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私たち山田＆パートナーズは、
皆様とともに発展し続けたいと希望します。

37年前創業の個人会計事務所が、皆様に応援戴いた御陰様で、

現在人員は700人強、海外も含めて21拠点の組織となりました。

これからも皆様のお役に立ちたいと願っております。

私達は三つの基本理念を大切にしています。

１. 健全な価値観 ―― 

    健全な心、健全な価値観を持ち維持し続ける組織だけが

    世の中に存在する意義があると信じ、これを保持し続けます。

２. 社会貢献 ―― 

    御客様の成長・発展は私達にとっても大きな喜びであり、

    御客様の発展を通じて社会貢献すべく努めます。

３. 個と組織の成長 ―― 

    組織を構成する個の専門力と人間力を磨き高め、

    御客様のお役に立つべく努めます。

御客様には是非発展し続けて戴きたい、

そして、私達も更に、と念じて努力を続けます。

国際ネットワーク変更で
更なるステージへ
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1. 健 全 な 価 値 観
　  私たちは、信頼される人間集団として、健全な価値観を共有します。

2. 社 会 貢 献
　  私たちは、高付加価値情報を創造・提供し、顧客と社会の発展に貢献します。

3. 個 と 組 織 の 成 長
　  私たちは、個と組織の成長と調和を目指し、高い目標を掲げる個を尊重します。

私 た ち の ネ ッ ト ワ ー ク私 た ち の 「 こ こ ろ ざ し 」

お客様のニーズが多様化する中、

私ども税理士法人山田＆パートナーズは総合型税理士法人を目指しています。

法人のお客様には国内税務はもとより、

組織再編やＭ＆Ａに関わる会計税務のアドバイス、

国際税務に至るまでカバーいたします。

また、個人のお客様には相続・事業承継のコンサルティング、

金融商品の税務アドバイスを、医療や公益法人分野など

特殊性をもつ分野には専門チームを組んで対応しています。

さらに、私ども税理士法人山田＆パートナーズは、

2018年7月に当法人が加盟している

国際ネットワークファームをBKRインターナショナルから

グラントソントン・インターナショナル（GT）に変更致しました。

GTは世界135カ国以上にメンバーファーム事務所を有し、

監査、税務関連業務、アドバイザリーサービスを提供しています。

現在、税理士法人山田＆パートナーズは、

上海、ベトナム、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨークに

事務所を有し、日本から税理士を派遣しておりますが、

これら自前の事務所とグラントソントンの海外拠点を活かして、

企業の海外展開および個人の国際運用をサポートし、

それらに関わるニーズに今まで以上に対応してまいる所存です。

このように、国際対応にもより大きなネットワークで

対応させていただくことで、今まで以上に多様なニーズや

きめ細かいご要望にお応えできると確信しております。

名誉会長

山田 淳一郎

統括代表社員

三宅 茂久

税務・会計・財務・監査から、相続・事業承継・資産運用・株式公開・資金調達まで、皆さまの健やかな未来をトータルに
サポートいたします。

相続・事業承継

組織再編・M&A

上場会社支援 提携コンサルティング会社

グラントソントン・インターナショナルに加盟太陽有限責任監査法人と合併

Y&P
コンサルティング（株）



Outline
法人概要

税理士法人　山田＆パートナーズ
人員数 ： 711名（2018年6月現在） 
税理士合格者 ： 244名  公認会計士 ： 24名  公認会計士試験論文式合格者 ： 3名  弁護士 ： 14名

お客様に高い次元で満足いただくために、
スピーディーで質の高いサービスを心掛けています。

Business
事業内容

INDEX

● 相続コンサルティング及び相続税申告
● 事業承継コンサルティング
● 不動産関連コンサルティング
● 親族・株主間譲渡コンサルティング
● 税務・財務コンサルティング（個人・法人）
● M&Aコンサルティング
● 企業組織再編コンサルティング
● 税務・会計に関する制度導入支援

● 上場会社支援
● 医療機関・介護福祉施設コンサルティング
● 公益法人設立コンサルティング
● 国際税務・会計コンサルティング
● 税務コンプライアンス業務
● 税のシンクタンク業務
● 人事、経理等のアウトソーシング

仕事に対する理念の共有
山田＆パートナーズには、「心と行動の規範」というコンプライアンス規程があります。内容は、税理士、公認会計士、弁護士の社会的
使命の確認はもとより、法令の遵守、そしてお客様や社会への対応についての実践指針で構成されていまして、文書とQ＆Aにて
約100ページの冊子にまとめられています。そして、各社員が日常の業務を遂行する中で、迷いが生じたときには「心と行動の規範」
に立ち返って判断することとしています。各自一冊を所有し、毎週月曜日の部門会議にて読み合わせ、管理職が理念や注意事項の
解説を行っています。これを繰り返し行うことで、山田＆パートナーズの仕事に対する理念と行動指針を社員が共有しています。

税理士法人
山田＆パートナーズの
取り組み
山田＆パートナーズのサービスは、専門家の視点とお客様の目線とのバランスを大切にします。
お客様の悩みは、人それぞれ、状況に応じて様々です。
お客様の悩みを良く聞き、お客様のことを良く考え、お客様に最もご満足いただけるサービスを追求しています。

税務当局への対応におけるサポート
税実務を行う上では、税務当局との間で見解の擦りあわせが必要な場面も生じます。税に関する問題は、必ずしも明確な解答が
あるとは限らないためです。山田＆パートナーズでは、国税当局の各組織において主要な役職を歴任された方 を々顧問として迎え
入れ、国税当局への対応をサポートする体制を整えています。

