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Global Economicsand Markets Newsletter 

関税の引下げと EU 離脱による不確実性が世界の株式を押し上げ 

デロイト トーマツ税理士法人 
ファミリーコンサルティング 

2019 年 12 月号 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

今月の主なテーマ 

1. 関税 

2019 年 12 月トランプ大統領はツイッターで、ブラジルとアルゼンチンにおいて行われた通貨安政策に対する報復措

置として両国の鉄鋼やアルミニウムに再び関税を課すと述べました。特に 近、ブラジルとアルゼンチンは、中国との

貿易量を以前よりも増やしており、その背景の一つに米国産の農産物に対する中国からの報復的な課税もあると考

えられています。米国は以前、国家安全保障上の理由からブラジルとアルゼンチンに関税を課していましたが、後に

免除されました。それらの免除は現在撤回されており、鉄鋼に 25%、アルミニウムに 10%の関税が課せられていま

す。 

トランプ氏は、フランスのデジタルサービス税に対する報復措置として、シャンパン、チーズ、ヨーグルト、ハンドバッグ

などフランスからの輸入品 24 億米ドルに 100%の関税を課すと述べました。また、貿易サービスへの関税も脅威に

さらされたことを踏まえ、エアバスに対する EU の補助金への報復として、米国は他のヨーロッパ諸国からの製品に

新たな関税を課すかもしれないとも述べています。 

トランプ氏による関税に関する上記の発表を受け、当初からあった米国が保護主義的になりつつあるとの懸念によ

り、米国の消費者や製造業者のコストを増大させるのではないかという見方から米国の株式市場は打撃を受けまし

た。しかし、後の「第 1 段階」の合意は完了したものの、まだ調印されていない、との発表を受けて米国と世界の株価

は上昇しました（ただし、中国と米国の双方は、これが 2020 年 1 月に実現することを期待しています）。 

要約すると、この合意は、中国が米国の農産物、工業製品、エネルギー製品の購入を増やす代わりに、中国製品に

対する米国の関税を今後 2 年間で約 2000 億米ドル引き下げる内容となっています。また同時に、中国政府は、米

国の知的財産の保護を強化し、米国の技術を中国企業に強制的に輸入することを制限し、金融サービス市場を米国

企業に開放して自国通貨の操作を回避することを約束しました。この発表は、米通商代表部(USTR)のロバート・ライ

トサイザー氏が行ったものですが、同氏は、第 2 段階協議の日程はまだ決まっていないと述べました。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/us-exports-to-china-to-nearly-double-in-
totally-done-trade-deal-lighthizer-idUSKBN1YJ0GL 

2. グローバル市場における自動車販売 

2008 年から 2009 年にかけての世界同時不況後、世界の自動車販売台数は着実に伸びてきましたが、2018 年に

おいては自動車販売台数は世界的に前年比 1.5%減となりました。自動車の売上高は、2019 年は前年比 4%減少

すると予想されており、世界的な景気後退の 低値をも下回る状況です。世界の自動車販売が減少しているのに

は、政策（貿易戦争）、構造（電気自動車への移行、ライドシェアリングアプリ）、景気循環（経済成長率の低下）など多

くの理由があります。主に貿易の緊張と不確実性により世界的に製造業が減速していますが、その減少のかなりの

部分は自動車部門の問題に起因しており、すべてが貿易関連に起因しているわけではないと考えられます。 

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-december2019.html
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世界的な自動車販売の減少の大きな要因は、世界 大の自動車市場である中国にあります。中国では、クレジット

