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進出先国税制および税務ガバナンスに係る 

情報提供オンラインセミナー 
令和 3 年度  経済産業省  委託事業 

主催：デロイト トーマツ税理士法人 

 

この度、デロイト トーマツ税理士法人による「進出先国税制および税務ガバナンスに係る情報提供オンライン

セミナー」（参加費無料）を下記の要領で開催することになりました。ご多用のことと存じますが、ぜひご参加

くださいますようお願い申し上げます。 

オンラインセミナーの概要 

海外展開を行う多くの日系企業にとって、国際税務への適切な対応は、企業価値を向上させるために必要

不可欠ですが、近年、各国の税制は複雑になっており、進出先国・地域の税制の知識と税務ガバナンス体

制等の整備に関する理解がますます重要となります。 

本オンラインセミナーでは、進出先国税制および税務ガバナンスに関して重要と思われる事項を下記のポイン

トを重視し解説します。 

✓ 国際税務の基礎講座および各国・地域の税制について、初学者にもわかりやすく解説 

✓ よくある事例について、実際に起きた事例を解説 

✓ グローバルな税務ガバナンス体制整備のあり方について解説 

 

 

■プログラム 

講座 講義内容 

第 1 回 国際税務の基礎知識①（事業のフェーズ毎に留意すべき税制） 

第 2 回 国際税務の基礎知識②（租税条約基礎） 

第 3 回 国際税務の基礎知識③（租税条約詳細） 

第 4 回 移転価格税制の基礎知識 

第 5 回 進出先国で生じる間接税の諸問題と現地制度の基礎知識 

第 6～12 回 各国・地域の税

制概要とホットト

ピックス 

 

 

シンガポール、ベトナム、タイ、ドイツ、ミャンマー、マレーシア、中国 

第 13～21 回 韓国、フィリピン、オランダ、米国、メキシコ、インドネシア、インド、 

台湾、英国 

第 22～23 回 現地課税問題および日本における国際課税問題のよくある事例 

第 24 回 税務ガバナンスのあり方 

 

参加無料 

中堅・中小企業向け税務オンラインセミナー 

視聴時間：全 24 回 

回          

1 プログラム当たり 
40～60 分程度 



講師一覧 

黒坂 史明（Fumiaki Kurosaka） 

デロイト トーマツ税理士法人 

パートナー、税理士 

主に日系多国籍企業に対する国際税務戦略に関するアドバイザリーサービス、日

系企業によるアウトバウンド M&A に係る税務デューデリジェンス・タックスストラクチャ

リングサービス、および、外資系企業に係るインバウンドの税務コンプライアンスサービ

スを提供。

2014 年 11 月から 2017 年 3 月までデロイトシンガポールの税務部門に出向し、東

南アジアにおける日系多国籍企業からの税務相談及び主に東南アジア域内再編

に係る組織再編取引、クロスボーダー取引、および M&A に係る国際税務コンサル

ティング等に従事。

溝口 史子（Fumiko Mizoguchi） 

デロイト トーマツ税理士法人 

パートナー、税理士 

1996 年自治省（現在の総務省自治局）入省。 

2001 年に渡独、ドイツデュッセルドルフの大手会計税務事務所に勤務。2005 年

Nordrhein-Westfalen 州税理士協会にドイツ税理士登録。2008 年から 2012 年

の日本駐在を経て、2015 年に最終帰国。 

2015 年デロイトトーマツ税理士法人に入社、間接税サービス部門のパートナーとし

て、消費税、VAT/GST、関税のアドバイザリーとコンプライアンスに従事。東京大学

法学部卒、London School of Economics の社会科学修士号取得。 

藤村 崇（Takashi Fujimura） 

デロイト トーマツ税理士法人 

シニアマネジャー、税理士

中堅税理士法人を経て、2008 年に税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理

士法人）入社。上場企業の国際税務助言や事業承継コンサルティング等、幅広

い税務経験を有している。 

2017 年 7 月から約 2 年間、シンガポールに駐在し、主に日系企業や日本人富裕

層に対する各種税務支援、コーディネーション業務を担当した。近年はクロスボーダ

ーM&A や国際税務ストラクチャリング、タックスガバナンス改善業務を中心に、国内

外の多国籍企業に対する助言業務を行っている。 

藤井 洋志（Hiroshi Fujii） 

デロイト トーマツ税理士法人 

シニアマネジャー、税理士

東京国税局管内にて法人税調査等を 10 年間担当した後、大手税理士法人に

て移転価格業務に 6 年間従事。2012 年税理士法人トーマツ（現デロイト トーマ

ツ税理士法人）移転価格サービスに加入。数々の APA 取得サポート、移転価格

税務調査対応、相互協議サポート、移転価格プランニング、移転価格文書作成

等幅広い案件を担当している。日系企業を中心に製薬業、産業機械製造業、

化学品製造業、自動車関連製造業、精密機械製造業、衣料品製造業等につ

いて幅広い経験を有している。



配信日 2022 年 1 月 11 日(火) ～  2022 年 2 月 28 日(月) 

（第 1～12 回を 2022 年 1 月 11 日に、第 13～24 回を 1 月 25 日に配信開始予定） 

配信形式 オンデマンド配信

主な対象

者 

海外に進出している・進出される中堅・中小企業の経営者、経営企画、経理財務、国際

部門等のご担当者様 

受講料 無料 

申込方法 下記 Web サイトよりお申し込みください。 

https://i-tax-seminar.go.jp/ 

申込期間：2021 年 12 月 6 日(月) ～  2022 年 2 月 10 日(木) 

※オンラインセミナーの後半のプログラム配信日は変更される場合があります。その際には申込者様の E-mail アドレス宛てにお知らせ

いたします。 

※お申し込みは株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容は SSL 暗号化通信により内容の保護を図ってお

ります。過去にシャノンシステム経由でデロイト トーマツ グループ各社のイベントにお申し込みいただいた方、または現在当グループのメー

ルマガジンにご登録いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードでお申し込みいただけます。

■オンラインセミナー視聴について

◼ お問い合わせ

運営受託：デロイト トーマツ税理士法人

担当：曽我、上田 email：info@i-tax-seminar.go.jp 

Home | 利用規定 | クッキーに関する通知 | プライバシーポリシー 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグ

ループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマ

ツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級の

ビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャ

ルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 30 都市以上に 1 万名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアン

トとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人

（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法

的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTL および DTTL の各メンバーファームならびに関

係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありませ

ん。。DTTL はクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関

係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカ

ルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するプロフェッショナル

サービスの分野で世界最大級の規模を有し、150 を超える国・地域にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワー

ク”）を通じ Fortune Global 500®の 8 割の企業に対してサービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約

312,000 名の専門家については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイト・ネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。

皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性

に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。また DTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員ま

たは代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTL ならびに各メン

バーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。 

© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group. 

配信開始日に、ご登録いただいているアドレス宛

に「参加方法のご案内」メールをお送りします。 

※メールは「info＠i-tax-seminar.go.jp」で配信さ

れます。 

視聴用 URL にア

クセスしオンライン

セミナーをご覧くだ

さい。 

①  ② 配信期間中何度でも

ご覧いただけます。ま

た、部分視聴も可能

です。 

③  本セミナーは、ロゴスウ

ェア㈱の GigaCast を

用いて動画配信を行

います。 

④  
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