ワンストップサービス
山田＆パートナーズのサービスの特徴は、“ワンストップサービス”です。税に関する業務については特定の分野に限定することなく、
様 な々分野を守備範囲としています。一口に「税」と言っても、所得税、法人税、相続税、消費税、地方税など多くの種類があり、海
外に目を向ければ各国の税制も大きく異なります。お客様の状況によってはこれらの税目が複雑に絡み合うケースもあり、業務範囲
を特定の分野に限定してしまうとお客様のニーズの一部にしかお応えできないことになってしまいます。山田＆パートナーズでは、こ
れまで培った知識と経験でお客様のあらゆるニーズに万全な体制で対応いたします。
また、お客様の抱える悩みは税に関することだけとは限りません。お客様が直面する課題は、たとえば、法律上の課題、人事・労務
に関する課題、不動産に関する課題など様々です。このような課題への対応についても、山田＆パートナーズが窓口となり信頼でき
る他の専門家あるいは提携先に対し責任を持って橋渡しをいたします。
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年間を通し、数多くの案件に携わっている実績が、
スタッフのスキルをさらに磨いていきます。

うち、上場会社数 ： 29件　医療機関数 ： 146件
日系海外法人数 ： 62件

Result
■顧問件数　                   2,044件

■相続税申告件数            1,372件

■M&A実績　                      76件

■企業再編・企業再生実績件数 233件

■相続・事業承継コンサルティング件数 646件

■国際業務関与件数              354件

■経営コンサルティング件数                226件
（うち、医療系コンサルティング ： 52件）

■セミナー回数　                          1,676回

事業実績（2017年実績）

（ ）



税理士法人
山田＆パートナーズの
国際業務

国際業務メニュー
法人編

●海外進出コンサルティング
●クロスボーダーM&Aコンサルティング
●移転価格等課税リスク対応コンサルティング
●海外子会社等清算・撤退コンサルティング
●現地国における会計・税務関連業務サポート
●海外CFO業務
●海外子会社リスクマネジメント構築支援
●海外子会社調査業務
●海外子会社の株式評価
●グローバル・タックス・マネジメント

個人編

●国際相続業務と国際相続サポート
●海外不動産や海外金融資産をお持ちの方の所得税申告とサポート
●海外出向者・外国人従業員・外資系企業にお勤めの方の所得税申告とサポート
●日本出入国サポート
●米国の情報開示に関するサポート
●米国 Form W-8BEN/Form W-8BEN-E提出サポート　など

山田＆パートナーズの強み
山田＆パートナーズの国際業務の強みは、日本のお客様のクロスボーダー案件に関するご相談に対して、日本の会計・税務と海外
の法律・会計・税務の両方を視野に入れたアドバイスを、日本語でご提供できる点です。海外に駐在している山田＆パートナーズ・山
田コンサルティンググループ（株）のメンバーたち、弊事務所で加盟しているグラントソントン・インターナショナルやSTEP（Society of 
trust and estate practitioners）等の各専門家をはじめ、これまで実務で連携した実績のある海外の専門家たちとのネットワーク
を活用しながら、企業の皆様の海外展開、個人の皆様の海外資産運用や国際相続など、国内外の法律・会計・税務に関する多角
的なサポートを可能としております。
国際業務は、単なる税務や会計の知識のみならず、豊富な実務経験に基づく勘所を持ち合わせているか否かが、お客様にご提
供するコンサルティングの肝になります。20年以上の国際業務実績を有する総合型税理士法人として、私ども税理士法人山田＆
パートナーズは、これからも皆様のお役に立ちたいと考えております。

国際業務の歴史
山田＆パートナーズでは1996年に海外税務コンサルティング業務をスタートし、2000年に国際部を創設、その後海外事業部や国際
相続対応チームを創設するなどして、日本国内業務のみならず、クロスボーダー案件を中心とした国際業務を行ってまいりました。
さらに、日本国内のお客様に海外の生の情報をお伝えし、かつ、現地の専門家との強力な連携をとることを目的として、2011年にシ
ンガポールへの海外派遣を開始、加えて現在は、中国（上海）、ベトナム、米国へと、日本で会計・税務実務の経験を積んだ税理士
や会計士の専門家を派遣しております。また、2018年7月より国際ネットワークをグラントソントン・インターナショナルに変更したことによ
り、世界135か国以上の国の対応が可能となりました。

海外進出
コンサルティング

企業の更なる成長のために
企業が成長するために、

海外展開を成功させるために、

事業構想の立案から管理体制の構築まで、

ワンストップでご支援します。

■海外進出コンサルティングの流れ

海外事業構想の立案・進出検討・計画策定支援
海外事業ビジョン案及び進出目的を整理し、現状の課題を把握します。
現地規制・現地市場動向等の情報を収集し、進出ストラクチャー（提携・独資・
合弁・M&A等）の検討、マーケティング、物流検討、人員体制検討、撤退リスク
の把握、事業パートナー選定等の支援を行います。
数値計画・投資計画を含めた海外進出事業計画策定支援を行います。

1

設立手続き・開業準備支援
設立手続き、各種ライセンス取得、開業準備の推進支援を行います。2
管理体制構築支援
社内管理規程の策定、業務・財務管理体制の構築支援を行います。3

