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日本企業の海外事業支援

Solution Overview:
Global Business Solution
PwCの持つグローバルネット
ワークを通じて、日本企業の
海外事業におけるさまざまな
シーンでクライアントのご要望
に沿った幅広いサービスを提供
しています。

企業が直面する課題
日本企業を取り巻くグローバル化の動きは急速に変化し、日本企業はますます厳しい競争環境に置かれています。競争環境は
産業セクターおよび個々の企業ごとに異なります。私たちは、その国特有の市場動向、当局の法令などの運用実務、ビジネス上の
課題を把握し、企業の皆さまが直面する課題解決をサポートします。

海外進出戦略の立案における課題
進出する国あるいは地域、ターゲットとする市場セグメントの選定、戦略の策定は
適切な環境認識に基づいて決定されていますか？
海外進出の目的は、市場の獲得、自社バリューチェーンにおける機能の構築などさまざまですが、
最適な選択を行うためには、市場の特性や成長性、競合環境、内外経営資源の調達可能性、
税制や規制などを総合的に勘案する必要があります。目先の優遇措置や一面的な優位性により
進出戦略を策定したことで、進出の目的が十分に達成できない事例が散見されます。
PwCは、産業別専門チームによる業界の知見と経験
ならびにグローバルネットワークによる現 地の知見を
融合し、最適な進出戦略立案をサポートします。

企業買収における課題
期待された投資効果の実現に向けた「成功するM&A」のための準備はできていますか？
国際競争の激化とビジネススピードの加速に伴って、海外進出に際して企業買収という手段がとられる
のはむしろ一般的となっています。一方で、多くのM&Aは失敗に終わっているというデータもあります。
とりわけ、言語、ビジネス慣行や文化の違いなどを乗り越えていかねばならないクロスボーダーの
M&Aを成功させることは容易な作業ではありません。買収に関わるさまざまなリスク要因を適切に
評価しながら、強い信念を持って交渉を有利に進める必要があります。
PwCの専門チームは、ターゲットの選定から、ディールプロセス
の管理や交渉支援、デューデリジェンス、価値分析などのディール
実行支 援、買収後の統 合支 援など総 合 的サポートを提 供し、
クライアント企業の実施するM&Aを成功に導いていきます。

リスク管理に関する課題
海外子会社のリスク評価と内部統制に十分対応できていますか？
海外子会社において、不適切な会計、税務処理、役職員の不正が行われる事例が後を絶ち
ません。海外進出が急速に進展する中で、統制の弱さが大きなビジネスリスクに直結する事例が
増えています。今こそ内部統制の真の有効性が問われています。
PwCでは、内部統制の構築、不正防止プログラムの策定、
内部監査支援など、クライアントの状況に応じて最適な
アドバイスや解決策を提供します。
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税制に関する課題
複雑な税制や当局の方針の不透明さにどのように対応していますか？
新興国においても移転価格税制が導入されるなど、税制整備により外資系企業に対する徴税が
強化される傾向にありますが、実務上取り扱いが明確でない場合があります。PE課税や源泉税、
間接税などにおいても、国特有の文化や当局の体制、税制の複雑さなどから当局との対応に
苦慮されるケースも多くあります。
こうした海外子会社と日本本社のクロスボーダー取引における
税務上の課題に対してこそ、PwCは強みを発揮できます。
PwCは、進出先と本社が対応すべき税務上の課題解決は
もちろんのこと、本社のグローバル経営展開における税務
問題に対し、包括的・効果的なサポートを提供します。

海外拠点の組織運営における課題
どこにどのような人材がいるか把握できていますか？
地域統括会社や海外拠点にどのようなスキルを持った人材がいるかが見えないと、グローバル
な事業環境の変化に対応した人材配置が迅速に行えず、効率的なグローバル経営ができません。
PwCでは、世界 各 国における豊富な事例に 基づき、
グローバルな人材資源の見える化を達成する制度・プロ
セス・情報システムの構築に関してアドバイスし、その
実現を強力にサポートします。

