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PwC中国日本企業部
中国人財務担当者向け会計、税務、法務セミナー

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、2017年12月、私どもPwC中国日本企業部では、この度「中国人財務担当者向け会計、税務、法
務セミナー」（中国語）を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、企業の会計実務、税務実務、法務実務の面からについて、弊社の経験を中国人
財務責任者と交流させていただきたいと申し上げます。

会計上の課題：中国会計準則2017年の更新についてご紹介いたします。

税務上の課題：中国の一般税務及び移転価格のホットトピックと実例の説明、及び税制執行の最新動
向をご紹介いたします。

法務上の課題：労働法を主として2017年の更新についてご紹介いたします。

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中国及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

日付 12月1日（金）

開催場所 北京

時間
第一部：09:30-12:00  (9: 00 受付開始)
第二部：15:00-17:30 (14: 30 受付開始)

会場
PwC中国 北京事務所26階
Beijing Room  1 & 2

会場住所 北京市朝陽区东三環中路7号北京財富中心写字楼

プログラム 裏面をご参照ください 使用言語 中国語

参加費 無料
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プログラム

お申し込み方法

案内状メールにある「お申込み方法」に記載してあるお申込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：11月28日（火） ※一社様につき、2名様までの参加とさせていただきます。

* 同業者様からの参加申し込みはお断りさせて頂きます。

瑞栢弁護士事務に入社前、国内の弁護士事務所でパートナーとして勤務。労働法や税法、争議解決、会社の商業事務などを含
む法律サービスにおいて豊富な経験を有する。中国政法大学法律修士。英語堪能。中国弁護士。

お問い合わせ：
PwC中国北京事務所 日本企業部
魏如 (Sunny Wei ) E-mail：sunny.r.wei@cn.pwc.com   Tel: 010-65333237

時間 進行予定 講演者

09:00-09:30       14:30~15:00 受付

09:30-09:35        15:00~15:05 開会の辞

09:35-10:15          15:05~15:45 中国会計準則2017年の更新
PwC中国北京事務所
監査部担当

10:15-10:35           15:45-16:05
2017年移転価格アップデート及び
最新の税務調査執行状況

PwC中国北京事務所 税務部
移転価格担当

10:35-10:45          16:05-16:15 休憩

10:45-11:15           16:15-16:45
2017年一般税務の最新の税務執行
状況

PwC中国北京事務所 税務部
一般税務担当

11:15-11:45            16:45-17:15 2017年労働法等の最新動向
PwC Legal中国
瑞栢律师事務所担当

11:45-11:55            17:15-17:25 Q&A

11:55-12:00            17:25-17:30 閉会の辞

2002年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。プロフェッショナルとして14年間の業務経験を
有する。主に中国にある日系企業に大手グループ企業の同時文書作成、移転価格調査対応のサポート、日中間事前確認（APA）
申請及び相互協議による二重課税問題の解決等の移転価格専門サービスに携わっている。日本関東学院大学の大学院を卒業。
経済学修士（会計学専攻）。

PwC中国北京事務所税務部 移転価格サービス ディレクター Feng Yang

講師のご紹介

2006年10月プライスウォーターハウス中国（北京事務所）に入所。中国税務コンサルタントとして、多国籍企業、特に日系企業に対
して中国税務問題のアドバイスを行っている。また、多くの多国籍企業に対して、企業設立、投資計画、企業再編、業務統合、撤
退、海外送金等のプロジェクトも幅広く関与している。北京日本学研究センター修士課程修了日本語堪能。中国公認会計士。

PwC中国北京事務所税務部 ディレクター Jimmy Xu 

PwC中国に入社前に日本で日本企業の財務諸表監査を担当。2011年PwC北京事務所に入社後、日本での 経験を生かし、中国
にある日系企業の財務諸表監査、内部統制監査、会計コンサルティングを担当。主に商社、製造業、電信業及び自動車業界のク
ライアントを担当。京都大学大学院卒、米国公認会計士。

PwC中国北京事務所監査部 シニアマネージャー Cindy Liu 

PwC Legal中国 瑞栢法律事务所 パートナー 秦文

PwC Legal 中国 瑞栢法律事务所弁護士 金姗
瑞柏弁護士事務所に入社前、米国ロサンゼルス弁護士事務所、及びキンドゥ弁護士事務所と英国欧華北京代表処での勤務経験
を有する。多国籍企業や国内のクライアントに総合的な労働法律相談サービスを提供している。米国と中国政法大学国際法学部
卒、南加州大学法学院（法学修士）。