市場の低迷、中古車人気の高まり、新しい排ガス基準、景気の全般的な減速などの要因が組み合わさって、売上高

は 10 カ月間で、前年同期比 11%減となりました。中国は 大の輸入市場であるため、欧米の自動車メーカーにとっ

て大きな問題となっています。また米国では、雇用の伸びの鈍化、ライドシェアリングアプリの人気の高まり、貿易制

限などにより、2019 年には約 2%、2020 年にはさらに減少すると予想されています。欧州では、経済成長の鈍化や

環境規制の変更によるドイツ自動車メーカーへの影響が大きく、売上高は減少しました。世界の他の主要市場でも自

動車の売上げは減少しており、業界に壊滅的な打撃を与えています。世界的な需要の減少は、すでに産業の雇用の

大幅な減少につながっており、自動車産業に対して供給する多くの部門に波及する可能性が高いと予想されていま

す。自動車メーカーは、需要見通しの弱さと、貿易関係がどのように発展するかという不確実性の両方の理由から、

投資支出を縮小している傾向にあります。 

ソース（英語）：https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html 

国・地域別アップデート 

1. 日本 

公表された一連のハードデータ（実際の資料）とソフトデータ（調査データ）の両方から、日本経済は 2019 年の 終

四半期に縮小するのではないかとの懸念があります。 

2019 年 11 月に発表された GDP 速報値を受けて、2019 年 12 月に GDP の第二次推計が発表されました。この発

表によると、2019 年第 3 四半期の経済成長率は前期比 0.4%（年率 1.8%）で、これまでの予測である前期比 0.1%
（年率 0.2%）を上回りました。民間設備投資は前回予想の前期比 0.9%から 1.8%に上昇しました。また、外需（輸出

マイナス輸入）は横ばいの前期比-0.2%となりました。個人消費は前期比 0.4%から前期比 0.5%に上方修正されま

したが、10 月 1 日の増税を前に消費者が通常より多く購入したことを反映しているのではないかとの見方もありま

す。これは、9 月の小売売上データが前年同期比 9.2%増加した時と同様の事象が起きているものとみられます（前

月比 7.2%）。公表された 10 月の小売売上高データによると、小売売上高は前年比 7.1%減少しました（前月比

14.4%）。今年の増税による前年比、前月比の両方での減少は、小売売上高が前年比 4.3%、前月比 13.7%減少し

た 2014 年 4 月の増税と比較して変動幅が大きい結果となりました。 

政府は、特定の購入形態に対して補助金を支給することによってこうした小売売上高の減少を防ぐために 善の努

力をしていましたが、小売売上高へのこれほど大きな影響は、消費者が複雑な外部環境と日本の経済が混合された

状態について不安感を抱いていたことに起因している可能性があると考えられています。 

10 月の日本の輸出は前年同月比 9.2%減と過去 3 年間で 大の落ち込みとなりました。中国向け輸出は 10.3%
減、米国向け輸出は 11%減、アジアでは 11.2%減となりました。アジア経済、特に途上国経済は、中国の景気減速

の影響を受けており、日本も直接的にも間接的にも中国の経済成長の影響を受けていると示されています。輸入も

前年比 14.8%減少しており、国内需要、特に個人消費と投資の減退を示唆しています。日本の貿易減少は、米国と

中国の貿易摩擦と世界経済の減速によるものとみられています。 

外部環境の悪化は、確実に産業部門に影響を与えており、10 月の産業セクターのデータによると、前年比で 7.4%
の減少、4.2%の減少となりました。 

新の PMI は、日本経済が失速していることを示しています。PMI 値が 50 を超える場合は成長を、50 を下回る場

合は縮小を示し、50 という指数水準は、成長と縮小の損益分岐点となります。製造業 PMI は 10 月の 48.4 から 11
月は 48.6 に上昇しており、月次の推移としては上昇しているものの、PMI は 50 以下を示しており、経済活動がいま

だ停滞していることを意味しています。一方でサービス産業の PMI は、10 月の 49.7 から 11 月には 50.4 に上昇し

ており、経済活動は上向きな、しかし控えめな成長を見せたことを示しています。PMI は調査データであり、経済成長

の観測をするのに役立ちますが、指標では捉えられない感情を多くデータに含んでいるため、誤った観測を提示する

こともあります。例えば、英国が 2016 年 6 月に EU 離脱に関して投票した際、PMI は成長の鈍化を示唆しましたが、

実際にはこれはハードデータでは見られない現象でした。それにもかかわらず、PMI は公表後も金融市場を動かす

力を持つ重要な経済指標であり続けています。 

資本金 10 億円（900 万米ドル）の日本企業の景況感は、2019 年第 4 四半期に、中国経済の減速と国内消費税増

税による外部環境の悪化の結果、過去 3 年間で 低の水準まで落ち込みました。 

ソース（英語）：https://www.esri.cao.go.jp/en/stat/hojin/r1hojin/191012yosoku-e.html 

日本経済が失速する中、第二次 GDP で発表された経済成長率の上昇と並んでもう一つの明るい話題は、第 3 四半

期の資本企業の設備投資が前年同期比 7.1%増、非製造業は前年同期比 7.6%増となっており、特に小売業や卸売

業では、10 月の増税を前に投資が増えたことです。製造業の設備投資は前年比 6.4%増加しました。7.1%増という

数値は第 2 四半期の 1.9%を大幅に上回りましたが、米国と中国の関税紛争が製造業投資に深刻な影響を与え始
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めている中で、キャッシュレス決済取引を利用する買い物客への政府の還元プログラムを利用したい小売業者から

