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。
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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/keytax-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。
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