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KPMG Japan 
Overview 
KPMGジャパンは、監査、税務、アドバイザリーに
関わるサービスを、クライアントのニーズに則して
一体的に提供する体制を構築し、
企業の広範な活動を支援します。 

KPMGジャパンは、 KPMGインターナショナルの日本における
メンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリー
の3つの分野にわたる 8つのプロフェッショナルファームによって
構成されています。

クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショ
ナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、また KPMGの
グローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを
提供しています。

Management Consulting
Deal Advisory

Risk Consulting

Audit Tax Advisory 

Industry 
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Audit 
and Assurance
監査・保証業務

あずさ監査法人では、統一的な品質管理体制のもと、監査・保証業務を遂行しています。
信頼性の高い監査をもって社会的要請に応えることはもちろん、全世界の KPMGで
統一された最新の監査手法を通じて、品質を最優先させた監査を行っています。

法定監査
金融商品取引法に基づく監査

会社法監査 

IFRS基準に準拠した財務諸表の監査 

SEC基準に基づく財務諸表の監査

独立行政法人監査

学校法人監査

信用金庫・労働金庫および信用組合監査

労働組合監査

投資事業有限責任組合監査

特定目的会社監査

保証業務

受託業務に係る内部統制の保証業務

金融商品取引業者における顧客資産の
分別管理の法令遵守に関する保証業務

任意監査
法定監査が適用されない会社の財務諸表
監査

株式公開を目的とした金融商品取引法に
準ずる監査

特別目的の財務報告の枠組みに準拠して
作成された財務諸表に対する監査

個別の財務表または財務諸表項目等に
対する監査

株式上場アドバイザリー

株式上場アドバイザリー

ベンチャー支援

グローバルイノベーション支援

アジア上場支援
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Tax
税務

国内企業および外資系企業に対し、多様化する企業経営の局面に対
応すべく、国内外のネットワークを最大限に活用し、それぞれの専門
分野に精通した税務専門家が、最適かつ包括的な税務アドバイスを
提供します。

Tax
税務

国内企業および外資系企業に対し、多様化する企業経営の局面に対
応すべく、国内外のネットワークを最大限に活用し、それぞれの専門
分野に精通した税務専門家が、最適かつ包括的な税務アドバイスを
提供します。
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国際税務
グローバルタックスマネジメント

