
これまでのビジネスセミナー開催の概要

年 月日 時間 内容
（１）在米日系企業サービスのご案内（ジェトロ、商工組合中央金庫）

（２）「取引先の信用不安に対応するためのKey Points」

（３）「米国におけるタックスマネージメント」

（４）「景気低迷時の人事戦略～事例に見る即効性の高いコスト抑制策～」

（１）国際会計基準(IFRS)等に関する最新情報

（２）新基準による米国子会社及び報告方法への影響

労働者自由選択法案(Employee Free Choice Act, “EFCA”)の概要
EFCAの概要と今後の立法の行方
　・EFCAが日系企業に及ぼす影響
　・EFCAに対して、日系企業として取るべき方策

雇用法の基本ガイドラインおよび最新情報

• 効果的な採用の仕方
• 微妙な雇用問題に対処する方法
• 休職と障害に関する雇用主の義務
• 事業運営の変更とそれに伴う解雇の必要性
• 訴訟にかかる効果的な費用計画と費用の管理

米国経済・政治の見通しと日系企業への影響

米国駐在員の税務に関する最新動向と注意点
移転価格税制の最新動向と税務調査事例、国際会計基準（ＩＦＲＳ）の早期適
用事例

国際会計基準の最新動向と最新税務情報

職場の法律問題～米国労働法の概要と近時の動向

ビザに関するコンプライアンスと厳格化する就労ビザ申請

（１）米国経済の現状と展望

（２）経営者・経理マンのための国際会計基準（IFRS）のイロハ

米国移民法の最新動向

①不法移民取締法と日系企業・在留邦人への影響、②L1・H１ビザの最近の
追加規定、③就労ビザ審査の厳密化・追加証拠の要請の傾向、④永住権審
査時間の短縮化

第14回 9月20日（火） 15:00～17:00
①震災半年後の日本経済、②米国経済動向、③米国通商政策・中南米市
場、④米国大統領選挙

第15回 10月18日（火） 14:00～17:00
（１）米国駐在員の税務に関する注意点
（２）移転価格税調査の傾向と対策

第16回 11月3日（木） 14:00～17:00

「自動車産業セミナー：震災後の課題」
（１）生産台数の展望、（２）日本市場の動向及び各メーカーの現状、(３）北米
市場の動向（含むメキシコ）、（４）ブラジル市場の動向、（５）ヒュンダイ・グ
ループの現状

第17回 11月30日（水） 14:00～17:00

「メキシコにおける事業展開の留意点」
a. メキシコにおける事業形態及び税務形態等
b. メキシコにおける新マキラドーラ(IMMEX)政令の全体像及び注意点等
c. メキシコにおける関税の注意点等

第８回

2010年

第10回

第７回

11月10日（水） 14:30～16:30

第９回 10月６日（水） 15:00～17:00

①景気の見通し、②今後の有望産業（環境・エネルギー、医療機器）、③自動
車市場を含む消費市場見通し、④オバマ政権の重要政策と中間選挙の見通
し、⑤米国の通商政策の動向、⑥ジェトロの日系企業支援プログラムの紹介

リーマンショックから１年、現在マネジメントが考えるべき対応策と今後の課題
（１）米国自動車産業の現状
（２）移転価格対策
（３）マネジメントとしてのＭ＆Ａ
（４）グローバル人事の対応と課題
（５）国際財務報告基準（IFRS)の概要

不況を乗り切るために在米日系企業が今なすべきこと～思い切った原価削
減を支える経営基盤の強化
・間接部門ムダ取りによる原価逓減
・三軸で見る収益管理と目標未達を未然に防止する予兆管理の実践
・JSOX初年度から学ぶ二年目以降の内部統制の効率的運用と経営への有
効利用

