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PwC中国 日本企業部 セミナー
「江蘇省における移転価格調査・税務調査・日中
APAの最新動向｣
および「移転価格税制コンプライアンスの留意点」
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。さて、私どもPwC中国日本企業部では、こ
の度「江蘇省における移転価格調査・税務調査・日中APAの最新動向｣および「移転価格税制コンプ
ライアンス上の留意点」と題したセミナーを開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
第一部：「江蘇省における移転価格調査・税務調査・日中APAの最新動向｣
中国、特に江蘇省における移転価格税制執行の最新動向（システム化された利益水準に対する監
督、移転価格調査、日中APAなどを含む）について取り上げさせていただきます。江蘇省は、中国で
もっとも厳しい移転価格税制の執行が行われている地域であり、その傾向は現在も続いています。今
回、江蘇省における移転価格税制の執行や税務当局の動向に精通した当局出身者や中国人アドバ
イザーが講師を務め、日系企業が直面する最新の状況をご説明します（日本語通訳での解説）。
第二部：「移転価格税制コンプライアンス上の留意点」
中国の移転価格税制コンプライアンスにおける特に重要な留意点についてご説明いたします。
2016年に公布された42号公告では、新たなコンプライアンス事項として、従来の同時文書を踏襲しな
がら強化されたローカルファイルの作成や企業所得税申告における新しい移転価格関連表への入
力が要求されました。また2018年に入り、マスターファイルに関するお問い合わせを数多く頂いてい
ます。ローカルファイル、マスターファイル、関連申告表を中心に、第一部の最新動向を踏まえなが
ら、要点をまとめてお伝えします。
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中国大陸および香港 日本企業部統括代表パートナー
高橋 忠利

開催概要
1月31日（水）

日付
開催場所

蘇州

時間

14: 30 - 17:00 (14:00 受付開始)

会場

PwC中国 蘇州事務所

会場住所

苏州市苏州工业园区苏州大道西9号
兆润财富中心西塔42楼02室

言
語

第一部

中国語および日本語

第二部

日本語

参加費

無料

プログラム

裏面をご参照ください。

協賛

時事通信社上海支局

プログラム
時間

進行予定

講演者

14 : 00 – 14 : 30

受付

14 : 30 – 14 : 35

新年のご挨拶、ならびに開会の辞

14 : 35 – 15 : 35
（1時間）

第一部（前半） 中国および江蘇省における利益水準
監督システム、日中APA等の最新動向

15 : 35 – 15 : 45

休憩

15 : 45 – 16 : 15
（30分間）

第一部（後半） 税務調査における主に移転価格関係
の対応について

PwC中国上海事務所 アドバイザー 宋小林 (Tom Song)

16 : 15 – 16 : 45
（30分間）

第二部 移転価格税制コンプライアンス上の留意点

PwC中国蘇州事務所 マネージャー 中川明

16 : 45 – 17 : 00

Q&A

PwC中国蘇州事務所 パートナー 朱辉平 (Henry Zhu)
PwC中国上海事務所 マネージャー 苏添 (Steven Su)

講師のご紹介
PwC中国 蘇州事務所 移転価格部 パートナー 朱辉平 (Henry Zhu)
蘇州市国税局において16年間にわたり、外商投資企業の税務管理業務、移転価格、非居住者関連税
制、輸出税還付管理、大企業調査等を専門に従事。税務機関勤務中に、蘇州/江蘇国税局移転価格
チームの中心メンバーの1人として、全蘇州市の具体業務の実施、指導、管理を統括。幅広い業界の移
転価格全国合同調査に参画し、それらを主導。また国税総局の特別納税調整法制チームのメンバーとし
て、多くの特別納税調整に関する重要文書を起草。中国の多くの省市の税務機関に研修を行い、テクニ
カル面に関する専門的交流を展開し、幅広く、かつ深度のある協力関係を構築している。中央財経大学
卒業、中国公認会計士、公認税理士。
PwC中国 上海事務所 税務アドバイザー 宋小林 (Tom Song)
PwC入所前、税務機関で37年近くの勤務経験を持ち、主に国際税収や大手企業の管理業務に従事。
税務局時代、地方関連税収に関する法律や法規の策定および細則の実施に積極的に参与。国外税収
政策、外国税務管理、税務監査、財務会計や国外税務プランニングなどの分野において豊富な技術知
識や実践経験を有する。江蘇省の非居住民企業の所得税管理に大きな貢献を果たし、中国･韓国間初
のBAPA締結に参与。しばしば全国的な税務出版物で税務専門文書を発表。多くの地方税務機関と良
好な協力関係を持つ。電子通信、電子部品、自動車、製薬、投資管理、小売や卸売、商務サービスな
どの多国籍企業に対し、日に日に複雑化する税務問題の解決サポートを提供。

PwC中国 上海事務所 移転価格部 マネージャー 苏添 (Steven Su)
2017年PwCに入所する前は、江蘇省国家税務局反避税（反租税回避）センターで勤務。企業関連者間
取引申告と同時文書準備に係る税務リスク関連の徴収管理システムの開発や査定評価、移転価格監
査と調査業務の推進、APA締結のサポートおよび推進などの業務に従事。税務局局員として豊富な経
験を持ち、江蘇省国家税務局の国際税源監視管理システム開発における主要メンバー。複数の移転価
格調査案件、APA締結および相互協議を成功に導き、さらに国家税務総局2016年42号公告等に関連
する国家税務総局政策の起草や国際的に有名な税務機関文書の作成に参与。現在、多国籍企業に
対し移転価格問題の解決サポートを提供。蘇州大学･法学院国際経済法専攻･修士学位。
PwC中国 上海事務所 移転価格部 シニアマネージャー 王青 (Wang Qing)
2007年PwC中国上海事務所移転価格チームに入所以来、主に日系の多国籍企業に対して、 移転価格
サービスを提供。2011年11月よりPwC税理士法人東京事務所1年半駐在。移転価格部に所属し、主に中
国関係のプロジェクトを担当。日中間二例目の二国間APA締結をサポート。上海、蘇州、無錫それぞれ
で一例目の二国間APA（日中二国間間APA）合意をサポートした経験を有する。中国税理士。
PwC中国 蘇州事務所 日本企業部 マネージャー 中川 明
2007年にPwCあらた監査法人に入所。製造業、小売・流通業を中心とした日本国内の上場企業の財務
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アドバイザリー業務およびIPO
支援業務等のアドバイザリー業務に従事。2011年からは事業会社に常駐しIFRS導入支援プロジェクトに
従事。2014年９月よりPwC中国に赴任し、蘇州事務所において日系企業に対し、監査業務、会計コンサ
ルティング業務、税務業務、内部統制構築支援業務に従事している。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いただきます。

案内状メールにある「お申込み方法」に記載してある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：１月29日（月）
お問い合わせ:
PwC中国 日本企業部 担当： 塩地 美里 E-mail： misato.shiochi@cn.pwc.com
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