フェーズ1-1

フェーズ1-2

フェーズ1-3

フェーズ2

フェーズ3

●海外事業構想の立案支援

●海外進出検討支援

●海外進出事業計画策定支援

●設立手続き・開業準備支援

●管理体制構築支援

●進出事業ビジョン案及び進出目的の整理・検討
●現地規制・現地市場動向等の情報収集

●現地市場・競合調査（マーケティング）
●進出スキームの検討
●事業戦略の方向性の検討

●数値計画・投資計画の策定（必要資金の把握）
●撤退リスクの把握
●事業パートナーの選定・取り決め締結支援
　（※必要に応じて）

●設立手続き・各種ライセンス取得の推進
●開業準備の推進

●社内管理規程の策定
●業務・財務管理体制の構築

内容項目フェーズ

クロスボーダー
M&A
コンサルティング

海外戦略の検討、実行に
あたり、M&Aの面から
貴社をご支援します
M&Aは、海外における事業拡大または

縮小を実行するための１つの選択肢となります。

弊社の海外拠点及び

ネットワークと連携することで、

貴社の海外戦略の実現が可能となります。

初期相談

ソーシング
マッチング

デュー・
ディリジェンス

最終契約
クロージング

統合後

■アドバイザリー業務の流れ

エリア、業種、規模等、貴社のM&A戦略を把握いたします。

また、撤退の場面における貴社の海外子会社の株式売却や、海外からの出資を受け入れたいという
場合について、日本法人及び海外法人を視野に、相手候補の選定からご支援いたします。

弊社現地駐在員及び海外ネットワークと提携し、貴社ニーズに合っ
た企業を探し出し、打診します。

対象企業の財務調査を行います。
弊社では、現地駐在員を現場責任者に据え、各国現地の専門家と
連携し、調査を進めます。
したがいまして、スケジュール、調査スコープ、クオリティーを日本サイ
ドでコントロールが可能となります。

ストラクチャー、価格、スケジュール等、最終局面においては、M&A
実務に長けた現地弁護士と連携し、スムーズにクロージングに向か
うよう、貴社をサポートいたします。

実行後、貴社と買収企業との経営統合の実現のサポートをいたします。
内部統制の構築、会計、税務面の統合など、貴社の海外における
事業展開を多面的にサポートいたします。
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連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループが作成する文書

国外関連取引が50億円以上または無形資産取引が3億円以上ある法人が作成する文書

移転価格等
課税リスク対応
コンサルティング

グループ企業間取引について
実態を調査し、
課税リスクに応じた対応策を
ご支援いたします
日本親会社の利益率と比べて

海外子会社の利益率が高い場合や、

グループ内役務提供取引について

適正な対価を収受していない場合には、

移転価格課税のリスクや

寄附金課税のリスクが生じます。

分析した課税リスクに応じて、

移転価格文書化の支援、

税務当局への説明資料の作成、

関係者間取引に関する規定の整備を行います。

海外子会社等
清算・撤退
コンサルティング

海外現地子会社等の
円滑な清算・撤退を
ご支援します
海外子会社等の清算・撤退においては、

各国の法制度や公的機関の許認可、

労務問題、資金の回収・日本への送金などの

海外ならではの論点が多く、

時間とコストを要します。

資金流出を最小限に抑え、

新たな事業展開に向けて

円滑な清算・撤退をご支援します。

現地法人の実態把握・撤退スキームの
検討・事業撤退計画の策定
現地での事業や管理体制等を確認し現地法人の資産査定を通じて実態を把
握します。日本および現地における税務リスク等を把握し、事業撤退計画を策
定します。

1課税リスクに応じた対応策
日本親会社と海外子会社との間の取引の流れ、取引規模、機能・リスク、無形資産
の使用状況、ロイヤルティ、グループ内役務提供取引、貸付金の金利の適正性など
を分析し、移転価格税制およびその他法人税の観点から課税リスクを把握します。
把握された課税リスクに応じ、まずは「第一段階」として関連者取引に関する規定
の整備や海外出張規定等の整備を行い、寄附金課税を受けないように税務当局
向けの説明資料の作成支援を行います。
関連者取引の規模が一定額を超えている場合や、課税リスクが高いと判断された
場合には「第二段階」である移転価格文書化の対応を行います。なお、日本側の
みならず現地法人側の要請による移転価格文書化の対応も行っております。
必要に応じて「第三段階」である税務当局への事前確認申請（APA）の対応も支
援します。

1

移転価格税制に関する文書化制度
税務当局から、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を要
求された場合、遅滞なく提出する必要があります。提出できない場合、税務当局
により推定課税がなされる可能性があります。移転価格文書を作成し、独立企
業間価格を算定するために必要と認められる書類を準備することにより、推定
課税など自動的に課税されるリスクを排除することができます。
日本側のみならず、現地国側からの視点も踏まえて、移転価格リスクを分析し、
各国に対応した移転価格文書の作成を行います。

2

撤退実行支援・各種当局手続き支援
事業撤退計画に基づき必要な手続きをご支援します。行政機関等への許認可
の申請や届出、従業員の解雇などの労務問題へのアドバイスなどを行い、円滑に
手続きが進むようご支援します。

2

事後整理支援
事業に応じた諸リスクを検討し、各種取り決めや契約書等の作成をご支援します。3

撤退スキームの検討フロー

■例：中国現地子会社の清算・撤退コンサルティングの事例

撤退スキームの内容

●事業/法人格/従業員は維持しつつ、自己の株式の持分を、合弁先も
しくは、第三者に譲渡することにより、撤退
●投下資本の回収、手続きの難度、時間・金銭コスト等の面から中国に
おける撤退方法として、負担が少ない手法

●事業/従業員は合弁先会社に引き継ぎ、法人格を消滅させる事で撤退
●合併に伴い、人員整理が必要な場合、経済補償金等の支払が必要と
なるケースが多い

●事業の停止/従業員の解雇/法人格の消滅を済ませる手法
●行政手続きは煩雑であり、労務対応（経済補償金の支払）、税務対応
（税務調査対応）等、時間と労力、資金が必要

