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AT A 
GLANCE

戦略コンサルタント，会計監査人， 
·税務エキスパート，フィナンシャ
ルアナリスト，マーケティングアナ
リストがワンストップでサービスを
提供。30年以上にわたって日系企業
をサポートした確かな歴史がありま
す。クライアントは、中小企業から
Fortune 500 企業まで幅広い企業に対
応しております。

6000+ 顧客企業
700+ 専門家
60+ 拠点 
32 取締役·執行役員

インド国内の18箇所の拠点と6つの
海外 デスク及び海外提携オフィス
が，地域固有 のルールとグローバ
ルスタンダードの両方 に精通した
サービスを可能にしています。

Going The Extra Mile

The purpose of this document is to provide information to clients and firm personnel only.



弊社の強みは人材，業務プロセ ス，そしてプロフ
ェッショナリズムにあります。地域ごとに特化し
たチームが 専門性と経験を兼ね備えた全インドに
おいて最高品質のサービスを提供致します。.

PRESENTLY POSITIONED IN THE 

    TOP 10 ACCOUNTING & CONSULTING FIRMS

弊社サービス
· 会計及びビジネスサポート
· 監査
· ビジネスアドバイザリー
· デジタルオートメーション & DX変革
· 税務
· トランズアクションアドバイザリー

DIRECTOR LED OFFICES IN 8 KEY LOCATIONS ACROSS INDIA 

www.asa.in



•	 財務会計
•	 従業員の給与管理業務
•	 規制対応のコンプライアンス
•	 コンプライアンス事項に関する診断
•	 仮想CFO

弊社の、客観性·信頼性·透明性が確保された、リスク低
減のためのアドバイスにより、御社の業績に関する公正な
報告及び容易な経営分析が可能となります。

会計及びビジネスサポート
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財務会計 弊社チームはインド及び世界的に用いられている会計ソフト(Tally ERP, 
SAGE, NAVISION, NETSUITE等)に精通しており、御社がインド国内及 び
国際的な規制に従った会計がなされるよう保証します。弊社チーム が表
面化する前段階でレビューと分析を通じて問題点を発見します。

給与計算 従業員の給与計算を適宜かつ適切に行えるシステムを構築します。ま
た、インド労働法制に準拠した就業規則等の作成、従業員の社会保険や
苦情対応を含む人事管理体制の構築をサポート致します.

コンプライアンス対応 インド全域において、連邦、州及び地域の各段階における規制との関係
で規制対応のコンプライアンス及び各種規制と照らし合わせのて重大な
問題点の対応をサポート致します。弊社は複数のコンプライアンス事項
に対応するためのワンストップのサービスを提供致します。

コンプライアンス診断 コンプライアンスの不備やリスクを特定するための包括的な診断を行
い、経営陣、取締役、株主、監査人を含む企業全体にとって安心でき る
コーポレートガバナンスを構築します。

バーチャルCFO 弊社では、「バーチャルCFO」として、お客様の財務部門にご負担をか
けることなく、意思決定のための分析とビジネスノウハウを提供します

会計及びビジネスサポート



監査及び保証業務

弊社の、客観性·信頼性·透明性が確保された、リスク低
減のためのアドバイス により、御社の業績に関する公正
な報告及び容易な経営分析が可能となります。
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•	 リスクアドバイザリー
•	 不正監査
•	 内部統制構築支援
•	 各国会計基準との準拠性監査
•	 財務諸表監査
•	 特定領域監査



リスクアドバイザリー インド法制に準拠した組織体制を維持し、財務諸表の信頼性を高め、 回避
可能な損失を抑える等、最適なリスクマネジメントを提供しま す。

不正監査 会社遺産の保全は近年関心を呼んでいる事項です。弊社では、経営陣 及び
監査役からの個別の要請に応じて詐欺、会社財産の不正利用、不 正行為や
粉飾決算を発見するための適切な監査を実施します。

内部統制構築 リスクアセスメントに基づき、現在の内部統制システムが適切に実施され
ているかをチェックし、妥当性を評価します。その中で得られた所見を文
書化した上で、システム改善のための提言を行い、改善後のシステムの現
実の実施に至るまで、全過程においてサポートします。

