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 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5日（金） ７月9日（火） 7月11日（木） 7月12日（金） 

開催場所 無錫 大連 北京 上海 

時間 
14: 30 - 16: 30 

(14: 15 受付開始) 
14: 30 - 16: 30 

(14: 15 受付開始) 
10: 00 - 12: 00 

(9: 45 受付開始) 
14: 30 - 16: 30 

(14: 15 受付開始) 

会場 
無錫 
ミレニアムホテル 

  大連凱倫飯店 

(KERREN HOTEL)   
PwC中国北京事務所 
26階 
Beiｊing Room 1&2 

PwC中国上海事務所
11階 
Huai Hai Room 1&2 

会場住所 
无锡市新区 
长江路11号 

大連経済技術開発
区金馬路186号 

北京市朝陽区 
東三環中路7号 
北京財富中心写字楼 

上海市湖濱路202号
企業天地2号楼 
普華永道中心 

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：京都銀行、静岡銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行（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、地方銀行五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」を
開催する運びとなりましたので、ご案内申しあげます。 
 
<中国における近年の税務調査の動向について>  
企業が事業活動を行うにあたって、適切な税務申告及び納税を行うことはコンプライアンス上非常に重要であるというこ
とは当然ながら、かかる申告納税が適切に行われているか否かについて税務当局より調査を受ける、いわゆる“税務調
査”についても不可避の課題となります。特に中国においては、合理的な根拠に乏しい理不尽な課税が行われたり、過
去の税務局との合意が反故にされたりすることもあり、企業経営上の予測可能性が乏しい税務行政の執行が行われて
いると言われております。一方、税務調査に係る各ケースを詳細に分析してみると、実際には企業側の理解不足の部
分があるため、税法関連規定の条文を適切に解釈することで最終的には課税に至らないケースも少なくありません。つ
まり、一定の対応を行うことで課税金額をコントロールできる場合がございます。  
本セクションでは中国における近年の税務調査の動向について説明するとともに、他社事例等を用いて具体的な対策
方法について、私どもの過去の経験をシェアさせていただきます。 
  
<送金関連問題及びその他の税務関連トピックの動向について>  
ご承知の通り、日本本社が中国を含む海外子会社から配当その他の方法で資金を回収するニーズが高まりつつある
一方で、中国においては引続き厳しい外貨管理の規制が行われているため、日本本社が中国子会社から資金を回収
する際に予期せぬ課税による税負担が生じたり、最悪の場合には回収そのものができないケースも少なくありません。  
本セクションでは私どもの経験した事例を参考にしながら、中国からの送金に関して問題になりやすいポイントについて
ご紹介させていただきます。  
また、中国における恒久的施設（いわゆるPE）の認定に関連するトピック（出向者に関連する国家税務総局公告2013年
第19号のご紹介を含む）や、その他の税務関連トピックについても本セクションでお話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 

 

無錫 大連 北京 上海 

※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 
(北京） 

時間 
(無錫 / 大連 / 上海） 

進行予定 講演者 

09:45-10:00 14:15-14:30 受付 

10:00-10:05 14:30-14:35 開会の辞 
PwC中国 上海事務所 
日本企業部統括責任パートナー 
高橋 忠利 

10:05-10:50 14:35-15:20 
【第一部】 
中国における近年の税務調査の動向
について 

【北京会場】 
PwC中国  北京事務所 日本企業部  
高谷 将徳 
【大連会場】 
PwC中国 大連事務所 日本企業部  
後藤 洋一 
【上海/無錫 会場】 
PwC中国 上海事務所 日本企業部 
渕澤 高明 

10:50-11:00 15:20-15:30 休憩 

11:00-11:45 15:30-16:15 
【第二部】 
送金関連問題及びその他の税務関連
トピックの動向について 

11:45-11:55 16:15-16:25 Q&A 

11:55-12:00 16:25-16:30 閉会の辞 
PwC中国 上海事務所 
日本企業部統括責任パートナー 
高橋 忠利 
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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。  

PwC中国 北京事務所 日本企業部 
高谷 将徳 
 
 プライスウォーターハウスクーパース中国にて、会計監査・税務アドバイザリー業務に従事。中国
での事業再編、撤退に関して、税務、会計、財務、その他法規の観点から豊富な経験を有する。
前職は、日本の大手電機メーカーにて、海外投資、M&A、知的所有権ライセンス、中国事業立ち
上げ等、幅広く欧米、アジアの海外事業開発に従事。中国滞在は合計8年以上。 京都大学総合
人間学部卒。米国公認会計士。 

PwC中国 上海事務所 日本企業部  
渕澤 高明 
 
2002年中央青山監査法人に入所。以降、約5年間に渡り主として日本の製造会社を中心とした多
数の会計監査業務に従事。2010年大手税理士法人に入所、2011年3月まで移転価格アドバイザ
リー業務に従事。2011年7月よりPwC中国上海事務所にて勤務、日系企業への中国における一
般税務業務に係るサービスを担当。日本国公認会計士。 

お申し込み方法 

下記オンライン申込みサイトにアクセスし、参加ご希望の開催地を選択し、 
必要事項をご記入後、「送信」ボタンを押してください。 
http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_cn_jul2013_reg.html 
（オンライン申込みがうまくいかない場合は、参加ご希望の開催地と、必要事項 
(1.お申込者氏名 2.貴社名（英語） 3.部門 ・役職 4.貴社住所 5.電話 6.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。） 
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