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◆決算期法人対象　税務研修会

対象 開催日 時間 講師 会場 定員 内容 区分 会員　参加費 一般　参加費

9:45～11:45 芝税務署担当官／大野一成税理士（国税OB） 駐健保会館 50 10月決算期の留意点

14:30～16:30 芝税務署担当官/岩田健一郎税理士（国税OB） 駐健保会館 50 10月決算期の留意点

2020/11/24(火) 9:45～11:45 芝税務署担当官/税理士（国税OB） 仏教伝道センタービル 50 11月・12月決算期の留意点

9:45～11:45 芝税務署担当官／大野一成税理士（国税OB） 仏教伝道センタービル 50 11月・12月決算期の留意点

14:30～16:30 芝税務署担当官/岩田健一郎税理士（国税OB） 仏教伝道センタービル 50 11月・12月決算期の留意点

9:45～11:45 芝税務署担当官／大野一成税理士（国税OB） アリスアクアガーデン田町 50 11月・12月決算期の留意点

14:30～16:30 芝税務署担当官/岩田健一郎税理士（国税OB） アリスアクアガーデン田町 50 11月・12月決算期の留意点

2020/11/27(金) 9:45～11:45 芝税務署担当官/税理士（国税OB） 仏教伝道センタービル 50 11月・12月決算期の留意点

2021/1月中旬 午後 芝税務署担当官/税理士（国税OB） 駐健保会館 50 1月・２月決算期の留意点 未定 未定

2021/3月中旬 午後 芝税務署担当官/税理士（国税OB） メルパルクホール 700 3月決算期の留意点 未定 未定

◆新設法人対象　税務研修会

対象 開催日 時間 講師 会場 定員 内容 区分 会員　参加費 一般　参加費

2020/10/5(月) 10:00～12:00

2020/10/5(月) 15:00～17:00

2020/12/4(金) 10:00～12:00

2020/12/4(金) 15:00～17:00

2021/2月初旬 午後 未定 未定

◆特別税務研修会

対象 開催日 時間 講師 会場 定員 内容 区分 会員　参加費 一般　参加費

9:45～12:15 芝法人会員・一般 ¥1,000 ¥2,000

14:00～16:30 芝法人会員 ¥1,000

9:45～12:15 年末調整の留意点（実務経験者及び上級者向け） 芝法人会員・一般 ¥1,000 ¥2,000

14:00～16:30 年末調整の留意点（実務経験が少ない方向け） 芝法人会員 ¥1,000

9:45～12:15 芝法人会員・一般 ¥1,000 ¥2,000

14:00～16:30 芝法人会員 ¥1,000

2020/11/6(金) 15:00～17:00 芝税務署歴代署長(税理士) 芝法人会館 25 税務行政経歴に基づく税務研修会（※） 芝法人会員 ¥500

2020/11/30(月) 15:00～17:00 芝税務署歴代署長(税理士) 芝法人会館 25 税務行政経歴に基づく税務研修会（※） 芝法人会員 ¥500

資本金1億円超10憶円未満の企業 2020/11/24(火) 夕刻スタート 企業経営者 等 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 50 経営者向け講演会 等（※） 芝法人会員・一般 ¥6,000 ¥8,000

2021/1月中旬 午後 芝税務署歴代署長(税理士) 芝法人会館 25 税務行政経歴に基づく税務研修会（※） 芝法人会員・一般 ¥500 ¥1,000

2021/1月中旬 午前/午後 芝税務署担当官 駐健保会館 50 源泉所得税の実務 芝法人会員・一般 ¥1,000 ¥2,000

◆上場企業対象税務研修会

対象 開催日 時間 講師 会場 定員 内容 区分 会員　参加費 一般　参加費

2020/10/26(月) 9:45～11:55 清水一郎 税理士（国税OB） 駐健保会館 50 年末調整の留意点 芝法人会員・一般 ¥2,000 ¥4,000

2020/10/26(月) 14:30～16:40 平山法幸 税理士（国税OB） 駐健保会館 50 年末調整の留意点 芝法人会員・一般 ¥2,000 ¥4,000

2020/10/28(水) 9:45～11:55 平山法幸 税理士（国税OB） 駐健保会館 50 年末調整の留意点 芝法人会員・一般 ¥2,000 ¥4,000

2020/10/28(水) 14:30～16:40 清水一郎 税理士（国税OB） 駐健保会館 50 年末調整の留意点 芝法人会員 ¥2,000

2020/11/20(金) 15:00～17:10 清水一郎 税理士（国税OB） 芝パークホテル 100 税務実務 他（※） 芝法人会員・一般 ¥2,000 ¥4,000

2020/12/8(火) 15:00～16:50 東京国税局 調査部長・担当官 ベルサール飯田橋駅前 60 タックスガバナンス 他 芝法人会員・一般 ¥0 ¥0

2021/2月上旬 午後 芝税務署歴代署長(税理士) 芝法人会館 25 税務行政経歴に基づく税務研修会（※） 芝法人会員・一般 ¥500 ¥1,000

2021/3月上旬 午後 東京国税局担当官／国税OB（税理士） 芝パークホテル 100 税制改正 他（※） 芝法人会員・一般 ¥2,000 ¥4,000

※税務研修会終了後、講師の税理士（国税OB）との税務懇談会を開催予定

年末調整の留意点（実務経験が少ない方向け）

年末調整の留意点（実務経験者及び上級者向け）芝税務署担当官

芝税務署担当官

芝税務署担当官

アリスアクアガーデン田町

アリスアクアガーデン田町

アリスアクアガーデン田町

150

150

2020/10/30(金)

2020/10/29(木)

2020/10/27(火) 150

2020/10/7(水)

芝法人会員・一般

¥1,000 ¥2,000

¥1,000¥500

資本金3千万円未満・

従業員数50名未満の企業

※計10回開催　定員のべ1,150名予定

※計5回開催　定員のべ125名予定

※計11回開催　定員のべ1,075名予定

芝税務署担当官／東京都港都税事務所担当官 芝法人会館 25 会社設立時の留意点

2020年度10月以降　芝法人会研修会スケジュール

資本金１億円以下の企業

資本金1億円以下の企業

資本金1億円以下・

従業員数200名未満の企業

資本金1億円以下・

従業員数200名未満の企業

上場企業及び関連会社

ならびに資本金10憶円以上

・従業員数200名以上・

その他（海外進出企業等）の企業

※計8回開催　定員のべ485名予定

芝法人会員・一般

2020/11/25(水)

2020/11/26(木)


