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日本企業を取り巻く移転価格問題の国際的潮流 
～日米独中4カ国における最新動向 
          ／OECDにおける議論 （BEPSを中心として）～ 
 

 
セミナー開催のご案内 

この度、KPMG税理士法人主催により、「日本企業を取り巻く移転価格問題の国際

的潮流」と題したセミナーを開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 

日本においては少子高齢化が進みマーケットとしての成長に限界が見えている中

で、各企業は活路を見出すべく欧米各国ならびに新興国のマーケット参入にしのぎ

を削っています。このような状況の中で、販売機能の海外移転はもとより、製造機能

の海外移転、さらには研究開発機能の海外移転を積極的に推し進める企業が増加

してきております。先進各国の金融緩和及び引締め、予断を許さない新興国の景気

動向など、再びグローバル経済が揺れ動き始めておりますが、企業にとってのマー

ケットと各拠点のグローバル化は一貫して進展してきており、その対応はあらゆる

企業にとって生き残りのための必須条件となってきております。日本をはじめとする

各国税務当局にとってもこのような企業活動のグローバル化に伴う複雑なビジネス

スキームへの対応は喫緊の課題となっており、また国際的にもOECDが中心となっ

てBEPSプロジェクトを推進するなど、各国が協調して企業活動のグローバル化へ

対応していく姿勢を鮮明にしています。 

本セミナーでは、主要なマーケットである米国及びドイツに加え、主要な製造拠点で

ありかつマーケット化しつつある中国に焦点を当て、KPMG各国事務所の移転価格

の専門家により、各国における移転価格税制の最新動向について解説するととも

に、OECDにおいて展開されているBEPS議論の現状及び日本企業に与える影響・

留意点について概説いたします。加えて、私どもKPMG国際事業アドバイザリーで

は、移転価格以外に、関税・間接税、Location Study、評価業務等の領域に係るア

ドバイザリー業務も提供しております。今回は、それら業務領域のご説明も兼ね、主

に関税の論点と戦略的対応策を用いた税務プランニングについてケーススタディ方

式でご説明させて頂きます。是非ご参加頂き、貴社の今後の税務戦略の指針として

ご活用いただければ幸いです。 

 

【主なテーマ】 

 日本における移転価格税制の最新動向／OECD・BEPS議論が日本企業   
に与える影響 

 米国における移転価格税制の最新動向 

 ドイツにおける移転価格税制の最新動向 

 中国における移転価格税制の最新動向 

 関税を利用した税務プランニング 

 
 

 
  

主催：KPMG税理士法人 
  

Seminar 
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概要 

受付 12:30～ 

講演 13:00～17:30 

懇親会 17:30～18:30 
（東京、大阪、名古屋のみ） 

会場 

【東京】 
大手町サンケイプラザ3F 「301-304号室」 
東京都千代田区大手町1-7-2  
TEL : 03-3273-2258 

【大阪】 
ホテルニューオータニ大阪 
大阪市中央区城見1-4-1  
TEL : 06-6941-1111 

【京都】 
あずさ監査法人 京都事務所 セミナールーム 
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691番地 りそな京都ビル10階  
TEL：075-221-1531  

【名古屋】 
名古屋マリオットアソシアホテル 16F「アイリス」 
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号  
TEL : 052-584-1111 

定員 東京：250名 大阪：80名 京都：24名 名古屋：50名 

受講料 無料 

言語 日本語・英語 

申込方法 

本セミナーのお申し込みにつきましては、こちらよりご登録ください。 
 
※セミナー開催1週間前頃に受講票をEメールでお送りいたしますので、プリントアウトの上、セミナー当日
お名刺とともにご持参ください。  

※お申込後、ご都合によりキャンセルされる場合は、下記お問合せ先までその旨ご連絡くださいますようお
願い申し上げます。 

※ お申し込みが定員になり次第締め切りとさせていただきますので、予めご了承ください。   

※自然災害等が発生した場合には開催を延期または中止する場合がございます。 

開催日程 
東京： 2014年7月15日（火）  大阪： 7月16日（水）  京都： 7月17日（木）  名古屋： 7月18日（金） 

 
 
