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PwC中国 日本企業部  
「PwC会計・税務・法務アニュアルセミナー｣ 
ご挨拶とセミナー主旨 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、私どもPwC中国日本企業部では、この度「PwC会計・税務・法務アニュアルセミナー｣と題したセミナーを開
催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 

 中国が主要市場へと変換を遂げ、今なお、引き続きグローバルな多国籍企業に魅力的な投資の場及びビジ
ネスチャンスを提供し続けている一方で、中国の景気減速、コスト上昇、税務調査の活発化、知的財産権の侵
害等中国での様々なビジネスリスクに対する認識が高まっております。 
 
 今回のセミナーでは、昨今の経営環境における、中国現地法人が直面する様々なビジネスリスクに対応した
中国の会計・税務・法務コンプライアンスの実務上のポイントをまとめてご紹介させて頂きます。 
 
第一部： 個人所得税 
駐在員の個人所得税についての年度確定申告に際して注意すべき点について重点的に解説させていただき
ます。また、最近の個人所得税に係る税務調査でのポイントにつきましても紹介させていただきます。 
 
第二部： 企業所得税 
最近の税務動向について、実際の税務局対応経験等を踏まえた上で特に注意を要する点について紹介させ
ていただいた上で、企業所得税の年度申告において注意すべき点につき解説させていただきます。 
 
第三部：税務調査（E-Tax Audit） 
中国の税務調査に関する最新動向、特にITを利用した税務調査に対し企業側で事前に準備できることを中心
として解説させていただきます。 
 
第四部：法務コンプライアンス 
昨今の中国法環境の変化が、日系企業の中国ビジネスに与える影響について、2015年に公布・施行された法
令から主として抜粋しまして、解説をさせていただきます。 
 
第五部：会計及び内部統制 
昨今の経営環境から、2015年度決算にあたり多くの会社において論点となる会計及び内部統制上の主要なポ
イントについて取り上げさせていただきます。  
 
 ご多忙とは存じますが、皆様お誘い合わせの上、本セミナーへご来場いただけますよう、謹んでご案内申し上
げます。 

敬具 

PwC中国日本企業部統括責任パートナー（華中、華北エリア担当） 
 高橋忠利 

開催概要 

日付 12月11日（金） 

開催場所 上海 使用言語 日本語 

時間 14: 30 - 17:00   (14:00 受付開始) 参加費 無料 

会場 
PwC中国上海事務所11階 
Huai Hai Room 1&2 

プログラム 裏面をご参照ください。 

会場住所 
上海市湖濱路202号企業天地2号楼 
普華永道中心 11階 

協賛 時事通信社上海支局 

お問い合わせ: 
PwC中国 日本企業部    担当： 崔貴英（ちぇ きよん）   E-mail： kwiyoung.choi@cn.pwc.com 



時間 進行予定 講演者 

14：00 – 14：30  受付   

14：30 - 14：55 第一部 個人所得税 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  
シニアマネージャー 吉川 正大 

14：55 - 15：15 第二部 企業所得税 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 /税務部 
シニアマネージャー 谢菁 

15：15 – 15：35 第三部 税務調査 （E-Tax Audit） 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  
シニアマネージャー 及川 貴裕 

15：35 – 15：45 休憩 

15：45 - 16:20 第四部 法務コンプライアンス 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  
マネージャー 山口 恭平 

16:20 - 16:55 第五部 会計及び内部統制 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  
シニアマネージャー 川谷 智史 

16:55 - 17:00 Q&A 
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プログラム 

講師のご紹介 

PwC中国 上海事務所 日本企業部 シニアマネージャー 吉川正大 
2006年よりPwCあらた監査法人東京事務所(PwC東京事務所)に入所し、主に国内上場金融機関、外
資系金融機関の監査業務、アドバイザリー業務に従事。2011年1月よりPwC中国上海事務所に転籍
し、現在は日系企業に対する監査業務、会計コンサルティング業務、税務業務、内部統制構築支援
業務に従事。日本国公認会計士。  

PwC中国 上海事務所 日本企業部/税務部 シニアマネージャー  Mary Xie （谢菁） 
2005 年 よりプライスウォーターハウスクーパース上海事務所に入所。中国税務コンサルタントとして、
多国籍企業、特に日系企業に対して企業所得税、増値税、営業税、個人所得税等の中国税務問題
のアドバイスを行っている。また、企業に対して、中国への投資、企業再編、業務統合、海外送金等の
プロジェクトを担当している。中国公認税理士。 
 

PwC中国 上海事務所 日本企業部 シニアマネージャー 及川貴裕    
2006年にPwCあらた監査法人に入所し、製造業、小売・流通業、印刷業を中心とした日本国内の上場
企業の会計監査及び内部統制監査、並びに外資系企業の国際財務報告基準/米国会計基準に基
づく財務諸表監査やUS-SOX監査等に従事。2014年3月よりPwC中国上海事務所に出向。現在は日
本企業部にて国際貿易関連サービス、会計監査、内部統制アドバイザリー業務等を提供している。日
本国公認会計士。  

PwC中国 上海事務所 日本企業部 マネージャー      山口恭平  
2004年京都監査法人に入所し、製造業を主として、小売業、金融業、不動産業など、様々な業種の
日米上場企業の監査業務、内部統制構築支援業務、IPO支援業務に従事。2014年よりPwC中国上海
事務所に赴任し、現在は日系企業に対する監査業務、会計コンサルティング業務等を担当。日本国
公認会計士。  

PwC中国 上海事務所 日本企業部 シニアマネージャー  川谷智史 
2005年京都監査法人に入所。以降、2011年まで、主に電子、情報機器、自動車、産業機械等の製造
業を中心とした、日米上場企業の財務諸表監査や、内部統制監査業務を担当。同時に、IPO支援業
務にも従事。2011年より、事業会社に常駐しIFRS導入支援プロジェクトに参与。主に、決算早期化業
務に従事し、国内外の決算早期化アドバイザリー業務を担当。 2013年より、京都監査法人からPwC上
海事務所に出向。日本国公認会計士。  

お申し込み方法 * 同業者様からの参加申込みはお断りさせて頂きます。 

オンラインサイトにアクセスし、必要事項を記入後、「送信」ボタンを押してください。お申込締切日：12月7日（月）  
オンラインサイト http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_sh_dec2015_jp_reg.html （オンライン申込みがうま
くいかない場合は、必要事項(1.お申込者氏名 2.貴社名 3.部門 ・役職 4.電話 5.E-mail)をメールにご記入の上、
kwiyoung.choi@cn.pwc.com （担当：崔 ）までご返信下さい。）  


