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バックナンバー 表題 執筆者

第174号(2020年8月） ◆「香港国家安全維持法」施行 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

◆『中国標準2035』の策定をめぐる動き 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆サプライチェーンの再編と中国市場への向き合い方 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

税務会計 ◆OECDの金融取引に関する移転価格ガイドライン KPMG中国

法務 ◆ネットデータの安全と個人情報保護をめぐる中国の最新動向及び企業の留意点 北京市金杜法律事務所

第173号(2020年7月） ◆国家安全法と香港 ～現状把握と今後 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

◆中国のみならず、世界各国で導入検討が進む中銀デジタル通貨（CBDC） 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆「新型コロナウイルス後」の中国の対外開放 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2020年後半の人民元相場動向について MUFG バンク（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国税関の移転価格調査の最新動向について KPMG中国

第172号(2020年6月） ◆新型コロナウイルス感染症拡大の影響～中国を中心としたサプライチェーンの展望と日本の課題～ 専修大学 商学部 准教授 池部亮

◆アジア域内における人民元経済圏拡張の動き 公益財団法人 国際通貨研究所　経済調査部

◆日本への生産国内回帰と、中国の産業空洞化について考える 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第45回
　～香港政府 新型コロナウイルス肺炎対策として「防疫抗疫ファンド」を設立

三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国財政部「中華人民共和国消費税法（意見募集稿）」公布 KPMG中国

第171号(2020年5月）
◆ソーシャル・イノベーションから見た中国防疫最前線
　～新型コロナウイルスが技術開発の土台に、官民連携で更なる加速へ

MUFGバンク（中国）　リサーチ＆アドバイザリー部　中国調査室

◆コロナ・ショック後の中国経済～回復しても「前年比」の伸びは低水準に 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

税務会計
◆中国が「対米追加関税賦課商品の市場化調達適用除外業務の展開に関する公告」を公布し、
　対米追加関税の適用除外に申請できる商品の対象範囲をさらに拡大した

KPMG中国

法務 ◆中国輸出管理法（草案）の最新改正動向と要点分析 北京市金杜法律事務所

第170号(2020年4月） ◆新型肺炎で自宅待機の中、「宅経済」が活況～デジタル経済の活性化でビジネスチャンスも MUFG バンク（中国）リサーチ＆アドバイザリー部中国調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆経済の正常化に向けて前進 三菱UFJ銀行　グローバルマーケットリサーチ

税務会計 ◆新型コロナウィルス感染拡大下 一時帰国中の赴任者の税務について会社が知っておくべきこと EY税理士法人

税務会計 ◆新型コロナウイルス感染問題の難関の克服に向けた財務・税務優遇政策 KPMG中国

第169号(2020年3月） ◆新型肺炎拡大下における中国法「不可抗力」適用の可否―不可抗力証明書の取得とその効果― 北京立動法律事務所

◆中国進出日系企業の事業環境　～「現状維持」が過半～ 日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部

◆新型肺炎、「隔離経済」で揉まれるイノベーション、そして今後の経済対策を考えておく 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第44回　～深圳市　「産業用不動産賃貸価格の規範化措置」を発表 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

スペシャリストの目 税務会計 ◆新個人所得税体制における初年度の中国個人所得税総合所得の確定申告について KPMG中国

第168号(2020年2月） ◆日本企業が注目すべき中国の社会信用システム 北京立動法律事務所

◆市場主義改革の視点から見た科創板の意義 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

税務会計 ◆「中華人民共和国増値税法（意見募集稿）」の公布 KPMG中国

法務 ◆中国労働法に関する最新の注目トピックス 北京市金杜法律事務所
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第167号(2020年1月） ◆中国を「再定義」する 三菱ＵＦＪ銀行　国際業務部

◆最近の外資をめぐる政策・法令の動向 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆日本から輸入された機械設備「該当機」が遊休化した場合の取扱い 三菱UFJリースグループ　友瑪信商貿（上海）有限公司

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2020年の人民元相場動向について MUFG バンク（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆外資系銀行と保険会社に対する中国市場への参入条件の緩和 KPMG中国

第166号(2019年12月） ◆江蘇省の爆発事故後の化学工業の現状と事故防止の留意点 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆経常収支赤字化が視野に入る中国は、日本での中国ブームを望んでいる。そしてそれは間違いなく訪れよ
う。流行る「中国メイク」に目を向けよ。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第43回　～広東・香港・マカオグレーターベイエリア個人所得税優遇政策 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

税務会計 ◆OECD行動計画：将来的国際課税ルールの制定 KPMG中国

法務
◆外貨管理の領域における処罰の程度の増強－公表された外貨規定違反事例からみたクロスボーダー資
金受領支払のリスクとその予防

北京市金杜法律事務所

第165号(2019年11月） ◆中国の国際収支表の誤差脱漏からみた資本流出 MUFGバンク（中国）　リサーチ＆アドバイザリー部　中国調査室

◆建国70周年：中国のリスクと可能性 ～ 長期楽観も短期は課題が山積 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国・粤港澳大湾区における個人所得税優遇政策について KPMG中国

第164号(2019年10月） ◆事例から分析する中国子会社に対する内部統制の重要性とその確立方法 北京立動法律事務所

◆急成長する中国ユニコーン企業の動向　～成長の背景と業界分布に注目 MUFGバンク（中国）　リサーチ＆アドバイザリー部　中国調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆オフショア人民元市場動向と今後の見通し 三菱UFJ銀行　アジア金融市場部

税務会計 ◆《外商投資奨励産業目録（2019年）》奨励類外商投資分野の更なる拡大 KPMG中国

法務 ◆海外年金　～日中社会保障協定の発効について 三菱UFJ信託銀行　年金コンサルティング部
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第163号(2019年9月） ◆統計と事例で見る2018年の対中直接投資動向 日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部

◆キャプテン翼展から日中、米中関係を考える　ボールはともだちこわくないが、外交には利害が雑（まじ）う 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第42回　～大湾区緊密協力モデルの構築　広東省マカオ合作漢方薬科技産業園 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

税務会計 ◆米中貿易摩擦の影響をコントロールするため、中国政府、対米追加関税の適用除外申請の受理を開始 KPMG中国

法務 ◆中国土地管理法の改正に伴う農村集団用地の流通　—外資系企業の集団土地使用をめぐる法的問題 北京市金杜法律事務所

第162号(2019年8月） ◆中国現地法人における企業ガバナンスのポイント　―よくある誤解とその改善策― 北京立動法律事務所

◆日中のサービス収支の比較 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆2019年下期の人民元相場動向について MUFGバンク（中国）　中国金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国移転価格税制に新たな構図～TPリスク管理の新スキームとTP調査重点項目の変化～ KPMG中国

第161号(2019年7月） ◆最近の自由貿易試験区の改革・開放措置 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆第2回「一帯一路」国際協力サミット開催　～インフラ、貿易、金融、産業協力に進展が顕著 MUFGバンク（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

スペシャリストの目 税務会計
◆税関のロイヤルティ課税の最新動向　～ロイヤルティ支払後30日以内に税関へ自主納税申告しない場合、
延滞金が課されることを明確に

KPMG中国

第160号(2019年6月） ◆FTA／EPAのすゝめ アンダーソン・毛利・友常法律事務所

◆「中国製造」の二つの羽である「リーン生産方式」と「マーケティング」を考える 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第41回　～香港とグレーターベイエリア（大湾区）を繋ぐインフラの現状とその課題 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

税務会計 ◆中国増値税改革の進展について KPMG中国

法務 ◆外商投資法の制定に伴う技術輸入に関する法改正とその運用 北京市金杜法律事務所

第159号(2019年5月） ◆米中貿易摩擦と中国のサプライチェーンの再編（後編） 専修大学　商学部  准教授 池部亮

◆「外商投資法」の登場と外商投資企業への影響 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国地域経済の市場としての特徴 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

スペシャリストの目 税務会計 ◆納税の確実性に対する国家税務総局のコミットメント—「中国事前確認制度年次報告書（2017）」の解説 KPMG中国
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第158号(2019年4月） ◆米中貿易摩擦と中国のサプライチェーンの再編（前編） 専修大学　商学部  准教授 池部亮

◆グレーターベイエリア発展計画綱要、「核心エンジン」としての香港の役割 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆オフショア人民元市場動向と今後の見通し 三菱UFJ銀行　アジア金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆新税関信用管理規定の公布により、AEO認定基準の厳格化へ KPMG中国

第157号(2019年3月）
◆東アジアのグローバル・バリュー・チェーン（GVC）
　 貿易摩擦激激化の逆風下、GVCを地域のさらなる産業高度化につなげられるか？

公益財団法人 国際通貨研究所　経済調査部

◆中国の経済の減速とその対策の現在 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆華南ビジネス最前線　第40回　～恵州―広東シリコンバレーの構築へ 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

スペシャリストの目 税務会計 ◆新個人所得税法実施条例及び関連法令の公布と現行の優遇措置の取り扱い KPMG中国

第156号(2019年2月） ◆日中間でのAEO制度の相互承認合意と中国のAEO認証新基準について TJCCコンサルティンググループ

◆中国の不良債権問題 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆自動車の電動化に対する一考察　～EVに対する過度な楽観論の後退と全固体電池への期待の高まり
（後編）～

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

税務会計 ◆「ハイテク企業」と「研究開発費の割増損金算入」に関する最新動向及び移転価格上の問題点 KPMG中国

法務 ◆中国インターネット安全法の規制・運用に関する最新動向―今後の方向性の考察と企業における注意点 北京市金杜法律事務所

第155号(2019年1月） ◆「トゥキディデスの罠」 三菱ＵＦＪ銀行

◆最近の環境規制の動向と企業の移転にあたっての留意点 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆自動車の電動化に対する一考察　～EVに対する過度な楽観論の後退と全固体電池への期待の高まり
（前編）～

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

◆2019年中国人民元為替相場動向について 三菱UFJ銀行　アジア金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆外国投資者の配当金直接投資に源泉所得税繰延課税の適用範囲の拡大 KPMG中国

第154号(2018年12月） ◆立ち上げ3年目を迎えたアジアインフラ投資銀行（AIIB）の現状と課題 公益財団法人 国際通貨研究所　開発経済調査部

◆中国国産品の逆襲 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆2018年の中国ロボット市場規模は87億ドル～デジタル化、スマート化の方向へ MUFGバンク（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆オフショア人民元市場の概要と今後の見通し 三菱UFJ銀行　アジア金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第39回　～広東省　外商投資の積極的利用に関する政策措置を発表 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

スペシャリストの目 税務会計 ◆新個人所得税法の実施条例などに関する意見募集稿の主な内容と今後の対応について KPMG中国

第153号(2018年11月） ◆日中首脳会談の成果 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆激化する中米貿易摩擦の全体像をつかむ　～貿易摩擦の複雑化・長期化に備えて MUFGバンク（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国人管理職人材の確保・育成において直面する3つの課題 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　ヒューマンキャピタル部

◆海外における日本の医療・介護サービス拠点の構築 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

税務会計 ◆研究開発費の割増損金算入政策に関する最新動向 KPMG中国

法務 ◆中国独占禁止法施行後10年を迎えて－事例からみるその運用－ 北京市金杜法律事務所
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第152号(2018年10月） ◆グレーター・ベイ・エリア（大湾区）の発展動向と日本企業への示唆 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国不動産市場の「異変」に中央政府が警戒～過熱リスクは中小都市へ蔓延するか MUFGバンク（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆2018年8月の通貨政策の背景と今後の通貨政策 MUFGバンク（中国）　中国金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第38回　～広東省　新エネルギー自動車産業の発展・促進に関する意見を発表 三菱UFJ銀行　アジア法人営業統括部　アドバイザリー室

