
国際業務のご案内



事業内容

法人のお客様

●国際的な税務・財務問題の相談対応
日本企業の海外展開に伴って生じる、国際的な税
務・財務についてのご相談・ご質問に対して、日本と
進出国の双方から対応します。また、海外拠点の
現状把握や業務報告等を迅速・正確に行えるよう
にサポートいたします。

●海外進出サポート
海外拠点の設立について、プランニング・手続代
行・会計ルールの策定等をサポートいたします。

●会計、税務関連業務サポート
現地会計基準、関連法令に基づいた海外拠点の
会計処理・監査・税務申告等をサポートいたします。

●移転価格リスク対応コンサルティング
日本及び進出国の双方から移転価格リスクを分析し、
それぞれの国の移転価格文書の作成を行います。

●清算・撤退・組織再編コンサルティング
進出国における清算・撤退・組織再編等のスキーム
立案・関連手続・税務申告等をサポートいたします。
また、日本における組織再編に伴い生じる、海外現
地法人における留意点等のアドバイスを行います。

●グローバルM&Aコンサルティング
対象企業のデューデリジェンス、価値算定等のほか、
国際Ｍ＆Ａに必要な関連手続をサポートいたします。

個人のお客様

●日本の税務申告サポート
日本にお住まいで海外にも財産をお持ちのお客様
について、国外財産調書作成を含めた日本の所得
税や相続税・贈与税等の税務申告をサポートいた
します。

●現地法令に基づく現地の税務申告サポート
海外で所得税や相続税等の税務申告が必要なお
客様について、私どもが日本での窓口となり現地の
専門家と共同して現地法令に基づく税務申告を迅
速・丁寧にサポートいたします。

●国際相続・事業承継コンサルティング
国内外に財産をお持ちのお客様や、海外にもご親
族がいらっしゃるお客様については、現地の法令・
税務と日本の法令・税務の両視点から、お客様に
とって最適となる総合的な国際相続コンサルティン
グを提供いたします。

●現地法令に基づく遺言書作成サポート
海外にお持ちの財産について、国によっては、日本
の遺産分割協議による相続人の自由意思に基づく
遺産分割が行えない場合があります。
現地の専門家と共同して、お客様のニーズに合っ
た遺言書の作成をサポートいたします。

●トラスト（信託）設定サポート
海外にお持ちの財産について、現地の専門家と共
同して、お客様のニーズに合ったトラスト（信託）の
設定等をサポートし、当該トラスト（信託）設定等に
伴う日本側の課税関係についても考慮した最適な
ご提案を行います。

