
 

シリーズ 各国のビジネスリスクを踏まえた 

成功する海外子会社の経営管理 
 

【開催主旨】 
日本企業が海外事業に成功するには、進出国でのビジネスチャンスの獲得とともに、日本では予想が難しいビジネスリスク

やクライシスへの対応が不可欠となります。 
 本セミナーでは、アセアン、中国、欧州・アフリカ・中東の海外子会社を取り巻く最新のビジネスリスクと日系企業の経営
課題とその経営管理の基礎的事項を理解され、自社の海外事業を成功に導くための気付きとノウハウを参加者の方々に得て頂
く事を目的としています。  

【開催日】第 1 回 ： 2017 年 5 月 22 日(月) 13:00～17:00  

第 2 回 ： 2017 年 6 月 27 日(火) 13:00～17:00  

第 3 回 ： 2017 年 7 月 10 日(月) 13:00～17:00  

第 4 回 ： 2017 年 8 月 4 日(金) 13:00～17:00  

【開催日】東京・企業研究会セミナールーム 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

◆第１回  5月22日 (月)   13:00～17:00 

「海外子会社の経営管理の枠組みとアセアンビジネス概論」  

●高原 彦二郎氏 コンサルビューション㈱ 代表取締役 中小企業診断士  
1980年に出光興産(株)入社。1985年から出光興産(株)ロンドン支店、香港事務所副代表、北京事務所所長、2002年から
出光興産(株)海外部海外課課長を歴任後に独立。 

●谷藤 友彦氏 コンサルビューション㈱ パートナーコンサルタント 中小企業診断士  
大手コンサルティングファームの情報システム子会社、ベンチャー系のコンサルティング・教育研修会社を経て現職。 
１．グローバルリスクと海外子会社管理について 
（１）海外子会社を取り巻くグローバルリスクとその影響 
（２）海外子会社の経営管理とは 
（３）ガバナンスとは 
（４）海外子会社の経営管理手法 

２．人間関係における注意点 ～異文化コミュニケーション～ 
（１）【事例】中国と韓国における文化のすれ違い 
（２）日本人の文化を体験する「内的傾聴」と「集中的傾聴」 
（３）文化を理解するための「カルチャーマップ」 
（４）コミュニケーションの失敗・価値観の相違を分析するD・I・E法 

３．ASEANビジネス環境概観 
（１）ASEANの概要と魅力 
（２）AEC（ASEAN経済共同体）の概要 
（３）ASEANにおけるビジネスリスクとは 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

◆第２回  6月27日 (火)   13:00～17:00 

「アセアン・中国の現状と各国経営管理課題」～①インドネシア～ 

●高原 彦二郎氏 コンサルビューション㈱ 代表取締役 中小企業診断士  

●谷藤 友彦氏 コンサルビューション㈱ パートナーコンサルタント 中小企業診断士 

●吉田 隆氏 
1958 年千葉県生まれ、1980 年吉田工業株式会社（現ＹＫＫ株式会社）に入社し、１９８８年インドネシア現地会社赴任。
インドネシアＹＫＫ４社の管理部長。1996 年ＰＴ．ＪＡＰＡＮ ＡＳＩＡ ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴＳ社を設立し、1998
年より同社取締役社長（現職）。著書に「税務なんかこわくない」「インドネシア会社経営」等 

１．ASEANビジネス環境概観 
（１）ASEANの概要と魅力 
（２）AEC（ASEAN経済共同体）の概要 
（３）ASEANにおけるビジネスリスク 

２．インドネシアの現状と経営課題 
（１）インドネシアの概要 
（２）日系企業の抱える経営課題（会社法、労働法、組織とガバナンス、税務、移転価格等） 
（３）日系企業の経営課題とリスクコントロールについて  
（４）事例紹介 

http://www.bri.or.jp 



◆第３回  7月10日 (月)   13:00～17:00 

「アセアン・中国の現状と各国経営管理課題」～②タイ～ 

●谷藤 友彦氏 コンサルビューション㈱ パートナーコンサルタント 中小企業診断士 

●有我 政人氏 DATAMAX CO, LTD. 代表取締役 公認不正検査士 
1994 年、（株）帝国データバンクに入社。企業信用調査、与信管理の各業務に携わる。2002 年、バンコクに調査会社
DATAMAX CO,LTD.を設立し、タイ国の日系企業に企業信用調査、不正調査・対策の各サービスを提供。 

