
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：中国税務
及び内部管理実務の最新の動向」を開催する運びとなりましたので、ご案内申しあげます。 
 
過去10年の間に中国は、調達先から主要市場へと変換を遂げるとともに、世界第二の経済大国へと成長を遂げました。そし
てなお中国は、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ます。一方で、中国経
済の成長率は7％ほどで推移し、それに合わせて税収の伸びがゆるやかになる中、中国政府は将来の税収を確保するため
に新しい考え方を導入し、課税を強化しようとしています。 
 
例として、国際税務の新たな潮流として、OECDとG20での国際協調の下、 「税源侵食と利益移転（BEPS）」の防止に関する
ガイドラインの策定が進められており、これを受けて中国の国家税務総局（SAT）は、対外送金に係る調査（54号通達）を実施
し、中国の移転価格ガイドラインの全面改定を計画しています。 
 
そこで、当セミナーの前半では、最新の中国税務の課税強化の動きと共に、BEPSに関連する最新の議論内容とそれが
中国の移転価格ガイドラインに及ぼす潜在的な影響に焦点を当ててご説明します。 
 
また、中国ビジネスにおける様々なリスクに対処し、またリスクが発生した場合の損失を最小化するために、企業内部の業務
データを分析してリスクマネジメントに生かす取り組みが進めらています。そこでセミナー後半では、最近大きな注目を集めて
いるビッグデータ活用の観点から、中国ビジネスにおける２大リスクである不正リスク、税務リスクを最小化するための具体的な
分析手法について、実際の事例を用いながらご紹介し、また皆様とご一緒に考察させていただきます。 
 
なお、上海セミナーの後半は、上記の内容に代えて、昨今、再度注目が高まりつつある上海自由貿易試験区の最新の動向
をご紹介するとともに、関税対策や商検等の非関税部分における対策、争議解決、より効果的な輸出入管理等についてご説
明します。 
 
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 

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8日（水） ７月10日（金） 7月23日（木） 7月24日（金） 7月29日（水） 

開催場所 北京 大連 蘇州 上海 重慶 

時間 
14: 00 - 16: 00 

(13: 30 受付開始) 
14: 00 - 16: 00 

(13: 30 受付開始) 
14: 00 - 16: 00 

(13: 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) 

14: 00 - 16: 00 
(13: 30 受付開始) 

会場 
PwC中国北京事務所
Beijing Room 1&2 

森ビル１４階 
Meeting Room A 

蘇州万怡酒店４階 多
功能会議庁2+3 

PwC中国上海事務所
11階 Huai Hai Room  

PwC中国重慶事務所
19階 1905室 

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 

中国大连市西岗区
中山路147号森茂大
厦14楼 

江苏省蘇州工业园区
星海街188号 

上海市湖濱路202号企
業天地2号楼普華永道
中心 

重庆市渝中区邹容路
68号重庆大都会东方
广场19楼1905室 

プログラム 

【第一部】 中国税務実務の最新の動向（上海会場は主に移転価格税制を中心とした内容となります） 
【第二部】 
（北京、大連、蘇州及び重慶会場) データ分析を活用したモニタリング手法や最新の税務調査手法への対応 
（上海会場）自由貿易試験区の最新の動向及び貿易実務に関する管理手法 

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 

開催概要 

 北京 大連 蘇州 上海 重慶  



時間 
(上海第1部） 

時間 
(北京 / 大連/
重慶/蘇州 ） 

時間 
(上海第2部） 

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】 
中国税務実務の最新の動向 

 
【北京会場】 
PwC中国  北京事務所 日本企業部 高谷 将徳 
PwC中国  北京事務所 日本企業部 大角 史朗 
PwC中国  北京事務所 日本企業部 大塚 祐基 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 八木 晋  
 
【大連会場】 
PwC中国 大連事務所 日本企業部 佐川 喜一 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 八木 晋  
 
【重慶会場】 
PwC中国 大連事務所 日本企業部 後藤 洋一 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 八木 晋  
 
【蘇州会場】 
PwC中国 蘇州事務所 日本企業部  中川 明 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  山崎 学 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  Helen Ye 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 八木 晋 
 
【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  山崎 学 
PwC中国 上海事務所 日本企業部  Helen Ye 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 Michael Zhang 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 八木 晋 
 

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】 
（北京、大連、蘇州及び重慶） 
データ分析を活用したモニタリン
グ手法や最新の税務調査手法
への対応 
（上海） 
自由貿易試験区の動向及び貿
易実務に関する管理手法 

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 

プログラム 
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お申し込み方法 

お申込締切日：                                                                                                       
北京、大連会場：7月3日(金)/蘇州、上海会場：７月1７日（金）/重慶会場：７月２４日（金） 

※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。 

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 
 

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。 
オンラインサイト http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_cn_jul2015_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。）  