経営管理に関する課題
経営者は海外子会社の状況を正しく把握できていますか？
海外子会社に関して、グループ内で管理する経営情報の範囲や指標の定義が違っていると、
調整や分析に余計な手間がかかるだけでなく、適切な経営判断を妨げる恐れがあります。
PwCは、グローバル業績管理指標の設計、業務プロセスの
標準化、グループ標準システムの国内外 への導入・展開を
一貫して支援します。また、PwCのグローバルネットワークを
活用し、グローバル規模のプロジェクトニーズにもお応えします。
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海外事業展開ソリューション
先進国への海外事業展開に関しては、すでに多くの日本企業が一定の成果を出している一方、競争優位の構築や業務最適化など、
次なる課題に直面しています。新興国に目を向けると、グローバル市場において新興国はこれまで生産拠点として注目を集めて
きましたが、最近では消費市場としての存在感が増してきています。特にここ数年はBRICsをはじめとして、ASEAN諸国、中でも
ベトナムやミャンマー、そしてアフリカへの日本企業の進出が加速しています。海外事業支援サービスでは、参入の意思決定から
現地での創業、そして業務の最適化までを5段階のフェーズに分けて、クライアント企業の現地でのビジネス展開に直結する実務
を強力に支援します。

詳細に策定されたオペレーション設計

主なソリューション

を基に実際のオペレーションを構築し

・プロジェクト全体管理

ます。営業活動体制、サプライチェーン

・営業活動支援

構築全般、ITや総務・人事・経理など

・サプライチェーン構築

社内業務の土台を整え、法人設立と

・業務基盤構築

それに関連する各種許認可を申請し

・インフラ案件事業組成

ます。さまざまなことを短時間で行わ

・財務報告・システム／プロ
セス構築

なければならないため、これらのプロ
ジェクト管理も非常に重要です。

・法人設立／各種許認可申請

参入の意思決定がされると、参入戦略に沿って

主なソリューション

進出に必要な計画の具体化が必要となります。

・マーケティング戦略詳細化

このフェーズではコンサルティング部門のスタッフ

・オペレーションモデル設計

を中心として、税制・会計制度を加味した事業

・事業計画策定

計画を策定します。事業計画の策定に向けて、

・M&Aアドバイザリー

事業目標を達成するための製品投入計画、価格

・インフラ案件事業組成

計画、プロモーション計画、チャネル計画などの

・税務戦略策定

マーケティング戦略を策定します。またその実現

・会計アドバイザリー

Phase

3

オペレーション構築

に向け、具体的な拠点立地、物流、調達などの
サプライチェーン構造やそれを支える業務、IT、
組織構造に関するプランを策定します。

Phase

2

事業計画策定

海外進出の中で最も重要な作業の一つ

Phase

1

参入戦略構築

である参入戦略構築では、クライアント
企業の海外進出における「参入意思」と
「進出候補地域」に基づいて、コンサル
ティング部 門のスタッフを中 心として、
現地の市場環境（顧客・チャネル動向、
競 合 動 向など）
、オペレーション 環 境、
税制・規制に関する調査を実施します。
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日常のオペレーションが稼働し、

主なソリューション

現 地での業 務が 拡 大して会 社

・パフォーマンスモニタニング

組織が複雑化していく中で多くの

・税務申告

課 題に直面します。マーケティ

・会計・内部統制監査／保証

ング、サプライチェーン、人材、
IT、内部統制など、多岐にわたる

業務
・内部監査支援／診断

課 題を慎 重にモニタリングし、
事業 診 断や業務 効率の精 査を
行った 上で、改 善・最 適 化 の
ための分析と計画を策定します。

Phase

5

業務最適化

Phase

4

パフォーマンス改善支援
モニタリングから見つかった課題を総合的な視点

主なソリューション

から解決し、最適化を図ることが必要です。業務

・マーケティング戦略最適化

プロセスに合致した高度なタックスマネジメント

・業務最適化

を行うことで業務効率向上やコストダウンにつな

・組織・人材最適化

がり、利益を出せる体制にすることにより、他社

・IT基盤最適化

との競争に打ち勝つことができます。こうした

・企業価値最適化

海外での成長課題に対して、私たちはクライアント

・税務アドバイザリー

企業の成長を支える良きパートナーとして、その

・システム・プロセス、決算業務に

解決に一緒に取り組んでいきます。

対する診断・最適化アドバイザリー

主なソリューション
・市場調査
・オペレーション環境調査
・参入戦略策定
・M&Aアドバイザリー
・税制調査
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海外事業支援の主な実績
私たちは海外のPwCメンバーファームと連携し、世界各地域においてさまざまな支援を提供しています。
民間企業向けのサービス提供に加え、日本政府の各種イニシアティブにも多数参画しています。