１．ASEANビジネス環境概観 
（１）ASEANの概要と魅力 
（２）AEC（ASEAN経済共同体）の概要 
（３）ASEANにおけるビジネスリスク 

２．タイの現状と経営課題 
（１）タイ概況と展望 
（２）タイの日系企業にとっての魅力とは 
（３）日系企業の課題 
・タイにおける日系企業の経営課題 ・タイのカントリーリスクとは ・債権回収リスク ・社内不正 ・その他 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

◆第4回  8月4日 (金)   13:00～17:00 

「アセアン・中国の現状と各国経営管理課題」～③ベトナム～ 

●谷藤 友彦氏 コンサルビューション㈱ パートナーコンサルタント 中小企業診断士 

●斉藤 雄久氏 AIC ベトナム  代表（プレジデント） 
日本での約 10 年の会社勤務後、1994 年 12 月にハノイ外国語大学（現ハノイ大学）へ留学。日系工業団地勤務、日系コ
ンサルティング会社代表などを経て、2008 年に AIC Vietnam Co,Ltd.の設立に参画。 

●今村 茂氏 AIC ベトナム ジェネラルダイレクター 米国公認会計士試験合格者 

2011 年に AIC ベトナム入社、ベトナム・ハノイ市在住。日本での経理・会計担当、香港子会社および中国場の管理を経験、
2010 年に米国公認会計士試験に合格後、同社にて会計・税務の専門家として勤務。 

１．ASEANビジネス環境概観 
（１）ASEANの概要と魅力 
（２）AEC（ASEAN経済共同体）の概要 
（３）ASEANにおけるビジネスリスク 

２．ベトナムの現状と経営課題 
（１）ベトナムの概況と展望 
（２）ベトナムの日系企業にとっての魅力とは 
（３）投資法・企業法に基づくベトナム進出の注意事項 
（４）ベトナムEPE制度と実務運用 
（５）EPEの通関、税務リスクと税関による事後監査 
（６）ベトナムにおける商流構築 
（７）管理会計による税務リスク管理 

 

  
一般社団法人 企業研究会 セミナー事務局宛  FAX  03-5215-0951 

＊当会ホームページ（https://www.bri.or.jp）からもお申込みいただけます。      ↓ 受講希望日を□にチェックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*申込書にご記入頂きました個人情報は、本研究会に関する確認・連絡及び弊会主催のご案内をお送りする際に利用させていただきます。 

171404-0903 

 

□ 2017. 5. 22 アセアンビジネス概論 

□ 2017. 6. 27 インドネシア 
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会社名 

 

 

 

 

 住 所 
〒 
 

TEL              FAX 

部課 

役職 

 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

お名前 

 
 

e-mail                         

部課 

役職 

 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

お名前 

 
 

e-mail                          

 

●受講料●１名〈税込み、資料代含む〉 

正会員 一日 32,400 円 /4 日間 108,000 円 

一 般 一日 35,640 円 /4 日間 118,800 円 

●申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あてに FAX 

いただくか、当会ホームページからお申し込みください。 

後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書を 

お送り致します。 

●申込書をＦＡＸにてご送信いただく際は、ＦＡＸ番号を 

お間違えないようご注意下さい。 

●会員企業のご確認、その他セミナーに関するご不明な点に 

つきましては、当会ホームページより〔ＴＯＰ〕→ 

〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕をご参照下さい。 

●最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただくこと

もありますので、ご了承下さい。 

一般社団法人企業研究会  
担当：村野  E-mail murano@bri.or.jp 
〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ２Ｆ 

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951 


