
11月29日（水）開催

『会計事務所向けセミナーのご案内』

開 催 事 項

裏面申込書

株式会社ＦＰＧはタックスリースアレンジメント業務にて会計事務所の皆様との提携を推進しています。
今回のセミナーは、税理士法人 深代会計事務所より深代 勝美氏をお迎えし、相続で本当に求められる実務について解説
して頂きます。
皆様の参加をお待ちしております。

『相続で本当に求められる実務』

Ⅰ・書面添付制度で調査が激減
１・調査官が調査対象に選ぶ申告書、選ばない申告書
２・書面添付制度で税務調査が激減し、顧客の信頼がアップします
３・「意見聴取結果についてのお知らせ」は、非常に有効
４・意見聴取により、過少申告加算税の課税を防ぐ

Ⅱ・相続税対策の考え方
法人・個人の損益分岐点

Ⅲ・遺産分割協議の進め方
１・時価での遺産分割と評価額での遺産分割の違い
２・遺言と異なる遺産分割の有効性 など

Ⅳ・土地評価で注意したいこと
１・区分登記されている二世帯住宅の解消方法
２・財産評価（貸付建付地の評価）と小規模宅地等の減額特例
（貸付事業用宅地等）における空室の取り扱いの相違

３・賃貸用共同住宅の付属駐車場の貸家建付地評価
４・特定路線価か路地状敷地としての評価か など

Ⅴ・土地に係る譲渡申告における取得費が不明な場合の
取得費の計算

【講座内容】

■日 時 2017年11月29日（金） ① 10：00～12：30 （受付 9：30～） ②14：00～16：30 （受付 13：30～）

※①・②は同じ講座内容となりますので、どちらかをご選択下さい。

■場 所 東京国際フォーラム ガラス棟会議室7Ｆ Ｇ701

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL : 03-5221-9040
■参加費 ➣一般 ： 10,000円（税込）

➣FPGパートナーシップ契約メンバー様 ： 無料

■お申込み方法
参加をご希望される方は、裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
後日、担当者からご連絡いたします。
※会場の定員に達しましたら募集を締め切りとさせていただきますのであらかじめご了承下さい。
※申し込み後、ご参加をキャンセルされる場合は、開催日前日の午後3時までにご連絡をお願いします。

その後のキャンセルのお申出および当日の無断欠席の場合には参加費の返金は出来ませんのでご注意願います。

■お申込み・お問い合わせ先 株式会社FPG （URL：http://www.fpg.jp E-MAIL：info@fpg.jp）

【東京本社】東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー29F TEL：03-5288-5656 FAX：03-5288-9302

■他の会場でも日程の異なるセミナーを開催しております。詳しくは裏面をご覧ください。

【講師】

税理士法人深代会計事務所
代表社員
公認会計士・税理士

深代 勝美 氏

昭和49年 公認会計士第２次試験合格
昭和49～53年 デロイト・ハスキンズ＆セルズ会計事
務所（現：Deloitte Touche Tohmatsu）勤務
昭和53年～60年 税務・コンサルタント従事
昭和60年 深代会計事務所開所
平成14年 税理士法人深代会計事務所法人化

公職 日本公認会計士協会東京会 顧問
日本公認会計士協会資産課税部会 元・部会長
独立行政法人中小企業基盤整備機構
事業承継税制検討委員

http://www.fpg.jp/
mailto:info@fpg.jp


≪参加申込書≫

私は、以下の「お客様の個人情報の取り扱いについて」の記載内容に同意の上、参加を申し込みます。

■会場アクセスマップ

タックスリースアレンジメント業務
当社では、航空機・船舶・海上輸送用コンテナなどを中心とした大型の輸送設備を対象として、日本型オペレーティングリース（JOL）の組成、
販売、管理まで一貫したサービスを提供しております。創業以来培ってきた優れたファイナンシャル技術と専門的な会計・税務知識を融合さ
せた高度な組成能力を活かし、効率的運用による資金の早期回収ニーズに合った商品等の提供を行っています。特に、コンテナ・オペレー

