PwC Indonesia

Webinar Series

PwC インドネシア Japan Business Desk主催 オンラインセミナー

日系企業対象 テクニカルアップデートセミナー 2020
謹啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、毎年恒例のテクニカルアップデートセミナーをWebinar形式で開催いたします。税務、関税、会計、オムニバス法につ
いてアップデート情報等をご提供し、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）がいまだ収束を見ない中、より厳しさを増す税務執
行状況についても解説いたします。
また、今回PwCあらた有限責任監査法人、PwC税理士法人からもスピーカーが参加し日本からの観点の内容も含めて講演さ
せていただきます。 下記の通り二日間にわけて実施致しますので、両日ご参加いただけますと幸いに存じます。
敬白

日時

法務・税務：2020年12月16日(水) ジャカルタ時間 13:30-15:00（日本時間 15:30-17:00）
会計・関税：2020年12月17日(木) ジャカルタ時間 13:30-15:00（日本時間 15:30-17:00）

配信
方法

ビデオ会議システム「WebEx」を利用したオンラインセミナー
ご登録いただいた方にセミナーのリンクをお送り致します

内容

16日 13:30

ご挨拶 割石 俊介 ジャパンビジネスデスクリーダー/アドバイザー（パートナー）

13:35*

法務

オムニバス法概要

14:05*

税務

COVID-19禍における最新の税務執行状況と実務対応のポイント

17日 13:30

ご挨拶 割石 俊介

13:35*

会計

2020年度から強制適用された新会計基準（収益、リース、金融商品）の概要と実務上
の課題

14:25*

関税

関税調査動向、および輸出申告書の変更、原産地証明の新たな制度などのアップデ
ート

*時間は多少前後する可能性がありますので途中参加の場合少し早めに接続ください
講師

PwCインドネシア
菅原 竜二 移転価格部門 / アドバイザー（パートナー）
玉垣 謙一 ジャパンビジネスデスク / アドバイザー（シニアマネージャー）
伊藤 通啓 ジャパンビジネスデスク / アドバイザー（シニアマネージャー）
井上 由貴 ジャパンビジネスデスク / アドバイザー（マネージャー）
PwC税理士法人、およびPwCあらた有限責任監査法人
井ノ口 和均 PwC税理士法人 ディレクター
水野 直樹 PwCあらた有限責任監査法人 マネージャー

対象

インドネシア法人および日本本社あるいはASEAN各国の経理・税務・法務部のご担当者様

言語

日本語
お申し込み・お問い合わせは次ページを参照ください

※本オンラインセミナーは一般の方を対象としておりますので、競合企業の方のご登録はご遠慮ください
プログラム、講演者については変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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お申し込み・お問い合わせ

2020年12月14日までにhttps://pwc.to/3obuX3Uにてお申し込みください
お問い合わせ等ございましたらLaura Lesmana (laura.lesmana@pwc.com)までご連絡ください
（日本語可）

お問い合わせ

配信方法

ビデオ会議システム「WebEx」を利用したオンラインセミナー
ご登録いただいた方にセミナーのリンクをお送り致します

対象

インドネシア法人および日本本社あるいはASEAN各国の経理・税務・法務部のご担当者様

言語

日本語

参加費

無料
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PwC Indonesia 講師略歴 (登壇順)
割石 俊介
（わりいし しゅんすけ）
ジャパンビジネスデスク
アドバイザー/パートナー
shunsuke.wariishi@pwc.co
m

•

玉垣 謙一
（たまがき けんいち）
ジャパンビジネスデスク
アドバイザー/シニアマネージ
ャー
kenichi.t.tamagaki@pwc.co
m

•

菅原 竜二
（すがわら りゅうじ）
移転価格部門
アドバイザー/パートナー
ryuji.sugawara@pwc.com

•

•
•

•
•

•

•
伊藤 通啓
（いとう みちひろ)
ジャパンビジネスデスク
アドバイザー/シニアマネージ
ャー
日本国公認会計士
ito.michihiro@id.pwc.com

