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中国進出企業の経営者、海外事業部門･経営企画部門･人事総務部門 担当役員･部長の皆様へ

中国市場で成功する人材マネジメント
～日本人駐在員の戦略的健康管理および交渉力の向上～

主催：グラントソントン太陽 ASG 税理士法人（グラント・ソントン加盟事務所）

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

中国現地法人に日本人の駐在員を派遣する日本企業が多い中、駐在員から「中国企業との交渉がうまくいか

ない」｢中国人部下の管理がしにくい」などの声をよく聞きます。その状況を放置すると、大事なビジネスパー

トナーとの信頼関係に傷がつき、社内の労務トラブルにつながるリスクが高まります。さらに、駐在員が日本

と中国の板ばさみになり、目標を失い、精神状態や健康状態が悪化するケースも少なくありません。一方、赴

任者の健康状態の改善に積極的に取り組んだ企業では業績が好調なケースが目立ってきました。これまで、そ

れほど重視されて来なかった「健康管理」に業績回復や成長に直結する大きなヒントが隠されているようです。

中国ビジネスを成功させるには、駐在員自身の努力はもとより、人事部をはじめとする駐在員の派遣元であ

る日本本社も、中国で成果を出せる人材選びや、派遣後に日本人駐在員が置かれた立場を理解したうえでミッ

ションを調整するなど重要な役割を果たさなければなりません。

本セミナー第一部では、第一線でご活躍の先生をお招きし、業績をアップさせるための中国特有の健康管理

法と成果を出せる人材の選び方と活用法についてご紹介いただきます。第二部は、グラントソントン太陽 ASG

税理士法人 中国デスクパートナーが、中国ビジネスパートナーと Win-Win の関係になるための秘訣をご紹介い

たします。さらに現地駐在員が中国の法規制の最新動向をご紹介いたします。第三部は、「中国ビジネスパー

トナーとの交渉における実際の成功例、失敗例」と題してパネルディスカッションを行います。中国に社員を

派遣する企業の皆様にとっても、何らかのヒントにしていただければ幸甚でございます。

是非、ご参加賜りますようご案内申し上げます。

敬具

グラントソントン太陽 ASG 税理士法人

開催概要

日 時 2014 年 5 月 26 日（月） 14:00~17:00 （受付：13:30）

会 場 太陽 ASGグループセミナールーム

東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 9F
*東京メトロ銀座線、半蔵門線、都営地下鉄大江戸線「青山一丁目駅」

0 番出口直結

定 員 50 名(1社 2 名様まで)＊定員になり次第締め切らせていただきます。

参加対象 中国進出企業の経営者、海外事業部門・経営企画部

門・人事総務部門担当役員・部長の皆様

参 加 費 5,000 円（当日受付にてお支払いください）

お申し込み 別添お申込用紙に必要事項をご記入いただき、FAX（03-5770-8830）にてお申込ください。

お問合せ グラントソントン太陽 ASG 税理士法人 担当:辻望 Tel: 03-5770-8822 E-mail: t-asgNews@gtjapan.com

mailto:t-asgNews@gtjapan.com
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プログラム