 
お問合せ： KPMG税理士法人 
担当 ： マーケティング 
TEL ： 03-6229-8377 
E-mail ： info-tax@jp.kpmg.com 

 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（ http://www.kpmg.com/jp/ja/pages/privacy.aspx ）に基づき、①
当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントの
ご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。 
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川井 健司 （かわい けんじ） 
国際事業アドバイザリー パートナー 
税理士 

2000年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）
に入所。数多くの日本・外資系企業に対して移転価格税制に関する
多岐にわたるアドバイザリー業務に関与。その他多国籍企業が直面
する国際税務事案に関するアドバイザリー業務も担当。移転価格税
制上の観点で必要となる金利分析、営業権、無形資産価値評価に
関する経済分析にも従事。2006年より約2年間、米国KPMG LLPに
勤務。 
 

田中 淳 （たなか じゅん） 
国際事業アドバイザリー パートナー 
KPMGグローバル移転価格サービス 
（日本代表） 
税理士・公認会計士 

1993年朝日監査法人（現・あずさ監査法人）に入所。1996年にアー
サーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に転籍。米国
事務所勤務を経て、現在に至る。数多くの日系企業、外資系企業に
対して移転価格税制を中心とした国際税務問題並びに事業再編に関
するアドバイザリー業務に従事。国際税務分野におけるアドバイス実
績は広範囲かつ多岐にわたる。移転価格問題に関する執筆多数。 

堀口 大介 （ほりぐち だいすけ）  
国際事業アドバイザリー パートナー 

1996年KPMGピートマーウィック東京事務所（現・KPMG税理士法人）
に入所。移転価格分析等のタックスプランニングや有形・無形資産評
価等におけるコンサルティングを手がけ、企業グループのキャッシュ・
フロー最大化のための経済分析・評価立案を中心に総合的アドバイ
ザーとして活動。『海外進出企業のための移転価格税制の実例と対
策』（中央経済社）など、雑誌記事等の執筆多数。 

伊東 康彦（いとう やすひこ）  
国際事業アドバイザリー パートナー 
 

Deloitte & Touch ロサンゼルス事務所において監査業務を担当後、
1992年よりKPMGロサンゼルス事務所において財務アドバイザリー
業務を提供。2000年KPMG東京事務所入所後は、評価業務、経済
分析業務、海外進出に係る立地選定業務、関税・間接税等税務的視
点および事業推進の視点から効率的なサプライチェーンの構築に係
るアドバイザリー業務を行っている。 
 

角田 伸広 （つのだ のぶひろ） 
国際事業アドバイザリー パートナー 
経営法博士・税理士 

1984年国税庁入庁。国税庁において、国際業務課長、相互協議室
長及び国際企画官、東京国税局及び大阪国税局において、課税第
一部長、調査第一部長及び国際情報課長等、移転価格を中心とした
国際税務関係を歴任。IMF財政局コンサルタントとして加盟国の税務
行政支援を行ったほか、OECD租税委員会では無形資産取引に係
る移転価格ガイドラインの策定と改定に関与し、国際連合国際租税
委員会では移転価格実務マニュアルの策定にも関与。2013年10月
よりKPMG税理士法人に入所。 
  

  
 

水野 正夫 （みずの まさお） 
国際事業アドバイザリー パートナー 
税理士 

1999年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）
大阪事務所に入所。米国事務所勤務を経て、現在に至る。関西大学
大学院非常勤講師、京都産業大学法科大学院非常勤講師。税務弘
報、国際税制研究など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。 

Will Williams （ウィル ウィリアムス）  
エコノミック&バリュエーション・サービス 
ナショナルリーダー 

16年以上のコンサルティング経験を有し、移転価格の枠組み、設定、
文書化等の課題に関して米国移転価格税制及びOECDガイドライン
の観点からクライアントに対してアドバイスを提供。財務や税務上の観
点から、コンプライアンスのための非公開会社、証券、無形資産等の
公正価値評価業務にも従事。 

ケイメン 敦子 （けいめん あつこ）  
エコノミック&バリュエーション・サービス 
        及びグローバル移転価格サービス 
プリンシパル（本プロジェクト責任者） 
米国ジャパニーズ・プラクティス 
                             移転価格サービス全米統括 

