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太陽グラントソントン税理⼠法⼈-1Dayインターンシップ
コンサルティング業務を通じて税理⼠の醍醐味、太陽グラントソントンのビジョンを体感しよう!

＜開催概要＞

開催⽇︓
2019年6月14日 (⾦) 10:00〜17:00

対象者:
2020年3⽉に⼤学・⼤学院を卒業⾒
込みの⽅（税理⼠科⽬合格者または
2019年8月受験予定の方）

募集人数:
15名程度

会 場:
太陽グラントソントン税理⼠法⼈
東京事務所 (⻘⼭⼀丁⽬)

報酬・交通費:
1,000円 (昼食付)
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私たち太陽グラントソントン税理⼠法⼈は、「顧客にとって、かけが
えのないパートナーになる」、「プロフェッショナルにとって、かけが
えのない機会を提供する」というビジョンの実現を目標にしています。

顧客が真に求める価値を提供し、⻑期的な信頼関係を構築する。
⽇々の業務を通じてプロフェッショナルを⽬指せる環境で、税理⼠と
して、ビジネスパーソンとして成⻑する過程において「かけがえのない
機会」に⽴ち会うことができる、そんな組織を⽬指しています。

国際展開企業に対する国際税務コンサルティング、ファミリービジネ
スを展開する中堅・中小企業オーナーに対する相続・事業承継コ
ンサルティング。２種類の仕事に触れる１Dayインターンシップを通
じて、税理⼠の仕事の醍醐味、そして私たち太陽グラントソントン
のビジョンを体感していただけたらと思います。

“コンサルティング業務を

通じて税理⼠の醍醐味、

太陽グラントソントンの

ビジョンを体感する

1Dayインターンシップ︕”

エントリーフォームよりご応募ください︓
https://www.grantthornton.jp/recruit/tax/session/

エントリー締め切り︓5月31日 (⾦)18:00
定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お早めにお申し込みください。
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税理⼠を⽬指す皆さんの中には、「国際税務」や「事業承継」という⾔葉に馴染みがなく、税理⼠法⼈がどのような業務を⾏ってい

るか、具体的なイメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれません。

太陽グラントソントン税理⼠法⼈のインターンシップでは、税理⼠を⽬指す学⽣の皆さんの興味・関⼼が強い「国際税務」、「相続・

事業承継」の２つの仕事を１日で体験いただけるプログラムをご用意して皆さんをお待ちしています。

午前のセッションでは、⽇本への企業進出を考えている外国法⼈に対して、どのような税務アドバイスを提案できるのか︖外国法⼈

にとって最適なビジネス形態とは︖海外進出する企業が直⾯する問題とは︖このようなグローバルに拠点を持つ企業の⾏う取引か

ら⽣じる課税問題を基礎的な事例を通して考察し、実際に外国法⼈の担当者とコミュニケーションを取る疑似体験をすることができ

ます。国際税務のみならず、ビジネスシーンで役に⽴つワンポイント英会話レッスン・英⽂メールの添削アドバイスを受けられます︕

午後のセッションでは、ファミリービジネスが抱える後継者問題をはじめとする事業承継問題について知り、税理⼠として顧客の事業

承継問題とどのように向き合うのか︖どのようなサービスを顧客に提供するのか︖といった相続・事業承継コンサルティングのエッセンス

を体感していただきます。事業承継に携わる先輩税理⼠のアドバイスやグループディスカッションを⾏いながら、ファミリービジネスのオー

ナー経営者に対するコンサルティング業務を模擬体験し、事業承継コンサルティングという仕事に対する具体的なイメージを持ってい

ただければと思います。

午前の部

【10:00〜11:00】
国際税務コンサルティングについて
国内進出企業及び海外進出企業を顧問先に持った場
合に知っておくべき国際課税の基本論点を学びます。国
際税務って何だろう︖といった疑問に国際税務の⼊り⼝か
らご案内します。

【11:00〜12:00】
外資系企業に税務コンプライアンスサービスを提供しよう
実際に外資系企業が提供する計算書類から申告書を
作成し、納品するまでの流れをダイジェストで経験します。
これでもう国際税務は怖くない︕という体感を得ることがで
きます。

【12:00〜13:00】 昼食休憩／先輩社員紹介

午後の部

【13:00〜14:00】
相続・事業承継コンサルティングについて
ファミリービジネスが抱える事業承継問題について知り、ど
のような対策が存在するのか︖税理⼠がどのような業務を
提供するのか︖といった相続・事業承継コンサルティングの
基礎知識を学びます。

【14:00〜15:00】
オーナー経営者の相続税を計算しよう
⾮上場株式や不動産の評価、相続税の計算プロセスに
ついて知り、模擬コンサルティングで使用するオーナー経営者
の相続税を計算します。

【15:00〜15:30】 休憩／オフィスツアー

【15:30〜17:00】
模擬コンサルティング
オーナー経営者に対する提案業務、コンサルティング業務
を模擬体験していただきます。

【17:30〜20:00】 懇親夕食会（事前希望者のみ）

1Dayインターンシップ プログラム
コンサルティング業務を通じて税理⼠の醍醐味、太陽グラントソントンのビジョンを体感しよう!
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若⼿スタッフ、採⽤担当パートナーとの懇親⼣⾷会を開
催します。先輩社員の⽬指す税理⼠像、太陽グラント
ソントン税理⼠法⼈での仕事内容やキャリア⽬標など、
興味深い話が聞けるかもしれません。


