
 

【税務係争解決セミナー】 

多発するグローバルな税務係争と解決に向けた羅針盤 

～税務調査・係争の現場とポスト BEPSの移転価格対策～ 

主催： デロイト トーマツ税理士法人 

 

昨今、OECDによる BEPSプロジェクトや自動的情報交換制度の発展等を通じて、日本も含め、世界各国の税務当局は大

量の財務データを収集・分析しており、大企業や富裕層の租税回避に対する市民の風当たりも背景に、特に大口・悪質な

事案に対して、従来よりも重点的かつ深度ある税務調査に臨む姿勢をみせています。そのため、グローバルに事業を展開

されている企業にとっては、海外・国内を問わず、思わぬ課税処分を受けるリスクが高まっています。また、課税処分を受け

たときに、株主等のステークホルダーに対する説明責任を果たす観点から、審判所・裁判所において納税者の見解が認め

られるかどうかを分析した上で、必要に応じて審判所・裁判所に判断を仰ぐべきケースも増加しています。 

本セミナーでは、特に日系企業にとって関係の深いインド、インドネシア、中国から Deloitte メンバーが来日し、各国の税務

調査や税務係争の現場で起こっていることについて、パネルディスカッションを通じて生の情報をお届けいたします。 

また、BEPS 対応の文書化後の移転価格対策として、関連者間契約の分析・作成の重要性が高まっていることについても、

併せてご説明いたします。ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただけますようご案内申し上げます。 

 

日 時 

2018年 2月 16日（金） 13：30～17：30 （13：00開場） 

※本セミナーと同じ内容のセミナーを 2/14（水）東京、2/15（木）名古屋で開催いたします。 

詳しくは、http://www.deloitte.com/jp/seminar/list/tax をご参照ください。 

会 場 

ホテルモントレ大阪 ７F 「パルフィ・アマリエ」 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3丁目 3番 45号  TEL：06-6458-7111 

URL： https://www.hotelmonterey.co.jp/osaka/ 

定 員 

50名 

※お席に限りがあるため、原則1社2名様までとさせていただきます。 

※同業者の方は、お断りする場合がありますのでご了承下さい。 

※申込多数の場合には抽選とさせていただきますことを予めご了承ください。 

対象者 一般企業のCFO、税務・財務経理ご担当者 

受講料 無料 

言 語 日本語、英語 ※同時通訳あり 

テーマ 

（予定） 

【第 1部】 

ポスト BEPSの移転価格対策の最前線 

【第 2部】 

グローバルな税務調査・係争対策の最前線 

各国の税務調査の最前線パネルディスカッション 

各国の税務係争の最前線パネルディスカッション 

 

※上記の内容は、若干変更になる可能性がありますことをご了承ください。 

http://www.deloitte.com/jp/seminar/list/tax
https://www.hotelmonterey.co.jp/osaka/
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Kumar, Sanjay 

デロイト インド シニアアドバイザー 

元インド財務省経済局長。28年間、政府機関で働き、2015年 Principal Commissioner of 

Income Taxを経て退官。最終職位は Secretary of the Tax Administration Reform 

Commission。 国内の様々な紛争解決パネルのメンバーも務める。 ブラックマネー試算や歳

入予測に関する委員会をはじめ、政府の多くの専門委員会にも参加し、3年以上にわたる

WTO インドの貿易交渉担当者も経験。 

 

 

 

Supriyanto, Heru 

デロイト インドネシア パートナー 

税務調査官として 5年、四大監査法人の税務コンサルタントとして 21年の経験を有する。2015

年から 2 年連続で International Tax Review でインドネシアのタックスコントラバーシーリーダ

ーに選出されている。 

 

 

 

Sugimoto, Koji 

デロイト インドネシア テクニカルアドバイザー 

4年間のインド ムンバイを経て 2008年よりジャカルタ事務所で勤務。主に日系企業への税務

および非監査業務を担当。 

 

 

 

Frank (Wei-dong) Tang 

デロイト中国 天津事務所 パートナー 

中国天津市の外国課税部門の元税務官。中国の改革開放政策後に国際課税を取り扱った初

期メンバーの一人で、現在まで 30年以上の税務経験を有する。様々な重要な国際／国内税

務案件対応の経験を持ち、納税者、税務当局をはじめ税務専門家からも幅広い認知を得てい

る。2001年デロイトに入社。2013年から 4年連続で International Tax Reviewで中国のコン

トラバーシーリーダーに選出されている。 

 

