した試験を受けてみたい方

会員料金：7,500円

一般料金：10,500円

土曜12:30-15:45全2回(計6時間)

または

平日19:00-21:00全3回(計6時間)

　【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE講座詳細

※内容・料金等は変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認ください。

※受講料には教材費が含まれております。使用テキストの変更等により、受講料が変更となる場合がございます。

講座

STEP1

をめざす方

初心者のための経理講座｜はじめての会計

初心者のための経理講座｜仕訳を学ぶ（全2回）

初心者のための経理講座｜税金

初心者のための経理講座｜消費税

初心者のための経理講座｜法人税（全2回）

日商簿記

日商簿記3級対策講座～基礎講義～

日商簿記3級対策講座～直前対策～

経理・東京



対象 主な講座内容 こんな人におすすめ 料金 時間数

月次決算

・現預金

・売上、売上原価の会計

・棚卸資産の評価

・引当金

・経過勘定

・減価償却

・未払法人税等

・会計の知識をつけて経理の仕事にチャレンジしてみたい方

・簿記3級程度の知識がある方

・経理の経験がある方

・決算に必要な知識を身につけて仕事の幅を広げたいと考えている方

会員料金：7,500円

一般料金：10,500円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

財務諸表

・決算書の理解

　貸借対照表の見方、損益計算書の各段階利益・注目ポイント

　キャッシュフロー計算書のチェックポイント

・財務分析

　要となる指標、図で理解する財務分析

　実際の上場企業の有価証券報告書を使用した会社分析

・経理の経験がある方

・仕訳・月次決算・分析まで財務会計に必要な知識を身につけたい方

・簿記3級程度の知識がある方

・会計の知識をつけて経理の仕事にチャレンジしてみたい方

会員料金：5,000円

一般料金：7,000円

平日19:00-21:00

全2回(計4時間)

キャッシュ

フロー

・キャッシュフローを改善する4つの方法

・試算表や決算書からキャッシュフローを計算する

・実際に「資金繰り表」を作成する　　ほか

･簿記3級程度の知識がある方

･これから経理の仕事を目指す方

会員料金：2,500円

一般料金：3,500円
平日19:00-21:00(2時間)

1.総論　現金預金　債権・債務

2.電子債権・電子債務　棚卸資産

3.売買目的有価証券　満期保有目的債券　子会社株式等

4.有価証券　有形固定資産

5.減価償却　圧縮記帳　有形固定資産の売却等

6.リース会計　無形固定資産・その他の資産　債務保証

7.引当金

8.収益と費用　為替換算会計

9.株式会社 企業結合

10.税金 決算

11.本支店会計 連結会計

12.支配獲得日・支配獲得後の連結手続き

13.連結２年度以降　連結会社相互間取引の相殺消去等

14.未実現利益の消去

・日商簿記検定2級を受験予定の方

・日商簿記検定2級に向けて勉強をはじめたい方

・独学での勉強に限界を感じている方

会員料金：35,000円

一般料金：49,000円

土曜13:00-17:15　全7回

または

平日19:00-21:00　全14回

(計28時間)

1.工業簿記と原価計算　工業簿記の記帳体験

2.材料費会計

3.労務費会計　経費会計

4.製造間接費会計　部門別計算

5.部門別計算　工場会計の独立

6.単純個別原価計算　財務諸表　単純総合原価計算

7.工程別総合原価計算　組別総合原価計算　等

8.減損および仕損　標準原価計算

9.標準原価計算

10損益分岐分析　直接原価計算

・日商簿記検定2級を受験予定の方

・日商簿記検定2級に向けて勉強をはじめたい方

・独学での勉強に限界を感じている方

会員料金：25,000円

一般料金：35,000円

土曜13:00-17:15　全5回

または

平日19:00-21:00　全10回

(計20時間)

・直前答練と解説

・日商簿記2級を勉強している方、過去に勉強したことがある方

・日商簿記2級の受験経験があり、再度受験を目指している方

・本番を想定した試験を受けてみたい方

会員料金：15,000円

一般料金：21,000円

土曜13:00-17:15　全3回

または

平日19:00-21:00　全6回

(計12時間)

実務力アップ経理講座｜

キャッシュフローと資金繰り表の作成

日商簿記

簿記2級対策講座～商業簿記～

簿記2級対策講座～工業簿記～

簿記2級対策講座～直前対策～（全6回）

　【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE講座詳細
※内容・料金等は変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認ください。

