エヌエムシイ税理士法人（旧 野本会計事務所）

サービス内容のご紹介

税務セミナー14講座開催中
講座内容

節税対策

調査立会

相続税や自社株問題などは事前の対策が非常に重要です。実際に

税務調査は立ち会う税理士によって大きく税額が異なる場合が

どのような事前対策をすべきなのか、税務当局での豊富な経験を

あります。国税当局で数多くの税務調査を経験してきた元国税

有する専門家が、最適なプランをご提案させていただきます。

調査官達が、
お客様の立場に立って納得のいくように解決いた

国際税務の問題に関しても専門性が高く、関連した法律も難解です。
また

します。

毎年のように税制改正があるため最新の情報を入手した上でお客様に

税務職員の調査手法、質問検査権の範囲を知り尽くしておりま

最も適した節税のためのスキームをご提案させていただきます。

すので、
税務調査の対応は私共に安心してお任せください。

税務顧問

予防調査

税務の世界は非常に広範囲かつ複雑なため、一人の税理士だけですべ

税務総合戦略室の「税務予防調査」はお客様の税務診断です。複

てを解決することはできません。税務問題に万全に備えるためには、医療

数の元国税調査官が実際の税務調査と同様の手法でお客様の財

の世界と同様に、案件ごとに応じた専門家が必要なのです。

務・税務状況を確認し、本調査に問題点がないかどうかを調査し

私共、税務総合戦略室は、
「法人税」
「消費税」
「資産税」
「国際税務」など様々な分野を専

素早く是正します。

門とする元国税調査官が多数、在籍しております。一人の税理士ではなく、チームを組ん

更に社内不正リスクも早期に発見し、社内不正の根絶のためのご

だいわば「総合病院」的な体制で、年間を通じて、お客様に安心を提供させていだきます。

提案をいたします。

1 ベールに包まれた国税組織5万6千人の真実を語る
2 税務調査って、拒否できないんですか?「国税は法的にどこまで踏みこめるのか?」
3 国税調査官は見た! 調査現場で発覚する社内不正の数々「内部牽制の充実のために」
4 ポルシェ・フェラーリ・クルーザーは経費にならないのですか「歯科医師編」

10 難しいといわれる移転価格税制の基本的知識と執行の現状をやさしく語る（基礎編）
11 移転価格税制の本質と取引再構築によるタックス・プランとの接点を考える（応用編）
「消費税の節税について考える」
12 法人税の節税だけにとらわれていませんか?
13 そうだったのか! あの「申告漏れニュース」
14 事業承継と相続のための自社株対策

〈経歴〉
国税局調査部主査
国税局調査部情報技術専門官
1962年生まれ 国税局・税務署において、
特別調査事務、大規模法人における電子情報
の解析等調査事務に従事。

〈経歴〉
国税局管内税務署資産課税部門に
28年間勤務。
1959年生まれ 資産課税部門職員として、
相続税、贈与税及び評価事務に従事。不動
産鑑定による評価の審理の経験が豊富。
税理士の他、不動産鑑定士、司法書士の資
格を有する。

元税務署長・客員税理士

客員税理士

清 水 順

髭 正 博
〈経歴〉
1941年生まれ。大阪府出身。
1976年 税理士登録、税理士事務所開業する。
1983年 事業継承・相続対策業務開始する。
●主な著書 「事業承継・自社株対策」FIC出版部
「実践・相続税対策50の実例」オーエス出版
「事業承継・相続の節税実務戦略」
オーエス出版
「事業承継・自社株対策の実践と手法」日本法令
金融・経済雑誌寄稿等多数

野本 明伯

黒 崎 俊 夫

税理士

元国税調査官・税理士

野 原 渉

エヌエムシイ税理士法人

元国税調査官

代表社員

〈経歴〉
国税局調査第一部外国法人調査部門
国税局調査第一部国際調査課
国税局調査第一部特別国税調査官
1971年生まれ 外国法人や外資系法人を
中心とした国際税務に関する調査、審理事
務に従事、各種ファンドや日本を代表する超
大規模法人の調査。

早稲田大学卒
昭和四十八年 野本会計事務所開業
平成十四年 エヌエムシイ税理士法人設立 代表就任

〈経歴〉
国税局調査第一部国際情報課 国際税務専門官
国税局総務部人事第一課
1949年生まれ 移転価格税制やタックス
ヘイブン税制に関するコンサルティングを得
意とする。

ご 挨 拶

玉 川 育 生

医 療の世 界では︑症 例に応じて︑各 専 門 家が対 応 することが常 識となっております︒かかりつけの内 科 医で対

元国税調査官

吉 田 雅 相

応できない場合には︑各分野の専門医に診断・治療を依頼します︒翻って︑税務の世界では︑
いまだに﹁顧問税理士

株式会社エヌエムシイ
NMC社会保険労務士法人（法人番号 1304005号）
NMC行政書士事務所（登録番号 09081901号）

【10,500円】

※なおセミナーの申込締切はホームページをご確認ください。

に任せておけばすべて安心﹂という一種の思い込みがあります︒

【系列】

元国税調査官・税理士

〈経歴〉
国税局法人課
税務大学校教育第二部教授
国税不服審判所国税審判官
税務署長
1934年生まれ 約30年にわたり法人税の実務
事例研究を専門に行う。税務大学研究科教授として
税務に関する高度の理論・技能を指導した。

