
PwC中国日本企業部 
     江蘇省南京地区ビジネスセミナー  

日付 9月19日（金） 

時間 15: 00 - 17: 00 (14: 30 受付開始) 

会場 

PwC中国南京事務所 
* 応募者多数の場合、同じ建物内の南京威斯汀大酒店の会議室に変更させて
いただく場合がございます。会場の変更がある場合には別途参加者様にご連
絡させて頂きます。 

会場住所 南京市鼓楼区中央路201号南京国际广场南塔12A层01室 

プログラム 

  14:30 – 15:00 受付 
  15:00 – 15:05 開会の辞 
  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 
  15:50 – 16:00 休憩 
  16:00 – 16:45 【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） 
  16:45 – 16:55 質疑応答 
  16:55 – 17:00 閉会の辞 

使用言語 日本語 

参加費 無料 

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「江蘇省南京地区ビジネスセミナー：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 
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講師のご紹介 

PwC中国 上海事務所 日本企業部/監査部 
マネージャー 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。 

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：9月12日（金）  オンラインサイト  
http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_nj_sep2014_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。）  


