
 
 
 

平成２８年８月２日 
株式会社 中国銀行 

 
「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー」開催について 

 
当行では、「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー」【共催：太陽グラントソントン 後援：一般財団法人 岡山

経済研究所、一般社団法人 岡山県国際経済交流協会（ＯＩＢＡ）、独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）

岡山貿易情報センター】を開催します。 

ＡＳＥＡＮの中で、近時関心の高いベトナム、フィリピン、インドネシアを中心としたアジア各国の海外

子会社管理や、アジア新興国において日本企業が直面する税務問題等をテーマとしたセミナーを開催します。 

アジア各国に駐在する専門家より、実際の事例を交えて、アジア各国の最新事例をお届けするとともに、

今後の海外子会社管理および海外事業検討のヒントをご提供します。 

ビジネス戦略と実務の両面から必要な情報を入手できる絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。 

 

セミナーの概要 

名称 
「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー  

 ～アジア各国の海外子会社管理の事例紹介と重点ポイント～」 

開催日時 平成２８年８月２９日（月） １３：３０～１６：４５（受付開始 １３：００～） 

開催場所 ちゅうぎん駅前ビル４階会議室 （岡山市北区本町２－５） 

内容・講師 

【第一部】「太陽グラントソントンのご紹介」 

     太陽グラントソントン パートナー 公認会計士 美谷 昇一郎 氏 

【第二部】「海外子会社管理における基本的な考え方とモニタリングのアイディア」 

     太陽有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 榎本 郷 氏 

【第三部】「アジア新興国において日本企業が直面する税務問題」 

     太陽グラントソントン税理士法人 

     統括代表社員 税理士・公認会計士 石塚 洋一 氏 

【第四部】「海外子会社の管理体制の実態－海外駐在員による事例紹介－」 

Ｐ＆Ａグラントソントン（グラントソントンフィリピン） 

ジャパンデスクディレクター 公認会計士 伏見 将一 氏 

Grant Thornton(Vietnam)Limited 

ジャパンデスクディレクター 公認会計士（日本） 則岡 智裕 氏 

Grant Thornton Indonesia 

ジャパンデスクマネージャー 公認会計士（日本） 前村 浩介 氏 

定 員 
５０名（申込先着順） 

※受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。 

費用 無料 

お申込み期限 平成２８年８月２６日（金） 

お申込み方法 
別添の参加申込書を、営業店担当者にお渡しいただくか、中国銀行国際部アジアデス 

クまでＦＡＸにてご返送ください。 

その他 
駐車場はご利用できませんので公共の交通機関をご利用いただきますよう、お願いい 

たします。 

以  上 

 



 

 

 

ＡＳＥＡＮの中で近時関心の高まっているベトナム、フィリピン、インドネシアを中心とした

アジア各国の海外子会社管理や、アジア新興国において日本企業が直面する税務問題等をテーマと

したセミナーを開催します。 

アジア各国に駐在する専門家より、実際の事例を交えて、アジア各国の最新事例をお届けする

とともに、今後の海外子会社管理および海外事業検討のヒントをご提供します。 

 １．セミナー概要 

テーマ 
「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー 

～アジア各国の海外子会社管理の事例紹介と重点ポイント～ 」 

日 時 平成28年8月29日（月） 13：30～16：45（受付開始 13：00～） 

場 所 ちゅうぎん駅前ビル4階会議室 （岡山市北区本町2-5） 

主 催 ㈱中国銀行、太陽グラントソントン 

後 援 

（予 定） 

(一財)岡山経済研究所、(一社)岡山県国際経済交流協会（OIBA）、 

日本貿易振興機構（JETRO）岡山貿易情報センター 

内 容 

・ 

講 師 

【第一部】「太陽グラントソントンのご紹介」 

     太陽グラントソントン パートナー 公認会計士 美谷 昇一郎 氏 

【第二部】「海外子会社管理における基本的な考え方とモニタリングのアイディア」 

     太陽有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 榎本 郷 氏 

【第三部】「アジア新興国において日本企業が直面する税務問題」 

     太陽グラントソントン税理士法人 

     統括代表社員 税理士・公認会計士 石塚 洋一 氏 

【第四部】「海外子会社の管理体制の実態－海外駐在員による事例紹介－」 

Ｐ＆Ａグラントソントン（グラントソントンフィリピン） 

ジャパンデスクディレクター 公認会計士 伏見 将一 氏 

Grant Thornton(Vietnam)Limited 

ジャパンデスクディレクター 公認会計士（日本） 則岡 智裕 氏 

Grant Thornton Indonesia 

ジャパンデスクマネージャー 公認会計士（日本） 前村 浩介 氏 

定 員 
５０名（申込先着順） 

※受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。 

参加費 無料 

申込締切 平成２８年８月２６日（金） 

申込方法 
別添の参加申込書を、営業店担当者にお渡しいただくか、中国銀行国際部 

アジアデスクまでＦＡＸにてご返送ください。 

その他 
駐車場はご利用できませんので公共交通機関をご利用いただきますよう 

お願いいたします。 
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「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー」のご案内 