スペシャリストの目 税務会計 ◆研究開発費の割増損金算入政策に関する最新動向 KPMG中国

第151号(2018年9月） ◆日本企業が中国駐在人材を育成する際の留意点 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　ヒューマンキャピタル部

◆増える中国人観光客の視る、「不便」な日本生活を考える 三菱UFJモルガン・スタンレー証券　インベストメントリサーチ部

◆2018年第2四半期以降の中国人民銀行の金融政策 MUFGバンク（中国）中国金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国個人所得税法修正案（草案）に対する意見を募集 KPMG中国

第150号(2018年8月） ◆外資ネガティブリストの改訂と手続き簡素化の現状 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆対中直接投資の戦略分野 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆米中貿易摩擦について MUFGバンク（中国） 中国金融市場部

税務会計 ◆中国、自動車完成車および部品の輸入関税率を大幅引き下げ KPMG中国

法務 ◆法的視点からみた中国での企業移転における環境保護問題――化学工業企業の例を中心に 北京市金杜法律事務所

第149号(2018年7月） ◆中国税関の企業信用管理制度とAEO認証について TJCCコンサルティンググループ

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国NEV市場の現状と見通し～現地視察で見えたNEVへの期待と不安 ナカニシ自動車産業リサーチ

◆2018年上期の人民元為替相場レビューと今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第37回　～広東省　人口発展計画（2017年－2030年）の発表について 三菱ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆国務院、増値税率引き下げなどにより増値税改革を一層深化させる KPMG中国

第148号(2018年6月） ◆業務監査から見た中堅・中小企業の中国現地法人の中国拠点の内部管理上の問題点 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆米中貿易摩擦の足元の状況と貿易不均衡について MUFG Union Bank, N.A. Economic Research NY

◆中国人民銀行の預金準備率引き下げについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆国家税務総局が租税条約上の「受益者」認定問題を明確化 KPMG中国

第147号(2018年5月） ◆最近の環境規制による工場移転の動向と留意点 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆ポスト全人代の中国 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国人民銀行新総裁について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆税関総署が「中華人民共和国税関事前裁定管理暫定弁法」を公布 KPMG中国

法務 ◆海外年金　～中国における新しい「企業年金弁法」の施行について 三菱UFJ信託銀行　年金コンサルティング部

第146号(2018年4月） ◆一帯一路と中国のサプライチェーン 専修大学　商学部  准教授 池部亮

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2017年国際収支統計からみた資本動向と人民元為替相場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第36回　～香港とASEAN　自由貿易協定の締結について 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆世界税関機構（WCO）: 関税評価に移転価格同時文書活用のケーススタディを公表
　 ― WCOが中国税関提出の取扱事例を初採択
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第145号(2018年3月） ◆高度化が進む中国製造業 専修大学　商学部  准教授 池部亮

◆2017年の中国インターネット経済の発展動向　～スマート化の時代へ 三菱東京UFJ銀行（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国自動車業界の今　～重要性を増す日系完成車メーカーの中国事業～ 三菱東京UFJ銀行　戦略調査部　香港駐在

◆中国の金融政策と金利動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆利益の中国内再投資に対する源泉所得税繰延べ KPMG中国

法務 ◆中国における事業者結合申告簡易事案の運用 北京市金杜法律事務所

第144号(2018年2月） ◆外国企業の対日直接投資動向からみる中国企業の日本市場参入 日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部　中国北アジア課

◆物足りない日本企業の中国投資 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆パンダ債の意義・今後の見通しについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆外国企業の中国源泉所得税徴収問題に関する新公告の公布 KPMG中国

第143号(2017年12月・ ◆中国のGDPが米国を抜く日 三菱東京ＵＦＪ銀行

◆最近の環境汚染取り締まりと日系企業への影響 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆人民元為替市場の2017年レビューと2018年の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第35回　～中国進出におけるCEPAの優位性と最新の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国税関が実施するロイヤリティ調査の現状について KPMG中国

第142号(2017年11月） ◆中国企業に対するM&A及び戦略投資の規制緩和 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

◆中国における「雄安新区」開発　～その成功要件とは～ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　公共経営・地域政策部

◆自動車セクター/EVバブルはいつはじけるのか？～過度なEV楽観論は早晩後退する可能性が高い～ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

◆習近平政権下における金融制度改革の進展について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆香港政府による「税源浸食と利益移転の取り締まり措置（BEPS）に関する諮問書」の公布（改正版） KPMG中国

法務 ◆注目を集める「インターネット安全法」がついに施行——内容の考察と企業が注意すべき事項の分析 北京市金杜法律事務所

第141号(2017年10月） ◆本邦タックスヘイブン対策税制の改正と海外財務統括の再検討 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆民需主導の経済成長 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆NEV規制を巡る動向　～導入時期は後ろ倒しも、中期的な影響の大きさは不変～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部　香港駐在

◆人民元相場と規制動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆税関総署が全国通関一体化改革を実施 KPMG中国

第140号(2017年9月） ◆日本企業をめぐる工場立ち退きの動向 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国医薬品市場の現状と展望　～日系企業に求められる取り組み～（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部　香港駐在

◆「債券通」と中国債券市場の対外開放について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第33回　～広東省・香港・マカオ　粤港澳大湾区開発推進に関する枠組協定に調印 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆最近の外国投資促進新政策の公布及び新「外資系企業投資産業指導目録」の発表 KPMG中国
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第139号(2017年8月）
◆米中貿易不均衡解決のための「100日計画」の帰趨
　　　―米国産牛肉の貿易再開など10項目の成果はあったが、その後は、視界不良の状態に―

公益財団法人　国際通貨研究所　開発経済調査部

◆習近平政権の新たな構造改革「供給側改革」とは何か 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国医薬品市場の現状と展望　～日系企業に求められる取り組み～（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部　香港駐在

◆中国と仮想通貨 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆中国版AEOI／CRS制度、非居住者に係る金融口座情報デューデリジェンス管理弁法 KPMG中国

法務 ◆新たな環境監督管理下における企業の環境保護コンプライアンス業務の高度化 北京市金杜法律事務所

第138号(2017年7月） ◆新三板の概要・現状・利用可能性 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

◆中国経済の多様性　～地域の視点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国人民銀行の金融政策と金動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆税関が企業信用管理の新措置を公布―複数の政府部門が共同懲戒、共同奨励を実施 KPMG中国

第137号(2017年6月） ◆中国での事業再編における労働紛争 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　国際アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2017年前半の中国為替市場動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第33回　～広東省実体経済に関わる企業のコスト引き下げに関する政策方案 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国国家税務総局が「特別納税調査調整および相互協議手続管理弁法に関する公告」を公布（第二回） KPMG中国

第136号(2017年5月） ◆越境ECに取り組む日系企業が最先端市場中国で直面する現状課題、及び今後予想される課題と対策 上海润世企业营销管理股份有限公司

◆2017年第1四半期のGDP成長率は+6.9%　～安定成長が続く中、回復の兆しが現れる 三菱東京UFJ銀行（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国の地方政府債務を巡る最近の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆中国国家税務総局が「特別納税調査調整および相互協議手続管理弁法に関する公告」を公布（第一回） KPMG中国

法務 ◆外資系企業貨物貿易のケーススタディからみる外貨関連リスク 北京市金杜法律事務所

第135号(2017年4月） ◆活況を見せる中国の共有経済（シェアリングエコノミー）市場　～2016年の取引規模は3.4兆元に 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国のイノベーション 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国人民銀行のMPA評価体系 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆香港企業の活用に関する再検討
　―香港コーポレート・トレジャリー・センターの設立及び中国子会社の資金と利益還流への影響について

KPMG中国

第134号(2017年3月） ◆中国進出日系企業の事業環境　～事業展開、「拡大」が3年ぶりに増加～ 日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部　中国北アジア課

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆銀行理財の商品性・問題点と今後の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第32回　～今後の香港を活用したビジネス展望について 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆2018年から施行される「中華人民共和国環境保護税法」について KPMG中国
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第133号(2017年2月） ◆2017年全人代を控える中国の現状と展望
三菱東京UFJ銀行（中国）　中国投資銀行部
　中国ビジネスソリューション室

◆見落としてはならない中国経済の二面性
　～構造問題を抱える国有企業をよそに民間企業が見せるダイナミズム～

三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国自動車業界の今　～中国自動車業界をより深く理解するための3つの切り口～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部 香港駐在

◆中国人民銀行の昨年来の金融政策運営について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆税関特別監督管理区域の企業への増値税一般納税人資格付与に関するパイロットプログラム KPMG中国

法務 ◆中国企業との技術提携の留意点 金杜法律事務所

第132号(2017年1月） ◆17年ぶりに中国から帰国して 三菱東京ＵＦＪ銀行

◆2016年の外資政策と2017年の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の不良債権懸念について 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国鉄鋼業界の現状と今後の展望（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部

◆人民元為替市場の2016年レビューと2017年の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆国家税務総局が「事前確認制度の改善事項に関する公告」を公布 KPMG中国

第131号(2016年12月） ◆農村部におけるネット消費市場の発展が好機を迎える～農村ECの成長に期待 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国鉄鋼業界の現状と今後の展望（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部

◆「トランプ政権誕生」による中国経済・金融市場の影響について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第31回　～香港コーポレートトレジャリーセンター税制に関する税務局解釈 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国税関が輸入貨物に対する自主申告・自主納税作業を試験的に実行 KPMG中国

第130号(2016年11月） ◆中国の標準化改革と注目点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済減速下で変わる対中直接投資と投資環境 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2016年7月以降の中国国債市場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆税関査察条例改正案の公布―企業が注意すべき重点事項 KPMG中国

法務 ◆企業再編、撤退時の人員削減について 金杜法律事務所

第129号(2016年10月） ◆中国における中古車市場の発展は好機を迎えるか～業界参入者の多様化に期待 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国） 中国投資銀行部 中国調査室

◆拡大する中国の対外直接投資～『一帯一路』圏経済にも大きなインパクト 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国債券市場でのSDR建債券発行について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国国家税務総局（SAT）が移転価格同時文書化の管理に関する公告を公布（第二回） KPMG中国

第128号(2016年9月） ◆中国華南地域とベトナムを繋ぐ香港の役割 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国の不動産市場の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線　第30回　～中国の資本規制の動向と日系企業への影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆中国国家税務総局（SAT）が移転価格同時文書化の管理に関する公告を公布（第一回） KPMG中国
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第127号(2016年8月） ◆最近の環境違法行為の取り締まり強化について 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の「一帯一路」圏諸国からの輸入～互恵関係の構築は今後の課題 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国自動車業界の今　～中国自動車業界をより深く理解するための３つの切口～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　戦略調査部

◆英国EU離脱決定後の中国金融市場動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆中国税関総署「通関申告書記載作成規範」を改定 KPMG中国

法務 ◆中国における電子契約の法的問題とリスク防止 北京市金杜法律事務所

第126号(2016年7月） ◆最近の中国企業によるドイツ企業買収動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　デュッセルドルフ支店　企画課