海外進出に関する税務／海外税制等の調査

グローバル税務戦略策定アドバイス

海外持株会社・統括会社の効果的活用

タックスヘイブン税制対策

外国税額控除対策

対日投資に関する税務

国内税務
各種税務申告書作成

連結納税検討・導入支援、連結納税導入後の税務

税務当局への事前確認

税務調査対応

不服審判所への申立、税務訴訟の支援 

M&A 

M&A MBO／LBOスキーム策定

組織再編（買収後）スキーム策定

国内・海外税務デューデリジェンス

海外買収スキーム策定

組織再編／企業再生
国内・海外組織再編

組織再編スキーム策定

企業／事業再生スキーム策定

企業再生税務デューデリジェンス・スキーム策定

不動産

対日不動産投資税務ストラクチャー策定

対外不動産投資税務ストラクチャー策定 

J-REIT、公募・私募不動産ファンド税務

不動産の証券化に関するスキーム策定

再生可能エネルギーに対するスキーム策定

インフラ・ PFIに対する投資スキーム策定

証券化／リース
資金調達・オフバランスの証券化に関する税務

信託・組合等を用いた投資スキーム策定

国際リース／大型動産リースに関する税務

移転価格

移転価格リスク分析・プランニング

事前確認（ APA）、政府間協議（相互協議）

移転価格調査対応

移転価格文書化 

BEPS対応支援

バリュエーション（税務上の評価業務）

ファイナンシャル
金融業界（銀行、証券、保険等）に対する税務

金融機関による国内外投資案件に関する税務

金融派生商品に関する税務

米国税務に関するアドバイス（QI、対米投資案件など）

テクノロジー
インターネットテクノロジー関連企業に対する税務

メディア・エンターテインメントビジネス企業に対する税務

成長段階にあるベンチャー企業に対する税務

インターネットを使用した国内外取引に係る税務

関税／間接税
グループサプライチェーンの効率化

間接税プロセスの効率化 

FTA原産地証明プロセスの整備・効率化

関税事後調査対応、関税評価申告取得

関税評価（特に移転価格の補償調整）・税番分類

グローバルモビリティ
日本・米国個人所得税申告書作成

海外派遣に伴う報酬制度・経済的利益等に関する税務

ストックオプション、インセンティブプランの税務

租税条約、社会保障制度等に関するアドバイス

海外派遣社員のグローバルコーディネーション

グローバル人事に係る税務サポート

アウトソーシング

記帳代行、財務諸表および各種レポート作成業務

支払代行・資金管理業務

給与計算業務・社会保険事務代行等

海外勤務者のみなし税金計算

労務手続・就業規則等作成サポート

株式会社または外国法人の支店等の設立サポート

パブリックセクター／医療機関
独立行政法人、国立大学法人等に対する税務

社団、財団および学校法人等に対する税務

医療機関に対する税務等

中堅企業
国内法人の月次決算および各種税務申告書作成

事業承継対策、相続税・贈与税の申告書作成

オーナー企業の資本政策、株式評価業務

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. KPMG Japan 7 
© 2021 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

| 



  

 

 

  

マネジメントコンサルティング、ディールアドバ
イザリー、リスクコンサルティングの 3つのサー
ビスグループで、それぞれの専門性を有するプ
ロフェッショナルが、グローバルネットワークを Advisory
活用しながら、企業価値の向上を支援します。

アドバイザリー

マネジメントコンサルティング ディールアドバイザリー　

グローバルネットワークと豊富なクロスボーダープロジェクトの経験を活用し、
日本企業のグローバル化とその定着を支援。戦略から ITまで、様々な企業
変革とプロジェクトの実行をサポートします。

ストラテジー &オペレーション

事業戦略策定

アライアンス戦略策定

市場参入戦略策定（市場・競合分析）

事業買収後統合（PMI）

カスタマーリレーションシップ・
マネジメント

サプライチェーン改革

業務改革

業務変革支援（チェンジマネジメント）

統合後業務設計支援

シェアードサービス＆アウトソーシング
実行支援

インテリジェントオートメーションを
活用した業務改革支援

コスト最適化

調達プロセス最適化

大規模プログラム・プロジェクト管理

組織・人材マネジメント

風土改革・意識改革支援

組織開発

人事機能改革

組織・人材の最適化／人材マネジメント

人材開発

フィナンシャルマネジメント

経営管理・管理会計の高度化

財務経理戦略・
トランスフォーメーション

財務経理の変革モデル策定支援

財務経理プロセス最適化 

ITアドバイザリー 

ITプランニング＆
アーキテクチャデザイン 

ITガバナンス＆
プログラムマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

エンタープライズソリューション
導入支援

激変する経営環境の中、その変化にスピーディー
するための M&A、事業再編・事業再生等の戦略 

M&A／ PMI 

M&Aアドバイザリー（バイサイド、セルサイド、 
JV／パートナーシップ）

事業性評価および各種デューデリジェンス

シナジー創出モデルの構築・実行

バリュエーション、パーチェス・プライス・
アロケーション、減損テスト 

IT／オペレーション統合

事業統合計画（ PMI）の策定・実行

事業分離計画の策定・実行 

M&A／ PMIにおける不正調査

経営戦略

中期経営計画・事業計画の立案

事業ポートフォリオの再構築

新規事業／市場戦略の立案 

M&A戦略の立案

グループ経営体制の構築

企業不動産アドバイザリー

コーポレート・ベンチャー・キャピタル
（CVC）の推進支援
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リスクコンサルティング

かつ柔軟に対応し、真のグローバル経営を実現
策定と実行を、総合的にサポートします。

事業再生

オペレーションと財務の最適化／
リストラクチャリング

ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行 

M&A型ターンアラウンド
（再編、 JV化・解消、売却・撤退、再生投資）

海外事業リストラクチャリング

投資案件の検証・見直し・撤退

法的整理・私的整理

レンダー・アドバイザリー

様々な利害関係者の期待に応え、経営者の説明責任を果たし、事業の持続可能性を高めるために、
企業グループのガバナンス、リスク、コンプライアンスに関する各種取組みの推進、改善をサポート
します。

