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PwC中国 日本企業部セミナー
「中国税関・移転価格税制の最新動向」 - 南京・合肥
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「中国税関・移転価格税制の最新動向」に関するセミナーを
南京および合肥にて開催する運びとなりましたので、ご案内申しあげます。
現在、第13次五ヵ年計画の3年目に突入し、規制環境の変化、および、ビジネス環境の変化に、適時に、適
切に対応できる一助となるよう、中国税関および移転価格税制の最新動向をお伝えします。
第1部「中国税関および国際貿易業務の最新動向」
中国の景気減速による税収の伸張率鈍化などの影響もあってか、中国税関も活発な税関調査を行う傾向
にあります。一方で、2017年7月1日の全国通関一体化政策の実施に伴い、税関組織の変更や再編成、また
新しい通関システムの導入による通関プロセスの変更などがありました。
第１部では、中国税関および国際貿易業務の最新動向について、事例を交えながらご紹介いたします。
第2部「移転価格税制の最新動向」
多国籍企業のクロスボーダー取引において密接に関連する税制として、関税と移転価格が挙げられます。
税務局による調査方法の多様化、システム化が進む一方、税関からも移転価格で行うベンチマーキング分
析が求められるケースが多くなってきています。
ロイヤリティや開発費などの回収方法や負担関係は、移転価格と税関対応の両面の妥当性を確保する必
要があり、最近では、日中間の仕切り価格に関する見直しや商流の再検討を行う企業が増えています。
第2部では、移転価格の最新動向を紹介するほか、関税との関連性/違いについても説明いたします。
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 Mainland China and Hong Kong 日本企業部統括代表パートナー
高橋忠利

開催概要
日付

7 月26日（木）

7 月27日（金）

開催場所

南京

合肥

時間

1 5: 00 - 17: 00 (1 4:30 受付開始)

1 0: 00 - 1 2: 00 (9:30 受付開始)

会場

南京玄武飯店 2階 聚星厅

PwC合肥事務所

南京中央路1 93号

合肥市蜀山区潜山路1 1 1 号
华润大厦B座4306室

会場住所

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

プログラム
時間
進行予定

講演者

南京

合肥

1 4:30-15:00

9:30-10:00

受付

1 5:00-15:05

1 0:00-10:05

ご挨拶、背景紹介

Pw C中国 蘇州事務所 日本企業部
マネージャー 中川 明

1 5:05-15:55

1 0:05-10:55

第一部 中国税関の最新動向

Pw C中国 蘇州事務所 日本企業部
マネージャー 中川 明

1 5:55-16:05

1 0:55-11:05

休憩

1 6:05-17:00

1 1 :05-12:00

第二部 移転価格税制の最新動向

Pw C中国 上海事務所 日本企業部
シニアマネージャー 村松 昭彦

講師のご紹介
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支援業務など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。

PwC中国 上海事務所 日本企業部 シニア マネージャー 村松 昭彦
大手電子部品メーカーおよび大手自動車部品メーカーにて約11年間勤務し、国際税務部
門にて中国、アセアン、欧米の子会社に対する移転価格方針の展開、移転価格調査や各
種税務問題の対応支援に従事した経験を持つ。その後上海の日系コンサルティング会社に
て、税務、会計のコンサルティングを経験。2015年6月PwC中国上海事務所に入所し、移転
価格および税務コンサルタントとして、日系企業に対して移転価格リスク対策のプランニング
支援、移転価格調査のディフェンス支援、移転価格同時文書作成支援等のコンサルティン
グサービスを提供。同志社大学商学部卒、早稲田大学大学院商学研究科修了（財政学-租
税理論専攻）。米国公認会計士（ワシントン州）。

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。

下記お申込み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。

https://www.pwccn.com/en/events/event-nj-hf-jul2018-jp-form.html
お申込締切日：7月24日（ 火） ※定員は各会場20名（先着順）とさせて頂きます。
お問い合わせ:
Pw C中国 日本企業部

担当： 塩地 美里 E-m a il： m isato.shiochi@cn.pwc.com
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