◆安定成長の新しい仕組みとして動き出した「一帯一路」政策～ 輸出面からのひとつの検証 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国債券市場の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆増値税改革に係る新規定を公布　（第3回） KPMG中国

第125号(2016年6月） ◆2016年全人代での政府活動報告に見る外資導入のスタンス 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国鉄鋼業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆2016年前半の人民元為替市場の振り返りと新たな基準値設定メカニズムについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～広東省が経済改革プラン公表、最低賃金は2年間据え置き 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆増値税改革に係る新規定を公布　（第2回） KPMG中国

第124号(2016年5月） ◆中国の消費の現状と見通し
三菱東京UFJ銀行（中国）　中国投資銀行部
　中国ビジネスソリューション室

◆人口動態からみた中国の住宅需要 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国鉄鋼業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆中国人民銀行の金融調節について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆増値税改革に係る新規定を公布　（第1回） KPMG中国

法務
◆中国の自動車業界に関する独占禁止政策についての考察
-国家発展改革委員会による「自動車業界独占禁止ガイドライン」（意見募集稿）の公布をめぐって

北京市金杜法律事務所

第123号(2016年4月） ◆「第13次5ヵ年計画」が採決　～改革と革新が鍵～ 三菱東京UFJ銀行（中国）　中国投資銀行部　中国調査室

◆「中所得国のわな」克服に挑む中国～貿易構造から見えてくる産業構造高度化の姿 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国の水ビジネス（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆中国におけるトービン税導入についての考察 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆新たなハイテク企業認定管理弁法が発布される KPMG中国

第122号(2016年3月） ◆中国自動車業界の～今中国自動車業界をより深く理解するための3つの切り口～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆2015年度国際収支統計からみた資本流出の現状 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～香港におけるコーポレートトレジャリーセンター向けの優遇税制 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆「作業指示書による照合抹消」――注目すべき加工貿易の税関管理の新動向 KPMG中国
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第121号(2016年2月） ◆2015年の外資政策と2016年の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆「供給側構造改革」を推進する中国 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国の水ビジネス（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆最近の人民元為替市場の動向と国際金融のトリレンマについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆研究開発費の割増損金算入政策に関する新規定の公表 KPMG中国

法務 ◆中国越境EC政策の概観 北京市金杜法律事務所

第120号(2016年1月） ◆人民元の行方 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆中国経済、最近よくある5つの質問～中国ビジネスサポート従事者の雑感～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　国際業務部

◆拡大する中国の対アジア貿易黒字～その現状と意味するところ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国における今後の財政出動の余地 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆国家税務総局、租税条約の恩典享受に関する新規定を公布 KPMG中国

第119号(2015年12月） ◆「第13次5ヵ年計画」策定の着目点について～年平均6.5％以上の成長を維持～
三菱東京ＵＦＪ銀行中国　中国トランザクションバンキング部
　ビジネスソリューショングループ　中国調査チーム

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国白物家電業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆SDR加入による中国金融市場の影響と人民元為替相場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～「一帯一路」構想に対する香港政府の取り組み 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆国家税務総局が「特別納税調整実施弁法（意見募集稿）」を発表（下） KPMG中国

第118号(2015年11月） ◆TPP協定と中国の改革・開放措置 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国「新常態（ニューノーマル）」時代において成長の鍵を握る国有企業改革 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆人民元の国際化と金融市場の変化 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆国家税務総局が「特別納税調整実施弁法（意見募集稿）」を発表（上） KPMG中国

法務 ◆中国における外資系企業のサービス貿易外貨収支に関するコンプライアンス問題 北京市金杜法律事務所

第117号(2015年10月） ◆「一帯一路」～中国の新たな経済、外交発展戦略 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆足元の輸入の大幅減少は中国の経済状態の悪化を示すのか 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中資系スマートフォンメーカーの動向と日系電子部品メーカーの事業機会（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆米国の金融政策の変化と中国国内金融市場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆企業の再編業務に係る企業所得税の徴収管理に関する若干の問題 KPMG中国

第116号(2015年9月） ◆サービス業の対外開放の現状 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中資系スマートフォンメーカーの動向と日系電子部品メーカーの事業機会（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆人民元為替市場における当局制度変更とその考察 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～自由貿易試験区と「一帯一路」構想の下でより一層の発展が見込まれる福建省 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆非中国居住者企業が国外において、中国持分の間接譲渡に対する報告、申告と納税義務 KPMG中国
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http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115100101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115090101.pdf
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第115号(2015年8月） ◆中国における株価下落の経済への影響　～過剰貯蓄と繰り返される投資ブーム～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国所得分配面の問題点と「中所得国の罠」回避に向けた動き 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国産業用ロボット業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆アジアREIT市場の現状からみる中国上場REIT拡大の可能性等について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆コストシェアリング契約に関する事前手続の簡素化と事後調査の強化 KPMG中国

法務 ◆中国における商業賄賂の最新動向と刑事・行政調査への対応策 北京市金杜法律事務所

第114号(2015年7月） ◆中国のニューノーマルとなる環境保護政策への対応 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆国際収支の「新常態」～2014年中国国際収支報告をもとに 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国産業用ロボット業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2015年上半期の中国金融市場動向と下半期に向けての政府のジレンマ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆BEPS行動計画7における恒久的施設に関する提言が中国でのタックスプランニングに及ぼす影響 KPMG中国

第113号(2015年6月） ◆2014年中国電子商取引市場モニタリング報告　～取引規模は13兆元に
三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　トランザクションバンキング部
　中国調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国都市ガス業界の概要と価格決定メカニズム 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆地方政府債発行解禁等に伴う中国経済および金融市場への影響について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～深圳市前海協力区における新たな外債管理方式 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計 ◆関連者向け海外送金に関する中国税務管理強化の最新動向 KPMG中国

第112号(2015年5月） ◆新しい自由貿易試験区の改革・開放措置 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆拡大する香港のオフショア人民元市場と人民元国際化の進展 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国オンラインゲーム業界の現状と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆4月以降の短期金利急低下と今後の動向・影響　～半期末に向けての展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計 ◆中国の一般租税回避防止ガイドラインの概要 KPMG中国

法務 ◆外国投資管理の画期的変革　―外国投資法意見募集稿の解説― 北京市金杜法律事務所

第111号(2015年4月） ◆ニューノーマル下の中国金融政策を見る上でのヒント　～金融政策の「道具箱」の中身～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　国際業務部

◆足元の中国の輸入の変調について 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国における燃費規制の強化と完成車メーカーに求められる取り組み（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆シルクロード基金およびアジアインフラ投資銀行の今後の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計 ◆自動車業界のための中国税務～自動車業界の最新動向 - 自動車業界のタックスプランニング KPMG中国

第110号(2015年3月） ◆ニューノーマル時代における対中直接投資 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国における燃費規制の強化と完成車メーカーに求められる取り組み（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆利下げ後の金融市場動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～前海協力区における深圳・香港協力促進方案 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

第109号(2015年2月） ◆2014年の外資政策と2015年の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆経済成長率の減速下でも良好な中国の雇用環境 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国自動車業界の今～中国自動車業界をより深く理解するための３つの切口～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国金利市場～オンショアとオフショア市場動向アップデート 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 法務 ◆外資系企業の輸出入業務分野の最新動態―――「税関企業信用管理暫定弁法」に関する解説 北京市金杜法律事務所

第108号(2015年1月） ◆不動産バブルの崩壊で中国経済は行き詰るのか 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
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http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115080101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115070101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115060101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115050101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115040101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115030101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115020101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115010101.pdf
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◆発足一周年を迎えた中国（上海）自由貿易試験区　第三回（最終回）　金融関連改革の現状
三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　トランザクションバンキング部
　中国ビジネスソリューション室

◆経済の「新常態」と雇用の安定 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国不動産業界 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆景気減速懸念を背景に元高は緩やかに
三菱東京ＵＦＪ銀行　市場企画部　市場ソリューション室
　グローバルマーケットリサーチ

第107号(2014年12月） ◆「外商投資産業指導目録」改訂案に見る外資制限緩和の方向 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国オンラインショッピング業界の動向と小売企業の取り組み状況（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆最近の金融調節動向と利下げについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～広東省沿岸部からの移転先として注目される韶関市・郴州市 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

第106号(2014年11月）
◆発足一周年を迎えた中国（上海）自由貿易試験区　第二回　改革の他地域への展開と、今後の改革の見
通し

三菱東京UFJ銀行（中国）　トランザクションバンキング部
　中国ビジネスソリューション室

◆中国の国家新型都市化計画と「人の都市化」の加速 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国オンラインショッピング業界の動向と小売企業の取り組み状況（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆GDPの需要項目別寄与度で見た中国経済の現状 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 法務 ◆クロスボーダー人民元建て外商直接投資に関する考察 北京市金杜法律事務所

第105号(2014年10月） ◆発足一周年を迎えた中国（上海）自由貿易試験区　　第一回　改革のこれまでの進捗状況
三菱東京ＵＦＪ銀行(中国)　トランザクションバンキング部
　中国ビジネスソリューション室

◆都市化は優れた農村政策とみる視点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国の銅精錬業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆成長減速下の金融調節と今後の動向考察 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 法務 ◆最近の制裁事例からみた中国のカルテル規制 北京市金杜法律事務所

第104号(2014年9月） ◆中国労務の最新事情－労働争議とストライキの現状－ 株式会社プレシード

◆中国における住宅市場減速の景気全体への影響度合い 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国の銅精錬業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆急減速した信用統計が示唆する金融機関同業業務規制(127号文)の影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～前海協力区におけるネガティブリスト管理 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・多国籍企業に関するクロスボーダーの外貨資金プーリングに関する詳細な内容について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第103号(2014年8月） ◆中国（上海）自由貿易試験区での税関の改革措置 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国における農民工の収入増加と消費拡大 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆地方政府が発行する地方債を巡る動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・移転価格同時文書の記載内容に関する新しい要求について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆外商投資企業の人民元転に対する規制の動向―資本金、外債を中心に― 北京市金杜法律事務所
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第102号(2014年7月） ◆住宅価格の現状と若干の展望～70大中都市住宅販売価格データに基づく考察 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国風力発電業界の今後の展望について（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元市場を巡る最近のトピック～オフショア市場とオンショア市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・増値税移行改革中の電気通信業に関する改革規定及び詳細な内容について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第101号(2014年6月） ◆法務：香港会社条例改正について 弁護士法人キャスト・村尾龍雄律師事務所（香港）

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国風力発電業界の今後の展望について（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆住宅市況の悪化を受けた金融政策の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～深圳市前海協力区における企業所得税優遇政策 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・国発「2014」14号の発行に伴う、中国における企業合併･買収（M&A）活動に対する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第100号(2014年5月） ◆中国の工商登記制度改革について 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国における地方政府債務問題の現状とリスクについて 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国住宅ローン業界の動向 三菱東京UFJ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆人民元金利市場動向～2013年6月の再現はあるか 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・グループ内関連会社間の持分譲渡にかかる中国源泉所得税課税の最近の動向について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆中国クラウドコンピューティングサービス産業における外資規制について 北京市金杜法律事務所