各国会計基準との 国際税務報告基準(IFRS)インド会計基準(Ind－AS)または米国会計基準(US-
US GAAP                                GAAP)に基づくレビューと影響分析を 行い、報告要件が適切に満たされて

いることを確認します。 

特定領域監査 CSR(会社の社会的責任)、マネーロンダリング防止、ITシステム補助金の
適正利用等、お客様のご指定にかかる分野に特化したレビューを実施しま
す。 

監査及び保証業務



ビジネスアドバイザリー
•	 コーポレートアドバイザリー
•	 進出戦略
•	 倒産手続及びリストラクチャリング
•	 工場設立サポート
•	 各種法令へのコンプライアンス	

最適な進出経路の選定から規制当局との許認可手続き、
新拠点の基盤強化まで、ワンストップサービスを実現し
ます。
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コーポレート インドの規制環境下において、検討されているアクションや戦略についてサ
アドバイザリー	 ポートします。弊社では、外国為替法(FEMA)、会社法、直接税および間接

税、労働問題等に関し、それぞれの専門家が集まり、的確なアドバイスを提
供する体制を整えています。

進出戦略 外国為替制度その他の法令に従って、リスクの所在や、全ての種類の進出拠
点の登録 (駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィス、有限責任組合、完
全子会社、合弁会社等)、オペレーション等の必要なステップについてマッ
ピングします。

倒産手続および 事務所や工場の閉鎖、従業員の管理や解雇、再編計画等の構造的な解決策を
リストラクチャリ 分析、提案 します。リストラクチャリングが実行できない場合には、清算手
ング	 続を進める中で、破産専門家チームが合併の可能性を検討する等します。

工場設立サポート インド全域を対象として、工場の設置に最適な場所や重要な流通網等を見極
め、インド準備銀行(RBI)、産業補助官房(SIA)、会社登記局(ROC)、海外基金
規制当局(FCRA)等の政府機関からの許認可を得るまでの全過程をサポート、
管理します。

各種法令への 株主総会や取締役会の議事録作成、役員の選解任、増減資の手続等を行いま
コンプライアンス す。 企業の設立時においては、事務所環境の構築から人員配置、居住者取

締役の指名等を実施します。

ビジネスアドバイザリー



効率性工場、コスト削減、工数削減、ビジネスのデータ
分析による予測を可能にするデータ分析を活用した業務
変革を提案します。

DX・オートメーション
•	 データアナリティクス
•	 データソリューション
•	 DX改革
•	 サイバーセキュリティ
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データアナリティクス 先進的なデータ分析に基づくダッシュボードを構築し、KPIを可視化し
ます。包括的かつKPIに特化したダッシュボードは、成長志向の組織に
おける意思決定にスピーディな変革をもたらします。

デジタルソリューション 実装サポートとトレーニング、つまりGSTの自動化（返品ファイリン
グ、電子請求、電子運送状）、コンプライアンス管理、訴訟管理など、
手動プロセスを自動化するカスタマイズ可能なデジタルソリューション
の導入を容易に可能とします。

DX改革 テクノロジーを活用して、Procure to Pay（P2P）、Order to 
Cash（O2C）、Record to Report（R2R）などのビジネスサイクルを変
革するお手伝いをします。主要なビジネスプロセスを分析し、実装を通
じてチームに手渡す、カスタマイズされた費用効果の高いデジタル戦略
を定義します。

サイバーセキュリティ テクノロジーはビジネスに不可欠になりますが、サイバーセキュリティ
は信頼性に足りるでしょうか。デジタルセットアップへの信頼を、セキ
ュリティプロトコルの評価、データ侵入テスト、プライバシー評価、コ
ンプライアンス認証を通じて強化します。

DX・オートメーション



税務

随時更新される税制に対して確実性を高めるため
にカスタマイズされた先進的で革新的な解決策を
提案します。
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•	 プランニングおよびアドバイザリー
•	 国際税務
•	 移転価格税制対策
•	 国際人事とＨＮＩ
•	 間接税
•	 紛争解決



プランニングおよび インド税制におけるダイナミックな変化を見据えつつ、インド全体の税
アドバイザリー	 務戦略を常に注視しています。各種契約のレビュー、税務管理の体制や

リスク軽減に向けての戦略を構築し、税務デューディリジェンスを実施
し、各種取引における節税効果の分析等を実施します。.

