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日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

国際税務

拝啓

平素は格別のお引きたてを賜り厚く御礼申し上げます。

昨年の

くものと思われます。本セミナ

ンドの最新税務事情、移転価格税制の

す。

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。

■

日

会

定
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参 加

お申し込

お問合

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、

に管理いたします。取り扱い・管理の詳細については、

http://www.gtjapan.jp/pvpolicy.html

© 2016 Grant Thornton Taiyo Tax Corporation/Grant Thornton Taiyo Inc. All rights reserved.

rant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients
Grant Thornton Taiyo Tax Corporation and Grant
member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not prov
liable for one another’s acts or omissions.

日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

国際税務

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。

昨年の BEPS

くものと思われます。本セミナ

ンドの最新税務事情、移転価格税制の

す。

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。

■開催概要

日 時 201

会 場 イイノホール

東京都

Tel
※

定 員 200
※

参加対象 日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

の担当者など。

参 加 費 無

お申し込み 右の

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
太陽グラントソントン＞

お問合せ 太陽
Tel: 03

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、

に管理いたします。取り扱い・管理の詳細については、

http://www.gtjapan.jp/pvpolicy.html

Grant Thornton Taiyo Tax Corporation/Grant Thornton Taiyo Inc. All rights reserved.

refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients
Grant Thornton Taiyo Tax Corporation and Grant
member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not prov

s acts or omissions.

日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

国際税務セミナー

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。

BEPS 最終報告書公表以来、各国で

くものと思われます。本セミナ

ンドの最新税務事情、移転価格税制の

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。

2016 年 11 月

イイノホール＆

東京都千代田区内幸町

Tel：03-3506
※霞ケ関駅から徒歩

200 名（1 社
※定員になり次第締め切らせていただきます。

日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

の担当者など。

無 料

右の QR コードよりアクセスいただくか、下記

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
太陽グラントソントン＞

太陽グラントソントン税理士法人
Tel: 03-5770

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、

に管理いたします。取り扱い・管理の詳細については、
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日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

セミナー

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。

最終報告書公表以来、各国で

くものと思われます。本セミナーでは、

ンドの最新税務事情、移転価格税制の

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。

月 24 日（木）

＆カンファレンスセンター

千代田区内幸町

3506-3251
霞ケ関駅から徒歩 1 分、5 駅 12

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。

日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

の担当者など。

コードよりアクセスいただくか、下記

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
太陽グラントソントン＞情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

グラントソントン税理士法人
5770-8822 E-mail:

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、

に管理いたします。取り扱い・管理の詳細については、
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日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

セミナー

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。

最終報告書公表以来、各国で

では、Post BEPS

ンドの最新税務事情、移転価格税制の実務上の問題及び地域統括会社

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。

太陽

） 10:30～16

カンファレンスセンター

千代田区内幸町 2-1-1

12 路線からアクセス

名様まで）
定員になり次第締め切らせていただきます。

日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

コードよりアクセスいただくか、下記

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

グラントソントン税理士法人 担当：辻
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、

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税理士法人
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日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ

主催：

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。

最終報告書公表以来、各国で BEPS 導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

Post BEPS の動向、

実務上の問題及び地域統括会社

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。

太陽グラントソントン税理士法人／

16:00（受付

カンファレンスセンター4F Room

アクセス可能です。

日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

コードよりアクセスいただくか、下記 URL

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

担当：辻 望
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

グラントソントン税理士法人
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Thornton Taiyo Inc. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwid
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日系多国籍企業の財務・経営企画・海外事業戦略部門の皆様へ セミナーのご案内

主催：太陽グラントソントン税理士法人／太陽

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。

導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

の動向、間接税改革（

実務上の問題及び地域統括会社

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。

グラントソントン税理士法人／

（受付 10：00）

Room A

日系多国籍企業の海外事業戦略・財務・経理・税務部門

URL よりお申込みください。

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

太陽グラントソントン税理士法人のプライバシーポリシーに従って適切

グラントソントン税理士法人 Web のプライバシーポリシーをご覧ください。
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セミナーのご案内

グラントソントン税理士法人／太陽

導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

間接税改革（GST

実務上の問題及び地域統括会社の設計・運営について

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。

グラントソントン税理士法人／

よりお申込みください。

情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

グラントソントン税理士法人のプライバシーポリシーに従って適切
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セミナーのご案内

