外資系企業の財務・経理・人事・総務の皆様へ

セミナーのご案内

外資系企業ビジネスセミナー
～クロスボーダーの税務・社会保険・労務～
主催：グラントソントン太陽 ASG 税理士法人

弊法人では、日本でビジネスを行う外資系企業に有用なビジネス情報を提供する目的で外資系企業ビジネスセミ
ナーを毎年開催しております。
税務セミナー
 平成 23 年/24 年税制改正・国際課税に関する改正内容、外資系企業への影響
 移転価格税制の基礎、日本での移転価格税制の執行状況（外資系企業への取り締まり強化）など
 最近の外資系企業に関する税務問題
労働法・社会保険セミナー
 労働法（特にメンタルヘルスをめぐる法律問題）、最近の裁判例 など
 メンタルヘルスに対応できる就業規則、個人所得税/社会保険実務の実務解説
外資系企業の財務・経理・人事・総務部門のご担当ならびに責任者の皆様におかれましては、ぜひ、本セミナー
へご参加いただき、貴社の今後の取り組みにお役立ていただければ幸いです。

■開催概要

日

時

税制セミナー

2012 年 3 月 26 日（月）15:15～17:40

（受付 15:00～）

労働法・社会保険セミナー

2012 年 4 月 4 日（水）15:15～17:10

（受付 15:00～）

会

場

グラントソントン太陽 ASG 税理士法人セミナールーム
東京都港区北青山 1-2-3
Tel：03-5770-8822

定

員

各回 50 名（1 社 2 名様まで）
＊定員になり次第締め切らせていただきます。

参加対象

 外資系企業の財務・経理・人事・総務 ご担当者様
 海外の親会社・本店から外国人社員を受け入れている企
業及び海外に社員を派遣されている企業のご担当者様
 外国人社員の雇用管理でお悩みの経営幹部・事業部長
など
＊東京メトロ銀座線、半蔵門線、都営地下鉄大
江戸線「青山一丁目」0 番出口直結

参 加 費

無

料

お申し込み

http://www.gtjapan.com/library/seminar/index.html
＊上記ホームページ 情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中
＊お申し込み受付後、受講確認のご連絡を e-mail にてお送りします。

お問合せ

よりお申し込み下さい。

グラントソントン太陽 ASG 税理士法人 担当：田代知子
Tel: 03-5770-8836 E-mail: t-asgNews@gtjapan.com

個人情報の取り扱いについて：お申込みの際にご記入いただきました個人情報は、グラントソントン太陽 ASG 税理士法人のプライバシーポリ
シーに従って適切に管理いたします。取り扱い・管理の詳細については、グラントソントン太陽 ASG 税理士法人 Web のプライバシーポリシ
ーをご覧ください。http://www.gtjapan.jp/pvpolicy.html
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■プログラム
税務セミナー

15：00～15：15

会

3 月 26 日（月）

15：15～16：00

平成 23 年/24 年税制改正（国際課税）
外国法人が行う現物出資／税務執行共助条約署名／外国税額控除
制度／国税通則法／租税条約／ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ行使の調書制度

16：00～16：05

休

16：05～16：50

移転価格税制の基礎
移転価格税制とは／日本における移転価格税制の執行状況／平成
22 年、23 年の税制改正で変わったこと／企業の取りうる対応策

16：50～16：55

休

16：55～17：40

最近の外資系企業に関する税務問題

15：00～15：15

会

15：15～16：15

労働法関係
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽをめぐる法律問題／ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽと安全配慮義務・労働災害／

労働法・社会
保険セミナー
4 月 4 日（水）

場／受付開始
講師：丹菊博仁
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 税理士/USCPA

憩
講師：木村俊哉
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ USCPA

憩
講師：石塚洋一
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
統括代表 税理士/公認会計士

場／受付開始

休職・復職に伴う問題／ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに関する最近の裁判例
16：15～16：25

休

16：25～17：10

個人所得税／社会保険手続き
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに対応できる就業規則／傷病手当金とは／近年における傷
病手当金請求書の動向

講師：東澤紀子
シティユーワ法律事務所
パートナー 弁護士

憩
講師：神井俊哉
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾏﾈｼﾞｬｰ 社会保険労務士/USCPA