【プログラム】 

■ 13：30～13：35 ご挨拶 

■ 13：35～13：45 第一部 講演 

■ 13：45～14：30 第二部 講演 

■ 14：30～14：40 休憩 

■ 14：40～15：25 第三部 講演 

■ 15：25～15：35 休憩 

■ 15：35～16：35 第四部 講演 

■ 16：35～16：45 質疑応答 

国際・第９６号・Ｈ２８.８.１現在・Ｈ２８．８．２９期限 



２．セミナー詳細 

【第一部】 「太陽グラントソントンのご紹介」 

【第二部】 「海外子会社管理における基本的な考え方とモニタリングのアイディア」 

・海外子会社管理における基本的な考え方 ・本社で押さえるべきポイント 

・適切にモニタリングをする仕組みの紹介 

【第三部】 「アジア新興国において日本企業が直面する税務問題 

－企業における税務ガバナンスの必要性－」 

企業活動のグローバル化に伴い、税務ガバナンスの重要性が高まっているが、海外子会社の税

務リスクや税務ポジションの把握が十分ではないケースも散見される。アジア新興国における

税務上の問題点と、海外子会社の税務問題を管理する必要性およびその方法を解説する。 

【第四部】 「海外子会社の管理体制の実態 －海外駐在員による事例紹介－」 

親会社が期待する海外子会社の管理体制と、その実態には、品質面・スピード面ともに、大き

なギャップがあることが多い。このギャップが生じる原因と、それにより発生する問題点、ま

た対応策について、事例を交えて解説する。 

３．講師紹介 

 ＜太陽有限責任監査法人  パートナー 公認会計士  榎本 郷（えのもと ごう）氏＞ 

大学卒業後大手総合商社入社、約5年間インドネシアに駐在。太陽有限責任監査法人に入所後、インドネ

シア及びマレーシアに駐在(2013-2015)。海外子会社を持つ企業の監査や、アドバイザリー業務に従事。 

＜太陽グラントソントン税理士法人  

統括代表社員 税理士・公認会計士 石塚 洋一（いしづか よういち）氏＞ 

外資系企業の対日進出、日本企業の海外進出に関する税務、クロスボ－ダ－組織再編、海外持株会社・統

括会社の設立・運営等の国際税務の問題に幅広く従事。国際税務、BNA Bloomberg等への寄稿多数。 

＜P&A グラントソントン（グラントソントン フィリピン）   

ジャパンデスク ディレクター 公認会計士  伏見 将一（ふしみ しょういち）氏＞ 

2013年より太陽有限責任監査法人からP&Aグラントソントンに出向。200社以上のフィリピン日系企業に

対し、監査、税務、アウトソーシング、会社設立、アドバイザリーサービス等を提供。現地の複雑な会計・

税務の実務的なアドバイスをすることで、高い評価を受けている。 

＜Grant Thornton （Vietnam）Limited  

ジャパンデスク  ディレクター 公認会計士（日本）  則岡 智裕（のりおか ともひろ）氏＞ 

Grant Thornton (Vietnam) Limitedにおいて170社を超える日系企業に対するサービスを担当。サービス

の範囲は監査、税務、アドバイザリーおよびアウトソーシングの全般を提供。現地において、ベトナム税

理士コンサルティング協会（VTCA）主催の税務講演会、ホーチミン日本商工会主催の金融税制セミナー等

において、現地税制及び会計制度に対して多数の講演を経験。赴任前は太陽有限責任監査法人で、主に上

場企業に対する法定監査に従事する一方、原価計算コンサルティング、M&Aアドバイザリー、事業再生支

援等のアドバイザリーサービスについても数々の経験を有する。2014年9月からグラントソントン ベトナ

ム（ホーチミン）に駐在中。 

＜Grant Thornton Indonesia   

ジャパンデスク  マネージャー 公認会計士（日本）   前村 浩介（まえむら こうすけ）氏＞ 

太陽有限責任監査法人にて、監査、財務DD、財務アドバイザリーサービス等に従事。2015年より、Grant 

Thornton Indonesiaのジャパンデスクへ出向。 約100社の日系企業に対し、監査、税務、アウトソーシ

ング、各種アドバイザリーサービスを提供。 

【お問い合わせ先】中国銀行 国際部アジアデスク（担当：宮﨑、能登） TEL：０８６-２３４-６５３９ 



 
 
 
中国銀行 国際部 アジアデスク行 
（ＦＡＸ番号 ０８６－２２７－６０００） 
 

『ちゅうぎんアジアグローバルセミナー』 参加申込書 
         日  時： 平成２８年８月２９日（月）１３：３０～１６：４５ 
         場  所： ちゅうぎん駅前ビル４階会議室 
 
○貴 社 名    ： 
 
○所 在 地    ： 
 
○電話番号    ： 
 
○ＦＡＸ番号  ： 
 
○Ｅ－ＭＡＩＬ： 
 

お名前 所属部署･役職名 
  

  

  

 
■セミナー後に講師との個別相談を    希望する     希望しない 
 
※セミナー後に講師との個別相談を希望される場合、相談をしたい国、相談したい内容等をご記

入ください。 
※個別相談を希望されない場合でも、質問事項等がございましたらご自由にご記入ください。 
 

 
受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。 
【個人情報の取扱いについて】 
ご記入いただきました個人情報は、当行、太陽グラントソントンで実施する「ちゅうぎんアジアグローバルセミナー」

開催のためにのみ利用いたします。 

（国際・第９７号 Ｈ２８.８.１現在・Ｈ２８．８．２６期限） 