アカウンティングアドバイザリー 

IFRS導入支援 

IFRS・US GAAP・日本基準関連アドバイザリー 

M&A・事業再編に伴う財務報告支援

上場支援、 SECファイリング支援

決算早期化・決算期統一支援

グループ決算処理・規程統一化支援、
決算オペレーション改革支援、
決算プラットフォーム構築支援

グループ財務経理機能高度化支援

グループ経営管理高度化支援

ガバナンス・リスク・コンプライアンス
グループガバナンス

取締役会の実効性評価

全社的リスクマネジメント

内部統制および内部監査

法規制対応およびコンプライアンス態勢整備

海外事業管理支援

事業継続マネジメントおよび危機管理

サステナビリティ

ステークホルダーコミュニケーション

統合報告

テクノロジーリスク
プライバシーアドバイザリー

先端テクノロジーリスク（ IA、IoT、Cloud等）

システムリスク

プロジェクトリスク

システム監査

サイバーセキュリティ
サイバーストラテジー＆ガバナンス

サイバートランスフォーメーション

サイバーディフェンス 

OTサイバー（制御系システム）

フィナンシャルリスクマネジメント

グローバル金融規制対応・金融インフラ規制
対応、主要リスク管理・コンプライアンス態勢
高度化

金融犯罪対策、域外適用対策（ FATCA・CRS・
贈収賄・独禁法）

アクチュアリーサービス（保険・年金）、
年金リスク対応

不動産リスク対応

資産運用ビジネス支援サービス

資本コストを意識した経営・財務管理体制
構築支援

グループ財務ガバナンス、
為替リスク管理高度化支援

金融技術（フィンテック）対応支援サービス

フォレンジック
不正・不祥事調査、デジタルフォレンジック

グローバル不正防止体制の構築

製品データ改ざんに係る予防・調査

サイバーセキュリティ対策／
サイバーフォレンジック調査

係争支援 

e-ディスカバリ対応、情報ガバナンス体制の構築

法人・個人の背景調査

契約／法令順守対策
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KPMGジャパンでは、監査、税務、アドバイザリーサービスの
領域において、幅広い分野にわたるインダストリー情報、
ナレッジの蓄積とグローバルベースのツールを活用し、各業界
に精通したプロフェッショナルが多様なニーズに対応します。 

また高品質なサービス提供に加えインダストリー情報ととも
にKPMGの知見の発信にも力を入れています。

Industry
インダストリー

金融
デジタライゼーションの進展、厳しい収益環境の継続、サステナビリティへの取組強化、コロナ禍における行動様式や
価値観の変化等の金融機関を取り巻く経営環境の変化やビジネスモデル変革を踏まえ、ビジネスプロセス改革、金融
規制や金融インフラ規制対応、組織再編等をはじめ、金融犯罪対策、 DX対応、リスク管理態勢構築、 ESG対応など、
金融機関の経営課題に対し、包括的なサービスを広範かつ機動的に提供します。

テクノロジー・メディア・通信
デジタルトランスフォーメーション（DX）が進み、過去に類を見ないスピードで業界構造が破壊されている情報・
メディア企業と、 OTTサービスの提供と安全で信頼できる 5Gネットワークの提供という二重の課題に直面している
通信企業に対し、グローバルな視点から、 AI等を活用した最先端のベストプラクティスおよび業界の知見を活か
した付加価値の高いアドバイスを提供し、規制対応や新会計基準適用に伴う各種課題の解決をサポートします。

消費財・小売
人口動態や経済の変化、テクノロジーの進化に伴う消費者ニーズや購買行動の変化は、市場と競合状況を劇的に
変えつつあります。 KPMGはこれらの経営課題への対応、海外市場へのアクセス、カスタマー・セントリック思考
と最新のテクノロジーを取り入れたビジネスモデルへの変革を、グローバルネットワークを活用してサポートします。

ガバメント・パブリック
「未来への選択」⸺我が国は人口急減・超高齢社会を乗り越え、持続的な成長・発展を実現できるかどうかの岐路
に立っています。また、東京一極集中・デジタル化の遅れ等への対策も待ったなしの状況です。これまでになく困難
な課題に立ち向かう政府・公的機関を支援するため、 KPMGはグローバルネットワークを活用し、世界各国の知見
や技術を結集して、各種アドバイザリーサービスの提供に取り組んでいます。

ヘルスケア
急速な少子高齢化と財政制約、労働力制約、医療技術革新の進展など、ヘルスケア関連事業者は、環境変化に
適応すべく、自らの戦略と事業モデルを再検討する必要性が高まっています。 KPMGは、ヘルスケア産業に係る
知見に基づき、クライアントの皆様の事業の発展に資する、戦略的なアドバイザリーサービスを提供します。