国際税務 WPE課税のリスクの軽減等、節税効果の高い企業戦略やビジネスモデル
の構築のほか、海外送金における節税、軽減された源泉徴収税の適用や
税務当局からの事前承認の活用等により、キャッシュフローの増大を図
ります。

移転価格税制対策 インドの移転価格税制に関する政策を前提に、税源浸食·利益移転に関
するBEPS イドラインに合致したグローバルな移転価格税制対策を提供
します。また、事前確認制度(APA)やセーフハーバールールに関する日
常的なサポートや、国別報告書(CbCR)に関する書面作成等の業務を行い
ます。

国際人事とＨＮＩ 海外子会社等への投資における為替リスクのヘッジや、報酬体系におけ
る節税効果の増大、ストックオプションの利用および従業員の配転等に
関する異議なし証明書の作成、給与計算及び確定申告、国際的な人事制
度のマネジメントを行います。

間接税 インド全域において、物品·サービス税(GST)その他の国·インド税務
当局や税務裁判所等との紛争を回避し、積極的なリスク管理 をします。
弊社では、訴訟書面の起案や当局担当者との対応等、紛争の全過程に対
して業務を実施します州·地方税に関してアドバイスを行います。特
に、GSTが関係する取引問題やクロスボーダー取引、税務上の分類、節
税に向けた取引戦略についてサポートします。

紛争解決 インド税務当局や税務裁判所等との紛争を回避し、積極的なリスク管理
をします。弊社では、税務当局への返答や申立て、歳入庁との対応や一
審への申立て、訴訟書面の起案等、紛争の全過程に対して業務を実施し
ます。

税務



クロスボーダーＭ＆Ａにおける買い手側·売り手側のい
ずれのお客様に対しても、成長戦略のための専門チーム
による網羅的なサービスを提供します。

トランザクションアドバイザリー
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•	 Ｍ＆Ａ
•	 デューデリジェンス
•	 バリュエーション
•	 資金調達



M	&	A 計画立案からクロージングまでの全サポートを行います。売り手側におい
ては、買収企業の潜在的価値を理解し、これを引き出すべく、個別戦略を
考案します。買い手側においては、市場分析や買収戦略を定義する段階
から、潜在的なターゲ ットの選定、公正価値の交渉、最終合意に至るま
で、手続きをサポートします。

デューデリジェンス 支配株主や対象会社の背景事情をチェックするとともに、現場視察や経営
陣へのインタビューを含む詳細な財務·税務デューデリジェンスを行いま
す。また、合併後の企業統合サポートも提供します。

バリュエーション 公正なビジネス価格を得るべく、国際的に最も適切かつ妥当な評価手 法
を選択します。このようなバリュエーションを経て、その後の紛争 解決
やパーチェイス·プライス·アロケーション（ＰＰＡ）等を適切 に進め
ることができます。

資金調達	 ベンチャーキャピタルやＰＥファンド、銀行等に対して、ピッチ·ドキュ
メントの作成、評価モデルの構築、交渉サポートなどのサービスを一括し
て提供します。

トランザクションアドバイザリー
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対応可能業種
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主な提携先企業·組織等

国内８か所の拠点を構え、インド全域をカバーする体制を 
整えております。また、弊所では、インド国内外の商工会 
議所等に所属し、インドに関する有益な情報発信を行って
おります。



国際拠点
アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベル	ギー、ブラジル、
ブルガリア、カナダ、中国、デンマーク、エジプ	ト、フランス、フィンランド、ドイツ、
香港、ハンガリー、イスラエ	ル、イタリア、日本、ルクセンブルク、マレーシア、メキ
シコ、モロ	ッコ、ニュージーランド、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポル	トガ
ル、ルーマニア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ共	和国、	スペイン、
スイス、スウェーデン、タイ、チュニジア、トル	コ、アラブ首長国連邦、イギリス、ア
メリカ、ベトナム

国内拠点（事務所）
グルガオン、アーメダバード、ベンガルール、	チ
ェンナイ、ハイデラバード、コチ、ムンバイ、	ニュ
ーデリー

内拠点（事務所）
チャンディーガル、ジャイプール、ジャム、コルカ
タ、ラクナウ、ルディアーナ、プネ

Going The Extra Mile
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