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中国進出企業の海外事業部門･経営企画部門 担当役員･部長の皆様へ 

中国最新税務動向と実務上の対応 
主催：太陽グラントソントン税理士法人（グラントソントン加盟事務所） 

 

 

2016年 5月 1日、「営業税から増値税への移行パイロットプログラムの全面施行に関する通達」（財

税[2016]36 号）が施行されました。本通達の施行により、営業税の課税対象を増値税の課税対象へと改

める移行パイロットプログラムの範囲が、建築業、不動産業、金融業、生活サービス業にまで拡大され

ました。これにより、中国の間接税が、増値税に一本化されたため、企業が間接税コストの負担を強い

られる状況が大きく緩和されました。この効果は景気の下支えにとどまらず、中国国内産業のさらなる

発展に寄与することが期待されています。 

一方、中国の税務当局は、グローバル化に伴う関連者間取引の複雑化に対応すべく、経済協力開発機

構（OECD）による一連の税源浸食と利益移転（BEPS）の行動計画の最終報告書を背景に、国際課税の

強化に取り組んでいます。特に、中国からの技術指導料、ロイヤルティの海外送金などに対する税務調

査は急増しています。 

 

 本セミナーでは、中国の増値税改革と日中間取引の税務調査をテーマに、改正の趣旨やポイントにつ

いて解説します。さらに、法改正がる日中間取引等に与える影響を、実務上の取扱いを中心に紹介しま

す。 

 

■開催概要 

日 時 2016年 8月 3日（水） 14:00～17:00 (受付：13:30) 

 

会 場 太陽グラントソントンセミナールーム 

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 40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 中国進出企業の海外事業部門・経営企画部門  

担当役員・部長の皆様 

参 加 費 無料 

お申込み 右の QR コードよりアクセスいただくか、下記 URLよりお申込みください。 

 

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html 

太陽グラントソントン＞情報ライブラリ＞セミナー情報＞申し込み受付中 

 

お問合せ 太陽グラントソントン税理士法人  担当:辻 望  Tel: 03-5770-8822  E-mail: info@jp.gt.com 

 

2016年 7月吉日 

http://www.grantthornton.jp/library/seminar/index.html
mailto:info@jp.gt.com
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■プログラム 

13：30 開 場／受付開始  

14：00～15：00 第一部 中国の増値税移行に伴う実務対応 

 

・増値税改革の概要 

・日系企業への影響および実務対応 

・日中クロス・ボーダー取引の事例紹介 

 

 

講師：泉 綾佳 

 

太陽グラントソントン税理士法人中国デスク  

マネージャー 税理士 

 

中国上海市出身。1992年来日。横浜国立大学国

際経済法学研究科修士課程を修了。日本の会計

事務所、ＩＴ企業で会計税務・連結決算業務などに

従事。2008年から現職。 

 

15：00～15：10 休憩  

15：10～16：40 第二部 中国税務調査の最新動向および

事例分析 

(逐次通訳) 

・中国の税務調査の最新動向 

・税務調査の概要および対応方法 

・日系企業税務調査の事例紹介 

講師：Richard Bao（リチャード・バオ） 

 

致同税務師事務所（グラントソントン中国） 

上海事務所 税務部門 

パートナー 

 

2003 年より大手会計事務所で中国国内移転価

格コンサルティング業務に携わる。200 社以上、

特に在中グローバル企業上位 500 社に移転価格

サービスを提供。調査対応および争議管理につ

いては、豊富な実務経験があり、上海・江蘇省及

び浙江省の企業に移転価格調査業務を提供し、

税務機関との相談業務に携わる。2008 年グラン

トソントン中国入社。中英仏の 3 カ国語に堪能。 

16：40～16：50 ジャパンデスクの紹介（予定）  

＊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。 

 

 

太陽グラントソントン税理士法人／太陽グラントソントン（グラントソントン加盟事務所） 
グラントソントンは、世界 130 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、太陽グラントソントン（太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人、太陽グラントソントン
株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社、太陽
グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）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。 
太陽グラントソントングループ www.grantthornton.jp 
 
税理士法人の主なサービス 
税務コンプライアンス、連結納税、税務レビュー・セカンドオピニオン、国際税務、移転価格コンサルティン
グ、中国ビジネス・税務コンサルティング、企業組織再編税務、グループ企業間取引設計、税務訴訟、外資系企
業に対する会計帳簿作成、外国人所得税コンサルティング 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 シンガポール フィリピン 台湾 タイ 
ベトナム オーストラリア 米国（NY、シカゴ、サンフランシスコ、フロリダ、シアトル、アーバイン）メキシ
コ 英国 
 

 