①持分譲渡

②吸収合併

③解散・清算

①持分譲渡 ②吸収合併 ③解散・清算

現地法人の実態把握

事業譲渡可否の判断

法人格の判断

譲渡先なし譲渡先あり

残す 残さない

■役務提供の流れ

現状把握
●商流、関連者取引、グループ内役務提供について現状把握を行います。
●関連者取引に関する規定の確認を行い、
　海外取引のリスクを洗い出します。

機能リスク分析 ●関連会社各社の有する機能、負担するリスクを
　カテゴリー別に分析します。

ポリシーの構築
文書の作成

●企業グループにおける移転価格ポリシーの構築を支援いたします。
●税務当局から求められる移転価格文書の作成を支援いたします。

運用サポート
税務調査対応

グループの活動の全体
像に関する情報

マスターファイル

国別の活動状況に関
する情報

国別報告事項

最終親会社等に関す
る情報

最終親会社等
届出事項

国外関連取引におけ
る独立企業間価格を
算定するための詳細な
情報

ローカルファイル

経済分析
●関連者間取引における最適な独立企業間価格の算定方法を決定します。
●企業データベースから比較対象企業の選定を行い、
　利益率レンジの算定を行います。

法
人
編

法
人
編

■日本における文書化制度

●毎期の利益率の検証を行います。
●商流の見直し等による取引価格改訂をサポートします。
●税務調査対応を行います。

事前確認申請

移転価格の文書化

説明資料の整備

第三
段階

第ニ段階

第一段階
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海外CFO業務

海外子会社の財務内容の
見える化をご支援します
健全な企業経営のためには、

海外子会社の財務状況を

適時的確に把握しなければなりません。

その一方で経理知識を有する人材の不足や

言語、現地の法制度などの障壁のために

十分な管理ができていないケースも多くあります。

現地駐在員メンバーが海外子会社の

「見える化」をご支援します。

現状把握
現地駐在員が海外子会社を訪問し、経理処理の状況を確認します。現地経理
担当者へのヒアリング、帳簿の閲覧、請求書や領収書などの原始証ひょうの確
認などを通じて、経理処理状況や改善点を明らかにします。

1
導入の準備
現状把握に基づき、会計・税務の専門家より現地経理担当者に改善策等のアド
バイスを行います。また子会社の現状把握に必要な基礎データの整備と財務分
析指標の選定を行い、これらをまとめた「月次報告資料」を定期的、継続的に作
成できる体制の構築を支援します。

2
月次報告
毎月の試算表の内容を確認の上、「月次財務報告資料」を作成します。定例会議
等に参加し報告資料に基づいて、状況報告をします。財務内容だけでなく、現地
の会計、税務制度についてのご質問等にも対応いたします。

3
■海外ＣＦＯ業務

項目

●月次データ取りまとめ
●財務分析

●資金繰り管理

●債権債務管理

●予算実績管理

●月次定例会議への参加

内容

単なる財務数値の報告に留まらず、各種財務分析等を通じて財務内容の
「見える化」 をご支援いたします

資金繰りを管理することにより資金の過不足を調整し、現地業務が滞りな
く実行されるようご支援いたします

債権債務の滞留状況の把握及び適切な対応ができるよう、債権債務の管
理及び分析を実施いたします

予算実績比較を通じてその達成状況を把握するとともに、原因分析及びそ
の解決策をご提案いたします

現地法人に原則月1回ご訪問し、月次定例会議に参加致します。上記各
種の分析・管理事項のご報告を含め、現地法人の財務面の現状及び改
善に対する協議を実施いたします

海外子会社
リスクマネジメント
構築支援

海外展開で
失敗をしないために
各国の海外子会社を取り巻く

リスクを適切にマネジメントすることで、

日本親会社が適切に海外子会社を把握し、

失敗をしないグローバル体制を構築します。

海外子会社の実態及びリスクの把握
海外子会社のガバナンス及び業務の流れを調査し、現状の課題を把握します。
海外子会社を取り巻くリスクについて、ブレーンストーミング、社内インタビュー、
調査票等により洗い出しを行い、適切に把握し分類します。

1

リスクマネジメント導入支援
ガバナンスの導入及びリスクマネジメント体制構築支援を行います。3

リスクマネジメント導入計画策定
海外子会社の実態把握を踏まえ、あるべきガバナンス体制を検討します。
各リスクについて、リスクヒートマップ等を活用することで優先順位を検討し、優先
度の高いリスクについて各対応方針（回避、低減、移転、受容）を検討します。

2
■リスクヒートマップのイメージ

中

低

低

高

中

低

高

高

中

発生可能性

影
響
度

■海外子会社リスクマネジメント導入の流れ

事象の識別
情報収集、ブレーンストーミング、社内インタビュー、調査票によるリ
スクの把握・分類

リスクの評価 リスクの優先順位付け（リスクヒートマップの活用）

リスクの対応 リスクの対応方針の確定（回避、低減、移転、受容）

統制活動 予防的統制（未然に防止）と発見的統制（事後的に是正）

情報と伝達 リスク情報や事例等のナレッジの共有（教育）

モニタリング リスクコントロールの有効性を継続的に評価

内部環境
目的の設定

ガバナンス体制の導入
内部環境の整備：リスクに関する共通の考え方 等
目的の設定：企業理念の実現 等

現地国における
会計・税務関連
業務サポート

海外事業を、
日本・海外双方において
サポートします
海外駐在員や

現地のメンバーファームと連携して、

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。

会計税務顧問
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日本語で迅速・正確に行えるようにサポートいたします。

1
決算・税務申告、監査対応サポート　
現地国での知識が要求される税務申告書の作成・税務当局との交渉、現地会
計基準、関連法令に基づいた海外拠点の記帳代行、月次決算/年度決算・監査
の早期化、日本基準の連結パッケージ作成をサポートいたします。

2
タックスヘイブン対策税制その他の国際税務相談
海外子会社との取引について、取引価格の妥当性や寄付金認定のリスク、配
当に係る課税関係の整理、タックスヘイブン対策税制による課税関係の整理、
現地税優遇制度に対する検討、海外子会社を活用した事業承継対策など、お
客様のニーズに応じたアドバイスを行います。