アジア
消費財メーカーのアジア展開に関連する総合的支援
アジア新興国の急速展開に際して、中期経営計画の策定、課題の提言、
PMI、国際税務、内部統制構築、内部監査などに関する総合的支援
を実施。監査クライアントに対して、年間監査を通じて発見された
課題を監査役会などに継続的に提言しながら総合的な解決策を提供。

中国
投資およびコスト回収（開発費、本社費などの回収支援）
子会社支援コスト回収（本国送金）が 難しい中国で、日本の税務
リスク低減をはかるとともに、回収を実現するための実効性あるスキーム
を構築すべく本社各部門へのヒアリングを実施。請求可能業務の特定
および合理的対価計算、契約書のドラフト、請求明細書、業務明細書
のドラフト作成を支援した。また、投資（開発費）回収のための技術
ライセンススキーム構築および契約書作成を支援し、さらに、出向者
PE課税リスクの低減が可能な出向契約書の作成支援を実施。当該
スキーム実現のために、中国税務局との事前確認交渉から最終的な
送金手続き完了まで一環して関与した。

シンガポール
グローバル・シェアード・サービス構築プロジェクト
事業横断のグローバル・シェアード・サービス（GSS）構築プロジェクト
のパイロットとして、シンガポールを中心とするアジア地域のシェアード・
サービス・センター構築と標準プロセス策定を支援。現在は、欧州・
米州地域を含めた本格的なGSS展開支援を実施。
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アフリカ諸国および東南アジア
事業買収に関するデューデリジェンス（DD）業務およびクロー
ジング後のバリューアッププランの策定支援
新興国のさらなる成長によりグローバルな物流網が大きく変化する
ことを受け、大手商社が海外インフラ事業を買収。PwCは東京および
被買収企業の本社が所在するシンガポールのメンバーと共に、買収前
の財務・税務DDを支援。クロージング後は日本人メンバーがシンガ
ポールの被買収企業に数カ月常駐し、事業の実態調査にあたるとともに、
オペレーションのあるアフリカやアジアの各拠点を訪問し、今後の
改善施策の策定を支援。

米国および欧州、アジア、オセアニアを含む50カ国
ハイテク機器メーカーによる欧州企業の買収に関する統合支援
海外売上比率80％を誇るクライアントが欧州企業を買収。PwCは
買収後の事業統合に関し、東京のグローバル本社を支援する立場から
PMIアドバイザーとして参画。販売機能が数十カ国において重複している
ことや、事業インフラや管理機能に合理化の余地が見られることから、
事業ビジョンが共通認識となるようポストM&Aの取り組みに関する
統合プラン策定を支援しつつ、被買収会社の掌握およびグループ化を
支援。

南米
海外投資に関するビジネス支援
クライアントの海外投資において、投資対象案件を洗い出し、ショート
リストの作成、売り手候補との交渉、デューデリジェンス、バリュエー
ション、クロージング交渉までワンストップでサービスを提供。クライ
アントに対し、現 地でのビジネス展開のマイルストーンを作成し、
プロジェクトを初期段階から一貫して支援。

日本企業の海外事業支援
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PwCの海外事業支援体制
私たちは日本企業のグローバル化を支援することを最も重要なミッションとし、PwCの持つ全世界158カ国、250,000人以上の
スタッフからなるネットワークを通じて、日本企業の海外事業を支援しています。世界各国・地域に日本人を含む専門家を配置し、
日本企業支援ネットワーク（Japanese Business Network、JBN）を組成しています。新規海外進出、進出後の各国の税務・
会計規則へのコンプライアンス、M&A、また海外展開を戦略的に見直す場合のビジネスアドバイザリーなど、海外事業展開に
おけるさまざまなシーンでクライアントのご要望に沿った幅広いサービスを提供し、さまざまな角度から包括的に支援します。