14年間にわたり、米国において移転価格税制に関する幅広いサービ
スを日系多国籍企業及び日系の米国子会社に対して多数提供。日本
米国において開催される社内・社外セミナーでの移転価格税制に関
する講演多数。 

【KPMG 米国】 

 

【KPMG 日本】 

 

講師紹介（五十音順） ※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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Steve Wrappe （スティーブ ラップ）  
エコノミック&バリュエーションサービス  
プリンシパル 
Tranfer Pricing Dispute Resolution  
   全米統括並びにグローバル部門代表 

IRS国際部門のAPAプログラムにおいて上席顧問として多くの案件を
処理。その後、Big4会計事務所、法律事務所などでAPA部門を率い
た経験を生かし現在に至る。30年以上にわたり税務サービスに関与。
アメリカ法曹協会の税務部門 移転価格委員会の議長を務めるほか、
NY大学国際租税法学科、BNAの顧問も務める。 

仲 知威 （なか ともたけ）  
エコノミック&バリュエーション・サービス  
マネジング・ディレクター 

大手会計事務所において移転価格及び国際税務に関するアドバイザ
リー業務をさまざまな業界の企業に提供後、KPMG米国に入所。移転
価格税制に関して多岐にわたるアドバイザリー業務に従事し、中でも
重要な無形資産を保有する企業が米国において直面する移転価格
問題に精通している。 

Markus Kircher （マルクス キルヒャー）  
KPMGドイツ移転価格部門 ディレクター 
ドイツ弁護士 

法学位のほか、経済学及び経営学の補完学位を有する。移転価格分
野において12年以上の経験をもつ。さまざまな業界における多国籍
企業に係る調査対応、相互協議、仲裁協定、事前確認、複雑な費用
配賦及び無形資産の移転を含む関連者間のプライシング・スキーム
の設定、サプライチェーンの最適化、移転価格に係るデュー・デリジェ
ンスなどについて、豊富な知識と経験を有す。ドイツ語のほか、英語、
スペイン語、フランス語も堪能。 

Brian P. Trauman （ブライアン トラウマン）  
エコノミック&バリュエーションサービス  
プリンシパル 
移転価格サービス全米統括 
Tranfer Pricing Dispute Resolution  
             グローバル部門代表 

大手法律事務所において移転価格並びに税務訴訟・紛争解決部門
のパートナーを歴任後、KPMG米国に入社。米国をはじめ世界各国
のさまざまな業界の企業に対して移転価格に関するアドバイザリー業
務を提供。 2013 年 Euromoney 誌において、 World’s Leading 
Transfer Pricingアドバイザーとして表彰された。 

【KPMGドイツ】 

中尾 弘太郎 （なかお こうたろう）  
KPMGドイツ移転価格部門  
マネージャー 

日独双方の大手会計事務所にて、移転価格税制スペシャリストとして
の経験を有する。移転価格ポリシーの策定から移転価格文書の作成
調査対応、APAに係るサポートなど、豊富な経験を有する。2012年よ
りKPMGドイツ 移転価格部門に所属。ドイツ全土に所在する日系企業
を中心に、幅広い業種へサービスを提供する。ドイツ出身であり、日
本語、ドイツ語、英語、フランス語でのコミュニケーションが可能。 

大谷 泰彦 （おおたに やすひこ）  
上海事務所 パートナー 
日系企業向け移転価格サービス統括 

1994年にKPMG NY事務所に入所、移転価格アドバイザーとしての
キャリアを開始。以来、フォーチューン500企業を含む、エレクトロニク
ス、各種製造業、製薬、金融等、幅広い業界の顧客の移転価格問題
に対応。2007年にKPMG中国に入所、中国の日系企業向け移転価
格サービスを統括。これまでに関係した移転価格プロジェクトは、主導
的役割を担ったものも含め数百。そのほか、セミナー講演や技術的記
事の執筆実績多数。 

【KPMG中国】 

楊 楊 （やん やん）  
上海事務所 シニア・マネージャー 

京都大学経済学修士、中国税理士。2009年KPMG中国に入所。同時
文書化、移転価格リスク評価、移転価格調査対応、APAなど、さまざ
まな移転価格プロジェクトに関与。日系多国籍企業の移転価格問題
に関するセミナー講演や技術的記事の執筆実績をもつ。   
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