ティングリース事業では、日本のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築いております。

 

FPG Financial Products Group 

《お客様の個人情報の取り扱いについて》

【利用目的】ご提供頂く個人情報は本セミナーに関する連絡、受講管理、その他弊社が提供する各種サービスのご案内およびこれに
付随する業務を行うために利用させて頂きます。【第三者への提供】ご提供頂いた個人情報は、出席確認等のため本セミナーの講師
に書面交付等の方法により提供いたします。【個人情報提供の任意性】お客様が弊社に対して個人情報を提供頂くことは任意です。
ただし、個人情報を提供頂けない場合には、弊社からのご連絡やサービスのご案内ができない場合がありますので、あらかじめご了
承ください。【個人情報の開示請求について】ご自身の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用
または提供の拒否をお求めであれば対応いたしますので、下記の窓口までお問い合わせください。
※なお、弊社ではセミナーの様子を、参加者個人が特定されない方法で写真撮影させて頂き、弊社フェイスブックページ等に掲載させ
て頂くことがございます。

個人情報問合せ窓口
株式会社FPG コンプライアンス部 TEL：0120-707-107（フリーダイヤル） Eメール：privacy@fpg.jp  
個人データ管理責任者（個人情報保護管理者） 専務執行役員（コンプライアンス部担当）

お申込FAX番号⇒ 03-5288-9302

貴事務所名 電話番号

ご参加者名

所在地

他会場でのセミナーの参加をご希望の場合は、該当のセミナーに☑をご記入下さい。

テーマ：相続で本当に求められる実務

講師：税理士法人 深代会計事務所 深代 勝美氏

□ 福 岡 11月15日（水） TKPガーデンシティ天神 M-1

□金 沢 11月22日（水） TKP金沢新幹線口会議室

□ 大 阪 11月27日（月） グランフロント ナレッジキャピタルカンファレンスルーム タワーB Room01＋02

□ 名古屋 11月28日（火） TKPガーデンシティPREMIUM名駅桜通口 ホール3E

□ 大 宮 12月6日（水） 大宮ソニックシティビル 6階 602会議室

テーマ：失敗事例から学ぶ「資産税相談でミスを防ぐための10選」
講師： 辻・本郷税理士法人 鈴木淳 氏 井口麻里子氏
□ 仙 台（鈴木氏） 11月10日（金） トラストシティカンファレンス・仙台Room2+3
□ 高 松（井口氏） 11月20日（月） 高松商工会議所 201会議室
□ 岡 山（井口氏） 11月21日（火） 株式会社 岡山コンベンションセンター
□ 広 島（井口氏） 11月22日（水） ＴＫＰ広島平和大通りカンファレンスセンター カンファレンスルーム３C
□ 札 幌（鈴木氏） 11月30日（木） ACU-A(アスティ45) 16F 中研修室1605

E-mail

■JR線
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分
京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡
■地下鉄
有楽町線 ：有楽町駅B1F地下コンコースにて連絡
日比谷線 ：銀座駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩5分
千代田線 ：二重橋前駅より徒歩5分／日比谷駅より
徒歩7分
丸ノ内線 ：銀座駅より徒歩5分
銀座線 ：銀座駅より徒歩7分／京橋駅より徒歩7分
三田線 ：日比谷駅より徒歩5分



会計事務所向けセミナーのご案内

開 催 事 項

株式会社ＦＰＧはタックスリースアレンジメント業務にて会計事務所の皆様との提携を推進しています。
今回のセミナーは、税理士法人 深代会計事務所より深代 勝美氏をお迎えし、相続で本当に求められる実務について解説して頂きます。
皆様の参加をお待ちしております。

『相続で本当に求められる実務』【講座内容】

Ⅰ・書面添付制度で調査が激減
１・調査官が調査対象に選ぶ申告書、選ばない申告書
２・書面添付制度で税務調査が激減し、顧客の信頼がアップします
３・「意見聴取結果についてのお知らせ」は、非常に有効
４・意見聴取により、過少申告加算税の課税を防ぐ