Global Japanese Business Networkリーダー

森下 幸典
海外海外事業展開に求められるさまざまな課題を解決し、皆さまのビジネスの成功を
お手伝いするプロフェッショナルたちがグローバルで活躍しています。それがPwCの最大
の強みです。日本にはこれらの海外ネットワークを統括する本部を構え、世界の情報と
動向を集約し、日本と海外の両輪で日本企業のさらなる国際競争力強化に貢献していき
ます。是非、積極的にPwCのグローバル日本企業支援ネットワークをご活用いただければ
と思います。

各国のJBN担当
海外34カ国のPwCメンバーファームに
750人以上のJBN担当者が駐在し、
クライアントのビジネスを支援しています。

ロシア

糸井 和光
英国

濱之上 昌二
UK JBN統括パートナーおよび日本企業向けM&Aアドバイ
ザリー担当。アシュアランス、税務、アドバイザリー（ディー
ルズ＆コンサルティング）の各領域に日本語対応可能な
人材を配置し、PwC英国法人およびネットワークと緊密
に連携しながら、きめ細やかなサービスを提供します。

2005年よりロシアとCISにおける日系企業向けの会計・
監査・税務・法務・アドバイザリー業務に従事しています。
現在、ロシアではモスクワ事務所に常駐する3名の日本人
プロフェッショナルが中心となり、日系企業のロシア事業
を支援しています。

中東欧

森山 進
ドイツ

藤村 伊津
ドイツにて20年近く日系企業支援に携わり、監査、税務、
法務、アドバイザリーなど広範な範囲でのサービスを提供
しています。日系企業に精通したドイツ人専門家とドイツ
での経験豊富な日本人専門家の混合チームで日系企業の
ドイツビジネスを支援しています。

フランス・アフリカ（仏語圏）

猪又 和奈
2009年にPwCフランス弁護士事務所入所。会計・監査・
税務・法務のサポートを提供しています。PwCフランス
は仏語圏アフリカの事務所（23カ国）を統括しています。
幅広いネットワークを活かして日系企業へのサービスを
提供しています。

英国、ベルギーなどの成熟市場に加え、近年では中東欧・
ロシアを中心にJBN地域統括パートナーとして、四半世紀
近く欧州における日本企業のM&Aや組織再編などを支援
しています。

シンガポール

五十嵐 潤
シンガポールを拠点に、日系企業、欧米系企業に対する
移転価格アドバイザリーの担当パートナーおよび、日系
企業を総合的に支援するジャパンデスクリーダーを務めて
います。東南アジア諸国および日本のチームと連携しな
がら、移転価格政策を中心とした国際税務戦略のアドバ
イザリー業務を始め、会計、戦略、クロスボーダー M&A
など、幅広い業界・分野におけるサービスを提供してい
ます。

インドネシア
南アフリカ

鈴木 智晴
PwCはアフリカで34カ国に展開する最大のプロフェッ
ショナルファームであり、南アフリカを拠点としてアフリカ
各国のPwCと連携し、日本企業のアフリカへの進出および
事業展開を市場調査、M&A、会計、税務、労務、法務
といったさまざまな面からサポートしています。
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割石 俊介
中国、ミャンマー、インドネシアにおける10年以上のアジア
勤務経験を生かし、会社設立、買収・グループ企業再編、
税務調査対応、決算財務体制構築、不正調査など、あら
ゆる企業活動に関連するアドバイスを行っています。現在、
ジャカルタオフィスでは8名の日本人専門家が日本企業の
事業展開・課題解決を支援しています。

PwCの強み
PwC Japanグループでは、監査およびアシュアランス、アドバイザリー、税務、そして法務に
おける卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。
世界各地の日本企業支援ネットワークと日本にある統括本部が一体となり、クライアントの
課題解決をサポートします。
産業別の専門分野、特定の国や地域での進出支援や再編計画など、各分野／地域に特化した
プロフェッショナルにより、クライアントのビジネス状況に応じたサポート体制を編成します。

PwC Global Network

158 721
250,930
カ国

拠点

人＊

＊2018年6月現在

マレーシア

杉山 雄一
2002年よりPwCマレーシアに赴任し、日系企業の監査
実務を統括しつつ、税務や会社設立、再編などのコンサル
ティング業務を実施・サポートしています。現在はマレー
シアの日系企業統括パートナーとして、複数の日本人が
直接実務をクライアントに提供できる強みを生かし、柔軟
で多面的なサービスの提供を統括しています。

