
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『中国主要都市ビジネスセミナー：中国事業再構築
に向けての戦略と中国税務上の課題』を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

2016年に入っても引き続き、中国株の急落、人民元為替相場の下落等々、中国経済の景気の減速
感はまだまだ否めません。中国は改革開放以来の初めての本格的な景気後退期にあり、チャイナリス
クによる中国事業の経営破綻件数は増加の傾向、かつ大型化しつつあります。最近では、中国事業の
不振が日本本社の財務に甚大な影響を及ぼす事例も発生しています。中国事業リスクを見極め、いか
に『成長を前提とした経営』から脱却し、『現実に目を向けた事業経営』に切り替えるかがポイントとなり
ます。

本セミナーでは、第一部にて、中国事業再構築に向けての戦略として、中国で事業展開をしている日
系企業が直面している事業リスクとこれに対応するための各社の事業再構築のための取り組みを、具
体的な事例に基づきご説明いたします。特に、私どもの過去の経験からは、事業再構築プロジェクト推
進おいては、日本本社、中国統括会社、中国現地法人等の関係者間における協業体制の構築が極
めて重要であり、本セミナーでは、実際のプロジェクト事例に基づき、日中双方が果たした具体的な役
割についてご説明いたします。

また、第二部では、事業再構築を実行する際の中国税務問題についてご説明いたします。また、事業
再構築の場合に限らず、一般に中国税務において最近ご相談を受ける重要問題についても、併せて
ご紹介いたします。中国政府にとって税収による財源確保は引き続き至上命題であり、そのための企
業に対する課税強化の動きは一層強まるものと考えられます。

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

PwC中国日本企業部
中国主要都市ビジネスセミナー

日付 10月28日（金） 11月1４日（月） 11月16日（水） 11月18日（金）

開催場所 上海 大連 青島 天津

時間
14: 00 - 16: 00

(13: 30 受付開始)
14: 00 - 16: 00

(13: 30 受付開始)
14: 00 - 16: 00

(13: 30 受付開始)
14: 00 - 16: 00

(13: 30 受付開始)

会場
PwC中国上海事務所
11階 Huaihai Room

PwC中国大連事務所
8階Meeting Room08007

PwC中国青島事務所
37階 Huanghai Room

PwC中国天津事務所
36階 Tianjin Room

会場住所
上海市湖濱路202号
企業天地2号楼
普華永道中心11楼

大連市西岡区
中山路147号
森ビル8階

青岛市市南区延安三路
234号
海航万邦中心1号楼37楼

天津市和平区南京路
189号
津汇広場2座36F

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

ご挨拶とセミナー主旨

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

上海 大連 青島 天津

※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 進行予定 講演者

13:30-14:00 受付

14:00-14:05 開会の辞

14:05-14:50
【第一部】
中国事業再構築に向けての戦略とその実践
‐ ケーススタディに基づく本社と現地の役割

PwCアドバイザリー合同会社
パートナー 倉田 治（上海セミナーのみ）
パートナー 服部 基之

14:50-15:00 休憩

15:00-15:45

【第二部】
中国事業再構築にあたっての税務課題と最
近の中国の税務動向 PwC中国 上海事務所 日本企業部 山崎 学

15:45-15:55 Q&A

15:55-16:00 閉会の辞

プログラム
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お申し込み方法

講師のご紹介

PwC中国・上海事務所 税務部 アソシエートディレクター
山崎学

独系企業、米系企業にて勤務後、2007年9月よりPwC東京事務所に入所し、主にオー
ナー企業の事業承継や、クロスボーダーの相続税等の資産税業務に従事。2010年12
月よりPwC中国・上海事務所に赴任し、現在は日系企業に対して中国における税務ア
ドバイザリー業務に従事。

PwC アドバイザリー合同会社 事業再生部門リーダー パートナー
倉田 治

2000年2月に入社以後、日本における事業再生ビジネスの立ち上げに取り組む。この
10年近くは、財務面または事業面において窮境に陥った事業会社の再生案件を中心
に活動している。幅広い業種に対し、特に私的整理を中心に、事業再生ADR、公的
機関との連携、またM&A等、様々なスキームを用いた案件実績も多数にのぼる。ま
た、金融機関をはじめとするステークホルダーとの調整機能においても多くの実績を
有する。2015年8月に「海外事業再生チーム（Global Business Recovery Team）」立ち
上げ、数多くの海外事業再生案件に従事している。

PwC アドバイザリー合同会社 事業再生部門 パートナー 公認会計士
服部 基之

1988年に青山監査法人（PW）に入所後、会計監査業務および株式公開支援業務に
従事。1999年以降、PwC海外事務所（中国、タイ、シンガポール）に日本企業ビジネス
責任者として、通算で12年間駐在し、数多くの日本企業の中国アジアビジネスの進
出、進出後の諸問題の解決に幅広く関与。2015年10月にPwC日本事務所（PwCアド
バイザリー合同会社）に帰任し、日本企業の中国・アジアビジネスに係るアドバイザ
リー業務に従事している

オンライン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：上海会場：10月26日（水）/大連、青島、天津会場：11月11日（金） オンラインサイト
http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_oct_nov2016_reg.html（オンライン申込みがうまくいかない場合は、
必要事項(1.お申込者氏名 2.貴社名 3.部門 ・役職 4.電話 5.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。）

* 同業者様からの参加申込みはお断りさせて頂きます。