第99号(2014年4月） ◆２０１３年の中国税務総まとめ（後編） 上海衆逸企業管理諮詢有限公司

◆中国の消費の現状～綱紀粛正の影響を除けば、意外に堅調 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国ラグジュアリーホテル業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国国内の社債市場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・非保税輸入貨物および加工貿易下の保税貨物の関税評価に関する2つの改定規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第98号(2014年3月） ◆２０１３年の中国税務総まとめ（前編） 上海衆逸企業管理諮詢有限公司

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国ラグジュアリーホテル業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆目まぐるしい動きの2014年春節後の市場動向　～為替市場と金利市場の関係 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～深圳市の金融改革方針と前海協力区の金融政策 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・中華人民共和国会社法の改正（新会社法）の内容について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第97号(2014年2月） ◆2013年の外資政策と2014年の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆2020年に向けた中国の改革深化に関する政策方針～共産党第18期三中全会での「決定」について～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国ステンレス業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2014年上半期 金利市場展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・郵政事業と鉄道輸送業の「営業税から増値税への移行パイロットプログラム」への組み入れについて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆消費者権益保護法の改正に伴う企業としての注意点 北京市金杜法律事務所

スペシャリストの目
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人民元レポート
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連載
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経済

産業

産業

産業

特集
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人民元レポート

特集

特集

経済

人民元レポート

経済

特集

人民元レポート

産業

人民元レポート

産業
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第96号(2014年1月） ◆2014年は企業再生の年に 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆金融開放から見た中国(上海)自由貿易試験区 三菱東京ＵＦＪ銀行(中国)有限公司　中国ビジネスソリューション室

◆貿易構造の高度化～期待される市場メカニズムによる技術革新の促進 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国ステンレス業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2013年人民元相場動向と2014年見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・香港・中国租税協定における納税者の税務上の香港居住者ステータスの認定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第95号(2013年12月） ◆営業税の増値税改革における国際取引にかかわる実務的ポイント Mazars Mochizuki (旧:望月諮詢（上海）有限公司)

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆日系自動車部品サプライヤーの中国ビジネスの動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企業調査部　香港駐在

◆中国人民銀行の当座預金動向に関する考察 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～広東省における行政手続簡素化 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・中国（上海）自由貿易試験区の改革方針と税制優遇措置について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆中国（上海）自由貿易試験区における新たな外商投資管理 北京市金杜法律事務所

第94号(2013年11月） ◆営業税の増値税改革の概要と背景　- 記憶に残るポイント理解 - 望月コンサルティング（上海）有限公司

◆中国の住宅市場と今後の価格抑制策について 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国の天然ガス需給の見通しと非在来型ガス開発の現状 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆中国国債先物取引再開と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・クロスボーダーサービスに関する増値税の免税措置について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第93号(2013年10月） ◆中国労務の最新事情－現場からの定点観測 株式会社プレシード

◆中国の輸入の現状～消費の拡大や民生の向上に資する輸入への移行が進む 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆アジアで飛躍が期待される日系農機メーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆中国債券市場における昨今の規制強化と今後の課題について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・サービス貿易等の国外送金時の税務手続の簡素化措置について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆中国における事業者結合届出審査実務の動向 北京市金杜法律事務所

第92号(2013年9月） ◆サービス産業における外資導入政策の動向 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国加工食品市場の今後の展望について 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆米国金融政策の変化と中国国内市場への影響～国内外貨金利を中心に～ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～珠江デルタ地区の改革発展計画概要の現状 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・「間接持分譲渡」に関する最近の動向及び関連する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国
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第91号(2013年8月） ◆巨大な成長潜在力を秘めた中国内陸部（四川省成都） 三菱東京ＵＦＪ銀行　国際業務部

◆中国36地区の地方政府債務の現状とリスクについて 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国カジュアル衣料チェーン業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆6月の短期金利急騰と今後の動向・影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・多国籍企業の海外出向に係る新たな政策及び関連する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆最近の中国法実務からみた日系企業の危機管理
―危機発生時の対応と再発防止策の策定を中心に―

北京市金杜法律事務所

第90号(2013年7月） ◆上海自由貿易試験区の動向 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆都市化の進展に伴う経済構造の変化が意味すること 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国カジュアル衣料チェーン業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆シャドーバンキング規制と金融市場への影響について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・営業税から増値税への移行パイロットプログラムの対象サービス提供に伴う非居住者の所得に対する源泉
徴収税について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第89号(2013年6月） ◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中成長時代の中国の成長産業 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆PBOCの公開市場操作から垣間見えるインフレへの警戒感 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～華南における保税開発区 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・日本人が中国子会社に「出向」した場合における恒久的施設認定に関する最近の動向及び関連する影響に
ついて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆最近の制裁事例からみた中国のカルテル規制 北京市金杜法律事務所

第88号(2013年5月） ◆中国現地法人の経営管理と業務監査の活用 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆2013年の全人代と中国の政策動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国石炭業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆足元の人民元相場動向と今後の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・2012年における非居住者企業からの税収状況について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第87号(2013年4月） ◆始動する産業再編 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆所得階層別消費支出と普及率から探る消費伸び悩みの背景と若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国石炭業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆近年の社債市場の拡大と、発行増加が続く「城投債」について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・深圳市前海現代サービス協力区における最新の優遇政策について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆最近の中国ビジネスにおける商業賄賂の問題
―商業賄賂の基礎知識、対応策などを中心に―

北京市金杜法律事務所
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第86号(2013年3月） ◆最近の中国税務の動向と課題 上海ユナイテッド アチーブメント コンサルティング

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆深刻化する中国の大気汚染～想定される汚染対策と産業への影響～ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆政策引締めシフト？　昨今の人民銀行による金融調節と今後の考察 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～来料加工廠の法人転換の最新状況 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・「資産再編取引に係る仕入増値税繰越額についての処理」に関する最近の動向及び関連する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第85号(2013年2月） ◆どうなる？　２０１３年。中国現地法人の労務管理　～今年を予測する５つのポイント～ 株式会社プレシード

◆2013年の中国経済政策の方向性～中央経済工作会議を踏まえた展望～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国鉄鋼業界（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆中国市場の対外開放/人民元の金利・為替自由化の進展状況 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・個人投資者が上場会社から受領した配当所得に対する新たな個人所得税政策の内容及びもたらす影響に
ついて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆建物の賃貸借における敷金の取扱い
―事業用施設 を賃借する外資系企業の注意点を中心に―

北京市金杜法律事務所

第84号(2013年1月） ◆日本は世界経済の成長に貢献できるか 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆2013年外資政策の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆大幅な賃金上昇は中国の輸出競争力を弱めているか　～対米輸出の現状分析 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国鉄鋼業界（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆中国経済・金融政策・金利動向　2012年の回顧と2013年の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・「外商投資企業に係る持分出資」に関する最近の動向及び関連する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第83号(2012年12月） ◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国建設機械業界の現状と今後の展望（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2012年人民元相場動向と2013年見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～香港と中国本土との協力の枠組み 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・「40号通達」の公布による省市を跨ぐ本支店を有する企業の企業所得税申告上の変更点について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆貨物貿易外貨管理改革が外資系企業に及ぼす影響 北京市金杜法律事務所

第82号(2012年11月） ◆小売、飲食業における多店舗展開について 日本貿易振興機構（JETRO）　北京事務所　進出企業支援部

◆中国における地方財政収入の伸び鈍化と地方版4兆元投資計画による政府債務増大懸念 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国建設機械業界の現状と今後の展望（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆共産党大会、米大統領選挙を控えた市場動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・「持分譲渡と課税価格評価」に関する最近の動向及び関連する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人民元レポート
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経済
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人民元レポート
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巻頭言
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第81号(2012年10月） ◆中国の輸出の先行きを考える 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆車載向けリチウムイオン電池業界における日中連合の効用 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国の資産担保証券テストプログラム再開と同国の資産証券化に関する動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・化粧品製造、医薬品製造及び飲料製造業に対する企業所得税損金算入限度額の現行優遇政策について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆税関価格評価の実務からみた最近の中国における課税価格の問題 北京市金杜法律事務所

第80号(2012年9月） ◆サービス産業での中国進出－２ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国総合スーパー業界の現状と今後の見通し（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆最近の公開市場操作に垣間見る金融政策手段の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～統括拠点としての香港のメリットと留意点 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・「71号通達」及び「53号通達」の発効によるパイロットプログラム適用対象に対する影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第79号(2012年8月） ◆サービス業における民間投資奨励 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の小額ローン会社の拡大と民間資本の金融分野への参入 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国総合スーパー業界の現状と今後の見通し（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国のオフショア国債発行と最近のオフショア人民元動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・「受益者認定」及び「間接持分譲渡」業務について国家税務総局の更なる指針について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務 ◆実務的観点からみた外商投資企業の会社分割 北京市金杜法律事務所

第78号(2012年7月） ◆投資の加速で改めて注目を集める中国中部地域 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国） ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ課

◆中国の輸入構造の変化
～限界的な消費財輸入の拡大も欧州の小国にとってはメリット

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国通信ネットワーク機器メーカーを取り巻く環境と今後の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆利下げ後の金融市場動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・2012年国家税務総局が公布した企業所得税の損金計算に関する公告の内容について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第77号(2012年6月） ◆人民元の国際化を中心に進む中国の通貨戦略 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国で相次いだ欧米食品メーカーの撤退事例と示唆 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部

◆5月の預金準備率引下げと今後の金融政策 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～中国の労働者保護政策と企業の対応 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・資産再編取引にかかる間接税の取扱いに関する公告の発表が企業に与える影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆製品表示・虚偽宣伝に関する中国の法制度と実務
―外資系企業をめぐる事例とその留意点―

北京市金杜法律事務所
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第76号(2012年5月） ◆業務監査から見た中国拠点の運営管理上の問題点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆高速道路の料金徴収に対する管理強化に着手した中国
～道路関連の債務不履行の発生リスクに注目～

三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国都市ガス業界の動向と特徴 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元相場の日中変動幅拡大と今後の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・近年の中国における非居住者企業からの税収状況及び非居住者企業への影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第75号(2012年4月） ◆2012年の全人代と中国のマクロ政策動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆穀物貿易の現状とそこから示唆される課題 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国石油業界の概要 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆金融市場見通し～2012年全人代を終えて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・インド最高裁判所におけるVodafone訴訟についての判決、及び当該判決が中国における持分の間接譲渡
に与える影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆従業員に競業避止義務を課するにあたって
―最近の中国における法的実務からの考察―

北京市金杜法律事務所

第74号(2012年3月） ◆サービス産業での中国進出－１ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆日中首脳金融合意と上海国際金融センター化構想に見る中国当局の深謀 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～技術先進型企業認定 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・『外商投資性公司に関する管理措置を更に改善することについての通達』が外国投資者及び外商投資性公
司に与える税務上の影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第73号(2012年2月） ◆2011年の中国税収概括と2012年の税務政策の行方 上海ユナイテッド アチーブメント コンサルティング

◆投資の加速段階に入った中国の西部地域 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国百貨店業界の動向と日系各社に求められる取組み（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国債券市場の最近の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・上海における間接税改革パイロットプログラムに関する最新規定である財税「2011」131号通達の要点につ
いて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

法務
◆中国における外資系企業の統括会社の設立について
―法的実務観点からみた比較検討と最新動向―

北京市金杜法律事務所

第72号(2012年1月） ◆ユーロ圏の財政金融問題が重しになる2012年の世界経済 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