3

山田&パートナーズ
日本

山田&パートナーズ
海外事務所

日本本社 海外子会社

サポートサポート

国際取引

連携
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グローバル・
タックス・
マネジメント

税引後の連結キャッシュフローの
最大化のために
国際的に経済活動を行う企業グループの

税務コストと税務リスクの最適化を

支援いたします。

現状把握と整理
お客様との話し合いや資料の確認を通じ、必要となる情報（グループ各社の所
在国、資本関係、機能配置、財務状況等）を把握します。また、初期的検討を通
じて、課題及び対策の実行による効果の検討をいたします。

1

モニタリング
改善策の実行状況を確認いたします。また、各国の状況やBEPSプロジェクトによ
る法改正の動向を踏まえて、見直しの必要性を検討しご提案いたします。
4

実行支援
スケジュール作成や進捗管理により、計画の実行をサポートいたします。また、海外
の提携事務所と連携し、必要となる価値算定や書類作成のサポートをいたします。
3

計画策定
海外の提携事務所と連携し、日本及び海外の税制、租税条約、関連する法律の
確認を行います。その上で、具体的な各種税額のシミュレーションにより想定され
る選択肢の比較検討を行い、税務コストと税務リスクのバランスという観点から、
最適な計画をご提案いたします。

2

■地域統括会社設立のイメージ図

グループ内の
事業機能・リスクの

配置見直し

海外グループ内
再編の税務検討

■事例

（例）製造や販売の機能・リスクの海外子会社への移転

（例）地域統括会社の活用、見直しの税務検討（設立国、スキーム検討）
　 組織再編（合併、分割、事業譲渡）、株式譲渡時の税務コストの検討
　 外国子会社合算税制の改正を踏まえた資本構成の見直しの検討

その他アジア
子会社

アジア地域
統括会社

中国子会社

日本親会社

ベトナム
子会社

配当

配当

配当
再投資

管理

製造委託 販売委託

株主

海外子会社
調査業務

日本本社の目線に立った、
海外子会社の現状調査を
実施します
海外子会社の状況に疑問や不安が

ある場合でも、これを調査するには

言語や制度の違い、マンパワー不足などの

様 な々困難が伴います。

日本本社の目が十分に行き届いていない

場合には、思いがけないリスクが顕在化し、

巨額の損失を被るケースがあります。

日本本社の目線に立ち、海外子会社の

問題点の早期発見・解決を支援します。

純資産方式による
海外子会社
株式評価サービス
のご案内

海外子会社の実態に合った
株式の評価額を算定します
円滑な資産承継および事業承継の達成と

海外戦略の発展および拡大のために、

海外子会社株式について

財産評価基本通達の純資産評価方式に

則り、計上不要の資産、資産の含み損、

帳簿外の負債を加味した

修正簿価純資産方式による

評価額を算定します。

現地法人の概要把握・調査計画の策定
親会社が把握している海外子会社の状況や懸念事項を確認し、調査範囲や
内容、調査手法などを決定します。現地の提携会計事務所も交え、現地の法
制度や商習慣などを踏まえた実効性の高い計画を策定します。

1
現地調査
弊社海外駐在員と現地の提携会計事務所が調査を実施します。資産・負債の実
在性や内容の確認、経理体制や管理体制のヒアリング、帳票等の確認を行います。
2
報告・改善提案・事後サポート
現地調査において発見された論点を整理しご報告します。改善策をご提案し、
実行もご支援いたします。
3
モニタリングの導入
改善策が有効に実施されているか、導入次年度以降も海外子会社の管理職
や管理部署と協力して、継続的に評価・報告を行います。
4

法
人
編

法
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海外子会社の実態把握
海外子会社の貸借対照表、日本親会社が把握している海外子会社の状況を確
認致します。
海外子会社の調査にあたっては、弊社グループの海外事務所等と連携致します。

1
海外子会社株式の評価引き下げを検討
現地国の税法において定められている評価方法の有無を確認します。
評価引き下げが可能な資産を検討し、可能と判断した場合には、より具体的な調
査を行います。

2
株価算定報告書の作成支援
上記調査に基づき、株価算定報告書を作成致します。3
税務上の海外子会社株式評価損損金算入実行支援　
海外子会社の株価算定の結果、日本親会社において税務上の評価損失計上
の可能性がある場合には、海外子会社の事業計画等を踏まえて、損金算入の可
否を検証します。

4
■海外子会社株式評価サービスの流れ

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

海外子会社の実態把握

評価引き下げ検討

株価算定書の作成支援

税務上損金算入実行支援

●海外子会社のB/S、日本の親会社が
　把握している海外子会社の状況を
　確認します。

●現地国の税法において定められている
　評価方法の有無を確認します。

●現地調査に基づき、株価算定書を
　作成致します。

●税務上、損金算入の可能性を検証し、
　実行を支援します。

内容項目

1211

■海外過去会社調査の事例
●不正や粉飾の牽制、早期発見のための実態把握
　中国子会社の会計監査に不安があるため調査を実施
　フィリピン子会社の現金管理に不安があるため調査を実施