13：30 開 場／受付開始

14：00～14：50 業績をアップさせるための中国特有の健康管理法

と｢成果を出せる人材｣の選び方と活用法
１．日本で成果を出せる人材が海外で成果を出せるわけ

ではない。『成果を出す人材』の共通資質とは？

２．業績を左右するトップの健康維持力

３．中国駐在員に多い疾患と具体的対策

４．業績アップにつなげるための戦略的健康管理法

講師：佐野 秀典 氏 (医学博士)
精神科専門医 精神保健指定医 産業医

早稲田大学理工学術院非常勤講師

株式会社 MD．ネット代表取締役社長

海外進出企業の遠隔型健康管理システムを開発し、大手企業を中心とし

た導入実績と効果で注目を集める

14：50～15：00 休 憩

15：00～15：30 中国ビジネスパートナーと Win-Win になるために
１．日本人とは大きく異なる中国人の思考や行動

２．日本式マネジメント（管＞理）と、中国式マネジメ

ント（管＜理）

講師：下岡 郁
グラントソントン太陽 ASG 税理士法人 中国デスクパートナー

グラント・ソントン中国 日本デスク運営責任者

税理士中国弁護士有資格者

中国吉林省出身。中国政法大学法学部卒業。1993 年中国司法試験合格、

中国の弁護士事務所に勤務。1994 年来日、日中ビジネス、主として会

計・税務業務に従事。2000 年日本の税理士試験に合格。中国子会社の総

経理および上海駐在員事務所の首席代表を経て、2005 年から現職。2011

年から香港貿易発展局アドバイザーを兼任。

15：30～16：00 中国の最新情報および法改正
１．中国会社法の改正および最新情報

２．中国税法の改正および最新情報

３．その他外為等の最新情報

講師：白方 敦子
グラント・ソントン中国 広州事務所 日本デスクマネージャー

日本国内会計事務所に勤務後、2012 年 2月よりグラントソントン太陽

ASG 税理士法人に勤務。2013 年 9月より現職。

16：00～16：10 休 憩

16：10～17：00 中国ビジネスパートナーとの交渉における実際の

成功例、失敗例

（パネルディスカッション）

司会：美谷 昇一郎
太陽 ASG 有限責任監査法人 国際部マネージャー

グラント・ソントン中国 日本デスク運営責任者

1991 年公認会計士(旧制度)第 2次試験合格。1993 年大手銀行入行。北京

駐在を経て広州駐在(1996～1997 年)。上海駐在(2000～2009 年)。2006～

2011 年 6 月まで大手コンサルティングファームに出向、日本企業の中国

進出支援や進出企業のコンサルティングなどを手掛ける。 2011 年 7 月よ

り現職。

パネリスト：金子 勝彦
太陽 ASG 有限責任監査法人 パートナー 公認会計士

一般事業会社を経て 2003 年 10月より ASG 監査法人（現太陽 ASG 有限

責任監査法人）に勤務。事業会社における豊富な実務経験を生かし、法

定監査、リファーラル業務（海外企業の日本子会社の監査等）、株式公

開監査に従事。2011年 3月～2013 年 6月までグラント・ソントン中国北

京事務所駐在。2009年 7月より現職。

パネリスト：羅 新生
グラント・ソントン中国 北京事務所 日本デスクシニアマネージャー

北京出身。大阪経済法科大学経済学部卒業。日本の公認会計士事務所に

就職後、1997 年より日本の公認会計士事務所の中国における第一号駐在

員事務所の開設に貢献し、常駐代表として 14 年間北京駐在。2011年 1

月より現職

パネリスト：白方 敦子
グラント・ソントン中国 広州事務所 日本デスクマネージャー

日本国内会計事務所に勤務後、2012 年 2月よりグラントソントン太陽

ASG 税理士法人に勤務。2013 年 9月より現職。

＊プログラム内容、講師については変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

グラントソントン太陽 ASG 税理士法人／太陽 ASG グループ（グラント・ソントン加盟事務所）

グラント・ソントンは、世界 120 カ国以上・700 拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、太陽 ASG グループ（太陽 ASG 有限責任監査法

人、グラントソントン太陽 ASG 税理士法人、グラントソントン太陽 ASG 株式会社、株式会社太陽 ASG アドバイザリーサービス、グラントソントン太陽 ASG 社会保険

労務士法人、グラントソントン太陽アドバイザーズ株式会社）がグラント・ソントンの日本メンバーとして、国際水準の監査のほか、会計、税務、企業経営全般のコン

サルティングサービスを提供しています。太陽 ASG グループ http www.grantthornton.jp

税理士法人の主なサービス：国際/国内税務、グループ税制・連結納税スキーム設計、グループ間取引設計、税務リスク・スクリーニング、移転価格税制ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、企

業組織再編コンサルティング、中国ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、税務訴訟支援、外資系企業に対する会計帳簿作成・給与計算、クロスボーダー再編、資本政策・IPO・Ｍ＆Ａアド

バイス 、株価・事業価値評価、ファミリービジネス向け総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、ファミリーオフィス・資産管理サービス、事業承継対策、公益法人コンサルティング、財務・

業務管理システムの導入・運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ http://www.gtjapan.jp

海外ジャパンデスク

世界主要都市に日本語対応可能なプロフェッショナルを配し、現地法人・支店等の監査をはじめ、新規海外進出、進出後の税務・会計規則へのコンプライアンス、

M&A、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリー等の幅広いサービスを日本語で提供しています。

中国(北京、上海、広州/香港) インド インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール 台湾 タイ ベトナム 米国（NY、シカゴ、ワシントン DC、フロリダ、サンフランシスコ、アーバイン) メキシコ 英国