◆中国経済の減速の先にあるのは、安定成長か、バブル崩壊か？ 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆欧州債務危機と中国経済～底堅く推移する中国のEU向け輸出 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆中国百貨店業界の動向と日系各社に求められる取組み（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2012年の金融政策見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・上海における間接税改革パイロットプログラムの実施が営業税納税義務者と増値税納税義務者に与える影
響

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国
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第71号(2011年12月） ◆2012年外資政策の若干の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国インフラ投資の現状と今後の展望（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2011年人民元相場動向と2012年見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～日系企業の香港でのIPO 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・中国で就業する外国人が中国の社会保険制度に加入する場合の影響について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆世界市場という視点で考える、中国における人材の位置づけ マーサー　中国

第70号(2011年11月） ◆商業性企業設立時の留意点について 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国における地方政府債務の現状とそのリスク 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国インフラ投資の現状と今後の展望（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国の金融緩和は近いのか 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・適用期間終了後の中国西部地域への新たな財税優遇措置について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み(7)
 – 施策展開ステージ　後編（本社と中国現法との意思決定のカベ）

マーサー　ジャパン

第69号(2011年10月） ◆中国知的財産権保護の最新トレンド－中国ビジネスの変化/深化に対応する新ノウハウ－ 西村あさひ法律事務所

◆「中進国の罠」か「後発先進国の悩み」か～貿易構造からの検証 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆中国医薬品業界の概要　～医療改革動向、市場動向と業界構造～ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆欧州債務懸念と中国への影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

税務会計
◆中国の税務
・中国投資性公司に対する新たな規定に関する潜在的な課税問題について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み(6)
 – 施策展開ステージ　前編（市場成長に即した組織能力の構築）

マーサー　ジャパン

第68号(2011年9月） ◆投資性公司を中心とする資本再編の手続きと留意点 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国製紙業界の現状と展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国金融政策の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　環球金融市場部

◆華南ビジネス最前線～日港租税協定 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

スペシャリストの目 税務会計
◆中国の税務
・外国投資家による持分出資による外商投資企業の設立に関する最新規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第67号(2011年8月） ◆進展する人民元の国際化とそのインパクト 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国の人口国勢調査から見る今後の課題と注目点 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国タイヤ市場の展望と外資メーカーに求められる取組み（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元切上げ再開から1年 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・非居住者企業の受動的所得に対する企業所得税の取り扱いについて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆「採用」　－変化する中国事業の要請に応えるために マーサー　上海
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第66号(2011年7月） ◆「中国的交渉術」の背景を読む－中国企業に振り回されないノウハウ－ 西村あさひ法律事務所

◆インフレの諸相～社会政策としての重要性も併せ持つインフレ対策 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆中国タイヤ市場の展望と外資メーカーに求められる取組み（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆変化の兆しを見せる中国金融政策 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・中国税務当局における企業再編に関する実務上の最新動向およびグループ企業内再編における取得価額
での株式譲渡と公正価値算定方法

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み (4)
－基盤構築ステージ　後編（人材をドライブする“ツール”としての人事制度）

マーサー　ジャパン

第65号(2011年6月） ◆「外商投資産業指導目録」改訂草案の注目点 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国送配電業界の現状と展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆QE2終了と中国の金融政策見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～香港におけるリインボイス機能の活用 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・「中華人民共和国国家経済と社会発展のための第12次5ヶ年計画」の中、税制改革に関する要点について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み (3)
－基盤構築ステージ　前編（移行期における組織・人材面での課題とその克服）

マーサー　ジャパン

第64号(2011年5月） ◆開発区「ブランド（品牌）化」で産業移転を加速　長江デルタ域内協力で新たな展開 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　上海調査チーム

◆2011年の中国全人代と12次五ヵ年計画期間中の主な課題 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国におけるアウトレットモール事業の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元為替政策と人民元相場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・「企業再編取引に係る企業所得税管理方法」における原則、国家税務総局の意図及び明確になっていない
事項について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆互恵的信頼関係の構築により「ホールドアップ問題」を解決せよ マーサー　上海

第63号(2011年4月） ◆全人代後の外資政策 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆強大な貿易国・中国と緊張感ある互恵関係を築くインドネシア、タイ 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆中国食品業界の動向と日系各社における事業展開について（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元の行方 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・中国における事前確認制度の現状及び今後の動向について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆中国事業における等級制度設計の考え方－「職務主義」的中国市場に日本の「強み」を「人」を通じて移植
していくために

マーサー　ジャパン

第62号(2011年3月） ◆中国の省エネルギー・環境保護「第12次五ヵ年規画」期の展望 三菱東京UFJ銀行（中国）　企画部　上海調査チーム

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国食品業界の動向と日系各社における事業展開について（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元市場の開放を進める中国 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～前海湾保税港区の活用法 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・中国・シンガポール租税条約に対する税務局解釈指針のうち、配当、利子およびロイヤルティに関する新解
釈について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み（2）－基準策定ステージ－ マーサー　ジャパン
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第61号(2011年2月） ◆2010年中国税務総括と2011年の中国経営リスクを考える NERAエコノミック　コンサルティング

◆中央経済工作会議と2011年中国経済運営の主要課題～インフレ抑制とCPI構成問題に注目～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国石炭業界の現状と今後の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国資本市場の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行(中国)　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・中国・シンガポール租税条約に対する税務局解釈指針のうち、キャピタルゲイン条項に関する新解釈につい
て

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆ステージごとに異なる中国人材マネジメント取り組み（1）－3つのステージ－ マーサー ジャパン

第60号(2011年1月） ◆投機の抑制が鍵を握る中国経済 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆衣料品輸出に見る中国の輸出堅調の背景 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆台湾EMSを取り巻く業界環境と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元金利の見通しについて 三菱東京ＵＦＪ銀行(中国)　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・租税条約で規定される恒久的施設の判定に関する新たなガイドラインについて

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆年頭所感　2011年の中国における人材マネジメントの潮流を考える マーサー　上海

第59号(2010年12月） ◆外資奨励措置の現状 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国自動車需要の中長期展望と外資メーカーに求められる取組み（後編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元為替の見通しについて 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～深圳市前海湾をめぐる政策動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・外資企業・内資企業の都市維持建設税および教育費付加制度の統一の状況について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国・日本協働での人事改革プロジェクト―人事の壁の乗り越え方 マーサー　ジャパン

第58号(2010年11月）
◆2011年からの5ヵ年、中国のメインテーマは「科学的発展」
   ――「第12次5ヵ年規画に関する中国共産党中央建議書」が発表

三菱東京UFJ銀行（中国）　企画部調査課

◆5カ年計画目標達成を目指す中国の省エネルギー・環境保護動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国自動車需要の中長期展望と外資メーカーに求められる取組み（前編） 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆先手を打つ人民元金融政策の背景 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・中国・シンガポール間租税条約の「条文解釈」規定の詳細について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国事業における理念・価値観の共有―その意義と課題 マーサー　ジャパン

第57号(2010年10月） ◆FTA新時代と新興国市場戦略 ～FTA本格活用時代の幕開け～ 日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部　国際経済研究課

◆住宅価格と消費についての一仮説～住宅価格が十分に低下すれば、中上位所得層を中心に消費の拡大
が期待できるのではないか

三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆香港オフィス市場の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆信用リスク分散を進める中国当局 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・企業再編に係る企業所得税徴収管理の新規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における地域統括会社の役割２―環境変化が生み出す新たな方向性 マーサー　上海
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第56号(2010年9月） ◆中国における「集団協議」について 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆Ｍ＆Ａが活発化する中国のスーパーマーケット業界 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆後退する人民元利上げ観測 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～大幅に自由化された人民元建て貿易決済 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・中国税務機関による海外間接持分譲渡に対する租税回避防止措置について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事
◆労働争議問題後の中国におけるものづくり
　　　－外部環境への対応と自社ものづくり戦略再考－

マーサー　ジャパン

第55号(2010年8月） ◆中国のストライキに関する法制度考察 露木・赤澤法律事務所

◆中国における労働争議の多発と「世界の工場」の今後 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆世界市場で存在感を高める中国の通信設備メーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆バブルつぶしにかける中国の思い 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・非居住者が享受する租税条約の恩恵に関する新規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国での事業・組織・人事統合成功への方程式 マーサー　ジャパン

第54号(2010年7月） ◆上海万博と中国の現在、未来 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　上海調査チーム

◆地方の時代～実り始めた地域発展戦略の成果 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆国内線向けジェット燃料価格の上昇が中国航空業界に与える影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆ついに舵を切った人民元為替改革 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・上海総合保税区の「十二五」期間（第12次5ヵ年計画期間）における財政支援政策について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆＜中国労働争議考察＞　加速するワーカーの意識変化に対応せよ マーサー 上海

第53号(2010年6月） ◆最新の外資奨励措置（１） 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆上海オフィスマーケットの現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆欧州財政危機が人民元に与える影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～来料加工廠の現地法人転換を巡る各地の動き 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・非居住者企業に対するみなし課税に関する新規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における採用・リテンション戦略 マーサー　ジャパン

第52号(2010年5月） ◆中国市場戦略構築の構え～戦略構築のための体制はどうあるべきか
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング
国際ビジネスコンサルティング室

◆中国東南沿海部における人手不足問題と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆注目集める中国海南島の発展計画 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆手腕が問われる市場操作 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・外国企業の在中国駐在員事務所に関する新規定について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における雇用ブランド構築 マーサー　ジャパン
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第51号(2010年4月） ◆全人代後の新しい外資政策 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆ASEAN・中国自由貿易協定（ACFTA）の本格始動と中国の貿易動向 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆急増した中国の鋼材生産量 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆急速に高まる人民元切り上げ論 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計
◆中国の税務
・技術譲渡関連サービスに対する税務処理の最新の動向について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における地域統括会社が人材マネジメント上で果たすべき今後の役割 マーサー　上海

第50号(2010年3月） ◆2010年中国税務実務の行方 NERAエコノミック コンサルティング

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆急拡大する中国の企業間電子商取引～注目集めるビジネスマッチング型マーケットプレイス 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　企画部　企業調査チーム

◆債券市場の展望について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～来料加工廠の現法化検討が本格化 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・非居住者企業による中国国内企業持分の「間接譲渡」について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国での人材競争力向上における保険ベネフィットの役割と重要性 マーサー　ジャパン

第49号(2010年2月） ◆近時の労働紛争にみるいくつかの傾向 露木・赤澤法律事務所

◆2010年の消費促進策を発表した中国～自動車と家電の消費拡大を図る～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国でのパネル生産に乗り出した液晶ディスプレイメーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元の出口政策 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国Ｍ＆Ａの肝～デューディリジェンス・バリュエーション 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　国際事業本部　

税務会計
◆中国の税務
・非居住者企業の持分譲渡所得に係る新通達について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆2010年　年頭所感　中国内陸部の成長がもたらす新たな課題とは マーサー　上海

第48号(2010年1月） ◆挑戦者中国の誕生 財団法人　国際通貨研究所

◆ますます存在感を高める中国経済 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆輸入の大幅増は輸出の本格回復を示唆しているのか？ 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆香港の住宅価格の現状と見通し～中長期的視点からの考察 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元決済の行方について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆Ｍ＆Ａのキモ～交渉で起こりがちな問題点と解決策 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　国際事業本部　