 

Wei-ping Cui 

デロイト中国 上海事務所 GES ディレクター 

日系企業向けの個人所得税及びビザ関係業務を中心に、14年以上の実務経験を有する。現

在、グローバル エンプロイヤー サービスグループ 日系企業サービスチームの華東地域の責

任者。英語と日本語堪能。主に華東地域の日系企業に対し、個人所得税コンプライアンス、給

与構成、出向者就労許可の取得等の分野のほか、中国個人所得税制にも詳しく、税務調査を

受けた場合の対応方法等、テクニカル及び実務上の支援提供の実績を多く持つ。 

 

 

 

板谷 圭一 

デロイト中国 上海事務所 ビジネスタックス パートナー 

米国公認会計士 

デロイト中国上海事務所をベースに、日系企業税務及び法律コンサルティングサービスチーム

の全国責任者を務める。米国公認会計士。都市銀行、東京都庁産業労働局、財務省関東財務

局での金融検査監督業務を経て、四大監査法人に入り、2006年からデロイト中国広州事務所

税務部に駐在。2010年にデロイト中国税務パートナーに就任。 

 
山川 博樹 

デロイト トーマツ税理士法人 移転価格サービス／税務係争解決チーム 

パートナー、税理士   

32 年間国税庁等の政府機関の勤務を経て入社。元国税庁調査査察部調査課長、国税庁相互

協議室長、国税庁審理室長、法務省司法法制部課長、東京国税局国際情報課長等を歴任。 

 

 

 

前田 圭 

デロイト トーマツ税理士法人 移転価格サービス／パートナー 

移転価格問題における複雑な課題に対して、事業面に即した実践的な解決策により企業の海

外への事業展開・運営に貢献してきた。移転価格プロジェクトを幅広く手掛け、特にビジネスモ

デルの最適化および移転価格ポリシーの策定に豊富な経験を有している。 



 

 

 

 

 

 

講 師 

 

※変更になる可能

性がありますことを

ご了承ください。 

 

手塚 崇史 

DT弁護士法人  

パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士 

東京大学法学部、ハーバード大学ロースクール卒業。法務、税務、会計のワンストップサービス

をグローバルなネットワークを通じて行っている。専門分野は税務紛争、国際通商法のほか、

一般企業法務等幅広く行う。税務紛争では著名事件で勝訴判決を得ている。 

 

 

 

 

有安 寛次 

デロイト トーマツ税理士法人 

ビジネス タックス サービス／税務係争解決チーム ディレクター 

広島東税務署法人税調査担当を振り出しに、国税当局に二十余年勤務。その間、国税不服審

判所、国税庁本庁（うち 2年間はロンドン駐在調査官）、広島・仙台・東京の各国税局調査部を

経験し、豊富な調査経験を有する。税務係争解決サービスチームのメンバーとして税務調査／

不服申立て対応等のアドバイスも精力的に行っている。 

 

北村 豊 

デロイト トーマツ税理士法人 

グローバル タックス サービス／税務係争解決チーム ディレクター 

弁護士・ニューヨーク州弁護士・税理士 

法務・税務・会計の専門家がチームを組んでクライアントの課題を解決するアプローチに早くか

ら取り組み、タックス・プランニングから税務調査・審査請求・税務訴訟対応まで一貫してサービ

スを提供し、納税者勝訴の判例・裁決例に関与してきた実績を有する。京都大学法科大学院非

常勤講師（税法事例演習）（2010～2015年）。 

申込方法 

下記専用 URLよりお申し込みください。 

お申し込み URL： https://www2.deloitte.com/jp/semi4150 

 

申込期限 2018年 2月 14日（水） 16:00 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

※お申込みは 1名様ずつのご登録が必要になります。 

※上記 URLの本セミナー申し込みに際しては、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。 

 

お申し込み後にご参加いただけなくなった場合には、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

問合せ先 

セミナー運営事務局 （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） 

TEL： 06-4560-8000 

email： taxosakaseminar@tohmatsu.co.jp  

 

 

Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマ

ツ合同会社およびそのグループ法人（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 40都市に約 11,000名の専門家を擁し、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、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにその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の関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または

“ Deloitte Global ” ）はクライアントへのサービス提供を行いません。 Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は 

www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
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