の電子決済システムへの需要が減少する可能性があるため、第 4 四半期においては設備投資は減少するとの懸念

もあります。 

安倍総理大臣は 2019 年 12 月 5 日に、政府は今年度の補正予算や、2020 年に割り当てられた予算を含む 13 兆

円規模の経済刺激策をまとめていると発表しました。この予算は、2011 年 3 月に起きた東日本大震災以降で 大

規模となる見通しです。また、民間セクターやその他の支出予算等を含めると 25 兆円（2300 億米ドル）に増額する

見込みです。 

国会は米国との新しい貿易協定を批准しましたが、2017 年に米国が脱退した環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)
で日本が合意した水準まで米国産農産物の関税を引き下げることを義務付けています。日本への米国産牛肉の輸

入にかかる関税が 38.5%から 9%に引き下げられる代わりに、米国は一部の日本製品の関税を引き下げますが、製

品が主に日本製であることを証明できる場合に限られており、サプライチェーンが多国間であるという性質を考えると

困難です。また、この協定には日本の自動車輸出は含まれておらず、米国は、関税によって脅かされているとしてい

る自動車輸入品に関税を課すと決定した場合、日本車に対する関税を回避すると約束したわけではありません。 

短期的には、国内経済情勢への懸念が、株価や不動産、特に消費者関連の物流を阻害すると見られています。ま

た、日銀が金融緩和という巧言を拡大したり、新たな財政刺激策と併せて金融政策の一層の緩和を試みる可能性が

あることから、円安が進む可能性が高いと考えられます。中期的には、未批准の米中貿易協定の結果として、中国の

成長が安定し、中国の内需が拡大すれば、日本の鉱工業品をはじめとする消費ベースの輸出に対する需要が下支

えされ、日本経済が浮揚する結果、製造業とサービス業双方の株価や不動産も支えられることとなります。 

2. アメリカ合衆国 

企業の期待と不確実なデータ 

アトランタ連邦準備銀行は、シカゴ・ブース・ビジネス・スクールやスタンフォード大学と共同で、ビジネスの期待と不確

実性を検証する 8 つのニュース・データ・シリーズを発表しました。具体的には、政府と農業を除く経済のさまざまな部

門で働く多様な規模の企業の 1 年先の予測と不確実性を示しているデータです。不確実性を測定することは特に困

難ですが、幅広く様々な企業を毎月調査することで、研究者は経済データをより正確にこれらのデータ・シリーズを作

成し、企業の期待と不確実性が雇用、売上、投資、その他の経済結果にどのように影響するかを深く理解することが

できるようになりました。各指標は 2015 年 1 月から 2018 年 12 月の間に平均と分散が 100 になるように標準化され

ています。 

データセット全体を見ると、ビジネスへの期待とビジネスの不確実性には負の相関があり（相関は 2015 年 1 月から

2019 年 11 月までの全サンプルでほぼ-0.2）、ビジネスへの期待が改善すると不確実性が低下し、逆もまた同様であ

ることがわかります。 新のデータは、企業の期待が弱まり、不確実性が平均指標 100 を上回っており、不確実感が

平均レベルを上回っていることを示唆しています。不確実性の大きな要因は販売であり、これは投資の弱体化の結

果の可能性がありますが、輸入関税によって商品価格が上昇し、追加関税の脅威によって販売が減少する可能性と

相まって将来のビジネスへの見通しを弱めるかもしれないと考えられています。 

ソース（英語）：https://www.frbatlanta.org/research/surveys/business-uncertainty.aspx?panel=3 

米国経済の不確実性は高まっているが、期待は低下している  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）アトランタ連邦準備銀行、シカゴ・ブース・ビジネス・スクール、スタンフォード大学をもとにデロイト トーマツ税理士法人作成 
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3. 中国 