税務会計
◆中国の税務
・租税条約における「受益者」の認定に関する新通達について

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国上場企業における株式報酬を巡る新たな動きと日系企業へのインプリケーション
マーサー　チャイナ
マーサー　ジャパン
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第47号(2009年12月） ◆2010年の外資政策の展望 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国建設機械市場の現状と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元市場と来年の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～保税区域活用物流スキームの運用実態 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経営戦略 ◆今回の円高はM&Aの最後のチャンス？ 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　国際事業本部

税務会計
◆中国の税務
・租税条約国居住者の租税条約待遇享受に係る新規定についての解説

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆現地人材の更なる活用－「現地人材のグローバル化」を考える マーサー　上海

第46号(2009年11月） ◆人民元の国際化と香港の役割 広島経済大学　教授　福居信幸

◆建国60周年を迎えた中国～発展途上国と経済大国の両面性を持つ国としての課題と今後の展望～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆アジアのコンテナ海運業界の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元の出口政策について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆Ｍ＆Ａのキモ～ＬＯＩをどう作るか 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　国際事業本部

税務会計
◆中国の税務
・租税条約のロイヤルティー条項に関する明確化についての解説

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国現地法人の営業力強化戦略 マーサー　ジャパン

第45号(2009年10月） ◆アジアにおけるFTAの進展 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国の輸出の現状～「安定回復の兆し」の確度はどの程度と見るべきか 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆香港の建設市場の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆ドルキャリー取引が与える人民元市場への影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国Ｍ＆Ａプロセスのキモ～初期交渉でのスタンス 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　国際事業本部

税務会計
◆中国の税務
・従業員出向に関する取り決めと恒久的施設を取り巻く動向

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における日系企業の「人材の現地化」を考える マーサー　上海

第44号(2009年9月） ◆外商投資企業の認可権の地方への委譲の動向 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国携帯電話市場の動向と3Gサービス開始に伴う影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆デリバティブ市場の発展について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～華南地域における物流オペレーションの再構築 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の税務
・企業再編に関する新通達「財税[2009]59号」の中の持分買収取引に係わる特別税務処理について、規定の
解釈と留意点

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国の経済成長が組織・人材マネジメントにもたらす意味 マーサー　ジャパン
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第43号(2009年8月） ◆業務監査から見た中国拠点の運営管理上の問題点 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の家計貯蓄率上昇と消費の抑制要因解消の必要性
～消費振興のカギとなる社会保障制度の改善について～

三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国におけるネット販売の動向と日系企業の取り組み状況 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国景気と今後の金融政策 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国Ｍ＆Ａプロセスのキモ～ファインディング段階での留意点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　国際事業本部

税務会計

◆日本における平成21年度税制改正について
・外国子会社配当益金不算入制度の導入の背景、同制度の概要
・同制度導入に伴う外国税額控除の改正内容、中国子会社の外国税額控除の今後の取り扱い
・同制度導入に伴うタックス・ヘイブン税制の改正内容、タックス・ヘイブン税制が中国子会社に与える影響

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆企業のブランディングと人材マネジメント戦略 マーサー　中国

第42号(2009年7月） ◆中国市場戦略構築について、現場からのメッセージ
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング
国際ビジネスコンサルティング室

◆「家電下郷（家電を農村へ）」政策を支える中国の農村消費市場についての一考察 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国エレクトロニクス産業を取り巻く環境変化と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆循環し始めた中国の投資資金 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆M&Aプロセスつまづきの原因はスピード感に問題あり 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計

◆中国の会計･税務
・中国合弁企業から日本の親会社へ配当を行う際の、配当可能利益の計算方法及び配当実行にあたっての
実務上の留意事項
・「大企業税務リスク管理ガイドライン(試行)」の主な内容と大企業に対する今後の影響

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における人事課題の変遷と、ものづくりにおける日系企業のチャレンジ－骨太の人材 マーサー　ジャパン

第41号(2009年6月） ◆輸出と加工貿易に対する規制緩和の動向 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆増加基調に転じた中国の鋼材生産量 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元金利の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

◆華南ビジネス最前線～香港拠点の活用 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

税務会計
◆中国の会計･税務
・清算手続中に2009年度の決算日を迎えることになる場合の2009年度の財務諸表作成上の留意事項
・2009年4月30日に公布された｢企業再編取引の企業所得税処理の若干の問題に関する通知｣の要点

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における日系企業の中国人管理職のリーダーシップ育成について マーサー　チャイナ

第40号(2009年5月） ◆「持分出資登記管理弁法」の概説 露木・赤澤法律事務所

◆成長維持と民生改善に注力する中国の「全人代」 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国総合スーパー業界の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆市場開放を模索する中国 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆『当たり前』の認識を再確認する～チャレンジの準備は出来ていますか？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計
◆中国の会計･税務
・リストラクチャリングの実施にあたり中国企業会計準則（新会計基準）上で留意すべき事項
・国家税務総局公表の『租税条約の配当金条項に基づく関連処理に係る通達』

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国市場の構造変化に伴うリーダー開発ニーズへの取り組み マーサー　ジャパン

第39号(2009年4月） ◆厳しさ増す中国進出日系企業の事業環境～内販強化と生産効率の改善が今後の課題～
日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部
中国北アジア課

人民元レポート

産業

特集

産業

人民元レポート

スペシャリストの目

スペシャリストの目

特集

経済

連載

スペシャリストの目

特集

経済

特集

人民元レポート

産業

経済

経済

特集

スペシャリストの目

人民元レポート

産業

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109080101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109070101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109060101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109050101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109040101.pdf


＜MUFG BK中国月報 バックナンバー目次＞

バックナンバー 表題 執筆者項目

◆短期と中長期双方の課題に応える１０重点産業調整振興計画 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国自動車市場の現状と今後の見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆全人代後の市場について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆X－DAY目前～今が中国ビジネスの踏ん張りどころか？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計

◆中国の会計･税務
・企業所得税費用の会計方針を未払い税金法から税効果会計法に変更したケースと税務調査において過年
度の企業所得税申告計算の誤謬による未納付あるいは過少納付が発見され、その金額が多額に及ぶケー
スにおける企業所得税費用の会計処理にかかる留意点
・非居住者企業が中国国内より取得する利息、配当金等所得に掛かる源泉徴収に係る新たな規定

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆経済危機下、中国において試される日本企業の「マネジメント力」 マーサー　チャイナ

第38号(2009年3月） ◆中国新企業所得税法総まとめ、増値税法の改正ポイントと中国税務行政の将来 NERAエコノミック コンサルティング

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆香港の個人消費と内需関連市場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆全人代後の市場について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計

◆中国の会計･税務
・中国企業会計準則(新会計基準)における固定資産の取得原価確定に伴う除却費用にかかわる会計処理の
留意事項
・増値税の税制改正動向

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆経済危機が導く中国ビジネス推進モデルの変換 マーサー　ジャパン

第37号(2009年2月） ◆2009年の外資政策の展望 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆景気減速の中で農村部の需要振興と社会安定に注力する中国 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国百貨店業界の動向について 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆グローバル水準を目指す中国 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国企業M&A～『ポストM&A死の谷』を越えられるか？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計
◆中国の会計･税務
・未稼働の固定資産にかかる減価償却費の中国での会計上、税務上の取り扱い
・中国の流通税の改正動向

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状－中堅採用のミスマッチと対策③－ Pasona Group

第36号(2009年1月） ◆二〇〇九年の中国 財団法人 国際通貨研究所

◆新興国経済を牽引する中国 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　調査部

◆世界的な金融危機と中国都市部の雇用情勢 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国主要5製造業の現状と2009年の方向性 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆２００９年中国為替市場の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆2009年、中国ビジネスはサバイバルへ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計
◆中国の会計･税務
・急激な業績悪化にある中国現地法人の2008年度決算における留意事項
・新企業所得税法の年度確定申告表

ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第35号(2008年12月） ◆中国の4兆元の大型経済対策の内容と効果について
三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）
企画部　北京業務グループ　調査課

特集

産業

人民元レポート

連載

スペシャリストの目

人民元レポート

経済

産業

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第16回：「来料加工廠の法人転換スキーム
を再考する②／来料加工廠の法人転換スキームに関する留意点」

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

産業

経済

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第15回：「来料加工廠の法人転換スキーム
を再考する①／来料加工廠の法人転換スキームが注目されている背景」

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室連載

特集

人民元レポート

スペシャリストの目

経済

人民元レポート

産業

スペシャリストの目

巻頭言

特集

特集

経済

スペシャリストの目

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109030101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109020101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/109010101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108120101.pdf
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◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆吉林省長春市の自動車産業～高まる日系企業の進出期待 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆瀬戸際に立たされる中国 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国市場が変調！～中国事業の見直しが急務 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状－中堅採用のミスマッチと対策②－ Pasona Group

第34号(2008年11月） ◆「労働契約法実施条例」の概説 露木・赤澤法律事務所

◆雇用不安によって中小企業への支援策を講じた中国 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆鋼材価格の急落に見舞われた中国鉄鋼メーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆180度舵を切った中国 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国“ビジネス”バブル崩壊～新しい中国ビジネスの始まり 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状－中堅採用のミスマッチと対策①－ Pasona Group

第33号(2008年10月） ◆広東省における来料加工廠の法人化支援措置のメリットと留意点 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の消費拡大への課題～都市部家計調査をもとに 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆国際的な企業間競争激化する中国の石油化学業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国市場に忍び寄る危機 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

経営戦略 ◆中国ビジネス再構築～事業戦略・計画の再策定（つづき） 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

産業

スペシャリストの目

経済

連載

人民元レポート

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室
◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第13回：「保税物流園区活用編 ①／保税
物流園区の概況とその一般的な活用スキーム」

スペシャリストの目

産業

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室連載
◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第14回：「保税物流園区活用編 ②／華南
における保税物流園区の具体的な活用スキーム」

スペシャリストの目

特集

人民元レポート

経済

特集

人民元レポート

産業

経済

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108110101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108100101.pdf
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第32号(2008年9月） ◆「労働契約法」施行後の労働争議の事例と注意点 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆拡大が期待される中国の環境・省エネビジネス 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆オリンピック後の中国市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状　－福利厚生制度と手当　④－ Pasona Group

第31号(2008年8月） ◆本年前半の主要法令について 露木・赤澤法律事務所

◆中国食糧供給の潜在リスクと価格統制政策の抱える問題 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国半導体業界の動向と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国外為市場を揺るがすホットマネー 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中国ビジネス再構築～事業戦略・計画の再策定 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状―福利厚生制度と手当③― Pasona Group

第30号(2008年7月） ◆米中関係の今後 – 大国同士の“協調”と“牽制” 三菱東京UFJ銀行　ワシントン駐在員事務所

◆中国の雇用圧力と就業構造の変化 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国で進展する石炭の化学分野における高度利用 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆最近の中国債券動向～ABS債券への影響～ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆『中国ビジネス再構築』～事業絞込みの際のポイント・判断オプション 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状―福利厚生制度と手当②― Pasona Group

第29号(2008年6月） ◆日系企業の中国における知的財産権問題への対応
日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部
中国北アジア課

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆製錬マージン縮小に伴い収益増強に向けた取り組みが急務となる中国の銅製錬業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆四川大地震による中国市場への影響 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆なぜ中国事業戦略はうまくいかないのか？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状―福利厚生制度と手当①― Pasona Group

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

連載
◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第12回：「保税区活用編 ⑥／保税区と一
般地域の仕入販売・サービス企業の比較」