グラントソントン税理士法人／太陽

導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

GST 導入）をはじ

の設計・運営について

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。

グラントソントン税理士法人／太陽グラントソントン

よりお申込みください。

情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中

グラントソントン税理士法人のプライバシーポリシーに従って適切

のプライバシーポリシーをご覧ください。

and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
e partnership. GTIL and each

ide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

2016 年 10 月吉日

グラントソントン税理士法人／太陽グラントソントン

導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

をはじめとするイ

の設計・運営について取り上げま

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。

敬具

太陽グラントソントン

グラントソントン税理士法人のプライバシーポリシーに従って適切

のプライバシーポリシーをご覧ください。

and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
e partnership. GTIL and each

ide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

月吉日

グラントソントン

導入に向けた税制改正が始まり、今後も継続してい

めとするイ

取り上げま

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。

敬具

太陽グラントソントン

グラントソントン税理士法人のプライバシーポリシーに従って適切
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＊プログラム
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プログラム

：00～

：30～11：00

：00～12：00

：00～13：10

：10～14：00

：00～14：10

：10～15：00

：00～15：10

：10～16：00

＊プログラム内容、
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プログラム

開 場／受付開始

1.イントロダクション

最近の国際税務トピックス

過去 1 年間の国際税務上のトピックを振り返る。

2.BEPS 報告書後の国際課税の動向

2015 年 10 月に公表された

の国際課税の方向性について、タックス・ヘイブン対策税制、租税条

約等を中心に解説する。

休 憩

3.TNMM の適用と実務上の問題点

移転価格算定方法として最も用いられる事が多い

上での実務上の問題を解説する。

休 憩

4. インド税制最前線

税制上の問題がビジネスの大きな課題となっているインド、しかし具

体的に何が課題となっているのかを日本で把握することはなかなか難

しい。

また、間接税制においては

る。GT インド駐在員が現地の最新情報と日本企業が留意すべき点を

解説する。

休 憩

5.地域統括会社の基本設計

日系企業の海外事業展開が増加する中で、地域統括会社を活用するケ

ースが増えています。特にインド・東南アジアの地域統括会社として

はシンガポールが有力な候補地と考えられており、シンガポール地域

統括会社を想定した場合における税務上の留意点を解説する。

内容、講師については

Grant Thornton Taiyo Tax Corporation/Grant Thornton Taiyo Inc. All rights reserved.
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／受付開始

イントロダクション

最近の国際税務トピックス

年間の国際税務上のトピックを振り返る。

報告書後の国際課税の動向

月に公表された

の国際課税の方向性について、タックス・ヘイブン対策税制、租税条

約等を中心に解説する。

の適用と実務上の問題点

移転価格算定方法として最も用いられる事が多い

上での実務上の問題を解説する。

インド税制最前線

税制上の問題がビジネスの大きな課題となっているインド、しかし具

体的に何が課題となっているのかを日本で把握することはなかなか難

また、間接税制においては

インド駐在員が現地の最新情報と日本企業が留意すべき点を

地域統括会社の基本設計

日系企業の海外事業展開が増加する中で、地域統括会社を活用するケ

ースが増えています。特にインド・東南アジアの地域統括会社として

はシンガポールが有力な候補地と考えられており、シンガポール地域

統括会社を想定した場合における税務上の留意点を解説する。

については変更となる場合
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年間の国際税務上のトピックを振り返る。

報告書後の国際課税の動向

月に公表された BEPS 最終報告書を踏まえ、我が国の今後

の国際課税の方向性について、タックス・ヘイブン対策税制、租税条

の適用と実務上の問題点

移転価格算定方法として最も用いられる事が多い
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refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients
Thornton Taiyo Inc. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwid

member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

国税庁、財務省主税局、国税庁国際調査管理官、

年 7 月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

年）、論文に、Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

as a Corporation, Bulletin for International Taxation, 70(3), 2016

件最高裁判決について」税大ジャーナル

アプローチの再検討－」（共著）租税研究

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、

ボ－ダ－組織再編、企業のグロ－バル税務ガバナンス

BNA Bloomberg 等への寄稿多数。「知的財産権取引にかかるソ－スル－ル」で第

優秀賞受賞。

年に太陽有限責任監査法人入所、

支援業務、デューデリジェンス業務、会計支援業務、国際関係業務等に従事し、

月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

通じて、日印のビジネスの架け橋として活動中。

都市銀行勤務を経て、2002 年

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

価格、組織再編に従事。

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心
に文書化、調査対応、ベンチマーク等のサービスを提供している

大手監査法人にて米基準を中心とした会計監査・内部統制監査業務等に従事後、
において国際税務業務に従事。
ダー案件に係る会計・税務アドバイザリー業務を経験。
カゴ事務所移転価格チームに出向

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（グラントソントン加盟事務所）

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

メンバーとして、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。

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

マレーシア シンガポール

ニューヨーク、サンフランシスコ、

refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients
Thornton Taiyo Inc. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwid

vide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

国税庁、財務省主税局、国税庁国際調査管理官、

月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

as a Corporation, Bulletin for International Taxation, 70(3), 2016

件最高裁判決について」税大ジャーナル 26 号（

アプローチの再検討－」（共著）租税研究

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、

企業のグロ－バル税務ガバナンス

等への寄稿多数。「知的財産権取引にかかるソ－スル－ル」で第

年に太陽有限責任監査法人入所、2010

支援業務、デューデリジェンス業務、会計支援業務、国際関係業務等に従事し、

月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

通じて、日印のビジネスの架け橋として活動中。

年 11 月より現職。外資系企業・外国法人に対して国際源泉課税を

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心
に文書化、調査対応、ベンチマーク等のサービスを提供している