新のデータによると、設備投資は 3 年ぶりの低水準に落ち込みました。景気後退、金融引き締め、米国との貿易

戦争の長期化により、前年比 1.6%の経済成長率にとどまり、売上高の伸びと手元資金が減少しました。また、景気

が過去 30 年間で 低のペースに減速し、成長の鈍化が続くと予想されることに伴い、企業は在庫を販売に回すため

により多くの日数を費やし、小さい利益を確保しようとしのいでいます。 

ソ ー ス （ 英 語 ） ： https://www.reuters.com/article/us-china-capex/china-capex-growth-hits-three-year-low-as-
weak-economy-trade-war-drag-idUSKBN1Y809F 

4. 英国 

2019 年 12 月に 100 年ぶりに行われる初の国政選挙を受け保守党は、過去数十年間にわたり労働党が保有してき

た多くの議席を獲得しました。保守党はイギリスの元首相マーガレット・サッチャーの下で 1987 年の選挙以降 多の

365 議席を獲得しました。一方労働党が獲得した 203 議席は 1930 年代以来 低の議席数です。労働党の敗北に

は多くの理由が挙げられています。政治評論家が以前は労働党に票を投じ、また EU 離脱に賛成票を投じた地域が

保守党へ投じるように変わったと言われているように、国民は EU 離脱の合意を 終的にまとめようとしていると考え

られています。 

この結果は、英国が 2020 年 1 月末に EU を離脱することをほぼ確実するものですが、英国と EU の将来の関係に

対する恒久的な解決策を見出すための交渉期間については、年内に終わる予定ではあるものの、依然として不確実

性が残っています。この交渉が年内に終わるとは考えにくいため、強硬な EU 離脱が続く可能性が残っている以上大

きな不安感が残り、英国株式とポンドの両方に悪影響を与えています。 

5. 中南米 

近年経済的な成功を収めているチリとコロンビアを含む中南米では、大衆的で、時には暴力的な抗議行動が各地で

起きています。その結果、他の中南米諸国の指導者たちは、短期的なコストを課す一方で長期的な経済的利益をも

たらし、競争力を高めて経済的変動に対処しうる力を高めるような、議論の的となっている政策には慎重になってい

ます。例えば、ブラジルのボルソナロ大統領は、肥大化したパブリックセクターの改革を先送りを決定しました。計画さ

れた改革案では、パブリックセクターの賃金を凍結し、公務員を解雇し、地方自治体を統合しようとしていました。今回

の先送りの決定は、ボルソナロ大統領の年金改革法案が可決された後に下されました。一方、予定されていた税制

改革は延期されました。 

メキシコの実質 GDP 成長率は第 3 四半期において前四半期比 0.1%から 0.0%に下方修正されました。また、前 3
四半期（2018 年第 4 四半期、2019 年第 1 四半期および第 2 四半期）の GDP 成長率が-0.1%に修正され、メキシコ

が 2 四半期連続で景気後退に陥っていることが確認されました。サービス業は第 3 四半期に 0.1%成長しましたが、

製造業の成長にもかかわらず産業が 0.1%縮小したことにより相殺されました。また、建設業は前四半期-2.8%と減

少しました。 

メキシコ経済は 2019 年に大幅に悪化しました。これは主に、サービス業が小幅に増加したにもかかわらず、産業が

低迷したことによるものです。さらに、メキシコでは米国市場における産業活動の低下により、メキシコの輸出業のリ

スクが増大し、2019 年第 4 四半期の成長に影響を与える可能性があると考えられています。 

さらに、メキシコの PMI は 2011 年の調査開始以来 低の水準に低下し、メキシコが景気後退期にあることが如実に

示されています。メキシコの製造業では、生産高、新規受注、雇用などの指標が軒並み減少しました。一方ブラジル

では、PMI は有意に上昇し、活動が中程度に増加したことが示されましたが、特に、中間財・資本財の生産が大幅に

増加しました。 

第 3 四半期、ブラジル経済は過去 6 四半期で も速いペースで成長しました。具体的には、実質 GDP は前四半期

比 0.6%増、前年比 1.2%増となりました。非常に厳しい、長引く不況の後、ブラジル経済は成長を続け、ゆっくりと加

速しています。不利な外部環境にもかかわらず、消費者と企業の支出は増加していますが、その背景には、ブラジル

中央銀行が政策金利を大幅に引き下げ、企業が数十年ぶりに妥当な金利で借り入れできるようにしたことがあげら

れます。政府は年金制度を改革し、貿易を自由化しましたが、今後さらなる市場開放改革を実施する計画です。 

ソ ー ス （ 英 語 ） ： https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-
update/weekly-update-2019-11.html 