日本語対応可能なプロフェショナルがいる拠点
世界 34カ国

81拠点

＊＊

＊＊2018年6月現在

インド

古賀 昌晴
長年の国税庁における経験を生かし、日系企業がインド
で直面する問題の解決を支援しています。PwCインドは、
主要 都市に配置した日本人駐在員およびPwCのネット
ワークを通じて、税務をはじめ会計・監査、アドバイザリー、
法務など広い分野のサポートを提供することが可能です。

中国大陸・香港

高橋 忠利
PwC台湾での戦略マーケティング部門リーダーを経て、
2009年7月より中国上海に赴任しました。現在、中国
大陸、香港のJBNを統括するとともに、会計、内部統制、
税務実務を中心としたアドバイスを提供しています。

カナダ

北村 朝子
バンクーバー・カルガリー・トロント３市に日系企業サー
ビスの拠点を持ち、日本語対応スタッフが日系企業とPwC
カナダの架け橋となり、会計・監査・税務・ディールズ
を基本にM&Aサポートからビザ・移民、その他の法務まで
多岐にわたったサービスを提供しています。

米国
香港・中国華南地区

柴 良充
1995年よりPwC香港勤務。2003年より、日本企業事
業開発部の香港および中国華南地域の統括パートナーを
務めています。香港および中国における会計監査、税務、
事業活動関連事項まで20年以上にわたり培った幅広い
経験をベースに、総合的サービスをより機敏かつ正確に、
そして効率的に提供しています。

タイ

魚住 篤志
1995年の赴任以来、タイ国一筋で現地日系企業をサポート
しています。急激に高度化してきた日本企業のアジアビジ
ネスを支えるため、PwCのネットワークを活用したきめ
細かいサービスを提供しています。

河瀬 博幸
アシュアランス、税務、ディールアドバイザリー、コンサ
ルティングの各領域に日本人プロフェッショナルを展開
し、米国内のみならず世界各国のJBNメンバーと連携し
て、グローバルに事業展開する日本企業が直面する課題
の解決を支援しています。

オーストラリア

神山 雅央
2008年にメルボルンオフィスへ税務実務担当として入所。
現在はオーストラリア全域にて、会計監査、税務、アド
バイザリー、コンサルティングにかかわる約30名の日本人
プロフェッショナルスタッフの統括パートナーとして、日系
企業のオペレーションやオーストラリア進出を支援してい
ます。

日本企業の海外事業支援
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PwCの投資および税制ガイド・調査レポート
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートや、PwCメンバーファームが発行する世界各国の最新情報および
ビジネスガイドブックを発行しています。私たちはこれらのネットワークから発信される世界の最新情報や潮流を把握し、海外
拠点と協力しながらクライアントを支援しています。

各国投資および税制ガイド
インド投資ガイド
インドネシア税務ポケットブック
タイ国税務小冊子
フィリピン会計・税務ハンドブック
ミャンマー投資ガイド

その他の投資および税制ガイドは以下をご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/globalization/country/guide.html

調査・レポート
世界CEO意識調査
経済犯罪実態調査
クロスボーダー M&A を成功に導く、企業文化統合に向けた提
言‐日本企業のポテ ンシャルを最大限生かすために
Global Digital IQ Survey
PwC スポーツ産業調査

その他の調査・レポートは以下をご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html

PwC Japanグループについて
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。
各法人はそれぞれ独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループ
では、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、
それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約5,500人を擁する
プロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。

10 PwC Japan

海外事業支援サービスに関するお問い合わせ先
Global Japanese Business Network Leader

森下 幸典（Yukinori Morishita）

Tel: +81-90-1553-0094
Email: yukinori.morishita@pwc.com
Americas Region

顧

威 (Wei Ku)

Tel: +81-80-3721-9379
Email: wei.k.ku@pwc.com
EMEA Region

宗雪 賢二 (Kenji Muneyuki)
Tel: +81-80-4945-4769
Email: kenji.m.muneyuki@pwc.com
Asia Paciﬁc Region
岩嶋 泰三 (Taizo Iwashima)
Tel: +81-90-2227-9027
Email: taizo.iwashima@pwc.com

Japanese Business Network
pwc.jp.jbn@jp.pwc.com

日本企業の海外事業支援
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