大手監査法人にて米基準を中心とした会計監査・内部統制監査業務等に従事後、
において国際税務業務に従事。2012 年から現職。
ダー案件に係る会計・税務アドバイザリー業務を経験。

に出向。

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（グラントソントン加盟事務所）

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

メンバーとして、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。

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

シンガポール フィリピン

、サンフランシスコ、アーバイン）メキシコ

refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
Thornton Taiyo Inc. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwid

vide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

国税庁、財務省主税局、国税庁国際調査管理官、OECD（経済協力開発機構）租税センター等

月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

as a Corporation, Bulletin for International Taxation, 70(3), 2016

号（2016 年）、「外国事業体の租税条約上の取扱

アプローチの再検討－」（共著）租税研究 2015 年

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、

企業のグロ－バル税務ガバナンス等の国際税務の問題に幅広く従事。

等への寄稿多数。「知的財産権取引にかかるソ－スル－ル」で第

2010 年 7 月に公認会計士登録。日本国内にて法定監

支援業務、デューデリジェンス業務、会計支援業務、国際関係業務等に従事し、

月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

通じて、日印のビジネスの架け橋として活動中。

月より現職。外資系企業・外国法人に対して国際源泉課税を

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心
に文書化、調査対応、ベンチマーク等のサービスを提供している

大手監査法人にて米基準を中心とした会計監査・内部統制監査業務等に従事後、
年から現職。移転価格業務及び

ダー案件に係る会計・税務アドバイザリー業務を経験。2016

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

メンバーとして、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。

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

フィリピン 台湾

アーバイン）メキシコ

and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
Thornton Taiyo Inc. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwid e partnership. GTIL and each

vide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

（経済協力開発機構）租税センター等

月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

as a Corporation, Bulletin for International Taxation, 70(3), 2016 年（共著）、「英国

年）、「外国事業体の租税条約上の取扱

年 4 月号等。

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、移転価格税制、税務争訟、

等の国際税務の問題に幅広く従事。

等への寄稿多数。「知的財産権取引にかかるソ－スル－ル」で第

月に公認会計士登録。日本国内にて法定監

支援業務、デューデリジェンス業務、会計支援業務、国際関係業務等に従事し、

月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

月より現職。外資系企業・外国法人に対して国際源泉課税を

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心
に文書化、調査対応、ベンチマーク等のサービスを提供している。

大手監査法人にて米基準を中心とした会計監査・内部統制監査業務等に従事後、
移転価格業務及び日本-中国間のクロスボー

2016 年 4 月までグラントソントン

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

メンバーとして、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。

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

タイ オーストラリア

アーバイン）メキシコ 英国

and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
e partnership. GTIL and each

vide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

（経済協力開発機構）租税センター等

月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

）、「英国 Anson 事

年）、「外国事業体の租税条約上の取扱

移転価格税制、税務争訟、クロス

等の国際税務の問題に幅広く従事。国際

等への寄稿多数。「知的財産権取引にかかるソ－スル－ル」で第 23

月に公認会計士登録。日本国内にて法定監

支援業務、デューデリジェンス業務、会計支援業務、国際関係業務等に従事し、2013
月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

月より現職。外資系企業・外国法人に対して国際源泉課税を

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心

大手監査法人にて米基準を中心とした会計監査・内部統制監査業務等に従事後、1 部上場企業
中国間のクロスボー

月までグラントソントン

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

オーストラリア

and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
e partnership. GTIL and each

vide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not

（経済協力開発機構）租税センター等

月より筑波大学教授。著書に、『ベーシック国際租税法』（共著）同文館出

Japan’s Supreme Court Classifies a US Delaware Limited Partnership

事

年）、「外国事業体の租税条約上の取扱

クロス

国際

23 回

月に公認会計士登録。日本国内にて法定監

2013
月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を

月より現職。外資系企業・外国法人に対して国際源泉課税を

中心とする税務アドバイスを行うとともに、日本企業の海外進出に伴う税務アドバイス、移転

年に太陽グラントソントン税理士法人入所し移転価格アドバイザリー業務に従事。製造
業・情報サービス業・コンテンツ産業等、様々な産業の移転価格業務を担当。経済分析を中心

部上場企業
中国間のクロスボー

月までグラントソントン シ

拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、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、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本

税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティング、中国ビジネス・税務コンサ

ルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へ

、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。