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経済

特集

人民元レポート

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第10回：「保税区活用編 ④／保税区企業
の仕入販売・サービス会社としての活用に向けて」

特集

連載 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

産業

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第9回：「保税区活用編 ③／華南地区の保
税区での非居住者貨物保管スキーム」

特集

特集

連載

産業

連載

人民元レポート

経済

経済

スペシャリストの目

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第11回：「保税区活用編 ⑤／保税区企業
の仕入販売・サービス会社としての活用スキーム」

スペシャリストの目

人民元レポート

産業

スペシャリストの目

産業

スペシャリストの目

人民元レポート

経済

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108090101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108080101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108070101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108060101.pdf
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第28号(2008年5月） ◆2007年日系外商投資企業売上高上位企業の分析 三菱東京ＵＦＪ銀行　国際業務部　中国業務支援室

◆中国「全人代」～難航する行政改革と強調された民生重視 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆香港の住宅価格の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆直接金融に向く中国市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆内販を上海万博に間に合わせるためには？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆人事： 変革期の中国における人事現場の課題と現状－給与上昇と給与構造－ Pasona Group

第27号(2008年4月） ◆サービス業の発展に関する政策について 三菱UFJリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国の輸出は変調をきたしているのか？ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆収益低下のなか新たな対応が求められる中国の食用油製造業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2008年第1四半期の人民元為替市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中国経済下振れリスクに対する準備シナリオとは？ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状－雇用契約－ Pasona Group

第26号(2008年3月） ◆中国版RoHS施行から１年が経過～未だ第２ステップへの進展はなし～
日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部
中国北アジア課

◆大雪・寒波災害の中国経済への影響と顕在化した問題点 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆環境変化に伴い収益低下圧力に晒される中国の建築用ガラス業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆年初来の中国国内資金市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中堅・中小企業のＭ＆Ａにかかるポイント 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状‐華東地区‐ Pasona Group

第25号(2008年2月） ◆中国企業所得税法と実施条例　ひとまとめ NERAエコノミック コンサルティング

◆国家戦略に基づき急増続く中国の対外投資 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆生産品目シフトの進展度合で収益力格差が生じる中国の鉄鋼メーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆年初人民元為替市場 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆「契約型エネルギー管理」（EPC）が《省エネ法》（改正版）の奨励対象となる 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人事現場の課題と現状‐華南地区‐ Pasona Group

人民元レポート

スペシャリストの目

連載

人民元レポート

スペシャリストの目

スペシャリストの目

特集

連載

産業

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経済

産業

特集

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室
◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第5回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
⑤」～ 加工貿易を取り巻く環境変化 その3

スペシャリストの目

経済

人民元レポート

連載

連載

人民元レポート

経済

特集

産業

経済

産業

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第7回：「保税区活用編①／保税区企業を
委託加工元とする加工貿易スキームの実効性」

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第6回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
⑥」～ 加工貿易の行方と転廠の活用

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第8回：「保税区活用編②／保税区企業に
よる転廠取引への介在スキーム」

特集

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108050101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108040101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108030101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108020101.pdf
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第24号(2008年1月） ◆正念場を迎えた第二期胡錦濤政権 財団法人 国際通貨研究所

◆中国の高成長は持続するのか 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国の一次産品輸入の拡大は世界のインフレ要因か？ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆ベトナムに進出する台湾EMS 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元資金市場2007年の回顧と2008年展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人材活用－日本人現地採用－ Pasona Group

第23号(2007年12月） ◆2008年外資政策の展望 三菱UFJリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆科学的発展観による中国経済の持続的な成長を求める～共産党17次大会と2期胡錦涛政権について～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆燃料油の供給不足問題が深刻化する中国 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元為替市場2007年の回顧と2008年展望 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中国政策環境の変化及び当局の考え方から見る加工貿易企業の課題 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆変革期の中国における人材活用 Pasona Group

第22号(2007年11月） ◆「日中間取引に係る移転価格戦略」 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ

◆大きな環境変化を迎えた対中直接投資 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆活況に沸くマカオのゲーミング産業 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　シンガポール駐在

◆人民元/米ドル為替レート7.50割れ 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中国における事業統括を再考する 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における人材活用ー日本人シニア人材ー Pasona Group

第21号(2007年10月） ◆「独占禁止法の概要について」 露木・赤澤法律事務所

◆中国の貿易黒字拡大の背景と日韓の対中貿易構造の比較 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆生き残り競争が本格化する中国セメントメーカー 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆直近の中国国内銀行間外貨資金市場について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆再生可能エネルギーの導入が本格化するか。導入阻害要因に対する対処弁法も施行へ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

特集

特集

人民元レポート

スペシャリストの目

人民元レポート

スペシャリストの目

産業

連載

連載

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経済

経済

スペシャリストの目

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第3回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
③」～加工貿易を取り巻く環境変化　その1

産業

人民元レポート

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第4回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
④」～加工貿易を取り巻く環境変化　その2

産業

新連載

特集

経済

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第2回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
②」～華南経済圏の動向を振り返る／その2

特集

連載

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経済

産業

◆「華南新拓展～華南における新しいビジネススキームを考える」第1回：「大きな転換期を迎えた華南経済圏
①」～華南経済圏の動向を振り返る／その１」

人民元レポート

スペシャリストの目

巻頭言

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/108010101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107120101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107110101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107100101.pdf
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第20号(2007年9月） ◆最近の加工貿易規制の動向 三菱UFJリサーチ&コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆広東省の輸出産業を巡る事業環境変化とその影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆最近の銀行間資金市場と人民元指標金利“SHIBOR”について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆サービス産業のマーケティング戦略上のポイント 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

第19号(2007年8月） ◆「労働契約法」の概説 露木・赤澤法律事務所

◆「過剰流動性対策に取り組む中国」 日本大学経済学部　准教授　曽根康雄

◆中国経済の現状　～急務となる労働契約法への対応～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆再び上昇に転じた香港の住宅価格 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆基準金利上げ＋利息税減税について 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆中国の石炭と天然ガスの動向 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆多様化する雇用形態‐１ Pasona Group

第18号(2007年7月） ◆中国新企業所得税　完全解説 NERAエコノミック コンサルティング

◆中国の地場企業と外資～競合と共栄関係についての一考察 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆体力勝負の様相が強まりつつある中国タイヤ業界 三菱東京ＵＦＪ銀行企業調査部　香港駐在

◆人民元為替変動幅拡大から1ヶ月 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　市場業務部

投資 ◆投資：中国でのM&A・提携にかかる対象絞込みについての留意点 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆人事制度－査定基準と報酬構造－ Pasona Group

第17号(2007年6月） ◆中国経済「4大リスク」と「所得再分配政策」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

◆中国経済見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆好況に沸く香港ホテル業界～広がるグレード間の業績格差 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆三箭斉発（人民元為替変動幅拡大、基準金利引き上げ、預金準備率引き上げ） 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆中国のセメント産業における省エネのチャンスを狙え！ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆福利調査2007-３ Pasona Group

スペシャリストの目

巻頭言

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室
◆「香港再考 ～ 香港拠点の有効活用を考える」第8回：「統括拠点としての香港の活用 ②」～ 財務・金融統
括拠点としての香港／国際金融センターとしての将来性

経済

産業

上海支店人民元レポート

スペシャリストの目

連載

◆「香港再考 ～ 香港拠点の有効活用を考える」第９回：「統括拠点としての香港の活用 ③」～ 財務・金融統
括拠点としての香港／税制面のメリットを活用する

連載

人民元レポート

経済

産業

◆「香港再考 ～ 香港拠点の有効活用を考える」第10回：「統括拠点としての香港の活用 ④」～財務・金融統
括拠点としての香港／具体的な活用方法を考える

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室連載

特集

経済

人民元レポート

スペシャリストの目

産業

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

特集2

スペシャリストの目

◆「香港再考 ～ 香港拠点の有効活用を考える」第11回（最終回）：「統括拠点としての香港の活用 ⑤」～拠
点活用の最終形を考える

人民元レポート

特集1

経済

連載 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

産業

特集

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107090101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107080101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107070101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107060101.pdf
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第16号(2007年5月） ◆「物権法」に関する考察 露木・赤澤法律事務所

◆華南地域の加工貿易について ジェトロ広州事務所　進出企業支援センター

◆中国経済の現状　～11％を上回る高成長に再加速～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆急拡大する中国医薬品市場と参入メーカーの動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国外貨交易センターの新システム稼動について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆『中国シルバービジネス』のすすめ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆福利調査2007-２ Pasona Group

第15号(2007年4月） ◆全人代政府活動報告の主な経済政策と進出企業への影響 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆中国経済の安定を支える非先端産業 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆中国における液晶TV市場の状況と参入メーカー・パネルメーカーに与える影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元基準金利利上げについて 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆合弁パートナーから持分を買収する際の事前準備 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆福利調査2007－１ Pasona Group

第14号(2007年3月） ◆米連邦議会で関心を集める中国人民元問題 三菱東京ＵＦＪ銀行　ワシントン駐在員事務所

◆中国経済見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆広東省の玩具産業の事業環境について 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆中国の外貨準備について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆中国進出日系企業から寄せられる最近の相談事項 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆日系人材市場給与動向2007（２） Pasona Group

第13号(2007年2月） ◆土地管理の強化に関する政策動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店　調査グループ

◆中国経済の現状　～4年連続の二桁成長～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆拡大する中国の自動車輸出と今後の展望 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆人民元指標金利 “SHIBOR”について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆人材マネジメント～中国人社員のモチベーション施策について～ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（上海）有限公司

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆日系人材市場給与動向2007（１） Pasona Group

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～第4回：「商流中継拠点としての香港の活用」　～税制面と金
融面の活用メリット

経済

上海支店人民元レポート

特集

特集

産業

スペシャリストの目

連載

スペシャリストの目

産業

経済

連載

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～第6回：「投資拠点としての香港の活用 ②」～ CEPA利用によ
る中国投資のメリット

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～第5回：「投資拠点としての香港の活用 ①」～税制面のメリット
を考える／中国の「新企業所得税法」の行方も踏まえて

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆「香港再考 ～ 香港拠点の有効活用を考える」第7回：「統括拠点としての香港の活用 ①」～ 中国統括拠点
としての香港の活用を中心に

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

特集2

特集1

連載

上海支店人民元レポート

特集

スペシャリストの目

上海支店人民元レポート

スペシャリストの目

経済

経済

上海支店人民元レポート

産業

産業

連載

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107050101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107040101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107030101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107020101.pdf


＜MUFG BK中国月報 バックナンバー目次＞

バックナンバー 表題 執筆者項目

第12号(2007年1月） ◆歴史的転換期に入った中国 財団法人 国際通貨研究所

◆2007年外資政策の展望 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆対中直接投資の現状と展望～高水準ながらも直投流入額に天井感 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆供給不足の解消が進む中国電力業界 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆12月人民元為替相場と2007年見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆石炭の代替エネルギーは石炭から　次世代エネルギー燃料DMEが大増産時代へ 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆従業員の違法離職への対応 リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国留学の若手人材の活用について ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

第11号(2006年12月）

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室　香港駐在

◆中国・深圳市の住宅価格について 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆預金準備率操作後の人民元金利動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆特別許可権風力発電入札結果から中国風力発電事業を見る 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆発票と立証責任 リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