＊プログラム内容、講師については変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■講師紹介
丹菊 博仁（たんぎく ひろひと）
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 税理士/ USCPA
慶應義塾大学 商学部卒業

1980 年名古屋国税局（法人税・源泉所得税担当国税調査官）において法人税・源泉所得税の税務調査
及び審理事務、租税条約の適用に関する指導事務等に従事。1990 年大蔵省国際金融局において発展途
上国に対する円借款案件の企画･立案に従事。1991 年東京国税局調査部等で金融業・不動産業に属す
る大規模法人の税務調査に従事。また、特官室において、総合商社を始めとする、日本を代表する企
業の税務調査を担当。都内主要税務署の国際部門においては、外資系企業の税務調査等にも従事す
る。2002 年より現職。国際税務部門において外資系企業・外国企業日本支店等に対する税法上の諸問
題についてのアドバイスを行うとともに、国際課税に関するセミナー講師や執筆等でも活躍中。

木村 俊哉（きむら としや）
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ USCPA
北海道大学経済学部経済学科卒業
東亜大学大学院 法学専攻
（金子宏 教授）修了

1995 年 株式会社日立製作所入社。シンガポール駐在経験有。2004 年現プライスウォーターハウスク
ーパース税理士法人入社、移転価格コンサルティング業務開始。2008 年新日本アーンストアンドヤン
グ税理士法人入社。2009 年米国公認会計士登録。2012 年グラントソントン太陽 ASG 税理士法人入
社。大規模日系企業および大中規模外資系企業への移転価格コンサルティング業務に主に従事。業務
内容は、移転価格調査立会、事前確認（APA）申請サポート、グローバルドキュメンテーション、移
転価格文書化、移転価格関連の監査（旧 FIN48）、移転価格関連のデューデリジェンス等。

石塚 洋一（いしづか よういち）
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
統括代表 税理士/公認会計士
慶應義塾大学 経済学部卒業
筑波大学大学院 経営政策科学研究科
企業法学専攻修了

外資系企業の対日進出、日本企業の海外進出に関する税務、クロスボ－ダ－組織再編、海外持株会
社・統括会社の設立・運営等の国際税務の問題に幅広く従事。
グラントソントン・インタ－ナショナル タックスアドバイザリ－コミッティメンバ－。

東澤 紀子（ひがしざわ のりこ）
シティユーワ法律事務所
パートナー 弁護士
第二東京弁護士会 1988 年登録
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
Duke University School of Law (LL.M)

1988 年
司法修習終了
1988 年～2001 年
小中・外山・細谷法律事務所
1994 年
Howrey & Simon 法律事務所（Washington, D.C.）にて研修
1994 年～95 年
Becker, Glynn, Melamed & Muffly 法律事務所（New York）にて研修
2002 年～04 年
京総合法律事務所（Dorsey & Whitney との特定共同事業）
2004 年～
シティユーワ法律事務所
国内外を問わず、企業法務全般にわたって常に依頼者に丁寧な助言をなすことを心がけている。主な
得意分野は、人事・労務、情報通信・インターネット関連取引、商標法・不正競争防止法、国際取引
全般、国際商事訴訟など。情報通信・ハイテク業界に多数の依頼者を有する。

神井 俊哉（かみい としや）
ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人
ﾏﾈｼﾞｬｰ 社会保険労務士/ USCPA
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
Golden Gate University MS Accountancy

2003 年アクタスマネジメントサービス株式会社（旧グラントソントン加盟事務所）入社、人事労務業
務に従事。2005 年米国大学院進学のため渡米。2006 年 Deloitte Tax LLP の New York office 入社、米国
および日本企業・個人に係る米国法人・パートナーシップ・個人申告書の作成・レビュー、各種税務
調査の立会・対応、旧 FIN48 を含む税効果会計の監査等に従事。2010 年より現職。海外出向にかかわ
る労務管理、就業規則等の作成・見直し、役員報酬の設定、労働社会保険手続き、給与計算等の業務
をはじめ外資系企業・外国企業日本支店等の人事労務アドバイザーとして従事するとともに、個人所
得税、米国進出企業の米国税務アドバイザーも務める。
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