
PwC中国日本企業部 
中国主要都市ビジネスセミナー  
 

日付 7月21日（月） ７月22日（火） 7月23日（水） 7月25日（金） 7月28日（月） 

開催場所 北京 天津 大連 上海 武漢 

時間 
14: 00 - 16: 00 

(13: 30 受付開始) 
14: 00 - 16: 00 

(13: 30 受付開始) 
15: 00 - 17: 00 

(14: 30 受付開始) 

第1部： 
10: 00 - 12: 00 

(9: 30 受付開始) 
第2部： 

15: 00 - 17: 00 
(14: 30 受付開始) 

15: 00 - 17: 00 
(14: 30 受付開始) 

会場 
PwC中国北京事務所 
26階  
Beiｊing Room 1&2 

PwC中国天津事務所 
36階  
Tianjin Room 

  大連凱倫飯店 

(KERREN HOTEL)   
PwC中国上海事務所 
11階 
Huai Hai Room 1&2 

PwC中国武漢事務所 
41階 

会場住所 
北京市朝陽区 
東三環中路7号 
北京財富中心写字楼 

天津市和平区南京路
189号 津汇広場2座

36F 

大連経済技術開発
区金馬路186号 

上海市湖濱路202号
企業天地2号楼 
普華永道中心 

武昌区临江大道96号
武汉万达中心 

プログラム 裏面をご参照ください。 

使用言語 日本語 

参加費 無料 

協賛：時事通信社上海支局 
協力：伊予銀行、京都銀行、静岡銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行、広島銀行、福岡銀行、北海道銀行（五十音順） 

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、地方銀行九行様のご協力を得て、この度「中国主要都市ビジネスセミナー：中
国における不正リスクマネジメント～不正発生時の対応と不正防止対応」を開催する運びとなりましたので、ご案内申し
あげます。 
 
世界第二の経済大国として、中国は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ています。中国市
場の重要性は高くなる一方、中国での競争はますます激化しており、コスト競争力の観点、及び、中国が「世界の市場」
に変化する中で中国人の感覚で市場ニーズをつかみ優秀な人材を確保・維持する観点から、現地化がより求められる
ことになります。 
 
しかしながら、単に運営を任せるだけではリスクが伴い、経営の健全性に懸念が生じます。企業経営における中国の重
要性が高まっているからこそ、不正問題が自社で発生しないよう、潜在的なリスクをしっかり管理することが重要となりま
す。そのために、中国特有の商慣行であります、コネ、メンツ、階級主義、ビジネス倫理に対する認識の違いというもの
を経営者が十分に認識し対処する必要があります。また、最近の公務員の不正摘発に見られるように、新政権は特に
汚職及び不正防止に力を入れており、企業経営への影響は今後より大きくなることが予想されます。 
 
本セミナーでは、中国の不正の現状を説明させていただいた上で、実際に発生した多国籍企業（欧米系、日系）の不
正案件をケーススタディとして用い、不正発生時に経営者として行うべき対応、そもそもの不正防止のための効果的な
内部管理の手法についてご紹介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 

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 

 

 北京 天津 大連 上海 武漢 

※同業者のお客様からのお申込は、お断りさせていただいております。ご理解宜しくお願いいたします。 



時間 
(上海第1部） 

時間 
(北京 / 天津 ） 

時間 
(大連/上海第2部

/武漢） 
進行予定 講演者 

09:30-10:00 13:30-14:00 14:30-15:00 受付 

10:00-10:05 14:00-14:05 15:00-15:05 開会の辞 

10:05-10:50 14:05-14:50 15:05-15:50 
【第一部】 
中国における不正リスク 
マネジメントセミナー 

【北京/天津会場】 
PwC中国  北京事務所 日本企業部 大角 史朗  
【大連会場】 
PwC中国 大連事務所 日本企業部 後藤 洋一 
【上海会場】 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 吉田 将文 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 高橋 翔太 
【武漢会場】 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 吉田 将文 

10:50-11:00 14:50-15:00 15:50-16:00 休憩 

11:00-11:45 15:00-15:45 16:00-16:50 
【第二部】 
中国における不正リスク 
マネジメントセミナー（続き） 

11:45-11:55 15:45-15:55 16:50-16:55 Q&A 

11:55-12:00 15:55-16:00 16:55-17:00 閉会の辞 
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プログラム 

講師のご紹介 

PwC中国 大連事務所 日本企業部  後藤 洋一 
日系機械メーカーにて連結決算、財務開示、海外子会社管理業務に従事した後、プライスウォーターハウスクー
パース上海事務所にて日系企業向け監査、税務アドバイザリー業務に従事。2011年8月より大連事務所へ赴
任。米国公認会計士。  

お申し込み方法 

PwC中国 上海事務所 日本企業部  高橋 翔太 
大手監査法人にて２年間、金融/リース会社及び投資ファンドの監査、財務デュー・デリジェンスに従事した後、
2007年10月にあらた監査法人に入所。製造業の法定/IFRS監査、IPO支援業務に従事。2012年よりPwCインドネシ
アに赴任、ジャカルタ事務所において日本企業のインドネシア投資に対し、会計・税務・法務に係るサポート業務に
従事。2013年よりPwC上海事務所に赴任し、監査、決算支援/早期化及び会計に関するコンサルティング業務を担
当。日本国公認会計士。 

PwC中国 上海事務所 日本企業部  吉田 将文                                       
１９９７年からの５年間、日本国内にて会計監査、連結決算早期化及びIFRSコンバージョン業務に従事。2002年7
月よりPwC香港事務所に勤務後、同年10月より同広州事務所にて勤務。主に広州、武漢進出の日系企業の会
計監査、税務実務アドバイザリー業務に従事。2008年10月より同上海事務所にて勤務開始。上海赴任以降は、
上記業務に加え、中国統括会社の財務責任者に対して、中国全体の内部管理業務実務や、組織再編案件のア
ドバイス業務を行っている。日本国公認会計士。 

PwC中国  北京事務所 日本企業部  大角 史朗  
プライスウォーターハウスクーパース中国の北京事務所にて、北京および天津を中心とする中国華北地区の日
系企業に対する監査、税務、会計アドバイザリー業務に従事。中国駐在前は、名古屋事務所を拠点として、米国
基準の監査を含む、製造業、特に自動車業界を中心とした財務諸表監査および内部統制監査に従事するととも
に、内部統制の改善支援業務および評価制度導入支援業務、海外子会社調査およびCAAT導入支援などの内
部監査に関連するアドバイザリー業務、不正調査業務などに従事。日本国公認会計士、公認不正検査士。 

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：7月16日（水）  オンラインサイト ttp://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_seminar_jul2014_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。）  


