《デロイト トーマツ アジアセミナー》

インドネシア投資セミナー
主催：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

本セミナーでは、インドネシアでの事業展開・事業拡大を検討されている方々を対象に、インドネシア
投資調整庁よりインドネシアでの日系企業の投資動向、2014年4月に改正された最新の外国投資規制
について解説すると共に、インドネシアのビジネス、税務、法務の専門家をパネリストとして、日系企業
にとっての今後の注目投資分野及び投資にあたっての留意点について討議します。
インドネシアは、世界第4位の人口約2億5千万人を擁し、またその中心は若年層であることから、消
費市場としても注目されています。その一方、慢性的な交通渋滞や電力不足等の課題も抱えており、
2014年10月に発足した新政権では、日系企業が豊富な経験・ノウハウを有する、鉄道、発電所等のイ
ンフラを重点投資分野して掲げており、日系企業のさらなる活躍が期待されております。
インドネシアでの事業展開、さらなる事業拡大を検討されている経営者の方や投資を担当されている
方、これをサポートされる役員・従業員の方にぜひご参加いただければ幸いです。

平成27年3月9日（月）

開催日

10:00-12:00 （開場： 9:30）
※セミナー後に軽食をご用意し、各専門家による個別相談会を開催します。
有限責任監査法人トーマツ セミナールーム

会場

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル 9F
90名

定員
※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。
参加料

無料
• インドネシアでの事業展開、さらなる事業拡大を検討されている方

主な対象者

当セミナー

の特徴

※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。

• インドネシア投資調整庁（BKPM）による日系企業の投資動向・2014年4月に改
正された外国投資規制の解説
• インドネシア日本人駐在員による、最新のインドネシアでの経済動向・新政権発
足後の投資環境の解説
• 現地専門家による注目投資分野、投資にあたっての留意点の討議

セミナーテーマ
本セミナーは3部構成により、インドネシアの投資環境、新規・追加投資に関する留意点の最新事情を知る
ことのできる講座となっております。
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。
時間
10:00
- 10:05

テーマ
開会のご挨拶

10:05
- 10:35

= Session1 =
インドネシア投資調整庁（BKPM）による基調講演
• 日系企業の投資動向
• 2014年の外資規制改正と今後の動向

10:35
- 10:55

= Session2 =
インドネシアの投資環境アップデート
• 経済動向の概況
• 新政権発足後のインドネシア投資環境

10:55
- 11:45

= Session3 =
インドネシア`の投資に関してのパネルディスカッション
• 日系企業にとっての今後の注目分野
• 投資にあたるビジネス・税務・法務上の留意点

11:45
- 11:55

Q&A

11:55
- 12:00

閉会のご挨拶

セミナー後

スピーカー
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
パートナー 内山 晃一

インドネシア 投資調整庁 東京事務所
Rahardjo Siswohartono氏

デロイトインドネシア ジャカルタ事務所
長谷川 孝明
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
秋山 順（モデレーター）
デロイトインドネシア ジャカルタ事務所
Reksohadiprodjo, Nindito（ビジネス）
Supriyanto, Heru（税務）
長谷川 孝明（日本人駐在員）
ホーガン・ロヴェルズ法律事務所
Cornel B. Juniarto氏 （法務）

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
代表取締役社長 新田 正実

軽食をご用意しての個別相談会

※ 投影またはお配りするセミナー資料はすべて日本語又は英語となります。
現地専門家のセッションでは、日本語による要約が付されます。

セミナー講師紹介（登場順）
Rahardjo Siswohartono（アントン）

長谷川 孝明（はせがわ たかあき）

インドネシア投資調整庁 東京事務所
インドネシア投資促進センター
ディピュティ ディレクター

デロイトインドネシア ジャカルタ事務所
日系企業サービスグループ
シニアマネジャー

インドネシア投資調整庁（BKPM）ジャ
カルタ事務所に入庁後、総務局、投資
規制緩和局を歴任。2012年よりインド
ネシア投資調整庁 東京事務所 投資促
進センターに所属している。

有限責任監査法人トーマツに入社後、会
計監査、M&A 関連業務に多数従事。

秋山 順（あきやま じゅん）

2013 年よりデロイトインドネシア ジャカ
ルタ事務所に赴任。日系企業のサービ
ス窓口として現地専門家とともにあらゆ
るサービスに関与する。
Reksohadiprodjo, Nindito（ニンディト）

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
シニアヴァイスプレジデント

デロイトインドネシア ジャカルタ事務所
ファイナンシャルアドバイザリーサービス
ディレクター

M&Aアドバイザリー、デュー・ディリジェ
ンス、企業価値評価などM&A及び組
織再編に関連する業務を数多く手がけ
る。2011年から2014年までデロイトシ
ンガポール事務所に在籍。現在日本に
おいて、アジア太平洋地域担当として
クロスボーダー投資案件の組成や組
織再編業務に従事。

インドネシアM&Aにおいて、財務デュー・
ディリジェンス、企業価値評価、コーポ
レートファイナンス、キャッシュモニタリン
グ、ストラクチャリング等、インドネシア国
内外を問わず数多くの案件を手がける。
デロイトインドネシアにおいて、財務アド
バイザーとして12年の経験を有する。

Supriyanto, Heru（ヘル）

Cornel B. Juniarto （コーネル）

デロイトインドネシア ジャカルタ事務所
税務サービス
パートナー

ホーガンロヴェルズ法律事務所
ジャカルタ事務所 キャピタルマーケット
プラクティスグループ パートナー

デロイトを含む大手会計事務所で17年、
税務当局で税務調査官として6年の経
験を有し、様々な業種の多国籍企業及
びインドネシア国内大手企業に税務関
連サービスを提供した実績を有する。

インドネシア国内外の企業向けに、ファ
イナンス関連の業務を数多く手がける。
また、ブルームバーグや政府系機関から
の依頼により、企業商取引に関する多数
の著書を有する。現在は、様々な業種の
企業にコーポレートガバナンス関連のア
ドバイザリーサービスに従事。

お申し込み方法
以下のURLからお申し込みください。
http://www.deloitte.com/jp/semi2231
お問い合わせ先
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 セミナー事務局
Tel：03-6213-1180 / E-mail：dtfa.koho@tohmatsu.co.jp
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