製造
製造業界は、地球を超えて宇宙も対象となってきています。モノづくりに加えたコトづくりも製造業に期待
される役割となっています。“コトづくり業”に向けた「進化」に道筋をつけるインサイトを提供し、イノベー
ションへのチャレンジをサポートします。 

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 10 Industry global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

© 2021 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

| 



 

 

 

 

 

 

自動車 
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、自動車業界は、電動化、次世代燃料車に加え、自動化などの技術
革新のための多額投資や、異業種からの新規参入企業との協業と競争への直面など、人と物のモビリティを巡る
大きなパラダイムシフトの中で、生き残りをかけた戦いを強いられています。 KPMGでは、関係する異業種を含む
豊富な知見をもつ専門家チームが、グローバルネットワークを活用しながら、変化への迅速な対応を支援します。

ライフサイエンス
ライフサイエンス業界では、医療コストの増加や薬価引下げなどの課題を抱え、環境コンプライアンスの徹底と
効率性追求が求められています。 KPMGは豊富な経験と専門的な知見に基づき、監査、移転価格税制を含む税務
領域の支援、海外展開を含む M&A支援、デジタルトランスフォーメーション、コスト削減、 MDR/IVDR・ファーマ
コビジランス規制などの各種規制対応、リスク＆コンプライアンス対応、IT導入等のアドバイスを提供します。

エネルギー
石油・ガスの上流権益投資から、再生可能エネルギーを含む発電・送電線等のインフラストラクチャー投資や
アセットパフォーマンスの改善、サイバーセキュリティ対策、そして出口戦略の策定・実行まで、アセットライフ
サイクル全般にわたるサービスを提供します。また、企業業務の脱炭素化に伴う戦略構築や実行の支援を
行います。

プライベートエンタープライズ
グローバルで大きな潮流であり成長著しいスタートアップと、日本でも独自に発展・成功してきたファミリー
ビジネスという 2つの非上場企業の経営者を対象に、事業戦略から会計・税務・内部統制・ M&A・業務改革・ IT・
ガバナンス・デジタルトランスフォーメーション等、事業全般における経営課題の解決と実行を、 KPMGのグロー
バルネットワークを活用してご支援します。

インフラストラクチャー
エネルギー・輸送・空港や水道設備等、社会の健全かつ円滑な運営に必要なインフラストラクチャーについて、
国内あるいは本邦企業による海外への投資や運用、オペレーション改善やリスク管理を含む、アセットのライフ
サイクル全般をカバーするサービスを提供します。また、国や自治体、企業によるサステナブルなインフラ
ストラクチャーの確立と維持を支援します。

PEファンド
大企業からのカーブアウト案件や事業承継案件は今後も増加が見込まれており、潤沢なドライパウダーを背景に 

PEファンド間の競争は熾烈です。 KPMGではPE業界に特化したプロフェショナルが、ディールオリジネーション
から各種デューデリジェンス、税務関連アドバイス、バリュークリエーションサポート、 IFRS基準導入支援、 

IPO支援など、一気通貫で質の高いサービスの提供を通じて PEファンドを支援します。 

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. KPMG Japan 11 
© 2021 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

| 



....
.....

......
...... . . . . . . ....... 

. . . . .
. . . . . 
. . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

.......
..... ....

..

. . . . . .   

........... 
...
.
.

KPMG's 
Global Network 

KPMGのグローバルネットワーク

. 

Americas 

Europe, Middle East Asia Pacific 
and Africa 

KPMG's 
global network 

146ヵ国 9 1 都市 30ヵ国 

KPMG 日本語対応可能 カントリーデスク
メンバーファーム （プロフェッショナル駐在） （駐在経験者で構成） 
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日本企業の海外事業を支援する 日本企業の幅広いニーズに対応する 