※受講料には教材費が含まれております。使用テキストの変更等により、受講料が変更となる場合がございます。

講座

STEP2

をめざす方

実務力アップ経理講座｜

決算を知って会計全体を理解する（全3回）

実務力アップ経理講座｜

財務諸表の分析（基礎）（全2回）

経理・東京



対象 主な講座内容 こんな人におすすめ 料金 時間数

税務

・消費税の基礎

・課税・非課税・免税・不課税の区分

・個別対応方式と一括比例配分方式

・予定されている消費税率引き上げに伴う留意点

・消費税の申告書、消費税の付表の作成

・簿記の基礎知識のある方

・経理、財務部門を担当している方

会員料金：9,000円

一般料金：12,000円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

税務

・法人税とは

・固定資産の取り扱い

・資本的支出と修繕費の取扱い

・減価償却費の計算

・繰延資産

・交際費課税、寄附金、使途秘匿金、貸倒損失

・役員給与等人件費の取扱い

・税制改正のポイント

・簿記の基礎知識のある方

・経理実務に携わっている方

・経理、財務部門を担当している方

会員料金：9,000円

一般料金：12,000円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

税務

・法人税の申告及び納付、法人税額の計算

・青色申告、修正申告と更正の請求

・所得金額の計算、演習

・申告書別表四と五の機能と関係

・別表四、別表五(1)、五(2)の作成

・別表一(1)及び次葉を作成し法人税、及び地方法人税を計算する

・「経理プロ養成講座｜法人税」を受講済の方

・簿記の基礎知識のある方

・経理実務に携わっている方

・経理、財務部門を担当している方

会員料金：9,000円

一般料金：12,000円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

税務

・固定資産とは、固定資産を取得したときの処理

・少額減価償却資産、一括償却資産の取扱い

・減価償却費の計算方法（会計と税務の違い）

・特別償却と割増償却の概要

・資本的支出と修繕費

・固定資産の除却・廃棄処理、有姿除却が可能なケース

・税法上の繰延資産の処理

・リース会計・リース税務の概要

・税制改正が減価償却制度に与えた影響

・経理実務に携わっている方
会員料金：9,000円

一般料金：12,000円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

税務・

年末調整

・所得税の概要

・給与所得他、所得の種類

・所得控除

・源泉徴収実務

・年末調整実務（年末調整に関わるマイナンバー制度について）

・年末調整のお仕事を希望する方

・年末調整業務に携わっている方

・所得税、年末調整についての理解を深めたい方

・簿記の基礎知識のある方

・経理、財務部門を担当している方

会員料金：9,000円

一般料金：12,000円

平日19:00-21:00

全3回(計6時間)

英文経理

・外資系企業の経理の仕事の全体像

・BSアプローチで学ぶ財務会計のプロセス　仕訳⇒転記⇒試算表を英語で学ぶ

・勘定科目を英語で学ぶ

・経理の経験を活かしてキャリアアップしたい方

・英語力を活かしてキャリアアップしたい方

・将来的に外資系企業で働きたいと考えている方

・英語力があり、貿易、営業事務、一般事務、秘書などで

　数字を扱う業務を担当している方

※経理未経験の方でもご受講可能

会員料金：2,500円

一般料金：3,500円
平日19:00-21:00(2時間)

英文経理

・年次決算を英語で学ぶ

　売上原価の確定、減価償却、引当金、外貨建資産・債務の換算、経過勘定、税金の

計算

・英語決算書の読解

　貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書

・経理の経験を活かしてキャリアアップしたい方

・英語力を活かしてキャリアアップしたい方

・将来的に外資系企業で働きたいと考えている方

会員料金：5,000円

一般料金：7,000円

平日19:00-21:00

全2回(計4時間)

　【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE講座詳細
※内容・料金等は変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認ください。

※受講料には教材費が含まれております。使用テキストの変更等により、受講料が変更となる場合がございます。

英文経理

をめざす方

英文経理｜

初心者のための英文経理

 ～経理の仕事を英語で学ぼう～

英文経理｜英語で決算業務のポイントを学ぶ（全2回）

～決算業務を英語で学び、

　さらに英文財務諸表にチャレンジ！～

STEP3

をめざす方

経理プロ養成講座｜消費税

経理プロ養成講座｜法人税

経理プロ養成講座｜法人税別表解説

経理プロ養成講座｜固定資産の会計と税務

経理プロ養成講座｜所得税の基礎と年末調整

講座

経理・東京