財務内容のチェック

●適切な株価の算定のための実態調査
●後継者への事業承継に際しての財務状況の確認
　（内容の整理、課題の洗い出し）

事業承継対策

●月次決算の早期化のための実態調査
　（手作業による業務の見直し等）
●管理体制の強化に向けた現状調査

経理体制の見直し

●管理部門の人員不足
●現地のストレス（異なる環境、板挟み）
●現地社員との間の意識のズレ

税務リスクの検討
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国際相続業務と
国際相続サポート

山田＆パートナーズの海外拠点や

グラントソントン・インターナショナルの

メンバーファーム、その他独自の

海外専門家ネットワークを駆使して、

海外財産や海外にいらっしゃる

ご家族もサポートいたします。

●相続人や受遺者について課税状況（納税義務の有無・課税財産の範囲）の整理
●財産目録の作成、財産の評価、相続税申告書の作成・提出
●遺産分割に関する税務上のアドバイス
●納税資金対策
●遺産整理手続きのサポート
●納税管理人の引き受け
●国外転出時課税（所得税）に係る手続き
●二次相続のご提案
●（将来の）税務調査対応

日本国内の相続税申告業務1

海外財産をお持ちの方、外国籍の方、日本の非居住者である方などの将来の相
続について以下のような情報を提供しています。

財産をお持ちのご本人様の意思を反映しつつ、将来の相続発生に際して、相続
人や受遺者の方々の経済的・精神的負担を軽減するために、事前にどのような
対策を講じておくことが有益か検討し、アドバイスいたします。

●日本で相続税や国外転出時課税がどのように課税されるのか
●海外での相続手続き
●海外での相続税・遺産税の申告がどのようになるのか、など

コンサルティング業務【事前の対策】3

日本国外での相続手続きや相続税・遺産税の申告が必要な場合、これらの業務
は海外の弁護士・会計士等の専門家が行うこととなります。
日本側の窓口として、これらの海外の専門家とお客様との橋渡しを行い、海外で
の手続き等がスムーズに進むようサポートします。

海外の相続手続き、
相続税等申告に関するサポート業務2

■対応実績国

米国・シンガポール・オーストラリア・香港・台湾・中国・ドイツ・イギリス・
フランス・イタリア など
※他の国についても現地専門家とのネットワークを有しておりますので、
　お問い合わせください。

サポート

サポート

契約

契約

日本

海外

山田＆パートナーズ海外拠点 現地専門家

お客様

●グラントソントン・インターナショナル
●STEP（Society of Trust and Estate 

Practitioners）他

弁護士・会計士・海外提携先・加盟組織シンガポール・中国（上海）・
ベトナム（ハノイ）・米国

Y&Pによる日本国内でのサポート
●財産所在地国その他必要な国に関する現地専門家のご紹介と連携
●日本での窓口となってお客様をサポート

税理士法人
山田＆パートナーズ

個
人
編

Y&P海外拠点による現地でのサポート
●弊事務所の海外拠点がある国では、現地に赴任しているメンバー（日本人）が、現地弁護

士等と連携してお客様をサポート
●グラントソントン・インターナショナルのメンバーファームを通じての、現地の会計・税務対応
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日本の所得税申告および国外財産調書の作成業務
海外の不動産や海外金融資産から所得が発生している場合には、日本で所
得税申告をする必要があります。合わせて年末海外財産残高が5,000万円を
超える方には、国外財産調書を作成致します。

1

1 外国人駐在員や海外出向者・出張者の
日本の所得税申告業務

2 日本国内の外資系企業役員・従業員のインセンティブ報酬等に関する日本の所得税申告業務

現地所得税申告のサポート
海外の不動産については、その所得を現地でも確定申告しなければならない
ケースがあります。そのような場合には、現地税理士・会計士と連携して、現地所
得税申告をサポートします。

2

海外不動産や
海外金融資産を
お持ちの方の
所得税申告と
サポート

海外出向者・
外国人従業員・
外資系企業に
お勤めの方の
所得税申告と
サポート

海外財産保有コンサルティング
海外財産をお持ちの方やこれから保有を検討されている方へ、国内外の情報と
総合的なコンサルティングサービスを提供します。｠
3

●日本の税金と現地の税金
●不動産と金融資産の保有割合
●日本財産と海外財産の保有割合
●どの国にどのような財産をどのような名義で保有したほうがよいのか
　→個人で所有、法人で所有、共同名義、トラスト契約など
●将来の海外財産移転に関するリスクの検討
　→プロベイトの有無やその対策のご提案および実行支援など

（1）外国人駐在員の日本の所得税申告とサポート
海外から受け入れている従業員が、海外（派遣もとの国）からの給与を受け
取っている場合には、その外国人駐在員の日本での確定申告が必要です。
そのほか、年の中途の出入国時の手続きなど、ご本人および雇用主側で必
要な手続き等のアドバイスも行います。

（2）海外出向者・出張者の日本の所得税申告と現地での申告サポート
●海外に出向する従業員のための各種手続きや国内外の税金・社会保
険等のアドバイス
●海外出張者が出張先の海外で所得税課税された場合の、日本での外
国税額控除適用を想定しての所得税申告、その他のアドバイス
●海外出向先で所得税申告が必要な場合には、現地専門家のご紹介と
日本側からのサポート

日本国内の外資系企業では、日本の従業員や役員に対して、海外親会社等のス
トック・オプションを付与するケースや、海外関連会社等の上場株式を割引価額で
購入できる等のインセンティブを付与するケースがあります。
このようなインセンティブについて、雇用主での源泉徴収がない場合は、ご本人が
日本で所得税申告する必要があります。



※1 所得税法に規定する有価証券（上場株式・非上場株式、公社債、投資信託
など）、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引または発行日取引、
および未決済のデリバティブ取引をいいます。

日本居住者で、時価1億円以上の有価証券等（※1）を保有しており、かつ、過去10
年以内に5年超日本に居住している者が、2015年7月1日以後に、（1）国外転出を
する場合、（2）有価証券等を日本の非居住者に贈与した場合、または（3）有価証
券等を相続・遺贈により日本の非居住者に移転した場合には、その有価証券等を
時価で譲渡したものとみなして、含み益に対して所得税が課されます。
日本を出国なさる方に対し、国外転出時課税の申告および納税手続きについて
サポートします。