GJP カントリーデスク

グローバル・ジャパニーズ・プラクティス（GJP）は、日本企業 日本企業の戦略的重要性の高い地域に関して、中国
の海外事業展開を支援する KPMGのグローバルネットワー 事業室、 ASEAN事業室、インド事業室、中東・アフリ
クです。世界の主要 91都市に、約 800名の日本人および日 カ事業室を組織化するとともに、日本企業の海外事
本語対応が可能なプロフェッショナルを配し、日本企業が 業展開をより実務的に支援するため、駐在経験者で
対峙する複雑かつグローバルな経営課題に対応すべく、ク 構成する「カントリーデスク」を、 30ヵ国について設置
ロスボーダー、クロスファンクションおよび産業分野別の専 しています。日本企業の本社および海外子会社に対し
門家ネットワークを駆使し、日本企業に対するサービス体制 て、適時な情報交換と最適なサービスの提供により、
の強化に取り組んでいます。 求められる幅広いニーズへの対応を図っています。 

KPMGのグローバルネットワーク 

KPMGは、監査、税務、アドバイザリー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。世界 146の国と地域のメンバーファームに約 227,000名の人員を擁し、サービスを
提供しています。 

KPMGは、グローバル組織、または KPMG International Limited（「KPMGインターナショナル」）
の1つ以上のメンバーファームを指し、それぞれが別個の法人です。KPMG International Limited

は英国の保証有限責任会社（private English company limited by guarantee）です。 KPMG 

International Limitedおよびその関連事業体は、クライアントに対していかなるサービスも提供
していません。 KPMGの組織体制の詳細については、https://home.kpmg/xx/en/home/misc/ 

governance.htmlをご覧ください。
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About KPMG Japan 
KPMGジャパンメンバーファーム一覧

有限責任 あずさ監査法人
監査や各種証明業務をはじめ、財務関連アドバイザ
リーサービス、株式上場支援などを提供しています。
また、金融、テクノロジー・メディア・通信、製造、ガバ
メント・パブリックなど、業界特有のニーズに対応した
専門性の高いサービスを提供する体制を有しています。 

KPMG税理士法人
各専門分野に精通した税務専門家チームにより、
多様化する企業経営の局面に対応した的確な税務
アドバイス（税務申告書作成、国内／国際税務、
移転価格、 BEPS対応、関税／間接税、 M&A、組織
再編／企業再生、グローバルモビリティ、事業承継
等）を、国内企業および外資系企業の日本子会社等
に対して提供しています。 

KPMG社会保険労務士法人
グローバルに展開する日本企業および外資系企業の
日本子会社等に対して、社会保険の新規適用手続き
支援、給与計算、各種社会保険手続き、社会保障協定、
就業規則に関するサポートなど、人事・労務関連業務
を日英バイリンガルで提供しています。

株式会社 KPMG Ignition Tokyo
監査、税務、アドバイザリーサービスで培った KPMG

ジャパンの専門的知見と、最新のデジタル技術とを
融合させ、企業のデジタルトランスフォーメーションを
促進させることを使命としています。グローバルおよび 

KPMGジャパンの各メンバーファームと協業して共通
基盤とソリューションを創発し、クライアント企業の
デジタル化に伴うビジネス変革を支援します。

KPMGコンサルティング株式会社
グローバル規模での事業モデルの変革やオペレー
ションの改善を最先端テクノロジーの活用によりサ
ポートします。具体的には事業戦略策定、業務改革、
収益管理能力向上、ガバナンス強化、リスク管理、 IT

戦略策定・導入支援、組織人事変革、サイバーセキュ
リティなどに関するアドバイザリーを提供しています。

株式会社 KPMG FAS

企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業
再編、企業・事業再生等）、ポストディールに至るまで、
企業価値向上にむけた取組みを総合的にサポートしま
す。主なサービスとして、 M&Aアドバイザリー（ FA業務、
バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリ
ングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略
コンサルティング、不正調査等を提供しています。 

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

非財務情報の信頼性向上のための第三者保証業務
の提供のほか、非財務情報開示の高度化に対する
支援、サステナビリティ領域でのパフォーマンスや
リスクの管理への支援などを通じて、企業の「持続
可能性」の追求を支援しています。 

KPMGヘルスケアジャパン株式会社
医療・介護を含むヘルスケア産業に特化したビジネス
およびフィナンシャルサービス（戦略関連、リスク評価
関連、 M&A・ファイナンス・事業再生などにかかわる
各種アドバイザリー）を提供しています。

あずさ監査法人 

KPMG社会保険労務士法人 

KPMGコンサルティング 

KPMG FAS 
KPMGあずさサステナビリティ 

KPMGヘルスケアジャパン 

Audit Tax Advisory 
KPMG税理士法人 

KPMG Ignition Tokyo
（デジタルテクノロジープラットフォーム）
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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
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