【21,000円】

住所：東京都中野区本町2‐46‐1 中野坂上サンブライトツイン26F
アクセス：東京メトロ 丸ノ内線または都営大江戸線「中野坂上駅」出口1より徒歩1分

実際には︑税務の世界も医療の世界と同様に︑様々な専門分野が存在し︑全ての分野に一人で完全に対応でき

（東京税理士会 第99号）
〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン26F
TEL：03-5354-5222（代） FAX：03-5354-5206
URL：http://www.nmc-zeirishi.jp/

【10,500円】

■セミナー会場■

る税理士は存在しません︒お客様に安心していただくには︑税務の世界でも医療の世界と同じく︑総合病院的な

【エヌエムシイ税理士法人 東京事務所】

【21,000円】

エヌエムシイ税理士法人 研修室

サービスが必 要なのです︒
このような理 由から︑当 事 務 所では︑税 務 総 合 戦 略 室を設 置し︑直 近まで国 税 当 局で

（東北税理士会 第15号）
〒970-8036 福島県いわき市平谷川瀬字明治町59
TEL：0246-23-0006（代） FAX：0246-23-0069
URL：http://www.nomoto-ao.co.jp/

1949年生まれ 約40年の税務当局勤務の間、
国税不服審判所国税審判官、税務署長を歴任。
課税庁から独立した立場で、納税者の権利利益救済
のため審査請求に対し裁決を行った経験を持つ。

活躍していた元国税調査官を﹁法人税﹂
﹁消費税﹂
﹁資産税﹂
﹁国際税務﹂など︑税務案件ごとに多数︑迎え入れた

【エヌエムシイ税理士法人 いわき事務所】

1967年生まれ 国税局の調査事案で、特に
大口・悪質・困難事案に従事。

【10,500円】

【31,500円】

のです︒

税理士
19名（ うち客員税理士2名 ）
公認会計士
1名
税理士有資格者
4名
社会保険労務士
3名
行政書士
3名
不動産鑑定士
1名
司法書士
1名
ファイナンシャルプランナー 2名
他スタッフ
35名

〈経歴〉
国税不服審判所国税審判官
税務大学校研修所長
税務署長

さらに︑元 国 税 調 査 官を迎え入れた︑もう一つの理 由があります︒税 務 問 題への対 応は︑
つまるところ課 税 側で

野本明伯（税理士）
【スタッフ】

山 﨑 政 男

〈経歴〉
国税局課税第二部資料調査課
国税局課税第一部課税総括課、同サイバー税務署
国税局課税第一部統括国税実査官（情報）主査

ある国税当局との交渉にかかっています︒法律に反していない部分︵シロ︶と︑逆に法律に反している部分︵クロ︶は

【代表社員】

元税務署長・税理士

佐 藤 弘 幸

明らかに判別がつきます︒

野本明伯税理士事務所

いわき事務所 所長

元国税調査官・税理士

しかし︑実際はシロやクロで判別できる範囲は非常に限られており︑法律の解釈ではなく国税当局の裁量によ

昭和48年創業

税務総合戦略室 次長

り︑その判断が大きく異なる﹁グレーゾーン﹂が広範囲を占めています︒

平成14年11月
【沿革】

このグレーゾーンに対 する適 切な対 応が︑税 務の専 門 家としての腕の見せ所なのですが︑それは法 律に記され

【設立】

税務総合戦略室
メンバー

ているものではなく︑国 税 当 局が﹁経 験 知﹂として持っているのです︒だからこそ︑グレーゾーンにおいて最も有 利

エヌエムシイ税理士法人（法人番号337号）

【21,000円】

■セミナーの資料請求・お申し込み■

な判断を行うためには︑国税当局での経験が必要になるのです︒

【事務所名】

〈経歴〉
国税局課税第二部
国税局総務部人事第一課
国税局調査査察部
1965年生まれ 税務組織の中枢を経験し、
税務署職員の調査手法や思考回路を熟知し
ており税務調査対策に力を発揮する。

【10,500円】

【10,500円】

資料請求・お問い合わせ 03‐5354‐5222 平日9：00〜18：00
エヌエムシイ税理士法人
検索
お申し込み http://www.nmc-zeirishi.jp/

私共︑税務総合戦略室では︑国税局課税部・調査部・査察部などで活躍していたスペシャリスト達が︑チームと

風 間 光 裕

【10,500円】

【21,000円】

して各案件に応じ︑最適なサポートをさせていただきます︒お客様に最高の安心をご提供させていただけると自

元国税調査官・税理士

【10,500円】

キャピタル・フライト
（海外資金逃避）
を狙っている!
6 国税は、
7 お金持ちは非居住者を目指す「税金天国への脱出」
8 国際税務入門編「これさえわかれば、国際税務も怖くない!」
9 国際税務応用編「具体的事例の検討と最適なタックスプランニングのすすめ」

12月

【10,500円】

【10,500円】

負しております︒

税務総合戦略室 室長

（一名様 税込）

5 元国税調査官が語る業種別調査法「美容・ネイルサロン・エステサロン編」

元国税調査官が申告漏れニュースを解説するメールマガジン（月額945円税込）配信中！

事務所概要

開催日 11月

受講料