ポストリストラ期における人事策（１）中間管理職の役割整理、（２）就業規則
の見直しと徹底、（３）スーパーバイザーの育成

第１回 2009年 2月25日（水） 13:00～17:00

第２回 ４月30日（木） 14:00～17:00

10月2日（金） 14:00～17:00

第３回 ５月８日（金） 11:30～13:00

9月2日(水) 14:00～17:00第４回

第５回

第６回

５月２７日（木） 14:30～16:30

10月27日（火） 14:00～17:30

４月２７日（火） 14:30～16:30

①就労ビザ申請に対する監査増加傾向の背景と監査機関及びその役割、②
就労ビザ申請に対する監査・調査の実態、③就労ビザ申請を行う上で、雇用
者が政府に行う誓約と責任、④就労ビザ申請に関する最近の動向の紹介

第11回 2011年 1月26日（水） 14:30～16:30

第12回 1月16日（水） 14:00～17:00

第13回 8月25日（木） 14:00～16:00



これまでのビジネスセミナー開催の概要

年 月日 時間 内容
米国医療制度・健康保険に関するセミナー

米国医療の現状
米国医療制度の基礎
福利厚生制度の種類・内容
保険料の仕組み
雇用主に与えられた課題

アメリカ就労ビザに関する最近の傾向
－　ビザに関するコンプライアンスと、就労ビザ申請審査の傾向と対策　－

① 最近の動向
② 引き続き企業へ重くのしかかるコンプライアンスの重圧－企業監査とその
対応策
　　- Ｉ－９監査
　　- ビザ監査の実態
③ ビザ申請におけるコンプライアンス上の注意点
④ 就労ビザを巡る最近の動向
　　- 日本企業は、Eビザに対する考え方を変えるべき
　　- Lビザ申請では、追加資料要請を受ける覚悟を

 日系企業のための米国税務・会計の最新動向
 第一部：米国・日本税制アップデート
 第二部：移転価格税制アップデート
 第三部：会計基準アップデート

ビジネスの国際化・多様化への対応のためのM&Aとリスクマネジメント

第一部：サプライチェーンマネジメント
　- 顧客サービスレベルの向上と在庫削減を両立するための在庫管理
第二部：移転価格税制
  - 移転価格更正リスクへの対応策
第三部：M&A
　- 買収チャンスの活かし方