Ⅱ・相続税対策の考え方
法人・個人の損益分岐点

Ⅲ・遺産分割協議の進め方
１・時価での遺産分割と評価額での遺産分割の違い
２・遺言と異なる遺産分割の有効性 など

Ⅳ・土地評価で注意したいこと
１・区分登記されている二世帯住宅の解消方法
２・財産評価（貸付建付地の評価）と小規模宅地等の減額特例
（貸付事業用宅地等）における空室の取り扱いの相違

３・賃貸用共同住宅の付属駐車場の貸家建付地評価
４・特定路線価か路地状敷地としての評価か など

Ⅴ・土地に係る譲渡申告における取得費が不明な場合の取得費の計算

■日 時 2017年11月29日（水） ① 10：00～12：30 （受付 9：30～） ②14：00～16：30 （受付 13：30～）

※①・②は同じ講座内容となりますので、どちらかをご選択下さい。

■場 所 東京国際フォーラム ガラス棟会議室7Ｆ Ｇ701
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL : 03-5221-9040

■参加費 ➣一般 ： 10,000円（税込）
➣FPGパートナーシップ契約メンバー様 ： 無料

■お申込み方法
参加をご希望される方は、下記に必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
後日、担当者からご連絡いたします。
※会場の定員に達しましたら募集を締め切りとさせていただきますのであらかじめご了承下さい。
※申し込み後、ご参加をキャンセルされる場合は、開催日前日の午後3時までにご連絡をお願いします。
その後のキャンセルのお申出および当日の無断欠席の場合には参加費の返金は出来ませんのでご注意願います。

■お申込み・お問い合わせ先 株式会社FPG （URL：http://www.fpg.jp E-MAIL：info@fpg.jp）
【東京本社】東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー29F TEL：03-5288-5656 FAX：03-5288-9302

私は、以下の「お客様の個人情報の取り扱いについて」の記載内容に同意の上、参加を申し込みます。

《お客様の個人情報の取り扱いについて》

ご返信用FAX番号：03-5288-9302

貴事務所名 ご参加者名

電話番号 FAX番号

所在地

【利用目的】ご提供頂く個人情報は本セミナーに関する連絡、受講管理、その他弊社が提供する各種サービスのご案内およびこれに付随する業務を行うた
めに利用させて頂きます。【第三者への提供】ご提供頂いた個人情報は、出席確認等のため本セミナーの講師に書面交付等の方法により提供いたします。
【個人情報提供の任意性】お客様が弊社に対して個人情報を提供頂くことは任意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合には、弊社からのご連絡や
サービスのご案内ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。【個人情報の開示請求について】ご自身の個人情報の利用目的の通知、個人
情報の開示、訂正、追加または削除、利用または提供の拒否をお求めであれば対応いたしますので、下記の窓口までお問い合わせください。【取得方法】本
書面は、当社お取引先様、過去に当社セミナーにご出席頂いた税理士・会計士の先生方およびウェブサイトや市販の名簿等においてご連絡先が掲載・公表
されている税理士・会計士の先生方にお送りしております。
※なお、弊社ではセミナーの様子を、参加者個人が特定されない方法で写真撮影させて頂き、弊社フェイスブックページ等に掲載させて頂くことがございます。

個人情報問合せ窓口
株式会社FPG コンプライアンス部 TEL：0120-707-107（フリーダイヤル） Eメール：privacy@fpg.jp  
個人データ管理責任者（個人情報保護管理者）専務執行役員（コンプライアンス部担当）

【講師】

公認会計士・税理士
税理士法人深代会計事務所
代表社員

深代 勝美 氏

昭和49年 公認会計士第２次試験合格
昭和49～53年 デロイト・ハスキンズ＆セルズ
会計事務所（現：Deloitte Touche Tohmatsu）勤務
昭和53年～60年 税務・コンサルタント従事
昭和60年 深代会計事務所開所
平成14年 税理士法人深代会計事務所法人化

http://www.fpg.jp/
mailto:info@fpg.jp

