
 
 

 

 

 

《デロイト トーマツ アジアセミナー》 

ミャンマービジネスセミナー 

 激変する環境を乗り越える4つのヒント 
 

 

主催： 有限責任監査法人トーマツ 

 

「アジア最後のフロンティア」と呼ばれ世界中の企業から注目を浴びているミャンマー。長らく軍事政権下にあり、世

界最貧国とまで称されていましたが、2011 年に民主化への道を歩み始めると、豊富な天然資源と 6,000 万人以上とも

いわれる市場規模を背景に、外国資本の流入が急激に拡大しました。 

 

外国企業の進出に合わせ、ミャンマー政府も規制緩和や工業団地の開発などの市場開放を進めてはいますが、法

律の整備などは追いついていない部分があり、また、政治や社会情勢などビジネスをしていく上での正確な情報が入

りにくい環境があります。 

 

本セミナーではミャンマーの事情に精通する専門家が最新情報のアップデートをはじめ、ミャンマーの将来性に賭け

る日本企業が留意すべきポイントや取り組みについて解説します。 

 

ミャンマーへの進出、事業拡大、事業再編、有効な経営管理体制の構築等をご検討されている「経営企画部門」、

「財務部門」、「海外部門」、「事業部門」の皆さまにお役に立てるものと存じます。 

ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただけますようご案内申し上げます。 

                                                                             

                                                 

日 時 
2014年 1 月 21 日 （火）   

13:30～17:00 （13:00 開場） 

会 場 

東京国際フォーラム  ホール D7  

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号 代表電話 : 03-5221-9000 

http://www.t-i-forum.co.jp/general/access  

定 員 
200 名 

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。また、申込多数の場合には抽選とさせていただきますことを予めご了承ください。 

参 加 費 無料 

対 象 企 業 

ミャンマーへの進出にご興味がある企業 

ミャンマーへ既に進出しており、事業拡大や有効な経営管理体制の構築等をご検討をされている企業 

※本セミナーは、一般企業の経営者様および実務担当者様を主な対象者としております。会計事務所関係の方はご遠慮ください。 

問 合 せ 先 
有限責任監査法人トーマツ  アジアビジネスサポートグループ（ABSG） 神谷、柳町 

Tel： 03-6213-1065 ／ Email： jpabsg@tohmatsu.co.jp 

日時（場

所） 

 

http://www.t-i-forum.co.jp/general/access
mailto:jpabsg@tohmatsu.co.jp


 
テーマおよび講師   

（一部変更になる場合もございますので予めご了承ください。） 

13:30 オープニング 

有限責任監査法人トーマツ 

アジアビジネスサポートグループ（ABSG）  

統括   パートナー     小林 繁明 

13:35 1. ミャンマーの最新の投資環境と設立実務 
デロイト コンサルティング ミャンマー 

日系企業担当（コンサルティング）      木村 義弘 

14:20 2. ミャンマー決算の実務 
 有限責任監査法人トーマツ ABSG 地域統括会社担当 

             パートナー              土畠 真嗣 

15:00   休 憩 

15:20 3. ミャンマー税務アップデート 
ミャンマービガー（税理士法人トーマツより出向） 

ディレクター        近藤 ジョシュア 

16:00 

4. パネルディスカッション 

 

～ミャンマー現地企業との事業提携の実状～ 

 

 

ファシリテーター 

デロイト トーマツ コンサルティング 

ディレクター     野村 修一 

パネリスト 

デロイト トーマツ コンサルティング 

パートナー     石崎 豪朗 

有限責任監査法人トーマツ 

パートナー     土畠  真嗣 

ミャンマービガー（税理士法人トーマツより出向） 

ディレクター  近藤 ジョシュア 

デロイト コンサルティング ミャンマー 

日系企業担当（コンサルティング）  木村 義弘 

16：45 Q&A 

申込 

方法 

下記専用 URL よりお申し込みください。 

お申し込み URL： http://www.tohmatsu.com/semi51 

Webからのお申込ができない場合は事務局までご連絡ください。 

 

