
世界 34 カ国の不動産投資に関する税務 

In brief  

当社の国際不動産部門はこのほど、表題のレポート(英語)をまとめました。詳しくは下記のリンクをご
覧くださいませ。

国際税制は複雑で多くの期限や規則があります。罰則を避けたり控除を受けたりするためには

これらのルールに注意を払う必要があります。

当資料は投資家やファンドマネージャーに向けて、年度末を迎えて留意したい不動産関連の税務をま
とめています。インド・日本を含む世界 34 カ国が対象で、国際税対策や不動産投資の構造上、考慮す
べき事項に焦点を当てています。

当資料の対象国 
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*本レポートは、不動産投資に関する税務情報すべてをカバーするものではないことにご留意ください。 

詳しくは英語版をご覧ください。  

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/publications/key-
tax-issues-at-year-end-for-real-estate-investors-2018-2019.html 
 

下記までお気軽にお問い合わせくださいませ。 

■デリー/グルガオン 

ディレクター 古賀 昌晴 （ムンバイ兼務） 
Direct: +91 (0)124 330 6531 / Mobile: +91(0) 9650388830  
masaharu.koga@pwc.com 
 

アソシエイトディレクター 中間 雅彦 
Mobile: +91(0) 8860932929(India) / +81-(0)80-1226-6207(Japan) 
masahiko.nakama@pwc.com 
 

アソシエイトディレクター 笠井 周 (プネ/アーメダバード兼務) (日本国会計士)  
Direct: +91 (0)124 462 0442 / Mobile: +91(0) 9560106683  
chikashi.kasai@pwc.com 
 

マネジャー 横山 義晃 (コルカタ兼務) (日本国会計士・税理士) 
Direct: +91 (0)124 330 6824 / Mobile: +91(0) 9560335454   
yoshiaki.yokoyama@pwc.com 
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マネジャー 高木 貴文 
Direct: +91 (0)124 330 6824/Mobile: +91(0) 7303848999 
takafumi.takagi@pwc.com    
 

マネジャー  多田  千香子 
Mobile: +91(0) 8860160735 
chikako.tada@pwc.com 
 

アソシエイト 芦田 千尋  
Mobile: +91(0) 9910397025  
chihiro.ashida@pwc.com 
 

シニアアナリスト アマン ソラン（日本語可） 
Mobile: +91(0) 9718880415 
aman.soran@pwc.com  
 

■バンガロール (ハイデラバードおよびチェンナイ兼務) 

マネジャー 戸原 英則  (日本国公認会計士) 
Direct: +91 (0)80 4079 4118 / Mobile: +91(0) 9902026401  
tohara.hidenori@pwc.com 
 

■ チェンナイ 

アソシエイト 山崎 嘉夫 
Direct: +91 (0)44 6607 5328 / Mobile: +91(0) 9962817839  
yoshio.yamazaki@pwc.com 
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information 
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