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～ 「地域再生・活性化ネットワーク」参加９行が協力 ～ 

「中国主要都市ビジネスセミナー」の開催について 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、当行を含む「地域再生・活性化ネットワーク」に参加   

する地方銀行９行合同で、会計コンサルティング会社のプライスウォーターハウスクーパー

ス中国（以下「ＰｗＣ中国」）が中国４都市（上海・蘇州・天津・大連）で主催する「中国

主要都市ビジネスセミナー」に協力しますのでお知らせいたします。 

 今回のセミナーでは、工場移転先の検討やその際の会計・税務・人事労務に関する検討  

事項について、具体的な事例を交えて紹介いたします。 

 当行では、今後もさまざまなお客様のニーズにお応えできるよう、アジア地域における 

サポート体制を一層充実させてまいります。 

記

開催概要 

名  称 「中国主要都市ビジネスセミナー」 

開催日程 

会  場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※各会場、セミナー開始 30分前より受付を開始いたします。 

内  容 

【第１部】 

テーマ：「工場移転に伴う移転先の検討及び会計論点／工場移転に伴う人事労務論点」 

工場移転先の検討やその際の会計・税務・人事労務関係の各種検討事項につ
いて、事例を交えて紹介します。 

【第２部】 

テーマ：「工場移転に伴う税務論点／税務関連通達に関するご紹介」 

財政部と国家税務総局が発行している企業の経営活動に影響する通達（企業
が行う社員向けトレーニーング費用に関する優遇策、購入設備等の一括償却、
印紙税の減免 等）について、事例を交えて紹介します。 

開催都市 開催日時 会 場 

上 海 
平成 30年 7月 6日（金） ① 9：30 ～11：50 
 [午前、午後の２回開催] ②15：00 ～17：20 

ＰｗＣ中国上海事務所 

蘇 州 平成 30年 7月 9日（月）  15：00 ～17：20 ＰｗＣ中国蘇州事務所 

天 津 平成 30年 7月 19日（木） 15：00 ～17：20 ＰｗＣ中国天津事務所 

大 連 平成 30年 7月 20日（金）  15：00 ～17：20 ＰｗＣ中国大連事務所 
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主  催 プライスウォーターハウスクーパース中国（ＰｗＣ中国） 

協  力 

「地域再生・活性化ネットワーク」に参加する地方銀行９行 

京都銀行、伊予銀行、静岡銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行、広島銀行、 

福岡銀行、北海道銀行 

定  員 
上海会場：午前・午後とも各１００名、 

蘇州会場：３０名、天津会場：３０名、大連会場：３０名 

参加費用 無 料 

申込方法 

京都銀行の各支店に備え付けの参加申込書に必要事項をご記入の上、京都銀行 国際営業

部、上海駐在員事務所、大連駐在員事務所のいずれかへ、電子メールまたはＦＡＸにて

お申し込み下さい。 

申込期限 
平成３０年６月２９日（金） 

 ※各会場、定員になり次第、期限前でも募集を締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

国際営業部 統轄担当    TEL：（日本）075-361-2274      FAX：（日本）075-343-1276 

上海駐在員事務所    TEL：（中国）86-21-6841-0575   FAX：（中国）86-21-6841-1771 

大連駐在員事務所    TEL：（中国）86-411-3960-8611  FAX：（中国）86-411-3960-8618 
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＜ご 参 考＞ 

１．中国等で実施した当行のお取引先向けサポート（平成２７年度～） 

平成２７年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１５」 

平成２７年 ６月  第７回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２７年 ６月 第２回「Mfair バンコク ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（北京、大連、蘇州、上海、重慶） 

平成２７年 ８月 「青島・地方銀行合同企業交流会２０１５」 

平成２７年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２７年１１月 「２０１５ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２７年１２月 「地銀合同ビジネス商談会＠広州 ２０１５」 

平成２８年 ２月 第２回「バンコクビジネス交流会」 

平成２８年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１６」 

平成２８年 ６月 第８回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２８年 ６月 「２０１６ 大連・地方銀行合同企業交流会」 

平成２８年 ６月 第３回「Mfair バンコク ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（青島、大連、上海） 

平成２８年 ９月 「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」 

平成２８年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年１１月 「２０１６ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２８年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２８年１２月 「地銀合同セミナー・交流会＠広州 ２０１６」 

平成２９年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１７」 

平成２９年 ２月 第１回「ＦＢＣ ハノイ ２０１７ ものづくり商談会」 

平成２９年 ３月 第３回「バンコクビジネス交流会」 

平成２９年 ５月 「タイ日系企業ビジネス交流会」 

平成２９年 ６月 第９回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２９年 ６月 第４回「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」 

平成２９年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（上海、蘇州、大連） 

平成２９年 ７月 「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」 

平成２９年 ９月 「２０１７ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２９年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１７ ものづくり商談会」 

平成２９年１２月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２９年１２月 「地銀合同セミナー・交流会＠深圳２０１７」 

平成３０年 ３月 第２回「ＦＢＣ ハノイ ２０１８ ものづくり商談会」 

平成３０年 ３月 「上海ビジネス交流会 ２０１８」 

平成３０年 ５月 「タイ日系企業ビジネス交流会」 

平成３０年 ６月（予定） 「大連・地方銀行合同企業交流会２０１８」 

平成３０年 ６月（予定） 第１０回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成３０年 ６月（予定） 第５回「Mfair バンコク ２０１８ ものづくり商談会」 

平成３０年 ７月（予定） 「中国主要都市ビジネスセミナー」（上海、蘇州、天津、大連） 

平成３０年 ９月（予定） 「２０１８ 遼寧省中日商談会」 

平成３０年１１月（予定） 「ＦＢＣ 上海 ２０１８ ものづくり商談会 in未来工業展覧会」 

平成３０年１１月（予定） 「２０１８ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

２．当行の海外拠点 

（１）香港駐在員事務所  （平成 元年１１月開設） 
（２）上海駐在員事務所  （平成１６年１２月開設） 
（３）大連駐在員事務所  （平成２４年 ７月開設） 
（４）バンコク駐在員事務所（平成２５年 ９月開設） 

以 上 


