辻・本郷 税理士法人 主催
＜ 辻・本郷 セミナー >

事業承継コンサルタント
養 成 塾
キャンセル規定

1）一括お申し込みの場合
ご連絡日

２）各回ごとのお申し込みの場合
キャンセル料

10月16日
（金）〜10月22日
（木） 参加費の30％
10月23日
（金）〜10月27日
（火） 参加費の60％

10月28日
（水）〜11月 5日
（木） 参加費の90％
11月 6日
（金）以降
連絡がない場合

お問い合わせ

オンラインセミナー

お申し込み後のキャンセルに関しては、以下の通りキャンセル料を申し受けます。
誠に勝手ながら、振り込み手数料はお客様にてご負担ください。

ご連絡日

当日
連絡がない場合

会計事務所の皆さまはもちろん、お客さまの事業承継に携わる全ての皆さまへ。

キャンセル料

参加費の100％

事業承継業務の基礎知識から成功へ導くポイントなど、

参加費の100％

コンサルティング業務で役立つ情報をお届けする『事業承継コンサルタント養成塾』のご案内です。

参加費の100％
参加費の100％

consuldiv@ht-tax.or.jp
【フリーダイヤル】
0120 -730 -706（受付）9：00〜17：30 ※土･日･祝日除く
【メール】

詳 細・お 申 し 込 み は こ ち ら

https://www.ht-tax.or.jp/rd/sem-sh/

第１回

2020年

10月 22日（木）16時00分〜17時30分

事業承継コンサルティングの基本的な流れとポイント
第２回

2020年

事例から学ぶ
第３回

2020年

10月 29日（木）16時00分〜17時30分
事業承継対策とその実務

11月 4日（水）16時00分〜17時30分

税務調査から学ぶ
第４回

2020年

事業承継対策の落とし穴

11月 12日（木）16時00分〜17時30分

会社・オーナー・家族にとってベストな事業承継
第５回

2020年

11月 17日（火）16時00分〜17時30分

後継者問題とM&Aの活用

再視聴期間：

2020年10月26日（月）〜11月30日（月）
講師

税理士

楮原 達也

再視聴期間：

2020年11月2日（月）〜11月30日（月）
講師

税理士

松浦 真義

再視聴期間：

2020年11月6日（金）〜11月30日（月）
講師

税理士

内田 大輔

再視聴期間：

2020年11月16日（月）〜11月30日（月）
講師

税理士

小湊 高徳

再視聴期間：

2020年11月19日（木）〜11月30日（月）
講師

土橋 道章

第1回

2020年

10月 22日（木）16時00分〜17時30分

事業承継コンサルティングの
基本的な流れとポイント
１ 中小企業の事業承継の動向

再視聴期間：
2020年10月26日（月）〜11月30日（月）

辻・本郷 税理士法人
シニアパートナー
税理士

楮原 達也

（かごはら たつや）

1993年 税理士登録

２ 会計事務所における
事業承継コンサルティングの位置付け

2002年 辻・本郷 税理士法人 入社

３ 事業承継コンサルティングの基本的な流れとポイント

行っている。また、金融機関等におけるセミナー講師も

上場企業・中堅中小企業の法人税務顧問から、事業承継・
資本政策等に関するコンサルティング業務まで、幅広く
数多く務め活躍している。

４ オーナーの事業承継に対する本音の引き出し方

第2回

2020年

10月 29日（木）16時00分〜17時30分

事例から学ぶ
事業承継対策とその実務
１ ベストな承継時期と
ニーズに応じた提案の切り口
２ 事業承継に係る納税猶予制度の
適否判断のポイント

第3回

2020年

１ 財産評価基本通達6項により否認される
ケースとその防衛策
２ ケース別財産評価基本通達の考え方と疑問点
３ 必ず論点に！名義株の対応方法

2020年11月2日（月）〜11月30日（月）

辻・本郷 税理士法人
事業承継コンサルティングセンター
シニアパートナー
税理士

2020年

11月 12日（木）16時00分〜17時30分

税理士

３ 事業承継コンサルティングから派生する
多様なニーズ

11月 17日（火）16時00分〜17時30分

後継者問題とM&Aの活用

再視聴期間：
2020年11月6日（金）〜11月30日（月）

辻・本郷 税理士法人
法人ソリューショングループ
シニアパートナー
税理士

2020年11月19日（木）〜11月30日（月）

土橋 道章

（どばし みちあき）

１ 後継者選びのポイントとその育成

2009年 辻・本郷 税理士法人入社後、中小法人から上場会社
まで、事業承継、事業再編、事業再生、IPO、M&A、連結納税等
の業務に幅広く従事。2014年 税理士登録。
その後、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社にて
事業承継、M&A及び経営コンサルティングを中心に従事。
2019年10月より同社代表取締役社長に就任し、現在は
複数の顧問先の社外役員として後継者とともに経営執行の
支援を実施。

２ 事業承継に備えた組織づくり
３ 取引先及び個人保証を含めた金融機関対応
４ 事業承継対策としてのM&A

参加費
参加費：

お申し込み期限

【一括お申し込み】

50,000円

【各回お申し込み】

15,000円

【一括お申し込み】 2020年10月16日
（金）
【各回お申し込み】 開催日程 4営業日前
第1回：2020年10月16日
（金）
第2回：2020年10月23日
（金）

内田 大輔

第3回：2020年10月28日
（水）

（うちだ だいすけ）
2001年 税理士試験合格
立教大学卒業後、山一證券株式会社を経て、現在、辻・本郷
税理士法人 法人ソリューショングループに在籍し、事業
承継や組織再編のコンサルティング業務を担当。
主に事業承継、事業再生、組織再編、M&Aに関するコンサル
ティング業務に従事し、特に会社の組織再編に関して多く
の実績を残している。

再視聴期間：

辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役社長

松浦 真義

2002年 辻・本郷 税理士法人に新卒入社
事業会社等の税務・会計を支援しながら、上場・非上場の企
業オーナーや地権者の相続税申告から相続対策、事業承継、
資産承継など幅広い業務を多数経験。
現在も、事業承継・資産承継コンサルティングを中心に業務
に取り組むとともに、辻・本郷ビジネスコンサルティング株
式会社と連携して、M＆Aアドバイザリーや経営承継コンサ
ルティングにも注力している。

小湊 高徳

2008年 立命館大学法学部卒業
2010年 同大学大学院法学研究科修了
辻・本郷 税理士法人 入社
2015年 税理士登録
2018年 事業承継法人部 統括部長就任
入社時から法人顧問業務を中心に相続対策・事業承継対策
を実施。現在では経験を活かし、経営全般に関するオー
ナー・後継者へのコンサルティング業務に従事している。

２ 切っても切れない！
事業承継対策と家族内の資産承継対策

2020年

2020年11月16日（月）〜11月30日（月）

（こみなと たかのり）

１ 経営権確保の重要性と知っておきたい失敗事例

第5回

再視聴期間：

辻・本郷 税理士法人
法人ソリューショングループ
パートナー

会社・オーナー・家族にとって
ベストな事業承継

（まつうら まさよし）

11月 4日（水）16時00分〜17時30分

税務調査から学ぶ
事業承継対策の落とし穴

再視聴期間：

第4回

第4回：2020年11月

6日（金）

書籍
「事業承継の安心手引」を
テキストとして送付いたします。

第5回：2020年11月11日
（水）

注意事項

お申し込み・詳細

・本セミナーはご視聴いただくためのインターネット環境が必要です。
詳 細・お 申 し 込 み は こ ち ら
・お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールをお送りいたします。

https://www.ht-tax.or.jp/rd/sem-sh/