6. インド 

2018 年第 3 四半期以降、インドの経済活動は減速し、2019 年第 3 四半期には前年比 4.5%の成長率を記録し、民

間の内需と輸出の低迷を背景に、2013 年以来の低水準の記録となりました。2018 年第 2 四半期の前年比成長率
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は 8%でした。民間消費は 5.1%増加しましたが、民間投資の伸びは約 1%/年にとどまり、2014 年以来 低の伸びと

なりました。GDP に占める輸出の割合は 25.4%から 19.2%に低下し、世界的な需要の低迷と貿易の不確実性を原

因として0.4％減少しました。しかし、輸入がさらに減少し（7%減）、経常収支赤字への圧力は大幅に緩和しました。成

長を支えているのは主に政府支出で、同支出は今四半期に 15.6%増加しました。 

経済の供給側では、総付加価値は前年比 4.3%増、製造業は前年比 1.1%減となっています。サービス業の成長は

堅調に推移していますが、行政、防衛、その他のサービス業が大きな弾みを与えました。 

コアインフレ率（価格に変動がおきやすい食料・石油価格等を除くインフレ率）は 3.5%と引続き低く、低下傾向にあり

ます。コア・インフレ率は、経済成長の鈍化により余剰生産能力が残っているため、低水準にとどまると予想されてい

ます。これにより、インド準備銀行(RBI)は金利を引き下げる余地を得ましたが、2019 年 12 月 3～5 日に開催された

2 カ月に 1 度の金融政策決定会合では金融政策委員会は政策金利を据え置くことを決定した一方、緩和バイアスは

維持することとなりました。 

7. トルコ 

前年比ベースでは、実質 GDP が第 3 四半期連続でマイナス成長となった後で初めて、2019 年第 3 四半期の経済

成長率は前年比 0.9%、前四半期比 0.4%となりました。成長の原動力は個人消費と政府支出でしたが、企業投資は

引続き減少しました。輸出の伸びは輸入の伸びを下回っていますが、内需の拡大はさらなる成長に繫がるため、より

重要となっています。 

資本市場 

12 月 13 日の米中貿易協定に関する発表に加え、英国の選挙結果に関するニュースを受けて、いくつかの指標が過

去 高に達しました。債券などの安全資産の利回りは上昇し、円安にもなりました。中国製品に対する関税の一部引

き下げは、世界貿易の拡大に寄与し、世界の株式市場にとって好ましい成長を支え、中央銀行や投資家が認識する

大のリスクの 1 つを軽減することになります。英国の EU 離脱は依然として世界経済の成長にとってマイナス面の

リスクと考えられていますが、大部分においては、少なくとも短期的には、英国の EU 離脱の将来の方向性に関する

不確実性の一部を軽減するのに役立っており、株式とポンドを下支えすると見られています。 

年間収益率（年次累計）は、多くの先進市場経済の中で 2013 年以来 高の収益率であり、多くの市場は、世界金融

危機後に多くの先進市場経済が初めて同時に経済成長を経験した 2017 年よりも高い年間収益率を得ています。 

1. 株式 

サウジアラビアの国有石油会社である Aramco は、株式総数のうち 1.5%を上場させ、時価 1 兆 7000 億米ドルにな

る上限値 32 リアル(USD8.53、JPY927.71)で売却すると述べました。IPO 直後、株価は 10%上昇して 35.2 リアルと

なり、サウジアラビア証券取引所が制限を設けました。IPO 価格は 256 億米ドルと、これまでの記録である 250 億米

ドルを保有していた Alibaba の 2014 年の IPO よりも高く、世界 高記録となりました。 

先進国の株式市場は過去 7 年間で 大の上昇を記録  

 
（資料）Factiva、investing.com をもとにデロイト トーマツ税理士法人作成 
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※2019 年の収益率は 12 月 23 日までの年次累計です。 

