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ご挨拶 Who we are
KPMGは、中東の急速な経済発展に
対応するため、会計、税務、アドバイザ
リーの専門家を含むビジネスサポート
ネットワークの強化に取り組んでいます。
UAEオフィスには日本人駐在員が在籍
しており、KPMGジャパンをはじめとす
る世界中のKPMGオフィスと協力して、
日系企業のビジネスをサポートしてい
ます。

中東における日系企業の活動と投資ボ
リュームは、中東地域に精通している
専門家の必要性を示唆しています。そ
のため、私たちKPMG Lower Gulfは、
日系企業の皆様のニーズに応えるべく、
2007年にジャパンデスクを設置しました。

私たちは、KPMGジャパンのグローバ
ルジャパニーズプラクティスのネットワー
クを通じて、世界中のKPMGオフィスで
働く日本人プロフェッショナルとつながっ
ています。

KPMGは、それぞれの国に特化した専
門家チームと連携することで、クライア
ントのビジネスと機能の拡大、強化を
サポートする体制を確立しています。

私たちは、信頼できるビジネスパート
ナーとなり、クライアントの “the clear 
choice”になるよう努めています。

世界153の国と地域のメンバーファームに約207千名の人員を擁し、監査、税務、ア
ドバイザリーサービスを提供しています。

KPMG Lower Gulf（UAE およびオマーン）は、1973年に設立され、ドバイ、アブダビ、
マスカット、シャールジャにある6つのオフィスに、109名以上のパートナー、ディレクター
と1,250人以上のプロフェッショナルが在籍しています。私たちは、クライアントのニー
ズに合わせた監査、税務、アドバイザリーサービスと業界に関する知見を提供するこ
とで、クライアントが組織運営リスクに対処し、株主の期待に応え、ダイナミックで困
難なビジネス環境に対応できるようサポートしています。

日系企業のグローバル展開をサポートするため、KPMGでは約700名の日本人と日本
語スピーカーを世界中に配置し、グローバルジャパニーズプラクティスのサポート体制
を強化しています。

KPMGジャパンのグローバルジャパニーズプラクティスのプロフェッショナルが、国際的
および日本的な観点から豊富な経験と専門知識で、世界中の日系企業のニーズに積
極的に応えています。

KPMGはグローバルにサービスを提供する 
プロフェッショナルファームのグローバルネットワークです。
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What we do

監査

スタートアップから多国籍企業まで、多数の企
業に対して、会計監査サービスを提供します。

バリュエーション（企業価値評価）

ファンドマネジャー、ポートフォリオ企業お
よび投資家向けに、幅広い企業や事業の
適正価値評価サービスを提供します。

リストラクチャリングサービス

事業再生の専門家が、戦略、運用、財務
改善のための手続を施行し、ビジネスが
安定するようサポートします。

資金調達関連アドバイザリー

企業の負債による資金調達に際して、独
立した第三者の観点からクライアントの利
益に沿ったアドバイザリーサービスを提供
します。

インフラプロジェクトアドバイザリー

中東の主要なインフラプロジェクトに対する官民
パートナーシップ（PPP）投資を検討している幅
広いクライアントをサポートしています。近年、
PPPによるインフラプロジェクトが中東各国で進
められ、関連法が導入されているため、インフ
ラプロジェクトアドバイザリーの重要性が高まっ
ています。

保証業務

財務諸表のチェック、作成補助および合意さ
れた手続をはじめとする監査以外の各種検証
手続などの保証業務を提供します。

内部監査およびリスクコンプライアンス

クライアントの内部監査、リスク管理体制、
第三者機関のレビュー対応、リスク統制
手続の有効性と効率性を高めるサポート
をします。

Audit Management 
Consulting

Deal 
Advisory

Risk 
Consulting

Tax

フォレンジック（不正調査）

クライアントの不正・不祥事に備えるため、
不正調査、訴訟や仲裁のサポート、不正防止
体制構築支援などを行っています。
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デジタルカ スタマーサービス

多業界を経験した熟練の専門家が、社内
の課題に対処しながら、クライアントの顧
客基盤の強化と拡大に向けた方法論と実
践的な戦略を策定します。

ビジネストランスフォーメーション

クライアントが競争環境の中でビジネス
変革を推し進める際に、重大な障害を特
定し、対応するアプローチを考案します。

VAT（付加価値税）

幅広いVATの問題に関する専門的アドバイス
を提供します。また、私たちの経験と業界
の知識を共有することで、クライアントの
属する業界とビジネスに VATが与える影響
を理解できるようサポートします。

会社設立

さまざまな企業の UAE本土またはフリー
ゾーンでの会社設立をサポートします。法
人形態選択からストラクチャリング、監査、
CFOなどのマネジメントに対するアドバイ
スなど、多様なトピックスに関するガイダ
ンスを提供します。

移転価格税務

KPMGのグローバルな移転価格税制の専
門家ネットワークに属しています。異なる
国の税制の理解に基づき、グローバルな観
点から問題解決をサポートします。

会計アドバイザリー

クライアントの国際的な会計基準への準拠
を助け、財務報告プロセスに関するアドバ
イスを行うことで、ビジネスと整合した財
務会計報告をサポートします。

アウトソーシング

帳簿記帳、財務諸表作成、給与支払な
どの各種代行サービスを提供します。ま
た、経験豊富な専門家を必要に応じて
短期または長期に派遣することで、クラ
イアントの既存または新たな管理業務の
増加に対応します。

組織・人材マネジメント

人材開発と組織構築に焦点を当て、採
用、育成、動機づけおよび適切なスキル
と経験を持つ人材の維持管理のための
サービスを提供します。
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Our solutions are designed  
to match your needs
KPMGのソリューションはクライアントのニーズに合わせて設計されています。

– 会計監査人は日本のビジネス文化をよく理解していますか？
– 会計監査人は日本の親会社の方針と納期を考慮して監査意見を表明していますか？

– 中東およびアフリカでの投資機会は見つかっていますか？
– インフラストラクチャー案件に関する財務アドバイザーは選定できていますか？
– 財務またはコマーシャルデューデリジェンスサービスを活用できていますか？
– 買収後のビジネス統合計画を策定し実施できていますか？
– 持続的な発展をコミットできますか？
– データ分析を利用してビジネス上の意思決定ができていますか？
– ターゲットを絞り込んだ個別マーケーティングで費用対効果を高めていますか？
– 日系企業の現地法人は、親会社の実務と手続を理解していますか？
– 新しい報告システムを適切に評価し運用できていますか？
– 新しい会計基準について財務会計部門のトレーニングができていますか？
– 短期または長期の人材派遣が必要ではありませんか？

– 税務の観点からビジネスをどのように構築するか検討できていますか ?

– 適切な法人形態とビジネスに必要なライセンスが何かを理解していますか？
– 税制改正の可能性は予想できますか？ 

– VATがビジネスに与える影響を理解していますか？
– 移転価格に関するアドバイスは必要ありませんか？

税務

アドバイザリー

監査
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Contact us

本冊子は、KPMG Lower Gulfが2018年8月に発行した「Japan desk Supporting your success in the Middle East」を翻訳したものです。翻訳と英語原文
間に齟齬がある場合は、当該英語原文が優先するものとします。なお、数値やデータは最新のもの（2019年1月時点）に差し替えております。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な
情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの
行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとに
ご判断ください。

© 2019 KPMG Lower Gulf Limited, operating in the UAE and Oman, member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 
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