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PwC中国 日本企業部

「PwC税務・会計セミナー（青島、済南）｣
ご挨拶とセミナー主旨
私どもPwC中国日本企業部では、この度「PwC税務・会計セミナー｣と題したセミナーを山東省の
青島、済南の二都市で開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。今回のセミナーでは、
中国での企業経営に必要となる知識を効率よくアップデートさせていただければと考えております。
第一部： 中国の経済政策、ビジネス規制、税務アップデート
中国政府の重要任務として金融リスク抑制、環境保護強化、貧困撲滅が着実に進められています。
特に近年の環境保護規制、執行の強化による行政処分が増加し、今年度からは環境保護税法が施
行されており、新たな税務リスクとなり得ます。税務行政面では全国的に国税、地税の一体運営によ
る税務調査の強化が行われております。また、山東省特有の経営リスクとしては、政府要請により立ち
退きの問題が散見されます。本セミナーではこれらの問題の概要、対応策について解説します。

第二部： 移転価格税制アップデート
移転価格税制は中国における日系企業の主要な経営リスクです。本セミナーでは、最近の中国に
おける移転価格の税務調査（自主調整、合同調査）、日中の相互協議の紹介。また、BEPS関連規定
について、企業所得税の申告（関連企業取引報告書）、移転価格文書化（マスターファイル、ローカ
ルファイルなど）の実務対応を解説します。
第三部： 中国税関問題のアップデート
2017年7月から開始された税関の全国通関一体化による組織変更、通関プロセスの変更とその影
響の動向、また、税関によるロイヤルティー課税問題や自主申告の要求などの税関調査の解説。
第四部： 個人所得税アップデート
中国の個人所得税の基礎、日系企業でよく見られる過少申告事例についての解説。
PwC中国 日本企業部統括代表パートナー
高橋忠利

開催概要
2018年3月7日（水）

日付
開催場所
時間
会場住所

PwC中国 青島事務所
15: 00 - 17:20 (14:30 受付開始)
青岛市市南区延安三路234号
海航万邦中心1号楼37楼

時間
会場住所

日本語

参加費

無料

協賛

時事通信社上海支局

2018年3月8日（木）

日付

開催場所

使用言語

PwC中国 済南事務所
15: 00 - 17:20 (14:30 受付開始)
济南市市中区 二环南路6636号
中海广场1801室

使用言語

日本語

参加費

無料

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

14：30 – 15：00

受付

15：00 – 15：30

第一部 中国の経済政策、ビジネス規制、
税務アップデート

PwC中国 北京事務所 日本企業部
アソシエイトディレクター 高谷 将徳

15：30 - 16：10

第二部 移転価格税制アップデート

PwC中国 北京事務所 移転価格部
ディレクター 杨 锋 （Yang Feng）

16：10 – 16：20

休憩

16：20 – 16：40

第三部 税関問題アップデート

16：40 - 17:10

第四部 個人所得税アップデート

17:10 - 17:20

Q&A

PwC中国 青島／済南事務所 日本企業部
シニアアソシエイト 加藤 雄次郎

講師のご紹介
PwC中国 青島事務所 税務/ビジネスコンサルティング部門 代表パートナー 张海燕 （Helen Zhang）
多数の国有企業の再編、上場プロジェクトや外資系企業の税務、ビジネスコンサルティングに従事、計
18年の経験を有する。青島市を含む山東省の外資系企業の中国事業に関して、参入時の投資ストラク
チャー、事業再編、清算に関して数多くのプロジェクトを担当。多数の国有企業の再編、上場プロジェ
クトや外資系企業の税務、ビジネスコンサルティングに従事、計18年の経験を有する。青島市を含む山
東省の外資系企業の中国事業に関して、参入時の投資ストラクチャー、事業再編、清算に関して数多
くのプロジェクトを担当。山東大学租税学修士、米国Golden Gate大学租税学修士、中国公認会計士。
PwC中国 北京事務所 日本企業部 アソシエイトディレクター 高谷 将徳
2006年よりPwC中国（上海/北京）にて、会計監査・税務アドバイザリー業務に従事。中国における新規進
出、事業運営、事業再編、撤退に関して豊富な経験を有する。前職は株式会社日立製作所にて、2000年
から海外投資、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、アジアの海外事業企画
に従事した経験を持つ。中国滞在12年。京都大学総合人間学部卒。米国公認会計士。
PwC中国 北京事務所 移転価格部 ディレクター 楊 鋒 （Yang Feng）
2002年にPｗC東京事務所に入所。2006年にPｗC北京事務所移転価格チームに移籍。長年、主に日系企
業に移転価格専門サービスを提供。移転価格調査対応のサポート、日中間事前確認申請及び相互協議に
よる二重課税問題の解決、同時文書作成等の移転価格専門サービスに携わっている。1995年に日本に留
学し、日本関東学院大学の大学院から修了し、経済学修士学位を取得（会計学専攻）。
PwC中国 青島／済南事務所 日本企業部 シニアアソシエイト 加藤 雄次郎
2017年よりプライスウォーターハウスクーパース中国（北京事務所）に入所し、日系企業に対する税務、
ビジネスアドバイザリー業務に従事。前職である大手監査法人の国際事業部では日本基準に基づく、
財務諸表・内部統制監査業務に従事するとともに、IFRS/米国基準での監査業務経験も有する。
東京大学文学部卒。

お申し込み方法
申し込みは、必要事項（①会社名、②氏名、③青島／済南の会場希望）を以下の担当の塩地ま
で、メールにてお申し込みください。お申込締切日：2018年3月5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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