※ 上記 URLの本セミナー申し込みに際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。 
※ ご記入いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 
※ 過去に当グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在トーマツのメールマガジンをご購読いただいている方は、ご設
定済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

※ お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要になります。 
※ まだ ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をクリックし、ID・パスワードを設定してユ
ーザー登録をしていただきます。その後、設定した ID・パスワードでログインしてセミナーにお申し込みください。 

※ お申し込み後にご参加いただけなくなった場合には、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
※ 主催各社は、お知らせいただいた個人情報を本セミナー運営のほか、各種セミナー開催のご案内、情報提供のため利用いたします。
また、個人情報が外部に漏洩することがないよう、取扱いに万全を期しております。 
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◆講師略歴 

有限責任監査法人トーマツ アジアビジネスサポートグループ（ABSG） 

小 林  繁 明 

有限責任監査法人トーマツ ABSG グループ統括 パートナー 公認会計士 

1981 年 サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社。1987 年-1993 年、1997 年-2002 年 デロイトトウシュ

トーマツ英国会計事務所に駐在。2008年-2012年 シンガポール事務所に駐在。現在、アジアビジネスサポートグループ統括と

して、アジアでビジネスを展開する日系企業や新興国に進出する日系企業に対しアドバイスを提供している。 

土 畠  真 嗣 

有限責任監査法人トーマツ ABSG 監査・地域統括会社担当 パートナー 公認会計士 

1996 年 現有限責任監査法人トーマツ東京事務所入社。 2009 年-2013 年 デロイト シンガポール事務所に駐在。グローバ

ル展開している自動車部品、食品、精密機器等の製造業の監査、アドバイザリー業務に従事する。 現在、アジアビジネスサポ

ートグループにて、シンガポール、新興国（ミャンマー、カンボジア等）等を中心に、アセアンへの進出、地域統括会社設置等の

支援を担当している。 

デロイト コンサルティング ミャンマー 

木 村  義 弘 

日系企業担当（コンサルティング） 

ベンチャー投資、ベンチャー企業経営等を経て、2011 年デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社。2012 年 6 月より、

Deloitte Consulting タイ事務所に出向し、主にミャンマーのインフラ開発関連調査プロジェクト及びミャンマー市場調査プロジェ

クトに従事。2013 年 3月より、Deloitte Consulting Myanmar Limited に出向し、日系企業デスクとして現地日系企業のサポート

に従事している。 

デロイト トーマツ コンサルティング 

石崎   豪朗 

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 執行役員パートナー 

M&A 戦略立案から資本・業務提携実行支援に至るコンサルティング案件を専門とする。特に、クロスボーダー

M&A 関連のプロジェクトを数多く手掛けており、ミャンマーをはじめとする新興国における資本業務提携や JV 設

立支援、デューデリジェンス、ビジネスアドバイザリー関連の豊富なコンサルティング経験を有する。 

野村   修一 

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 執行役員ディレクター 

ミャンマー等の新興国事業戦略を担当。本邦企業の海外業務企画・海外投資部門・アジア合弁事業経営を経験

し、2007 年より現職。新興国進出・撤退・再編・買収・戦略提携案件に多数携わり、新興国政府機関とも緊密な関

係を構築している。 

ミャンマー ヴィガー （税理士法人トーマツより出向） 

近藤 ジョシュア 

税理士法人トーマツ ＩＴＳグループ ディレクター 米国法弁護士（マサチューセッツ州） 

Deloitte ボストン事務所の International Tax Groupにて、国際税務コンサルティングに携わる。2005年 8月に税

理士法人トーマツ 東京事務所に転籍後、インバウンド・アウトバウンドを問わず、多くのグロスボーダー案件に従

事する。2013年 11月より、Myanmar Vigour Co., Ltdに出向し、現地日系企業に対して税務アドバイスを提供して

いる。 

 

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよ

びそれらの関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルア

ドバイザリー株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグ

ループのひとつであり、各社がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供し

ています。また、国内約 40 都市に約 7,100 名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企

業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループWeb サイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)およびそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームのひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび各メンバーファームはそれぞれ法

的に独立した別個の組織体です。その法的な構成についての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/をご覧ください。 
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