国外転出時課税制度1

日本人で海外に長期間滞在なさっていた方が日本に帰国することをお考えの場
合に、そのまま住み続けるとした場合の海外居住地国の税負担額および日本へ
帰国するとした場合の出国時の税負担額を試算します。さらに、日本に帰国な
さった後の所得税・相続税の試算および次世代への資産承継のプランニングを
行い、海外居住地国と日本の双方の税負担について事前に検討を行うことによっ
て、お客様が安心して帰国の途につけるようサポートします。

（対応実績国：米国）
※ 他の国についてもお問い合わせください。

帰国支援コンサルティング2

日本出入国
サポート

米国の
情報開示に
関するサポート

過去に米国に住んでいた、または米国で生まれたなどの理由で、米国の市民権・グリーン
カードをお持ちの方は、米国国外（たとえば日本）に保有する金融資産情報や、米国非居
住外国人からの相続・贈与により取得した財産について、原則報告義務があります。
これらの情報開示を失念するとペナルティがかかり、場合によっては刑事罰に発展するこ
ともあります。そのため報告義務がある場合は、早々かつ慎重に対処することが必要で
す。適正な情報開示や米国への申告を行うことで、ペナルティが軽減（米国非居住者で
あれば免除）される可能性もありますので、私どもにご相談ください。

米国非居住外国人から$100,000を超え
る財産を相続又は贈与により取得した場合
など

アメリカ国外に一定（※1）の金融資産を持つ
場合

暦年中に一時点でもアメリカ国外に合計
$10,000を超える銀行・証券口座を保有
していた場合

※1 例えば、アメリカ国外居住者（夫婦個別申告）であれば、暦年末残高が$200,000超または暦年中の最高残
高が$300,000超

※2　悪質な場合は、上記のほかに刑事罰あり

取締役や執行役になっている外国法人株
式を10%以上取得した場合や、外国法人
株式を50%超保有している場合など

●故意の場合、1口座につき$100,000か
口座残高の50%のいずれか高い方

●過失の場合、1口座につき$10,000（※2）

$10,000又は受贈財産の5%いずれか大
きい額（IRSの通知があっても開示しない場
合は最大25%の追加ペナルティあり） など

$10,000～　（最高$60,000）（※2）

$10,000～　（最高$60,000） など

名称

FBAR

Form 8938

Form 5471

Form 3520

提出要件 ペナルティ（1年ごと）

■アメリカの情報開示ルール
　（米国市民や米国居住者などに課されている開示義務で主なもの）

個
人
編

個
人
編 Form W-8BEN及びForm W-8BEN-Eとは、米国における源泉徴収に関して受益者が

非居住者であることを証する書面であり、米国内国歳入庁（IRS）のフォームの１つです。
受益者が個人である場合Form W-8BEN、受益者が事業体（法人等）である場合
Form W-8BEN-Eが使用されます。適切な記載及び提出がなされていない場合には租
税条約による特典が受けられず、30%源泉徴収される可能性があります。適切なForm 
W-8BEN及びForm W-8BEN-Eの作成及び提出をサポートいたします。

受益者（米国における非居住者）が租税条約に基づき、米国源泉税の軽減又は
免除の特典を受けるために、当該フォームを提出する必要があります。

Form W-8BEN/Form W-8BEN-E提出の目的1

会社名の変更など当該フォーム提出時に記載した情報の変更（change in 
circumstances）がない場合には、原則として当該フォームの署名日の翌年から3
年間有効です。例えば、当該フォームの署名日が2015年9月30日の場合には、
2018年12月31日まで有効です（記載情報の変更がなく、米国納税者番号（TIN）
の記載があるなど一定の場合には、無期限に有効です）。

Form W-8BEN/Form W-8BEN-Eの有効期限4

受益者は、米国源泉所得（配当、利子及びロイヤルティ等）を受ける前に、当
該フォームに必要事項を記入して、所得の支払者（源泉徴収義務者）である
米国法人等へ提出します。当該フォームの提出先はIRSではない点にご注意
ください。

Form W-8BEN/Form W-8BEN-E
提出の時期と提出先2

Form W-8BEN及びForm W-8BEN-Eが所得の支払者である米国法人等へ
適切に提出されなかった場合には、米国国内法に従って、30%（又は予備源泉
徴収税率等）の源泉税が課せられます。

Form W-8BEN/Form W-8BEN-Eを
提出しなかった場合3

米国
Form W-8BEN/
Form W-8BEN-E
提出サポート
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東京・横浜・北関東

仙台・盛岡

静岡

名古屋

京都・大阪・神戸

金沢

札幌

上海

ハノイ

ホーチミンホーチミン

シンガポール

ジャカルタ

ロサンゼルス

バンコク

グルグラム（旧グルガオン）

クアラルンプール

広島 高松

ニューヨーク

高陽市

新潟

福岡

 

事務所一覧

Offices

海外ネットワーク
●STEP
　 STEP（Society of Trust and Estate Practitioners）は、世界95か国で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。

グループ海外拠点

各社の海外提携先

●中国（上海）
　 山田&パートナーズコンサルティング（上海）有限公司
　 山田コンサルティンググループ（上海）有限公司
　 Spire Research and Consulting

●韓国（高陽市）
　 Spire Research and Consulting Co.,Ltd.

●ベトナム（ハノイ）（ホーチミン）
　 山田&パートナーズベトナム有限会社
　 Spire Research and Consulting Pte Ltd

●タイ（バンコク）
　 YAMADA Consulting＆Spire(Thailand)Co.,Ltd.
　 YC Capital co.,Ltd.

