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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11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 11月17日（金）

開催場所 上海

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 上海事務所11階
ShunChang Room  1&2

会場住所 上海市黄浦区湖滨路202号 企业天地2号楼 普华永道中心11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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お問い合わせ：
PwC中国上海事務所 日本企業部
陳園 (Aimee Chen) E-mail：aimee.chen@cn.pwc.com    Tel:021-2323-8248
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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15日（水）
※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。

お問い合わせ：
PwC中国上海事務所 日本企業部
陳園 (Aimee Chen) E-mail：aimee.chen@cn.pwc.com Tel:021-2323-8248

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中国上海事務所
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中国上海事務所 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中国上海事務所 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
信栢律师事務所担当

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

11:55-12:00          17:25-17:30 閉会の辞