●海外財産の相続手続きサポート
ご相続が発生した際に、被相続人様がお持ちの
海外財産について、現地で必要な相続手続をサ
ポートいたします。

国内の全国的基盤と海外駐在員のネットワークを活かした、日本語による迅速・丁寧な
サービスを提供いたします。 



沿革

山田＆パートナーズの強み

1981年 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所　設立

1996年 海外税務コンサルティング業務スタート

2000年 国際部設立

2002年 税理士法人に組織変更

2011年 シンガポール支店営業開始（山田＆パートナーズコンサルティング㈱）

2013年 上海現地法人設立　営業開始（亜瑪達商務諮詢（上海） 有限公司）

2014年 ベトナム現地法人設立　営業開始（YAMADA & PARTNERS
VIETNAM CO., LTD.）

2016年 アメリカ合衆国へ海外駐在員の派遣

　私どもは2000年に国際部を創設し、国際税務を中心としたコンサルティング業務
を行っています。
　海外には中国（上海）、シンガポール、ベトナムに日本国内で会計･税務実務の経験
を積んだ税理士等の専門家を派遣し、日本国内11か所の各事務所と海外
駐在員が連携を取り、クロスボーダー案件に対応しています。山田グループの
グループ法人を含めるとアジア9か国及びアメリカに会計・税務の専門家を派遣
し、現地でも日本のお客様のご相談に日本語で対応しており、海外駐在員は赴
任国の会計事務所と協業していますので、現地の会計・税務の対応も迅速、丁
寧に行うことができます。
　国内の全国的基盤と海外駐在員のネットワークを活かし、中堅・中小企業の
海外展開、個人の海外資産運用、国際相続を会計・税務面からサポートして
おります。
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税理士法人　山田＆パートナーズ
人員数 ： 547名（山田グループ総人員 ： 1,364名）（平成28年4月1日現在）
税理士合格者 ： 168名　公認会計士 ： 18名　公認会計士試験論文式合格者 ： 8名　弁護士 ： 5名
東京本部
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーＮ館8階（受付9階）
電話 ： 03（6212）1660　ＦＡＸ ： 03（6212）1661
札幌／仙台／金沢／静岡／名古屋／京都／大阪／神戸／広島／福岡

グループネットワーク

■BKR Internationalグループ
弊事務所は国際的な会計事務所ネットワーク「BKR International」に加入しており、その加入メンバーは、世界約80ヵ国、155
事務所に及びます。海外事務所と協力して、現地の会計・税務に関するサポートを提供できる体制を整えております。
■STEP
STEP（Society of Trust and Estate Practitioners)は、世界95カ国で19,400人以上のトラスト・資産に関する専門家が加入し
ている組織であり、弊事務所のメンバーが加入し、海外の専門家と連携して業務を行う体制を整えています。

海外ネットワーク

相続・事業承継

組織再編・M&A

上場会社支援

（株）東京ファイナンシャル
プランナーズ

司法書士法人
山田リーガル
コンサルティング

弁護士法人
Y&P 法律事務所

Y&P
コンサルティング（株）

法人概要

シンガポール
山田＆パートナーズコンサルティング株式会社シンガポール支店
山田ビジネスコンサルティング株式会社　シンガポール支店
優成監査法人 Crowe Horwath First Trust LLP内ジャパンデスク
中国（上海）
山田ビジネスコンサルティング株式会社（上海）有限会社
山田＆パートナーズコンサルティング（上海）有限会社
台湾（台北）
優成監査法人 Crowe Horwath (TW) CPAs内ジャパンデスク
インドネシア（ジャカルタ）
優成監査法人 Center for Investment and Business Advisory内ジャパンデスク
フィリピン（マニラ）
優成監査法人 Ramon F. Garcia & Company，ＣPAｓ内ジャパンデスク
タイ（バンコク）
優成監査法人ANS Audit Company Limited内ジャパンデスク
山田ビジネスコンサルティング株式会社　バンコク事務所
ベトナム（ハノイ）
山田＆パートナーズベトナム有限会社
優成監査法人 Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd内ジャパンデスク
（ホーチミン）
優成監査法人 Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd内ジャパンデスク
マレーシア（クアラルンプール）
山田ビジネスコンサルティング株式会社　クアラルンプール駐在員事務所

アメリカ合衆国（ロサンゼルス）
山田＆パートナーズ　海外駐在員派遣（ArmaninoLLP）

●上海
Yamada & Partners Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

200120,China
Phone ＋86-(0)-21-5866-0525
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●ベトナム（ハノイ）
Yamada & Partners Vietnam Co., LTD.
10th Floor， Pacific Place Building, 83B Ly Thuong Kiet,
Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam  
Phone ＋84-4-3946-1034

Pacific Place Building 10階

ハノイ

シンガポール
クアラルンプール

ホーチミン

ジャカルタ

台北

上海

マニラバンコク

海外

山田グループ海外業務のご案内　http://www.yamada-global.com/

●山田グループ海外拠点

●山田＆パートナーズ海外駐在員派遣

●シンガポール
Yamada & Partners Consulting Co., Ltd. Singapore Branch
51 Anson Road,#12-53 Anson Centre,Singapore
079904
Phone ＋65 6922 9097
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