【PwC's webinar】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を踏まえた組織再編の可能性
（５月 29 日（金）11.30－1300（インド標準時間）

お客様各位
(Bcc にて失礼いたします)
PwC インド/日系企業部でございます。
いつもお世話になりありがとうございます。
PwC インドは、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を踏まえた組織再編の可能性」
に関するウエビナーを、インド時間の 5 月 29 日（金）11:30（日本時間 15:00）よりライブ配信し
ます。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の被害が世界的に広がり、グローバル規模での対応が迫ら
れる中、企業や組織も迅速に対応することが求められています。具体的には、新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）とその感染防止策による影響を受け、不採算事業への対応、組織再編、資金調
達のオプション（資本の再編を含む）などの検討が、喫緊の課題となっています。
本ウェビナーでは、これらについての解説を行います。ご多忙の折とは存じますが、ご視聴を賜り
たく謹んでご案内申し上げます。
本ウェビナーは、PwC インドのパートナーとインド日系企業部の日本人スタッフが、英語と日本語
で解説をいたしますので、日本人の方だけではなく、インド人の方もご参加が可能です（インド人
スタッフの方には、下記英文でのセミナーご案内をご参照ください）。また、インタラクティブ形
式となっており、セミナーの途中でご質問を受けることも可能です。本ウエビナーは日本を含む海
外からも視聴をしていただくことができます。ご興味のおありの方がおられましたら、ぜひご展開
を頂きますようよろしくお願いいたします。
※本オンラインセミナーは一般の方を対象としておりますので、競合企業の方のご登録はご遠慮く
ださい。
記
 日時： 5 月 29 日㈮

インド時間 11:30-13:00 （日本時間 15:00-16:30）

 場所： ウェブセミナー
 テーマ：
能性」

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を踏まえた組織再編の可

 スピーカー：
PwC インド法人, M&A Tax パートナー Aditya Narwekar
PwC インド法人 Asuurance エグゼクティブディレクター Niranjan Raman
PwC インド法人 日系企業部 ディレクター 古賀 昌晴
PwC インド法人 日系企業部 マネージャー 座喜味 太一
 言

語 : 日本語／英語

 参加費：無料
 Webinar の参加方法：添付ファイル及び下記をご参照ください。
①以下の URL をクリックいただきますと、お名前とメールアドレスの記入が求められる画面に移
動します (添付資料の手順 1・2 )。なお、このリンクは 5 月 29 日 11 時（日本時間 14:30）よりアク
セス可能となりますことにご留意ください。
Event address for attendees: https://pwc-emeaec.webex.com/pwcemeaec/onstage/g.php?MTID=e366ad0fa9ac69d4ab91073d3a8bcc52b
②必要情報をご記入いただき、Join Now をクリックしてください (作業手順 3)。
③Webex を Chrome へ追加するオプションが出てきますが、ご不要の方は Run a temporary
application をご選択いただくこともできます ( 作業手順 4)。
④Audio Connection の選択がでてきますので、Call Using Computer をご選択ください。ログイン
後のポップアップにて当設定ができなかった方は、ウェビナー画面左上の "Communicate"をクリッ
クいただけますとオーディオ設定を行うことができます。
お問い合わせ
PwC インド

日系企業部 担当：座喜味 太一

メールでのお問い合わせ taichi.z.zakimi@pwc.com
Dear Sir,
We hope you are coping well with life in the new normal.
The world has witnessed unforeseen disruption due to the COVID-19 pandemic and is
collectively adjusting to this unprecedented situation. We are living in an uncertain, complex,
and volatile world.
Given this background, we would like to invite you to an interactive webcast on Friday, 29 May
2020 from 11.30 am to 1.00 pm. During this brief session, we aim to share some thoughts and
ideas around restructuring of businesses, fund-raising options (including shareholding
realignment) and opportunities necessitated by COVID-19.

Details of the webcast are provided below.

Schedule:

Friday, 29 May 2020 | 11.30 am – 1.00 pm IST

Expert
speakers:

Aditya Narwekar

Registration
and access
link:

Partner, M&A Tax

Masaharu Koga

Taichi Zakimi

Director - Japan
Business Desk

Manager -Japan
Business Desk

Niranjan Raman
Executive
Director,
Assurance

Please see the attached link for registration. You will have to
provide your first name, last name and email ID and click on
"Submit" for entering the session. Please note, this link becomes
accessible from 11.00 AM on 29th May:

https://pwc-emeaec.webex.com/pwcemeaec/onstage/g.php?MTID=e366ad0fa9ac69d4ab91073d3a8bcc52b
For further information about the session please contact Taichi Zakimi at
taichi.z.zakimi@pwc.com or 63664 40227 / Meghana Goud at meghana.goud@pwc com or
98454 35594.
We look forward to your participation in the webcast.
Regards,
PwC Team