貿易 ◆外高橋保税区企業の分銷権(仕入販売権)審査・認可を保税区管理委員会に委譲 日中経済貿易センター　上海事務所

第10号(2006年11月） ◆企業破産法に関する考察 露木法律事務所

◆中国経済の現状～投資減速後も続く投資策～ 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆中国・香港のインターネット普及動向とインターネットビジネスについて 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆10月の人民元為替相場と人民元為替予約取引に関するルールの一部改正 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆『非富裕層』向け戦略 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆発票と立証責任 リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆成功する人材採用とは？（３） ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

経済

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～
　　第1回｢香港拠点の商社的取引機能」～保税委託加工貿易の今後の展望を踏まえて～

スペシャリストの目

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～
　　第2回｢国際物流センターとしての香港の活用 その１」～国際物流センター香港の現況と今後

連載

連載

特集

新連載

産業

上海支店人民元レポート

スペシャリストの目

経済

産業

上海支店人民元レポート

特集

巻頭言

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆香港再考～香港拠点の有効活用を考える～
　　第3回｢国際物流センターとしての香港の活用 その2」～香港拠点による"物流･在庫機能ﾞの活用スキーム

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

上海支店人民元レポート

経済

スペシャリストの目

産業

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/107010101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106120101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106110101.pdf
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第9号(2006年10月） ◆増値税輸出還付問題の行方 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　海外アドバイザリー事業部

◆輸入拡大を通じた貿易黒字の抑制～期待される近隣アジア諸国との分業の進展 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部

◆アジアの航空業界の現況と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆拡大傾向にある日中人民元為替変動幅と急増する銀行間為替取引高 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆中国内販戦略・計画策定における課題 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆本人が署名したことの証拠をどう確保するか？ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆成功する人材採用とは？（２） ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

貿易 ◆外商投資企業から見た上海投資環境アンケート結果 日中経済貿易センター　上海事務所

第8号(2006年9月） ◆不動産業への外資投資を規制するか 三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店

◆中国経済の現状と見通し 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆免許交付が待たれる3G携帯電話サービスと想定される末端メーカーの事業環境 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆人民元為替相場、日中変動幅拡大についてのふたつの解釈 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆2005年－2006年上半期の統計データと現場の眼から見た対中直接投資の動向 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆中国で内容証明郵便に代わるやり方は？ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆成功する人材採用とは？（１） ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

第7号(2006年8月）

◆高度化する中国の輸出～米国輸入統計からみた中国の輸出構造の変化 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆中国・香港アパレルメーカーの状況について～米国・EUとの繊維貿易協定の影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆人民元制度改革一周年と更に強まった金融引締 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆華南地区における来料加工（廠）から進料加工（有限公司)への変更について② 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆保証期間に注意！ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国の社会保険について ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

貿易 ◆注意を要する「代理輸出｣規制に関する新規定 日中経済貿易センター　上海事務所

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業 (最終回) 広東省の自動車産業の将来性を考える（各
論）～広東省の“地の利”がもたらす優位性について

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

◆アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業　広東省の自動車産業の将来性を考える（各論）
～電機・電子部品産業の集積がもたらすコスト面での優位性

◆アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業  広東省の自動車産業の将来性を考える（各論）～進
展が期待される部品メーカーの現地部材調達

連載

特集

スペシャリストの目

経済

産業

上海支店人民元レポート

産業

スペシャリストの目

上海支店人民元レポート

経済

特集

連載

産業

経済

連載

上海支店人民元レポート

スペシャリストの目

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106100101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106090601.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106080401.pdf
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バックナンバー 表題 執筆者項目

第6号(2006年7月） ◆中国独占禁止法に関する検討課題 オメルベニー＆マイヤーズＬＬＰ

◆人民元問題を再考する 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店

◆輸出環境の悪化により構造変化の時代を迎える中国家電産業 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆預金準備率0.5％引上げの評価と今後の資金、為替市場動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆華南地区における来料加工（廠）から進料加工（有限公司)への変更について① 三菱日聨咨詢(上海）有限公司

法律 ◆無固定期限労働契約の対応の仕方・・その２ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計･税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国の給与概況② ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

貿易 ◆保税区物流園区の外貨管理規定と取引スキーム 日中経済貿易センター上海事務所

第5号(2006年6月）

◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆急増する中国の木材パルプ輸入量 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在　

◆人民元相場8元割れの実情、そして資金市場で懲罰的と噂された中銀債券発行について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆人材マネジメント UFJ綜研(上海)有限公司

法律 ◆無固定期限労働契約の対応の仕方・・その１ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計・税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国の給与概況① ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟｿﾅ上海

第4号(2006年5月） ◆「アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業」

　　広東省の完成車メーカーの生産動向と乗用車販売市場

◆中国自動車市場で拡大する小型車需要～自動車メーカーに与える影響 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆拡大するもうひとつの所得格差～大きな所得階層間格差を内包する中国の都市部 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

◆人民元貸出金利引上げ 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

◆第十一次五ヵ年規画で具体的に進む循環型社会、循環経済の構築

　　～モデル事業主導の実態～

税務会計 ◆中国の会計・税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国における日本人採用の現状 ﾊﾟｿﾅｱｼﾞｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟﾋｭｰﾏﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ上海

貿易 ◆「日中貿易は両国ともに入超」の謎を探る 日中経済貿易センター　上海事務所

北京 ◆北京-上海（京滬）高速鉄道は2010年に開通 三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店

上海 ◆中国M&A市場で活躍する外資 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店

成都 ◆2005年度の重慶市の外資企業概況 三菱東京ＵＦＪ銀行　成都駐在員事務所

無錫 ◆2005年度の江蘇省の外資利用状況 三菱東京ＵＦＪ銀行　無錫駐在員事務所

広州 ◆華南地区の中心都市競争が終結、広州は「内｣深圳は「外」 三菱東京ＵＦＪ銀行　広州駐在員事務所

瀋陽 ◆遼寧省の「5点１線」発展戦略について 三菱東京ＵＦＪ銀行　瀋陽駐在員事務所

産業

経済

特集

連載

上海支店人民元レポート

産業

◆アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業
　広東省の自動車産業の将来性を考える（総論）

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室
◆「アジアの一大集積地を目指す広東省の自動車産業」
　　広東省の自動車部品メーカーの動向

上海支店人民元レポート

特集

新連載

スペシャリストの目

UFJ綜研(上海)有限公司

BTMU現地発情報

経済

スペシャリストの目

投資

上海支店人民元レポート

◆保税区企業の区外連絡事務所問題
　（BTMU上海外高橋保税区セミナー（2006年5月8日）講演録）

三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店　業務開発室　

産業

経済

スペシャリストの目

連載

弁護士法人キャスト糸賀

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106070101.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106060601.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106050210.pdf
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第3号(2006年4月） ◆新５ヵ年計画に見る中国経済の方向性 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店

◆急騰する中国の非鉄金属価格 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆３月の人民元為替相場／人民元安進行の背景 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

法律 ◆中国の新会社法の留意点～第三回（株主代表訴訟） リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計・税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆2006年　昇給調査 ﾊﾟｿﾅｱｼﾞｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟﾋｭｰﾏﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ上海

貿易 ◆外高橋保税区の｢11･5｣期間の財政補助政策に関する解説（そのニ） 日中経済貿易センター　上海事務所

北京 ◆人民銀行調査／個人の消費意欲は低迷 三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店

上海 ◆リニアモーターカーの建設は長江デルタの経済構造を変えるか？ 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店

成都 ◆2005年成都市外資利用概況 三菱東京ＵＦＪ銀行　成都駐在員事務所

無錫 ◆2006年度江蘇省政府工作報告 三菱東京ＵＦＪ銀行　無錫駐在員事務所

香港 ◆香港政府2006年度財政予算案について 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店

第2号(2006年3月) ◆中国経済の現状と見通し 三菱東京ＵＦＪ銀行　経済調査室

◆外資系企業の参入が活発化する中国中古車市場 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆ＯＴＣ市場創設後の人民元為替市場の動向 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課　

投資 ◆総経理道場「市場攻略のための戦略再構築の進め方」(下） UFJ総研(上海)有限公司

法律 ◆中国の新会社法の留意点～第二回｢デッドロック打開法｣ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計・税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国人大学新卒の就職状況について ﾊﾟｿﾅｱｼﾞｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟﾋｭｰﾏﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ上海

貿易 ◆中国の保税エリアに関する解説 日中経済貿易センター　上海事務所

天津 ◆「第11次５ヵ年規画要綱」の要旨 三菱東京ＵＦＪ銀行　天津支店

上海 ◆人民元改革後の企業の為替リスクヘッジ状況 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店

瀋陽 ◆瀋陽市「第11次５ヵ年規画要綱」について 三菱東京ＵＦＪ銀行　瀋陽駐在員事務所

香港 ◆深セン港はコンテナ取扱量を2010年に2,500万ＴＥＵに～深セン市の5ヵ年計画より 三菱東京ＵＦＪ銀行　香港支店

三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店

産業

産業

上海支店人民元レポート

UFJ綜研(上海)有限公司

◆2020年まで研究開発投資をＧＤＰの2.5%以上に
　「国家中長期科学技術発展計画要綱(2006-2020年）」公布

◆2006年は中国における再生可能エネルギービジネス拡大の元年
　～法律の策定が関連事業者拡大のトリガーに～

BTMU現地発情報

上海支店人民元レポート

スペシャリストの目

北京

BTMU現地発情報

投資

経済

スペシャリストの目

経済

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106040401.pdf
http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106030101.pdf
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創刊号 ◆2006年中国主要産業の方向性と課題 三菱東京ＵＦＪ銀行　企業調査部　香港駐在

◆2006年の中国経済を考える 三菱ＵＦリサーチ＆コンサルティング

◆人民元相場の動向と新OTC市場について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店　為替資金課

投資 ◆総経理道場「市場攻略のための戦略再構築の進め方」(上) UFJ総研(上海)有限公司

法律 ◆中国の新会社法の留意点～第一回｢有限責任の否定｣ リチャード法律事務所

税務会計 ◆中国の会計・税務 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ中国

人事 ◆中国事業における日本人若手人材の活用 ﾊﾟｿﾅｱｼﾞｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾊﾟﾋｭｰﾏﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ上海

貿易 ◆｢11･5｣期間の外高橋保税区財政補助政策解説 日中経済貿易センター　上海事務所

北京 ◆北京市｢第11次5ヵ年規画綱要｣の要旨 三菱東京ＵＦＪ銀行　北京支店

上海 ◆上海市の｢第11次5ヵ年規画綱要｣について 三菱東京ＵＦＪ銀行　上海支店

成都 ◆成都市｢第11次5ヵ年規画｣について 三菱東京ＵＦＪ銀行　成都駐在員事務所

無錫 ◆江蘇省の社会消費構造 三菱東京ＵＦＪ銀行　無錫駐在員事務所

瀋陽 ◆遼寧省における中国国家開発銀行の積極姿勢について 三菱東京ＵＦＪ銀行　瀋陽駐在員事務所

広州 ◆珠江デルタと周辺地区の総合競争力の格差が縮小 三菱東京ＵＦＪ銀行　広州駐在員事務所

BTMU現地発情報

上海支店人民元レポート

経済

スペシャリストの目

産業

http://www.bk.mufg.jp/report/chi200401/106020101.pdf
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