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創刊号ご挨拶 

この度、「GJP China News」と題して、ニュースレターをお送りさせて頂くことになりました。Global Japanese Practice (“GJP”)

は、日本企業のグローバル・ビジネスを会計、税務、投資、組織、戦略など様々な領域でサポートすることを目的として各国のＫＰ

ＭＧの事務所に拠点を置き、日本の本部及び各国とのネットワークを利用してサービスを提供しています。ＧＪＰ中国もいろいろな

領域で皆様のお世話になっていますが、もっと積極的に、より多くの中国子会社の事業展開に携わる皆様に向けて役立つ価値あ

る情報を厳選して提供させて頂こうとニュースレターを作成し、配信することにいたしました。今後、皆様のご意見も参考にしながら

情報を厳選していきたいと考えておりますので、ご要望などございましたら、是非ご連絡頂けると幸いです。 

KPMG中国 GJP中国総代表   高部 一郎 

1. 日中新移転価格文書化義務規定について～日系企業の観点から～ 

OECDの BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトの勧告を踏まえ、日中両国において、BEPSプロジェクトで勧告された三種類

の文書（国別報告書、マスターファイル、ローカルファイル）から成る移転価格文書化制度が整備されました。 

 BEPS行動計画 13「多国籍企業情報の文書化」による勧告を踏まえ、日中両国において、BEPSプロジェクトで勧告された三

種類の文書（国別報告書、マスターファイル、ローカルファイル）から成る移転価格文書化制度が整備された。 

 日中移転価格文書化規定への対応にあたり、両国間の規定の相違により、非常に特殊な状況下で生じることではあるが、次

の重要な実務的問題が生じることがあり、留意されたい： 

1) 中国ローカルファイル中、その作成に日本の親会社の主体的関与を必要とし、かつマスターファイルによる関連開

示との必要な整合性を確保すべき重要な開示項目がある（例えばバリューチェーン分析）。 

2) 中国当局が、中国納税者に対して、日本の親会社に作成義務のない年度の国別報告書の提出を求める可能性が

否定できない（例えば、12月末日決算の日本の親会社の 2016年 12月期国別報告書）： 

3) 限定的な関連取引にのみ従事する中国子会社のためにマスターファイルを準備せねばならない場合がある： 

4) また、日本の親会社に作成義務がないにもかかわらず、中国子会社の法令遵守のためだけにマスターファイルを準

備せねばならない場合がある： 

 企業は、今後の関連実務の蓄積などに注視しつつ、日中の新しい移転価格文書化ルールに適宜対応して行く必要がある。 

  全文はこちら 

2. インダストリー4.0 - 日本の製造業の国際競争力強化 第 1回 Pull型ビジネスモデルへの転換  

昨今、メディアを賑わしている「インダストリー4.0（Industrie4.0）」の発祥はドイツであり、スマートファクトリーなどの生産効率にフォ

ーカスした国家レベルの製造業革新の取組みです。一方、米国GE社が主導する「インダストリアル・インターネット」は、データ解

析技術に着目し、サービスレベル（アフターサービス）にフォーカスした取組みであり、ドイツと同様狭義の産業革新であると言えま

す。  

第 1号 

2017年 1月 

 

GJP China News 
 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/11/japan-china-beps-20161115.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/11/japan-china-beps-20161115.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/11/industry4-0-manufacturing-industry-20161115.html


© 2017 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Internat ional Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. © 2017 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 日本の製造業の国際競争力は依然として回復しておらず、その要因としては、市場環境の変化に対応できていないことに起

因すると考えられる。 

 世界の先進企業は、ICTを積極的に活用することで、新たな顧客価値を提供することに成功しつつあり、この分野での取組み

が遅延していることは、今後の国際競争力において大きなリスクである。 

 日本の製造業の国際競争力強化のためには、高い製品品質に加え、市場変化に迅速に対応できる新たなビジネスモデルへ

の転換が必要であり、このモデル実現に向けては、積極的に ICTを活用することが必要である。 

 新たなビジネスモデルが対象とするプロセスは、自社製品の顧客側利用環境までを含んだものであり、自社が提供するもの

は製品だけではなく、ソリューションである。 

 自社と顧客という 1対 1の関係性で成り立っていたビジネスモデルを、今後は「Win-Win-Win」を実現するプラットフォーム型

発想で構築する。 

  全文はこちら 

3. 人工知能がもたらす、社会変革、ビジネス革新 ～なくなる仕事、残る仕事、生まれる仕事～ 

今、人工知能（AI）が注目されていますが、この AIによって世の中はどのように変わっていくのでしょうか。また企業経営者はこれ

らの変化にどのように備えなければならないのでしょうか。  

 将棋、囲碁の世界で AIが人間を破る例が相次いでいる。ディープラーニングによる学習が「強さ」に繋がっている。画像認識

などでも学習による進化に期待が高まっている。 

 AIの進化によりなくなる仕事と残る仕事がある。定型化されたルーティンワークはなくなる可能性が高い。肉体労働系や大局

的判断などの仕事は、実は人間に残る。 

 AIにより世の中は変革する。このなかで生き残るためには発想の転換が必要。自社の物事を分解し、AIとの掛け算で考える

ことが大切。中小企業にもチャンスは大きい。 

  全文はこちら 

4. 【書籍のご紹介】 『中日英・日中英 投資・会計・税務 用語辞典』 

本書は投資・会計・税務を中心に、中国子会社管理にも役立つ実用的・実践的な用語を選定した用語辞典です。中央財経大学（中

国北京市）、KPMG中国の協力を得て編集しました。日本語見出し、中国語見出し、英語索引より 3か国語から検索することが出

来ます。  

 投資・会計・税務に関する用語だけでなく、実務上の利便性を考慮し、経済・金融・IT等に関係する基本用語も加え、5,800語

を収録しました。 

 例えば、国際財務報告基準（IFRS）導入時に有用と思われる用語 約 150語、J-SOXを海外子会社に展開する際に有用と思

われる用語 約 100語、中国子会社に ITシステムを導入する際に有用と思われる用語 約 100語等も含まれています。 

 また、巻末に中国の会計基準（企業会計準則、企業会計制度）に準拠した「勘定科目コード表」及び「財務諸表開示例」（日本

語訳・英語訳付）を掲載しました。 

 著者：KPMG／あずさ監査法人 Global Japanese Practice（GJP）中国事業室（編） 

 出版社：税務経理協会 

 発行日：2016.12.1 

 体裁：A5判・368頁 

 定価：3,400円（税抜） 

  書籍の紹介はこちら 
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