税理士法人山田&パートナーズ

●シンガポール
　 山田&パートナーズシンガポール有限会社
　 山田コンサルティンググループ株式会社 シンガポール支店
　 Spire Research and Consulting Pte Ltd

●インドネシア（ジャカルタ）
　 PT Spire Indonesia

●マレーシア（クアラルンプール）
　 Spire Research and Consulting Sdn Bhd

●インド（グルグラム（旧グルガオン））
　 Spire Research and Consulting(India)Pvt Ltd

●アメリカ（ロサンゼルス）
　 Yamada&Partners USA,Inc.

●アメリカ（ニューヨーク）
　 Yamada&Partners USA,Inc.

【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

【その他国内拠点】
札幌/盛岡/仙台/北関東/
横浜/新潟/金沢/静岡/
名古屋/京都/大阪/神戸/
広島/高松/福岡

日本

Yamada & Partners 
Consulting 

（Shanghai）Co., Ltd.
中国上海市浦東新区
陆家嘴环路1000号 
恒生銀行大厦13楼1343室 
200120, China
Phone +86-（０）-21-5866-0525

上海

Yamada ＆ Partners 
USA, Inc.
1411 West 190th Street, 
Suite 370, Gardena, CA

ロサンゼルス

Yamada & Partners 
Vietnam Co., Ltd.
10th Floor, 
Pacific Place Building,
83B Ly Thuong Kiet, 
Hoan Kiem, 
Hanoi, Vietnam
Phone 

（英語対応）
+84-24-3946 -1034

（日本語対応）
+84-93-447-1652

ハノイ

Yamada & Partners 
Singapore Pte., Ltd.  
51 Anson Road,#12-53 
Anson Centre, 
Singapore 079904
Phone +65 6922 9097

シンガポール

■Armanino LLP
カリフォルニア州を本拠地とする独立系で最大の会計・コンサルティング
ファームであり、アメリカ合衆国内でも有数の会計ファーム。

■上海琳方会計師事務所有限公司
税務、資産評価、不動産評価、プロジェクト評価の専門会社もグループ
に有し、職員約180名を擁する中堅税会計事務所。

■上海海之信企並顧問有限公司
上海・北京・深圳に事務所を有し、主に外資系企業へ会計・税務・法務・
資産評価等の総合サービスを提供する中堅税会計事務所。

山田コンサルティンググループ株式会社
■東洋ビジネスサービス株式会社

1977年にタイで創業。タイ現地において会社経営支援（タイ法人の人
事・労務、法務、会計などの経営管理全般の問題解決）や月次顧問契
約、タイ人従業員教育、トラブル対応などのサービスを提供。

■Takenaka Partners LLC
アメリカ合衆国、ロサンゼルスに本拠地をおき、1989年の創業以来、イン
ベストメントバンキングやクロスボーダーM&A及び戦略的パートナー
シップに関する総合的なアドバイザリー・サービスを提供。

■BEXUCO(Shanghai)Investment Consulting Co.,Ltd.
中国上海に本拠点をおき、2011年の設立以来、ドイツ・イタリアを中心と
した欧州企業と中国企業とのクロスボーダーM&Aやグローバルなイン
ベストメントコンサルティングサービスを提供。

■北京大成（上海）律師事務所
北京に本部を置き、中国約40か所に約3,000名の弁護士を擁する、中
国最大の法律事務所の一つ。2015年、世界的法律事務所のデントン
ズとの統合により世界120か所、6,500人の弁護士と専門家を擁する世
界最大規模の法律事務所となった。

■上海外聊発商務諮詢有限公司
1992年以降、中国で最初の自由貿易区としても知られる「上海外高橋
保税区」を開発した政府系機関。自由貿易区への投資誘致のほか、物
流・通関の支援、会社運営のコンサルティング及びサポートといったサー
ビスを提供。

■グラントソントン・インターナショナル
●Grant Thornton International

135か国以上で50,000人の職員が専門性の高い価値あるサービス
を提供している、ロンドンを本部とする組織。16か国、23拠点のジャパ
ンデスクには、日本人駐在員または日本語対応可能な専門家が常駐。

●ジャパンデスク
16か国、23拠点に日本人駐在員または日本語対応可能な専門家が駐在。

●メンバーファーム拠点
135か国以上。

●概 要
本　部 ： 英国ロンドン　　　
カバー ： 世界135か国以上
　　　　    ＊ジャパンデスク ： 16か国23拠点では日本語対応が可能
従業員 ： 50,000人以上
売　上 ： 約5,500億円
沿　革 ： 1980年に会計事務所のThornton Baker（英国オックスフォード）
　　　　とAlexander  Grant（米国シカゴ）が合併しGrant Thornton  

              Internationalを設立 
●特 徴

監査、税務関連業務、アドバイザリーサービスを提供している相互に
独立した会計事務所およびコンサルティング会社から構成される世
界有数の国際組織。
グラントソントンのメンバーファームは、それぞれが独立して経営されてい

るが、Grant Thornton International Ltdの世界戦略に基づき相互に
緊密な関係を維持し、高品質で均一なサービスを提供している。

＊ジャパンデスク所在地
米国（シカゴ、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス）、メキシコ

（メキシコシティ、レオン）、英国（ロンドン）、フランス（パリ）、シンガポール、
インド（グルグラム（旧グルガオン））、タイ（バンコク）、フィリピン（マカ
ティ）、マレーシア（クアラルンプール）、カンボジア（プノンペン）、インドネ
シア（ジャカルタ）、ベトナム（ハノイ、ホーチミン）、中国（北京、上海、広州・
香港）、台湾（台北）、オーストラリア（ブリスベン）、ブラジル（サンパウロ）
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税理士法人
山田＆パートナーズ
ホームページ

海外業務のご案内
ホームページ

http://www.yamada-partners.gr.jp https://www.yamada-global.com/