2. 金利 

米連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会(FOMC)は、2019 年 12 月の会議での決議以降、金利を据え

置きにしました。FRB は、これは一時停止ではなく、新たな戦略であると示唆しました。FOMC は、少なくともインフレ

加速の兆候が見られるまで、2020 年も金利を据え置く方針です。堅調な経済成長と過去 50 年間で も厳しい労働

市場にもかかわらず、インフレとインフレの期待感はかなり抑制されています。FRB は、経済が成長を続け、労働市

場がひっ迫している状況が続く限り、 終的にはインフレにつながる賃金の上昇につながると考えています。また、

FRB が 2020 年の金利据え置きを明らかに決めたにもかかわらず、投資家は 2020 年の利下げを織り込んでいま

す。投資家たちは明らかに、インフレは依然として FRB の目標を下回り、その結果、FRB が懸念を抱き、金利を引き

下げるだろうと考えているようです。 

ソース（英語）：https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20191211a.html 

欧州中央銀行(ECB)は、ラガルド総裁の下で初めて「インフレ見通しが予測範囲の 2%に十分近づき、またそれを下

回る水準にしっかりと収束しその収束がインフレ動向に一貫して反映されるまで」金利を据え置きにするとの ECB の

通常の対応に従い、指標金利を据え置き、資産買い入れ策を継続することを誓いました。ここ数年、インフレは非常

に弱く、ECB の目標をしばらく下回っており、経済成長が鈍化していることから、インフレ圧力が高まる可能性は低い

見通しです。ECB は 2019 年の経済見通しを全体として 1.2%、2020 年には 1.1%としています。成長リスクはインフ

レ見通しを阻害するマイナス要因になることは間違いないでしょう。前任者マリオ・ドラギ博士のように、ラガルド氏は

ユーロ圏の各国政府に対し、財政緩和策を実施するよう求めました。 

ソース（英語）：https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp191212~06d84240ae.en.html 

3. 外国為替 

英国保守党政権を示唆する選挙世論調査の結果と実際の選挙結果を受けて、英国ポンドは 2018 年以来の高値

（対米ドル 1.3329）と、過去 3 年間では見られなかった EUR(1.1989)を更新しました。GBP は今年 高の実績を上

げた主要通貨として今年を終える可能性があります。 

4. コモディティ（商品先物） 

2019 年 12 月、石油輸出国機構(OPEC)とロシアを中心とする非 OPEC 諸国は、2020 年第 1 四半期に追加で日量

50 万バレルの減産をすることで合意しました。今回の減産の規模は、市場が予想していなかったもので、原油価格

の下支えになると見られています。ただ、これまで合意されていた減産が完全には実施されていないため、今回減産

した分が生産者にどのように再分配されるかは不明です。 

ソ ース（ 英 語）： https://www.reuters.com/article/us-global-markets/asian-shares-firm-oil-near-two-month-high-
after-deeper-output-cut-idUSKBN1YA025 
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Deloitte Private Japan とファミリーコンサルティングサービス 

Deloitte Private Japan は、民間企業、その所有者、及び事業とは別に多額の資産を保有する個人が、効果的な事

業戦略と税務戦略を理解、計画、及び実行するための支援を行います。 

ファミリーコンサルティングサービスでは、事業資産及び資産を所有及び管理する家族に 4 つのサービスを提供して

います。 

 ファミリーガバナンス 適化 
 コンティンジェンシープランニング 
 後継者育成サービス 
 ファミリーオフィスサービス 

私たちは、オーナーファミリー・ファミリービジネスに寄り添う「番頭さん」として、「誰に聞いたらいいかわからない..」と

いうお客様のお悩みを解消します。問題がいかに複雑であっても、一つの窓口を通じてファミリーの繁栄をサポートい

たします。また、国内外のデロイトネットワークを駆使し、以下のサービスを通じてファミリーとそのビジネスを支援しま

す。 

 所得税のアドバイザリー及びコンプライアンスサービス 
 オーナーとそのご家族の資産計画 
 国際税務・資産コンサルティング 
 ファミリー企業コンサルティング 
 承継相談 
 国境を越えた継承・再編支援 
 家族統治とオーナー家族のための評議会支援 
 

詳しくは Web サイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 
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