
共催: Ernst & Young, TOP Group

第一回人事・会計・税務セミナー in Cincinnati / Columbus OH

開催要項

開催日/場所： 2017年11月1日（水） 1：15PM～5PM （受付： 1PMより）
Ernst & Young Cincinnati
312 Walnut St, Cincinnati, OH 45202

2017年11月2日（木） 1：15PM～5PM （受付： 1PMより）
Ernst & Young Columbus [COJAC共催]
Suite 200 800 Yard Street, Grandview Heights, OH 43212

両日共に同じ内容となります。ご都合のよい場所でお申し込みください。

定員： 20名予定、定員になり次第締め切りいたします。
参加費： 無料

講演内容

アジェンダ

 EY 野本 誠 (Makoto Nomoto) 「トランプ新政権による税制改正の最新動向」
 EY 古屋 宏晃 (Hiro Furuya) 「トランプ新政権による税制改正の最新動向」
 EY 渡辺 武雄 (Takeo Watanabe) 「新収益認識基準の実例」
 TOP NY富宮農夫生 (Nobuo Tomiya) 「米国雇用問題―企業が注意すべき問題」
 TOP Mexico神代孝通 (Takamichi Kojiro) 「メキシコ人材市場状況と今後の展望」

13:00 開場
13:15-13:20 オープニング、Ernst & Young Columbus 所長 (Craig Marshall)
13:20-14:50 EY税務チーム 「トランプ新政権による税制改正の最新動向」
14:50-15:00 《休憩》
15:00-15:30 渡辺武雄 「新収益認識基準の実例」
15:30-16:10 富宮農夫生 「米国雇用問題―企業が注意すべき問題」
16:10-16:30 神代孝通 「メキシコ人材市場状況と今後の展望」
16:30 閉会挨拶

Networking （軽食、お飲み物付き）
17:00 閉場

※両日共に同じ内容となっております。

参加申し込み用紙
お申込み締め切り： 2017年10月25日（水）

会社名：
部署：役職名
お名前：
電話番号：
Email：

【お申込み・問い合わせ先】 FAX: 212-983-2411  Phone: 212-983-0055
TOP New York  担当：Akiko Ando-Gigliotti Email: ando@top-us.com



講師プロファイル

►Ernst & Young LLP税務パートナー。全米税務本部（ナ
ショナル・タックス・デパートメント）国際税務部および日本企
業部（JBS）所属。

►1990年より、米国で事業を展開する多業種の日系多国籍
企業にサービスを提供。法人組織再編、連結納税規則、
パートナーシップ税制、租税条約、移転価格税制等をはじめ
とする米国税務ならびに国際税務問題に関するアドバイスに
多くの経験と実績を有する。

►他の大手会計事務所を経て、2016年4月、Ernst & 
Young LLPにパートナーとして参画。

►グローバル実効税率管理、クロスボーダー金融取引、外国人
不動産投資税法（FIRPTA）等に関する講演、執筆多数。
2004年より、『月刊国際税務』誌に「米国税務動向」を毎
月執筆中。

►ペンシルバニア大学ウォートン校卒（会計学、金融工学専
攻）。南カリフォルニア大学会計大学院税務専門修士
（MBT）過程終了。

野本 誠
パートナー

► 資格

米国公認会計士（ニューヨーク州）

► 所属団体

米国公認会計士協会

ニューヨーク州公認会計士協会

►Ernst & Young LLP移転価格部門パートナー/プリンシパル。
全米税務本部（ナショナル・タックス・デパートメント）国際税
務部および日本企業部（JBS）所属。

►移転価格調査、事前確認、相互協議、文書化及びプランニ
ング等の様々なプロジェクトに従事しており、特に日米課税当
局との対応及び交渉は経験が豊富。自動車及び自動車部
品、娯楽産業、ハイテク、ブランド品、医療用機器、産業用機
械の移転価格に精通している。

►EY入社前は米国大手弁護士事務所の移転価格部門にお
いて日本、米国、欧州の多国籍企業の移転価格事案を多
数担当。また、日系企業の移転価格チームを立ち上げ、自動
車関連と産業用機械製造業及び娯楽産業を中心にアドバイ
スを提供。

►米国で移転価格業務に従事する以前は、日本で大手会計
事務所の移転価格グループの立ち上げに参画し、その後約
10年間東京で移転価格調査、事前相談、相互協議等のプ
ロジェクトに携わる。

►University of California Los Angeles Master of 
Business Administration課程修了。Boston 
University (会計学) 卒業。

古屋 宏晃
パートナー/プリンシパル

► 資格

米国公認会計士

（マサチューセッツ州）

► 所属団体

米国公認会計士協会

マサチューセッツ州公認会計士協会



講師プロファイル

►Ernst & Young LLP監査Executive Director。

►1994年に大手会計事務所ニューヨーク事務所監査部門に
入所後、大手日系企業及びSEC登録企業（米国上場企
業）の会計監査を主に担当。2002年にErnst & Youngに
ニューヨーク事務所に移籍。2005年よりEY東京事務所に出
向し、日本の大手グローバル企業のうち、米国SEC登録企業
の会計監査を専門にサポートするキャピタル・マーケット・グルー
プに所属。

►2009年よりEYロサンゼルス事務所、2013年よりEYニュー
ヨーク事務所、2016年よりEYコロンバス事務所にて勤務。

►20年以上に亘り、数多くの日系企業ならびに米国SEC登録
企業を担当。米国会計基準、国際会計基準、米国SEC基
準、PCAOB基準、米国SOX、J-SOXに数多くの経験を有す
る。

►静岡大学理学部卒。オハイオ州立大学経営学修士過程終
了。

渡辺 武雄
Executive Director

► 資格

米国公認会計士（オハイオ州）

► 所属団体

米国公認会計士協会

オハイオ州公認会計士協会



▶ TOP New York, Sr. Consultant.
▶ 立教大学経済学部を卒業後、グローバルに活躍できる場

を目指し渡米。St. John‘s Universityにて修士号取得。
▶ 2011年より、TOP Group New York事務所に在籍。
▶ 一期一会をこころがけ、顧客候補者双方に対して「親身で

丁寧なコンサルティング」をモットーとする。
▶ 広範囲の業界へ人材紹介と同時に、人事周辺の現状や

最新のコンプライアンス情報などを、わかりやすく丁寧に提供
し続けている。“信頼と親切コンサルタント“と異名を持つ。

▶ 製造業、サプライヤー、総合商社、販売商社業界へクライ
アント視線で、企業貢献できる人材発掘とその人選力には
定評がある。

▶ 趣味：大学スポーツ観戦

▶TOP en Español Leon Office、Operations 
Manager
▶慶應義塾大学総合政策学部卒。
▶Hult International Business Schoolにて修士号取得
後、TOP San Franciscoに入社。
▶サンフランシスコでは、人材コンサルタントとして、半導体関連
をはじめとした製造業、食品、物流、商社、政府系機関、医療、
IT、エンターテイメント、サービス、研究機関等、幅広い業界の
顧客開拓・人材紹介を担当。
▶メキシコでの第2拠点となるレオンオフィス立ち上げに際し渡墨。
▶バヒオ高原地帯に進出企業むけに、人事採用から解雇や企
業内での人材育成など、国際人事コンサルティング全般を担当。
また、メキシコでの企業設立、中核となる社長採用の相談も多
い。
▶最近では、人材採用と育成に関して数々のセミナー講師も
担当している。
▶極真空手初段。

講師プロファイル

富宮 農夫生
Sr. Consultant

神代 孝通
Operations Manager

メキシコ、レオン事務所責任者。


