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The challenge  
税法が変わるに連れ、グローバルタックスの最

適化が重要になっています。そこで大切なのが、

海外における課税問題を含めグローバルで税

務管理を行うことです。 
しかし、それを実現するには、さまざまな問題が

考えられます。例えば、 
 主要各国において、税務の専門家を雇う

のは容易ではない。 
 たとえ国外に税務アドバイザーがいたと

しても、必要な時にすぐにアドバイスをも

らうのは難しい場合がある。また、直接会

ってミーティングを行う場合、その渡航費

を負担しなければならない。 
 海外の専門家が現地の知識に長けてい

たとしても、その現地の問題が御社のグ

ローバルタックスの課題とどのように絡

み合っているか、正確に把握していない

可能性がある。 
 

最新税務情報をタイムリー

に提供し、グローバルタック

ス戦略をサポートします 
 

このような問題に対し、各国固有の税制につい

て精通している経験豊かな税務専門家がアジ

ア太平洋地域に駐在し、御社の状況を理解し

た上で税務戦略に関する議論や意思決定プロ

セスに加わることで、問題の解決へと導きます。 
多くの国際税務問題について、グローバルなビ

ジネスニーズを考慮した確実な手法を提供しま

す。 

Our approach  
Asia Pacific International Core of 
Excellence（APICE）は、14 カ国の実務経験

豊かな税務専門家 20 名で構成されていま

す。 
アメリカ／イギリス／イタリア／インド／オラ

ンダ／カナダ／韓国／シンガポール／中国

／ドイツ／日本／フランス／ルクセンブルク

／ロシア 
APICE は、新規事業立ち上げからスポット

契約、また、日常業務から世界中のデロイト

のネットワークを駆使する必要がある業務に

至るまで、あらゆる局面で御社をサポートし

ます。 
AP ICE は香港を拠点とし、御社の特有のニ

ーズについて理解するだけではなく、さまざ

まな国の税制を熟知した海外出身の税務専

門家を有しています。故に APICE は、御社

からの国際税務に関する質問に対し、豊富

な知識をもとにお答えすることが可能です。 
APICE は多岐にわたる分野において、いつ

でも、そしてどこでも、必要な時に御社をサポ

ートします。 
 海外における税負担の軽減化 
 資金還流の最適化 
 グローバルでの税負担の軽減、外国税

額控除を最適化するための事業再編 
 サプライチェーン指向の事業再編の税の

最適化 
 グローバル企業における知的財産の活

用 
 税効率の良い資金調達 
 事業体選択および資本戦略の事業拡張

プランニング 
 M&A および会社分割 
 BEPS（税源浸食と利益移転） 
 租税条約の解釈およびプランニング 
APICE の専門家は、日本を含むデロイトメン

バーファームと密に連絡を取ることにより、常

に現地の最新税務情報を把握しています。

よって、時差に関係なく、御社が求める最新

の情報を提供することができます。 

御社を訪問し、最新の税務の動向について

概要を説明し、御社の税務プランニングや意

思決定について、確かなサポートを提供しま

す。 

The Deloitte Tax difference  
APICE の詳細は、下記の Web サイトをご覧

ください。 
もしくは、AP ICE のメンバーに直接ご連絡く

ださい。 
www.deloitte.com/internationaltax/ice/apice 



各国のプロフェッショナルがアジアに集結 
 
 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス

を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、

デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを

Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家

については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネッ

トワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
 
About Deloitte Asia Pacific International Core of Excellence 
The Deloitte Asia Pacific International Core of Excellence (“AP ICE”) was established in June 2010 to provide international tax consulting 
services to Asia Pacific based companies investing abroad as well as multinational companies investing in Asia Pacific. AP ICE is based in 
Hong Kong and has a team of 20 senior tax professionals from 14 tax jurisdictions, including Canada, China, France, Germany, India, Italy, 
Japan, Luxembourg, the Netherlands, Russia, Singapore, South Korea, United Kingdom and the United States. 
 
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related 
entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the 
Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. 
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