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＜セミナーのご案内＞

KPMG Professional Sessions

税務シリーズ
税制改正と国際税務のアップデート
2020/2/20[木] 主催：KPMG／あずさ監査法人

セッション紹介
今回のKPMG Professional Sessions（KPS）は、税務シリーズ「税制改
正と国際税務のアップデート」のご案内です。

2019年12月に公表された2020年度税制改正大綱のポイントについて法
人納税者に関連のある主要項目を中心にご紹介します。

1．法人課税
2．国際課税
3．その他

講義後半では、移転価格税制に係わる重要な最新情報について分かりや
すく解説します。

1．本邦移転価格税制
2．主要諸外国における移転価格税制
3．これらをふまえた実務動向（対応すべき事項など）

開催概要
開催日時

2020年2月20日（木）
15:00-17:00（14:30受付開始）

会場

あずさ監査法人大阪事務所 5階研修室
大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル
[アクセス] 

御堂筋線「本町」駅下車 3番出口より北へ徒歩3分
御堂筋線「淀屋橋」駅下車 11番出口より南へ徒歩5分

対象者

【TAX】【GENERAL】
経理・財務、経営企画の管理職及び
ご担当者様
GENERAL：ビジネスパーソン向けに実務
で必要な一般情報を提供します

定員

100名
定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あら
かじめご了承ください。

受講料

無料

申込方法

下記ウェブサイトよりお申し込みください。

home.kpmg/jp/kps
[セッションID 20021]
詳しくは裏面をご覧ください。

お問合せ先

有限責任あずさ監査法人大阪事務所
担当：KPS事務局 伊藤
TEL：06-7731-1008

KPMG Professional Sessions（KPS）とは…
KPMGジャパンのプロフェッショナルが監査・アドバイザリー業務で培った専
門知識をわかりやすいかたちで提供すべく、あずさ監査法人 大阪事務所が開講
しているセミナーです。
財務会計・経営管理等の実務に必要な基礎知識を提供するレギュラープログラ
ムと、経営戦略やM&A、AIやRPAを活用したイノベーション手法などの最新ト
ピックをお届けする経営トピックプログラムの２つのプログラムを提供します。

 BASIC
GENERAL
ADVANCE

対象について
：初心者・入門者向けの内容を取り扱います
：ビジネスパーソン向けに実務で必要な一般情報を提供します
：専門的・応用的な知識・事例を提供します

プログラム

15:00-16:00
税制改正に係わる論点
KPMG税理士法人 税理士 パートナー 菅健一郎

16:00-17:00
移転価格税制に係わる論点
KPMG税理士法人 税理士 パートナー 川井健司

※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。
※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。



セミナーへのお申込みにあたっては、皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、
参加を希望されるおひとりにつき、個別にログインIDとパスワードを設定いただいております。

会員登録について（初回のみ／登録無料）

会員登録および申込等について

以下の手順に沿ってお申込みください。

PC上でWebブラウザを立ち上げ、画面上辺のアドレスバーに、セミナー概要ページURL   home.kpmg/jp/kps を直接入力し、
Enterキーを押してください（検索バーとお間違いのないようにご注意ください）。

セミナー概要ページが表示されます。画面下方の ボタンをクリックしてください。

申込について

上記②で表示されたログイン画面上で を選択し、
STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。

会員未登録の方（ログインIDとパスワードを設定されていない方）

再度上記①②の手順に沿って、セミナー概要ページの ボタンをクリックし、
③で設定したログインIDとパスワードを使ってログインのうえ、
セミナー申込手続きを行ってください（STEP 6）。

※設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※本登録は確認メール到着後、24時間以内に行ってください。
※確認メールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。
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会員登録済みの方

以前設定したログインIDとパスワードで
ログインし、お申込手続きを進めてください。

ログインID（またはパスワード）を忘れた方は
次の手順で再設定をお願いいたします。
1. マイページログイン画面

https://azsa.smktg.jp/public/mypage/で
を選択

2. 再設定画面で登録済みeメール
アドレスを入力し、 ボタンをクリック

3.「ログインIDと再設定用URL」が記載された
メールに沿って再設定

申込

新規会員登録はこちら

申込

パスワードをお忘れの方はこちら

送信

STEP 6

セミナー
申込手続きへ

STEP 5

本登録完了
STEP 4

本登録URLを
クリック

STEP 3

仮登録完了
STEP 2

登録内容確認
STEP 1

会員情報
入力

申込みに関するお問合せ先
KPMGセミナー事務局（株式会社ウィズアス内）
TEL：03-6822-9229（土･日･祝日を除く平日10:00～18:00）
e-mail：kpmg-seminar@withus-inc.co.jp

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/privacy）
に基づき、①当法人および関連グルー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。なお、本件に関するお問合せはseminar＠
jp.kpmg.comまでお願いいたします。また、本件の利用に際し、個人情報をあずさ監査法人が業務を委託し
ている者（以下「受託者」といいます）に対して開示する場合がございます。この場合あずさ監査法人は、
受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。
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セミナーに参加される方
それぞれの会員登録が必要です

開催日の1週間前頃に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
受講票の内容をご確認のうえ、プリントアウトし、当日、受付へお持ちください。
※メールが届かない場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

受講票について

受講票をプリントアウトして
当日お持ちください

ご登録時のFAQ

Q

A

Q

A

複数名で参加を申込みたい
参加者ごとに個別のログインIDを設定（会員登録）をお願いいたします（※1つのIDで複数名のお申込はできません）。
同一のPCから複数名申込む場合は、おひとりのお申込ごとにログアウトし、その後あらためてログインしてお手続きください。

登録済みの情報を変更したい
1. 上記マイページログイン画面URLにアクセスし、ログインIDとパスワードを入力してログインしてください。
2.「登録個人情報の確認・変更」を選択し、変更する情報項目 を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。

申込内容を変更、またはキャンセルしたい
KPMG Professional Sessionsのキャンセルは、下記お問合せ先までe-Mailまたはお電話にてご連絡ください。
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