2019 年 5 月吉日

日系多国籍企業の経営企画・海外事業戦略・財務・経理・税務部門の皆様へ セミナーのご案内

米国及び欧州税制アップデートセミナー
～最新の移転価格税制・その他税制・税務調査の動向～
主催：太陽グラントソントン税理士法人／太陽グラントソントン

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引きたてを賜り厚く御礼申し上げます。
近年、移転価格税制を始めとする BEPS 関連法制については、各国で法改正等の動きが活発になっています。
米国および欧州でも大きな改正が行われており、二重課税のリスク回避やコンプライアンスの観点からも、企業の皆
様の関心は大変大きなものとなっています。そこで当日は、米国及び欧州の移転価格専門家が各国の法令改正
や最新の税務調査の執行状況や留意すべき事項等についてまとめたものを、日本の移転価格専門家から解説い
たします。また、後半では、事前に募集した質疑について、米国及び欧州の専門家が直接回答・解説を行いますの
で、奮ってご参加ください。
経営企画、海外事業戦略、財務、経理、税務の責任者ならびにご担当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、貴社の今後の事業戦略への取り組みにお役立ていただければ幸いです。
また、既に海外ビジネス進行中の方についてもご参加をお待ちしております。
敬具
太陽グラントソントン税理士法人／太陽グラントソントン

■開催概要
日

時

2019 年 7 月 4 日（木）
13:30～16:30（受付 13:00）
※7 月 5 日に東京でも同じ内容のセミナーを開催致します。

会

場

梅田センタービル 16 階 E 会議室
大阪市北区中崎西 2-4-12
*阪急梅田駅より 徒歩約 6 分 *JR 大阪駅より 徒歩約 10 分

定

員

100 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

日系多国籍企業の経営企画・海外事業戦略・財務・経理・税
務部門の担当者など。

参 加 費

無 料

お申し込み

右の QR コードよりアクセスいただくか、下記 URL よりお申込みください。
https://www.grantthornton.jp/seminar/active/2019070405/

お問合せ

太陽グラントソントン税理士法人 担当：辻 望
Tel: 03-5770-8822 E-mail: info@jp.gt.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、太陽グラントソントン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、太陽グラントソントン Web のプライバシーポリシーをご覧ください。https://www.grantthornton.jp/privacy-policy/
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■プログラム
13：00～

開場／受付開始

13：30
～13：40

ご挨拶

13：40
～15：10

米国における移転価格税制、改正点及び留意事項


米国における税制の概要、改正点及び留意点



米国版 CFC 税制（GILTI）の概要と留意点



BEAT（税源浸食濫用防止税）の概要と留意点



関税が移転価格に与える影響



日米 APA の最新情報



最新の税務調査と執行状況

解説：山田 晴美
太陽グラントソントン税理士法人
ディレクター 税理士

欧州における移転価格税制、改正点及び留意事項


欧州における移転価格税制の概要、改正点及び留意点
（注意を要する国を中心に）



欧州の CFC 税制の概要と留意点



欧州における移転価格文書の執行状況と APA の最新情報



最新の税務調査と執行状況



その他の論点

15：10～15：25

休 憩

15：25
～16：25

質疑応答
回答者：米国
欧州

スティーブ ラップ グラントソントン米国 移転価格グループ統括リーダー
パスカル リュケ グラントソントン フランス 移転価格グループ統括リーダー

※事前に募集した質問に対し、米国及び欧州の専門家がお答えします。（日本語解説付き）
＊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
山田 晴美（やまだ はるみ）

東京国税局において APA 審査、TP 調査、外国法人調査、などに特化した調査事務に 27 年間従事。医薬

太陽グラントソントン税理士法人

品、医療機器、金融、損保、建設業、製造業を中心とした国際税務調査経験を有する。2016 年 4 月より月刊

ディレクター 税理士

国際税務に「チャレンジ移転価格税制」を連載。

スティーブ ラップ

移転価格において 25 年以上の経験をもつ。IRS APA プログラムの上席顧問として、また Big４会計事務所、

グラントソントン米国

法律事務所において APA グループのリーダーとして、200 以上の案件を交渉。税務研修プログラムなどで頻

移転価格統括リーダー

繁に使われている移転価格の教本「Transfer Pricing: Rules, Compliance and Controversy」 の共著者。

パスカル リュケ

移転価格において 30 年近くの経験を持ち、大手会計事務所においては、移転価格リーダーとして、日系企業

グラントソントン フランス

の案件を中心にサービスを提供。日仏 APA においては、金融、重工業、小売業、自動車関連業を中心に幅

移転価格統括リーダー

広い経験を有している。フランスにおける移転価格及びジャパンデスクのリーダー。

太陽グラントソントン
太陽グラントソントン(太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人グループ、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社） は、国際水準の
監査のほか、会計、税務、企業経営全般のコンサルティングサービスを提供しています。経済のグローバル化によって国際化するニーズにも、ジャパンデス
クや世界 140 カ国以上・700 以上の拠点を有するグラントソントンのネットワークと連携して、柔軟かつ迅速に高品質なサービスを提供しています。
【国 内 拠 点】 東京、 大阪、 神戸、 札幌、 仙台、 新潟、 名古屋、 金沢、 福井、 富山、 広島、 福岡
【ジャパンデスク】 中国（北京、上海、広州/香港）、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、ベトナム（ホーチミン、ハノイ）、マ
レーシア、オーストラリア、米国(シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ(メキシコシティ、レオン)、ブラジル、英国、アイルランド、フランス
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