•
•

井上 由貴
（いのうえ ゆき）
ジャパンビジネスデスク
アドバイザー/マネージャー
日本国公認会計士
yuki.i.inoue@pwc.com

•

•

•

メガバンクの国内営業店、本部、上海支店勤務を経て、2007年にJICAイン
ドネシア事務所にて中小企業振興・金融分野支援に従事
2009年よりPwCインドネシアに入所。日系リース会社の設立、ファイナンス
会社の買収などを支援。その後、2012年より2年間JICAミャンマー事務所
にて投資促進・証券市場などの開発プロジェクトを推進
2014年にPwCインドネシアに復帰。現在、Japan Business Deskリーダー
として、日系クライアントへのサービス・アドバイス提供をを統括している
2014年11月にPwC入社以降、市場調査（規制調査を含む）やM&Aにかか
る各種業務、ODA案件などの幅広い分野で活動し、案件組成～案件完了
に至るまでのアドバイスを提供している
PwC入社以前の2010～2012年にはインドネシア中央銀行に国際協力機
構（JICA）派遣の専門家として常駐し、金融セクターにかかる案件を実施し
た
2018年8月にインドネシアに着任し、現在はインドネシアに展開する日系
企業のサポートを行っている
1999年から2001年までPwCサンフランシスコ事務所での勤務を経て大手
会計法人に移籍、その後、東京事務所、ソウル事務所、シンガポール事務
所での勤務を経て本格的にインドネシアの日系企業の移転価格問題の解
決のため2013年にPwCインドネシアに移籍
本社、地域統括会社、現地法人の包括的な観点から企業の直面する移転
価格税制の問題の解決に取り組んでいる。様々な業種の移ｈ転価格税務
調査対応、移転価格争訴サポート、各国税務当局とのAPA（事前確認）・
相互協議支援、移転価格ポリシー策定等のプランニング、移転価格文書
化の豊富な実務経験を有している
ジャカルタジャパンクラブ（JJC）の課税問題委員 専門家委員
2005年12月にPwC有限責任監査法人（名古屋事務所）に入所。
製造業を中心に国内上場会社の財務諸表監査、内部統制監査、会計アド
バイザリー、海外子会社の内部統制構築支援業務に従事。また、外部セミ
ナーの事務局や講師を担当。
2018年7月から PwCインドネシアに赴任。インドネシアに展開する日系企
業に対して、会計および監査のみならず、税務や企業再編など多岐にわた
りにアドバイザーとしてサポートを行っている
2011年4月より大手監査法人において、7年間にわたり製造業・小売業を中
心に国内企業の財務諸表監査、内部統制監査および株式上場準備支援
業務に従事
2018年9月よりPwCインドネシアに入所。インドネシアに展開する日系企業
に対して、現地専門家と共に、会計監査、税務調査・裁判、個人所得税、
関税、規制、法務等の支援、また情報発信を行い、個人所得税、関税のセ
ミナー講師も担当

PwC税理士法人、およびPwCあらた有限責任監査法人講師 (登壇順)
井ノ口 和均
• 2006年にPwC香港に入所、中国における日系子会社に対して移転価格サ
（いのくち かずひと）
PwC税理士法人
国際税務サービスグループ
ディレクター
kazuhito.a.inokuchi@pwc.co
m

•

•
水野 直樹
（みずの なおき)
PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部
マネージャー
日本国公認会計士
naoki.mizuno@pwc.com

•
•
•
•

ービスを提供
その後、2008年にPwC税理士法人へ出向、国際税務サービスグループに
所属し、日本本社が直面する移転価格問題の解決に取り組む。特に、製
造業や金融業を中心とする多くの日系企業に対し、有形/無形資産、役務
提供取引に関する移転価格ポリシーの構築や移転価格文書作成に関す
るサポートに従事
2011年7月にPwC香港へ帰任し移転価格サービスへ従事。その後、2014
年7月よりPwC税理士法人へ移籍。米国公認会計士
2013年2月にPwCあらた有限責任監査法人に入所
製造業を中心に国内上場会社の財務諸表監査、内部統制監査、リファード
ワーク（海外監査人の指示に基づく監査）に従事。また、外部セミナーの講
師を担当
デジタルアンバサダーとして、社内におけるデジタルツール利用の検討・導
入を促す
サステナビリティ経営支援サービスの一環として、サステナビリティ経営に
関する評価、分析業務に従事