米国経済の最新動向等

１．最新米国経済動向
２．米国から見た中南米ビジネス、等

財務、会計セミナー

１．駐在員を取り巻く税務問題と解決策
２．移転価格の税務調査と最新動向

自動車産業セミナー　日系自動車メーカーの北米戦略

１．全世界の自動車生産
２．米国の自動車販売
３．日系メーカーと北米
４．北米の自動車生産
５．トヨタ、ホンダ、日産の北米生産の展望

米国諸州税を知る

これだけは知っておきたい州税の仕組み－知られていない節税法を確保す
る一方、ペナルティを避けるために

米国諸州の売上使用税、固定資産税、減免措置及びインセンティブ

米国移民法及び就労ビザ

１．不法移民取締法の最高裁判決後の問題点
２．就労ビザ審査の最近の動向
３．永住権申請カテゴリーと審査時間
４．駐在員帰任に伴う子供のビザ選択肢

第26回 3月15日（金） 14:30～17:00

第24回 12月4日（火） 14:30～16:30

11月14日（水） 14:00～17:00第23回

第20回 5月29日（火） 15:00～17:30

第19回 5月1日（火） 14:30～17:00

7月17日（火） 14:30～17:30

第18回 2012年 2月2日（木） 14:00～16:00

第22回 9月21日（金） 14:30～17:30

第21回

第25回 2013年 1月23日（水） 15:00～17:00

第27回 4月18日（木） 14:00～17:30

米国医療保険の動向と今後の対応



これまでのビジネスセミナー開催の概要

年 月日 時間 内容

１．「グローバル競争時代の北米子会社に求められる原価管理モデル」

２．「正常化への節目を迎えつつある米国経済」

１．「最近の米国経済と日系企業動向」

２．「米国から見た中南米ビジネス」
　　～FTAネットワークの拡大と米国発市場開拓戦略～

３．「日系企業支援の紹介」

第34回 １１月４日（火） 14:00～16:30

自動車業界のパラダイム変化

a. 業界パワーバランスの変化と新たなビジネスモデル
b. 自動運転と自動車産業のパラダイムシフト
c. メキシコ自動車産業について

第32回 6月24日（火） 13:30～16:00

メキシコセミナー

●メキシコのビジネス機会と進出にあたる注意点
●メキシコ連邦政府の投資促進事業概要とマクロ経済動向
●インフラ・建設のアドバンテージとチャレンジ
●不動産コストとトレンド
●法務概要と注意点
●スタートアップ・操業コスト、人材の発掘
●メキシコの自動車産業概要
●製造業とサプライチェーン・ソリューション

第3１回 5月23日（金） 14:30～16:00 日産自動車の北中南米における中期経営方針について

第30回 2014年 2月27日（木） 14:00～16:15

米国医療保険制度改革　～動向と対応策～

１．米国医療保険の基礎、医療費・保険料上昇の背景
２．医療保険制度改革の動向のアップデート
３．日本人駐在員と米国医療保険　等

8月27日（火） 13:15～16:30

第29回 9月24日（火） 14:00～16:40

第28回

第35回 2015年 2月23日（月） 14:00～16:30

日米移転価格の最新動向－国税庁/IRSの取組みと対応策

a. BEPS及び日本移転価格税制の最新動向
b. 米国移転価格税制の最新動向
c. 事例研究－日米の移転価格の観点から

第33回 9月26日（金） 14:00～16:30

a. テネシー州及び米国南東部の経済状況（自動車関連等）
b. LBMC顧客の動向全般
c. 外部から見た日系製造業
d. 労務コスト縮減のための各種方策－リスク回避（事前の一手）
　　・人事労務関連
　　・税務関連
　　・情報管理関連（サイバー攻撃への対応、情報一元管理）
e. 利益向上のための具体的方法
f. 質疑応答

第36回 6月3日（水） 14:00～16:30

米国ならびに世界経済の現状と展望

1．いいことばかりではない油価下落の影響
2．新興国が直面する成長の壁
3．正常化に踏み出したＦＲＢ－金融市場への影響は？
4．伸び悩む住宅市場－回復局面は終わったのは？
5．根強い企業の慎重姿勢－アニマルスピリッツに火がつくのか？
6．賃金上昇率アップの条件整う？
7．そもそも米国経済の拡大はいつまで続くのか？



これまでのビジネスセミナー開催の概要

年 月日 時間 内容

第39回 2016年 1月17日（水） 14:00～16:30

「アメリカの移民法」
①就労ビザに関する状況
　・移民局のLビザ申請に対する審査の厳格化
　・２０１７年度分H１ビザ申請の見通し
②ビザ担当者が知っておくべき就労ビザの基本
　・各種就労ビザと研修ビザの基本
　・これだけは知っておきたい、緊急事態への対処方法
　・外国籍の現地社員を定着させるために必要な移民法からの視点

第40回 3月15日（火） 15:00～16:30

「TPPの概要とその活用方法について」
①FTA/EPAとは、世界のFTA/EPAの動き
②TPPの概要
③TPPの原産地規則と活用方法
④在米進出日系企業への影響

第37回

第38回 11月17日（火） 15:00～17:30

日本の成長戦略を深化させるためには何が必要か？進化を続ける欧米自動
車部品業界と欧米系自動車メーカー・サプライヤーの将来戦略

1．米国経済を展望する
～金融市場、グローバル経済の変調と米国経済～
2．自動車産業のグランドデザインと将来戦略
～進化を続ける欧米自動車部品業界と欧米自動車メーカー・サプライヤーの
将来戦略～

10月21日（水） 14:00～16:30

会計・税務コンサルタントの目を通した企業経営及び地元政府との交渉付き
合い方

1．企業規模・成長過程に合わせた経営基盤の整備
2．米国の税務申告・報告における注意点とよくある辞令の紹介
3．事業拡大の際の拠点選定・拡張にあたっての地元州当局からのクレジッ
ト・インセンティブの紹介


