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確かな会計監査
インド及び国際的な基準に準拠

革新的な
コンサルティング
経験に裏付けられたスキルと戦略

www.cci.in



6000+ CLIENTS 
750+ EMPLOYEES
60+ LOCATIONS 
27 PARTNERS & SENIOR ADVISORS 

AT A 
GLANCE

様々なプロフェッショナルから構
成される、29年以上の歴史を持つ
ワン・ストップファーム

・戦略コンサルタント
・会計監査、税務のエキスパート
・ファイナンシャルアナリスト
・マーケティングアナリスト

中小企業からFortune 500ランキ
ング企業まで、様々な企業に対応

各地域固有のルールとグローバルスタンダード
の双方に精通した、インド国内18の拠点と4の海
外デスク



弊社の強みは、人材とプロセスの
双方におけるプロフェッショナリ
ズムにあります。

・　アカウンティング及びビジネスサポート
・　内部監査
・　ビジネスアドバイザリー
・　税務
・　トランザクションアドバイザリー

各パートナーによる弊社拠点は、インドの主要都市を網羅しています

インド全域において、専門性と経験を兼ね備え
たリーダーを中心とする地域特化型チームが、
最上段のサービスを提供致します。

PRESENTLY POSITIONED IN THE 

    TOP 10 ACCOUNTING & CONSULTING FIRMS

サービス概要



ファイナンシャル・
アカウンティング

インド及び世界的に用いられている各種会計ソフトに精通し、個別地
域と国際会計基準の双方に対して、常に適切な会計業務を提供しま
す。また、表面化する以前の段階で、レビューと分析を通じて、問題
点を発見し、時宜に応じた改善策を提案します。

従業員の給与計算を適宜かつ適切に行えるシステム構築に貢献しま
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支援します。

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
係でコンプライアンスを整えます。弊社の強みは、複雑に入り乱れる
インド法制化での、窓口の一本化を含むワンストップサービスの提供
にあります。

コンプライアンスのギャップやリスクを特定し、包括的な診断によっ
てステークホルダー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。

弊社では、「ヴァーチャル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。

従業員の給与管理等

各種法制への対応

コンプライアンス

ヴァーチャルＣＦＯ



アカウンティング及び
ビジネスサポート

インドの複雑な法的枠組みを遵守するために、弊
社のインド全域におけるプレゼンスが、最適なサ
ービスを提供します。

・　ファイナンシャル・アカウンティング
・　従業員の給与管理等
・　規制対応
・　コンプライアンス
・　ヴァーチャルＣＦＯ

アカウンティング及びビジネスサポート 内部監査 ビジネスアドバイザリー 税務 トランザクションアドバイザリー



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。

横領等の不正から会社財産を保全すべき必要性について関心が高まる
中、詐欺、会社財産の不正利用、不正行為や粉飾決算を見逃さない、
適切な監査を実施します。

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。

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－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。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）やマネーロンダリング防止のための取り組
み等、お客様のご指定にかかる分野に特化したレビューも実施します。

不正監査

内部統制システム

各国会計基準との
適合性監査

特定領域監査



客観性、信頼性および透明性の保たれた弊社の内
部監査が、公正さの表明と経営分析の容易さをも
たらします。

内部統制
・　リスクアドバイザリー
・　不正監査
・　内部統制システム
・　各国会計基準との適合性監査
・　特定領域監査

アカウンティング及びビジネスサポート 内部監査 ビジネスアドバイザリー 税務 トランザクションアドバイザリー



コーポレート
アドバイザリー

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、それぞれに精通した専門家が集
まり、的確なアドバイスを提供する体制を整えています。

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、オペレーション等の必要なステップについて明確な
指針を提供します。

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。

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）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。

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。

進出戦略

倒産手続および
リストラクチャリ
ング

工場設立サポート

セクレタリアル・
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。

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
・　セクレタリアル・コンプライアンス

アカウンティング及びビジネスサポート 内部監査 ビジネスアドバイザリー 税務 トランザクションアドバイザリー



プランニングおよび
アドバイザリー

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、税務デューで李ジェンスを
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。

ＰＥ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、源泉徴収税の軽減や税務当局か
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。

インドの移転価格税制に関する政策を前提に、財源浸食・移転利益に
関するＢＥＰＳガ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。

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。

インド全域において、商品・サービス税（ＧＳＴ）その他の州・地方
税に関してアドバイスを行います。特に、ＧＳＴが関係する取引上の
問題点や節税に向けた取引戦略についてサポートします。

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。

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



未成熟な税制の中でも、ビジネストランザクショ
ンにおける確実性を高める革新的な解決策を提案
します。

税務
・　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

アカウンティング及びビジネスサポート 内部監査 ビジネスアドバイザリー 税務 トランザクションアドバイザリー



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、最終合意に至るまで、
手続きをサポートします。

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。

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。

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。

デューデリジェンス

バリュエーション

資金調達



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
・　Ｍ＆Ａ
・　デューデリジェンス
・　バリュエーション
・　資金調達

アカウンティング及びビジネスサポート 内部監査 ビジネスアドバイザリー 税務 トランザクションアドバイザリー



AUTOMOTIVE

BANKING & 
FINANCE
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NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS

OIL & GAS
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REAL ESTATE

RETAIL

CHEMICALS

HOSPITALITY

INFORMATION  
TECHNOLOGY

CAPITAL GOODS &
ENGINEERING

TRADING

PHARMACEUTICALS

TRANSPORTATION

弊社が携わった業界は、
多岐にわたります
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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。

主な提携先企業・組織等



www.cci.in

主要メンバー

アショーク・Ｖ・ディサイ
会長

NVP テンドゥルカール
ダイレクター

牧　辰人
ダイレクター

アルジュン・アスラニ
メンター

マーク・ルナクレス
国際関係シニア・アドバイザー

ディーパ・ゴパラン・ワドワ
副会長

アジェイ・セティ
創業者＆グループ代表

少徳　健一
ダイレクター

経営会議メンバー



ＤＫ・ギリドゥハラン
ダイレクター
チェンナイ事務所

ヒマンシュ・スリバスタバ
ダイレクター
グルガオン事務所

Ｋ・ニティヤナンダ・カマス
ダイレクター
コチ事務所

Ｋ・ベンカトラマン
ダイレクター
チェンナイ事務所

www.cci.in

主要エキスパート

Ｄ・ラムプラサド
ダイレクター
バンガロール事務所

ニティン・アローラ
ダイレクター
グルガオン事務所

ニティン・アローラ
ダイレクター
グルガオン事務所

サンディープ・グプタ
ダイレクター
グルガオン事務所

スニル・アローラ
ダイレクター
ムンバイ事務所

へマント・アグニホトリ
エグゼクティブ・ダイレク
タ ー
ムンバイ事務所

Ｐ・二ティッシュ
ダイレクター
バンガロール事務所

パルヴィーン・クマール
ダイレクター
ニューデリー事務所

ＰＮ・ラマチャンドラ・
カマス
ダイレクター
コチ事務所

ＰＲ・ジャヤクマール
ダイレクター
バンガロール事務所



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、バンガロール、
チェンナイ、ハイデラバード、コチ、ムンバ
イ、ニューデリー

国内拠点（支部）
チャンディーガル、ジャイプル、ジャム、 
コルカタ、ラクナウ、ルディアーナ、プネ

www.cci.in




